
オフィス用品カタログ

新型コロナウイルス
ワクチン接種会場
レンタル什器・備品一式



１　会場床　養生　（床の保護と衛生目的の為）

２　パネルによる会場作りH２４００・H２１００・H１８００・H１５００
　　レンタルパネルによりフレキシブルなコマ割りが可能です。

３　ベルトパーテーション、誘導看板、サイン
　　接種に来られた方々を効率的に誘導します。

４　検温
　　サーマルカメラにより、入口で立ち止まることなく検温し、会場へご案内致します。
（サーマルカメラ 、レンタル可能です）

５　各テーブルの周りに飛沫防止用のアクリル、又は透明ビニールの設置。
（アクリルはレンタル可能です。）

６　手荷物等預りロッカー備品の設置。

７　冷暖房器具の設置　スポットクーラー・暖房器具など用意。

８　その他各種レンタル商品の取り扱いがございます。

大洋工芸　ワクチン接種会場　設営内容



品名 体育館シート 品名 青　養生シート 品名 白　養生シート
品番 品番 品番
サイズ W1.35m　× 30m サイズ 　W 0.9m × 100m　 サイズ W 0.9m × 100m　
仕様 仕様 仕様
単価 単価 単価
姿図

大洋工芸　オフィス事業部 １　床養生



品名 １　TS-890パネル 品名 2   TS-830パネル 品名 ３　白ポリパネル 品名 ４　Eパネル
在庫数 600枚 (200枚） 在庫数 300枚（280枚） 在庫数 50枚（50枚） 在庫数 150枚（95枚）
サイズ W900 H2100（H1500) サイズ W900 H2100（H2400) サイズ W900 H1350 (H1500) サイズ W900 H1500 (H1800)
仕様 クロス仕様　画鋲OK 仕様 木工フレーム　化粧板 仕様 化粧板　白ポリ 仕様 ホワイト
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

品名 ５　EZパネル 品名 ６　キャスターパネル 品名 布パーテーション 品名 三つ折りパーテーション
在庫数 220枚 在庫数 110枚 サイズ W1800 D450 H1800
サイズ W1000　H2400 サイズ W900　H2050 サイズ W1800  H1800 サイズ W1800 D450 H2100
仕様 アルミフレーム　PVC合板 仕様 キャスター付きクロス貼り 仕様 材質・色布：青 仕様 キャスター付き　ポリ合板
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

大洋工芸　オフィス事業部 ２　会場パネル各種







品名 会議テーブル　木目 品名 会議テーブル　NH 品名 アルコールスプレー台 品名 小物台　テレビ台
品番 品番 品番 品番
サイズ （W1200 W1500 W1800）

（D450 D600）　（H700） サイズ （W1200 W1500 W1800）
（D450 D600）　（H700） サイズ 600φ H700 サイズ W1200 D600 H700

仕様 仕様 仕様 仕様
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

品名 診察用　回転椅子 品名 キャスター付きチェア 品名 折りたたみ椅子　アルミ 品名 丸椅子
品番 品番 キャスター付き 品番 品番
サイズ W487 D470 H746 サイズ W487 D470 H746 サイズ W487 D470 H746 サイズ φ405 H455
仕様 張地：樹脂　　色：ブラック 仕様 張地：樹脂　　色：ブラック 仕様 張地：樹脂　　色：ブラック 仕様 張地：レザー　色：ブルー
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

大洋工芸　オフィス事業部 ２　会場備品　机　椅子



大洋工芸　オフィス事業部 3　ベルトポール　誘導看板



3　ベルトポール　誘導看板大洋工芸　オフィス事業部



大洋工芸　オフィス事業部 3　ベルトポール　誘導看板



品名 サインスタンド
品番
サイズ

姿図

品名 Lポール
品番
サイズ W400×Ｈ1300～2500

姿図

ベース200φ H850仕様

仕様 クロームメッキ /
ベース寸法 : 360×300

大洋工芸　オフィス事業部 3　ベルトポール　誘導看板



■非接触で発熱者を検知するサーマルカメラ。
人体表面温度測定に特化し、±0.5℃の高精度な計測が可能。

■独自のアルゴリズムで額を焦点にして温度測定。
   マスクを着けていたり、手元に温かい飲み物を持っていても高い精度で

サイズ 　 測定します。
カメラ：W138×D138×H123
適用範囲 ■カメラの前を通過するだけで測定速度わずか1秒。
測定距離：3ｍ　 約3m離れた場所から、わずか1秒以内に自動で測定します。

