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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)
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( これらの製品は医療機器ではありません）

PMS Products (Daily use)

IMS 防疫対策商品（日常用）

● 検温付き除菌キット（SKT）
　  Sanitizer Kit with Thermometer

材質：　PP
適用する液体：　除菌液
タンクの容量：　1200ml
温度の表示範囲：　34 ～ 43℃ ± 0.1℃
センサー距離：　8 ～ 12 ㎝
電池：　乾電池にも対応
製品寸法：　L150 × W110 × H275mm
製品重量 : 　1.17Kg

❶ スプレー 　　　　　❷ 泡　　　　　　　　❸ 液体ドリップ

材質：　ABS
測定距離：　5 ～ 10cm 自動測定
測定範囲：　0℃～ 50℃
表面温度検出精度：　+/-（上下）0.2℃（35℃～ 42℃、使用前 30 分間、
　動作環境に置く）
推奨測定環境温度：　10℃～ 40℃（推奨：15℃～ 35℃）
推奨動作環境温度：　0℃～ 40℃
アラーム機能：　異常には自動アラーム、約 5 秒間点滅 + サウンドアラーム
反応時間：　0.5 秒
待機：　非稼働時間中の 30 秒の自動スタンバイ
カウント機能範囲：　0 ～ 1999
電源：　DC 5V 1A/ 単三乾電池 / USB
製品寸法：　185 × 100 × 134mm
製品重量：　266g
取付け方法：　三脚接続、壁掛け、両面テープ

● 非接触型検温器  NCT-2
　 Non-contact Thermometer

希望販売価格：  012,000 円（税別）
（三脚：別売）

本体希望販売価格：  10,000 円（税別）　
スタンド希望販売価格：  8,000 円（税別）

 3 液相タイプ：

● 二酸化炭素計測器  /  CO2 センサー
　　Carbon-Dioxide Detector

品　番：　CDD-1
材　質：　ABS
サイズ：　Φ 98 × 40mm 
重　量：　175g 
単　価：　13,750 円（税込） 
納　期：　2 ～ 3 週間 

特徴
共通画面表示
テスト変数：
　　二酸化炭素（CO2）、温度、湿度
2000mAh のリチウム電池　
5V マイクロ USB 充電
低バッテリー警告

二酸化炭素濃度＝ 1000ppm 以上

でアラートを発します！

使用方法
スタートアップ：　電源ボタンを長押しすると、空気質モニターが起動します。
1）電源ボタン、長押ししてオン / オフを切替え、シングルクリックして CO2 アラー　
　ムしきい値設定に切替えます。
2）左ボタン、CO2 アラームしきい値を上げる
3）右ボタン、CO2 アラームしきい値を下げる
　CO2 アラームしきい値は 800ppm、900ppm、1000ppm、1100ppm、　1200ppm、　
　1300ppm、 1400ppm、1500ppm、1600ppm、1700ppm、　1800ppm、1900ppm、 　
　2000ppm に設定できます。
4）DC ミニ USB 入力ポート
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MCB (Multifunctional Clean Box) 

多機能ワイヤレス充電ボックス

MCB (Multifunctional Clean Box) 

多機能クリーンボックス（紫外線除菌・ワイヤレス充電）

◆ 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

希望販売価格　　　　4,000 円～　（注 -2）
最小受注ロット　　　100 個

（注 -2）　ロゴ印刷費　別途：30,000 円


