
区分

【会社概要】 アモルフ株式会社 会社URL： https://amorph.co.jp

所在地：〒710-0053　倉敷市東町1-23 TEL：086-436-7022　FAX：086-436-7023

区分

【会社概要】 フジモト工業株式会社 会社URL： http://www.fujimoto-kogyou.jp/

所在地：〒714-2111　井原市芳井町吉井3603 TEL：0866-72-0334　FAX：0866-72-0408
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

商品購入URL 電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
ドアノブの開閉、スマートフォンの操作など、手を接触させる事無く操作する事が出来ます。
加圧式のタッチパネルにも使用できます。　銅製。

その他（非接触フック）
【写真】

商品名 タッチレスフック
希望小売価格

個別にお問合せ下さい
(税込)

最低注文個数 要相談 個人への販売の可否 □可　／　☑否

新型コロナウイルス感染防止対策関連岡山県内企業製品情報

（令和2年10月7日現在）

その他（マスクケース）
【写真】

商品名 真救（ますく）キーパー
希望小売価格

990円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://amorph.thebase.in/

【商品の特徴・使用例】
サイズ：横185×縦110mm　色：9色

https://amorph.co.jp
http://www.fujimoto-kogyou.jp/
https://amorph.thebase.in/


区分

【会社概要】 日進ゴム株式会社 会社URL： http://www.nisshinrubber.co.jp/index.html

所在地：〒700-0975　岡山市北区今八丁目16番17号 TEL：086-243-2456　FAX：086-242-0550

区分

【会社概要】 株式会社仁淀デンツウ 会社URL： http://www.niyodo-den.com/index.html

所在地：〒709-0721　赤磐市桜ケ丘東5丁目5-302 TEL：086-954-4915　FAX：086-954-4917
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

商品購入URL http://www.niyodo-den.com/index.html

【商品の特徴・使用例】
A4サイズ　紙で出来た　紙ファイル　窓なし　窓ありの2種類
①紙製で環境にやさしい（プラスチックレス） ②樹脂製品に比べ新型コロナ菌の生在期間が短いと言われる
③処分しやすい ④記録（記入）が出来る
お好きな写真を入れる事も出来ます。 枚数はご相談の上対応します。 ＊印刷代は別
詳細は商品購入URLをご参照ください。

商品名 紙ファイル
希望小売価格

38.5円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

【写真】

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://nisshinrubber-metalcraft.com/

【商品の特徴・使用例】
感染症対策のため緊急開発生産（日本製）した丸いドアノブ（円柱状）用のアタッチメントです。本製品は円柱状のドアノブに
簡単に装着でき、手の平ではなく腕やヒジでドアの開閉を操作し、感染症のリスクを低減することを目的としたものです。
直径48mm～55mm, 幅23mm以上の円柱状の凹凸の無いドアノブに装着可能です。
オフィス、会議室やトイレ等、人の出入りが多い場所に是非ご使用ください。　※ドア両面用に２個入りとなっております※

その他（ファイル）

その他（非接触フック）
【写真】

商品名
ノブフック＃1

（2個入）

希望小売価格
3,520円

(税込)

（令和2年10月7日現在）

http://www.nisshinrubber.co.jp/index.html
http://www.niyodo-den.com/index.html
http://www.niyodo-den.com/index.html
https://nisshinrubber-metalcraft.com/


区分

【会社概要】 有限会社ファインアートかわばた 会社URL： Maklife.co.jp

所在地：〒708-1213　津山市下野田387-1 TEL：0868-29-3677　FAX：0868-29-3345

区分

【会社概要】 ダイヤ工業株式会社 会社URL： https://www.daiyak.co.jp

所在地：〒701-0203　岡山市南区古新田1125 TEL：086-282-1217　FAX：086-282-1246
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年10月7日現在）

その他（テント）
【写真】

商品名 簡易隔離ブース
希望小売価格

60,500円
(税込)

【商品の特徴・使用例】
飛沫防止、感染症隔離用の透明ブース。サイズは3種類。2分で設置完了。陰圧装置、抗菌ウイルス材塗装、
手を出す穴加工など、使用状況に合わせてオプション仕上げ致します。

その他（ミトン）
【写真】

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL 電話等でお問合せください

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://item.rakuten.co.jp/fukushi-kobo/0004192/

商品名 ハッピーミトン
希望小売価格

1,980円
(税込)