最大20人まで同時に測定でき、大勢の人が往来する場所や施設に最適。
付属品
三脚・ノートパソコン・モニター ■測定温度範囲：30～45℃

HDMIケーブル ■あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には画像アラートと
→モニター 　 音声アラートにより即座に監視者に通知できます。

■非接触で発熱者を検知するサーマルカメラ。
温度検知制度±0.5℃で高い体表面温度を素早く検知。
リアルタイムで温度をディスプレイ上に表示。
設定値を超える温度を検出すると赤く点滅表示。

サイズ （自動顔認証は行いません。）
W59×D117×H196 ■カメラの前に立つだけで測定速度わずか1秒。
適用範囲 約1.5m離れた場所から、わずか1秒以内に自動で測定します。
測定距離：1.5ｍ　最大同時測定：1人 ■ハンディ型で場所を選ばずいつでも計測可能。

充電式で連続使用最大8時間。
■本体に挿入するSDカードにスクリーンショットデータを保存可能。
保存した記録をいつでも確認できます。
■測定温度範囲：30～45℃
■ディスプレイ：320×240解像度　2.4インチLCDディスプレイ

大洋工芸　オフィス事業部 4　検温

サーマルカメラ ドーム型　セット商品　レンタル

サーマルカメラ ハンディ型　レンタル

・LANケーブル10ｍ×1
・3ｍ×1付

最大同時測定人数：20人

・電源供給HUB



卓上用アクリルパーテーション
寸法　
アクリル3mm厚、幅900mm、高さ560mm、ベース奥行き150mm

開口幅　W300mm 高さH200mm

対面式カウンターでの飛沫感染予防対策に。

レンタル　¥2.750-/1週間（税込み）

販売　¥10.890-/台（税込み）

受付用飛沫防止ビニール

大洋工芸　オフィス事業部 ５　飛沫防止対策

・一番簡単にできる、ビニールでの飛沫防止です。

ビニール　0.15mm厚、横幅1800mm、高さ915mm　¥660/m（販売・
税込み）※ ¥330/m切売（販売・税込み）

ポップハンガー　横幅1800mm、クリップ部20mm　¥748/本（販売・税
込み）

L型POPスタンド　高さ1300mm~2500mm　1カ月- ¥550/台（レンタ
ル・税込み）※お買取りも承ります、お問合せください。

※掲載画像の場合　ビニール ¥660- + ハンガー ¥748- = ¥1.408-（販
売）L型POPスタンド ¥550×2台 ¥1.100-（レンタル）

初月 ¥2.508-　2カ月目以降 ¥1.100-になります。



品名 フェイスガード（販売のみ） 品名 オキサイダー（販売のみ） 品名
サイズ W320 H220 サイズ 小13畳程度　大20畳程度

品名 除菌シート（販売のみ）

命を脅かす細菌やウィルスの飛沫感染予防
から、花粉や防塵、油の飛び散りなどあら
ゆる用途でお使いいただけます。

Mサイズ　W275×H120
Lサイズ　W295×H135

日本製
洗えて繰り返し使える伸縮性のあるポリエ
ステル素材

オリジナルデザインマスク
大洋工芸　オフィス事業部 ５　飛沫防止対策

・二酸化塩素が浮遊する微生物、臭気物質
を酸化(OXIDE)除去！・空気清浄機だけでは
除去しきれない、菌・ウイルス・ニオイに
も効果を発揮！



品名 傘立て 30本用 品名 多目的ロッカー　3列4段 品名 シューズボックス　4列3段 品名 ロッカー 4人用
品番 TO 0062 NS 品番 TO 0053 NS 品番 TO 0056 品番 TO 0050
サイズ サイズ W900 D380 H880 サイズ W1000 D320 H900 サイズ W900 D515 H1790
仕様 仕様 中棚無 仕様 中棚付 仕様 鍵*1 網棚　ハンガーパイプ　鏡　ネ

クタイ掛け　傘立て滴受け付

単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

品名 掃除用具入れ 品名 書庫　両開き　360 品名 書庫　引き違い　33SS 品名 書庫　引き違い　63SG
品番 TO 0058 NS 品番 TO 0037 品番 TO 0033 品番 TO 0036
サイズ W455 D515 H1790 サイズ W880 D380 H1790 サイズ W880 D400 H880 サイズ W1760 D400 H880
仕様 仕様 鍵*1 棚板*4 仕様 鍵*1 棚板*2 仕様 鍵*1 棚板*4
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

大洋工芸　オフィス事業部 ６　整理棚　ロッカー備品



品名 気化式冷風機 品名 スポットクーラー 
品番 品番
サイズ W562 D563 H1368 サイズ W390×D430×H860
仕様 単相100V（50HZ /60HZ）175W/245W 仕様 100V 1040W
適用範囲 ８m 適用範囲 10畳程度

