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多機能クリーンボックス （紫外線除菌 ・ ワイヤレス充電）

MCB (Multifunctional Clean Box)

MDDS - 日本総代理店

Others ：  Products for general consumers, gifts, etc

その他、一般消費者向け商品、贈答品、他
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DDS 日本代理店

● その他、 防疫対策に関連する多数の商品をお届けします。

電動ソープディスペンサー
Electric soap dispenser

製品寸法：130 x 103 x 225mm     

N.W：510g 

材質：ABS 樹脂

電池：単三電池× 3 本

※泡タイプソープ対応

便器リフレッシュ
Toilet bowl refresh

材質：ABS                                     
使用寿命：約 1 万時間
電圧：5V/500mAh
定格電力：3.0W ( 最大 )
電池容量：1200mAh（ポリマー）
動作環境：0-60° C
製品寸法：128x 49X 20mm　　　
N.W：100g
カラー：ブラック / グレー                          
リフレッシュ作動時間：5 分

便器・ゴミ箱リフレッシュ
Toilet bowl / Trash can refresh

材質：ABS                                 
使用寿命：1 万時間
定格電流：5V / 500mAh
定格電力：3.0W ( 最大 )
電池容量：1200mAh（ポリマー）
作動環境：0-60° C
環境湿度：10- 75%
製品寸法：125x38x18mm
N.W：70g
カラー：ブラック / グレー                          
リフレッシュ時間：5 分

歯ブラシクリーンボックス
Toothbrush clean box

材質：ABS　　　　　　　　　　　
使用寿命：約 1 万時間　　　　　
定格電流：5V/1A　　　　　　　　
定格電力：1.5W ( 最大 )　　　　　
電池容量：1500mAh（ポリマー )　
作動環境：0-60° C　　　　　　
N.W：225g　　　　　　　　　　　
カラー：ブラック / グレー / ピンク                         
製品寸法：200x75x40mm　　　　
クリーン作動時間：6 分

( これらの製品は医療機器ではありません）

【各商品導入の補助金について】：

●経済産業省　中小企業生産性革命推進事業「事業再開支援パッケージ」

　　　　　https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002.html

●東京都中小企業振興公社／ TEL：03-4326-8174　　・東京コロナ対策助成金

　　https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

（補助金に関するご質問は弊社ではお応えしかねますので、ホームページや各地方自治体へ直接お問合わせください。）
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IMS   X   Smart movable detection and disinfection system

1 2

MCB (Multifunctional Clean Box) 

多機能ワイヤレス充電ボックス

MCB (Multifunctional Clean Box) 

多機能ワイヤレス充電ボックス

◆ 多機能ワイヤレス充電クリーンボックス
MODEL ： 　M-01

● UV 除菌 + アロマセラピー効果で、快適さアップ！

紫外線 (UV-C) 光線を利用したクリーンボックスです。除菌ケース

の中には UV ライトが備えられて、紫外線で、ウイルスと細菌を効

果的に除去できます。

またアロマ、エッセンシャルオイル等を数滴入れて特殊な臭いを

取り除き、除菌アイテムを心地よい香りで満たすことができます。

◆ 紫外線を利用した除菌効果の高いクリーンボックス！！

◆ スマートフォン、腕時計、メガネなど除菌可能！！

● 製品特長：
1. UV 除菌、ワイヤレス充電機能を有する、多機能クリーンボックスです。

2. USB-C ポートでワイヤレス充電の為、PC 接続で簡単に使用できます。

3.7 インチのスマートフォンや時計、アクセサリーなどの除菌に適しています。

4. スマートなデザインで 5V / 9V 低電圧。ポータブル、安全、信頼できる商品です

スマートフォンだけではなく、眼鏡、腕時計、ネックレス、化粧器具、イヤフォンなども除菌可。

【ワイヤレス充電、携帯便利】
クリーナーとしてだけでなく、ワイヤレス充電台としても使用できます。

充電対応機種のスマホを本体に置くだけで自動で急速充電できます。コンパクトなサイズと軽量で、持ち

運びが簡単で、自宅、オフィス、または旅行中でも使用できます。 

● 注意事項 ：

・装置を火（可燃物）、水、腐食性化学薬品から遠ざけてください。

・ユニットを有機溶剤で洗浄しないでください。

・動作中は、UV ライトを長時間見つめないでください。

・除菌中は UV 除菌ボックスを閉じたままにしてください。（約 15 分程）。

● 製品仕様 ：

製品サイズ：　200 × 105 × 38mm

製品内寸：　167 × 92 × 25mm

入力：　5V=2A　9V=2A

除菌モード：　UVC-LED

紫外線波長：　253.7mm

ワイヤレス充電器の供給電力：　10W

LED 電力：　2W

LED ライト数：　６個

● 使用方法：
１）スマートフォン、時計、メガネ、財布、アクセサリーなどを多機能クリーンボックスに入れます。

２）マグネットに合わせてカバーを閉じます。

３）ワイヤレス充電が必要な場合は、スマートフォンをボックスの上に置いて充電します。

品番 ： MCB-UVO-1