品名 ブルーヒーターファン付き 品名 遠赤外線ストーブ
品番 品番
サイズ W507×D581×H724容量 サイズ W300×D340×H717
仕様 最大950W　燃焼時448W 仕様 強:1150W～弱:330W
適用範囲 木造～47畳　コンクリート～65畳程度 適用範囲

大洋工芸　オフィス事業部 ７　冷暖房器具　空気清浄機

年中使用できます。
夏は周囲温度より－５℃の涼風
が出ますので暑さ対策、冬は
ウィルス対策や乾燥対策として
加湿として1年中ご利用いただけ
ます。

ルームサーモで自動温度調整、
手動運転との切替もワンタッチ
■燃焼継続時間：小火力時38.2
～大火力時13.4時間
■消し忘れ消火装置で運転開始
約6時間後に自動消火。
■灯油タンク容量：19L

外気を本体に吸い込み、本体内
部で冷却しダクトから冷気と
なって送風される部分的冷却装
置です。
ダクトを延長し（※オプショ
ン）、排気熱を室外に排気でき
ます。

赤外線の輻射熱は空気を暖める
のではなく太陽熱と同じように
あたったものを直接暖めるので
離れていても暖かく無駄があり
ません。ダイヤル式の11段階温
度調整でお好みの暖かさに設定
できます。



品名 品名
品番 品番 Z-2000 品番 Z-3000
サイズ サイズ 直径226mm高さ557mm サイズ 直径260mm高さ728mm
適用範囲 適用範囲 ～35㎡（21畳） 適用範囲 ～70㎡（43畳）
適用範囲

品名

※好評発売中
エアロゾル感染対策
空気が清潔である安心

コロナ対策空気除菌装置eLENAエレナは、

新型コロナウイルス感染症(COVID-19）のために設計・開発・デザインされた

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、

私たちが今までに経験したことのない状況が止まリません。

コロナ対策空気除菌装置　eLENA(エレナ）販売のみ

新しいスタイルの「コロナ対策UVC空気除菌装置」です。

大洋工芸　オフィス事業部 ７　冷暖房器具　空気清浄機

■広い空間の空質向上やニオイ
対策、PM2.5に対応。　空気清
浄適応床面積～65畳（107㎡）
■8畳を清浄する目安は約8分。
■浮遊カビ菌を除去、付着カビ
菌の増殖を抑える。

プラズマクラスター空気清浄機 TruSens 空気清浄機　

プラズマクラスター　約39畳
空気清浄　～65畳



品名 パイプテント 品名 発電機 品名 ポータブル電源 品名 拡声器
品番 品番 品番 品番
サイズ 1.５×２　２×３　３×５ サイズ W510×H415×D425 サイズ W348×D160×H284 サイズ φ210×W392
仕様 仕様 2000W　連続運転：約8時間 仕様 バッテリー容量　450Wｈ 仕様
単価 単価 単価 単価
姿図 姿図 姿図 姿図

品名 ハンガーラック 品名 姿見 品名 冷凍ストッカー（冷蔵切替）

品番 品番 品番
サイズ W600 (W900) サイズ サイズ W1760 D730 H990
仕様 仕様 仕様
単価 単価 単価

姿図 姿図

大洋工芸　オフィス事業部 ８　その他

その他各種、レンタル商品の
取り扱いがございます。
お気軽にお問い合わせくださ
い。

※燃料は別途必要



四国大洋工芸グループ

〒783-0041　 高知県南国市岡豊町定林寺50-1             　TEL(088)855-5800   FAX(088)855-5977　MAIL:kochi@shikoku-taiyo-g.com
〒770-0866 徳島県徳島市末広2丁目49-1-1-15　    TEL(088)654-0081   FAX(088)654-0059　MAIL:tokushima@shikoku-taiyo-g.com

〒790-0056　 愛媛県松山市土居田町15-3      　　　　  TEL(089)931-1700   FAX(089)931-1703　MAIL:matsuyama@shikoku-taiyo-g.com
〒761-8031　 香川県高松市郷東町587-3    　　　　　TEL(087)882-6030   FAX(087)882-6089　MAIL:takamatsu@shikoku-taiyo-g.com

四国統括本部
株式会社 松山大洋工芸
株式会社 高松大洋工芸
株式会社 徳島大洋工芸
株式会社 高知大洋工芸

HP:http://shikoku-taiyo-g.com/
㍿高松大洋工芸

四国統轄本部
㍿松山大洋工芸

㍿徳島大洋工芸

㍿高知大洋工芸