【商品の特徴・使用例】
特長1
・直接触れたくない手すりやドアノブ。かばんやズボンにフックで取り付けてドアや手すり、つり革などを持つときに
さっと装着できます。
特長2
・コードリール式のクリップでどこにでも取り付け可能。滑り止め素材でしっかりグリップし、使わないときは面ファスナー
で閉じておきます。

https://www.daiyak.co.jp
https://item.rakuten.co.jp/fukushi-kobo/0004192/


区分

【会社概要】 株式会社双葉店飾社 会社URL： http://www.gradis28.co.jp/index.html

所在地：〒700-0951　岡山市北区田中126-101 TEL：086-244-1133　FAX：086-244-1199

区分

【会社概要】 株式会社福井廚房 会社URL： http://www.fukui-chubou.co.jp

所在地：〒700-0953　岡山市南区西市263-1 TEL：086-241-9551　FAX：086-241-2792

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
市販のカラーコーンに被せるカバー、屋外での案内やアイキャッチとして使用

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL 電話等でお問合せください

（令和2年10月7日現在）

その他（カラーコーンカバー）
【写真】

商品名 カラーコーンカバー
希望小売価格

2,750円
(税込)

商品購入URL 電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
・オールステンレス製
・衛生面に配慮した足踏式
・使用目的、設置状況に合わせて高さなどの仕様変更可能

その他（足踏式消毒液スプレースタンド）
【写真】

商品名
足踏式手指消毒スプレー用

スタンド

希望小売価格
19,800円

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://www.gradis28.co.jp/index.html
http://www.fukui-chubou.co.jp


区分

【会社概要】 株式会社LAPO 会社URL： http://lapo.co.jp/

所在地：〒706-0011　玉野市宇野8丁目30-12津国興産ビル3階 TEL：0863-33-3707　FAX：0863-33-3707

区分

【会社概要】 株式会社LAPO 会社URL： http://lapo.co.jp/

所在地：〒706-0011　玉野市宇野8丁目30-12津国興産ビル3階 TEL：0863-33-3707　FAX：0863-33-3707

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://lapo.co.jp/products.html

【商品の特徴・使用例】
約60cm×120cm

商品購入URL https://lapo.co.jp/products.html

【商品の特徴・使用例】
約34cm×84cm

その他（抗菌消臭バスタオル）
【写真】

商品名 抗菌消臭バスタオル（白）
希望小売価格

4,000円
(税込)

（令和2年10月7日現在）

その他（抗菌消臭タオル）
【写真】

商品名
抗菌消臭タオル

（白・青・黄・ピンク・緑・
ライトブルー）

希望小売価格
2,500円

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://lapo.co.jp/
http://lapo.co.jp/
https://lapo.co.jp/products.html
https://lapo.co.jp/products.html


区分

【会社概要】 株式会社LAPO 会社URL： http://lapo.co.jp/

所在地：〒706-0011　玉野市宇野8丁目30-12津国興産ビル3階 TEL：0863-33-3707　FAX：0863-33-3707

区分

【会社概要】 シバセ工業株式会社 会社URL： https://www.shibase.co.jp

所在地：〒719-0252　浅口市鴨方町六条院中3037 TEL：0865-44-2215　FAX：0865-44-2640

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年10月7日現在）

その他（抗菌消臭手袋）
【写真】

商品名 抗菌消臭手袋
希望小売価格

2,200円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 個別にお問合せください 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL http://kids-medical.com/20200323-2/

【商品の特徴・使用例】
薬剤を噴霧する機器に使用します。患者毎使用後に消毒する手間をノズルカバーで解決します。
商品コード1002175
［基本仕様］入数：80本/箱×2セット（個別包装はしておりません）
素材：PP( ポリプロピレン)，本体色：半透明，長さ：66mm±1mm， 内径：4.1mm，生産国：日本，耐熱温度：約90度
※サンプル・販売については、販売元のキッズメディカル㈱（東京）までお問合せください。TEL：03-5615-8822

商品購入URL https://lapo.co.jp/products.html

【商品の特徴・使用例】
男女兼用タイプ　Mサイズ　Lサイズ　手のひら側にゴム付き　ゴムなし

その他（ノズルカバー）
【写真】

商品名
鼻用薬剤噴霧器の

ノズルカバー

希望小売価格 販売元のキッズメディカル㈱
までお問合せください
TEL:03-5615-8822(税込)

http://lapo.co.jp/
https://www.shibase.co.jp
http://kids-medical.com/20200323-2/
https://lapo.co.jp/products.html


区分

【会社概要】 友野印刷株式会社 会社URL： https://www.tomono.co.jp

所在地：〒700-0035　岡山市北区高柳西町1-23 TEL：086-255-1101　FAX：086-253-2965

区分

【会社概要】 会社URL： https://www.ryobi-holdings.jp/

所在地：〒700-0953　岡山市南区西市570 TEL：086-243-0584　　FAX：086-245-1466
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年10月7日現在）

最低注文個数 500個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://shop.tomono.jp/

【商品の特徴・使用例】
飲食店を始め、マスクを一時的に外した際にマスクの置き場に困る機会があると思います。
そんな時に使い捨てのマスクケースが備わっていれば、サービス向上とイメージアップに繋がるかと思います。
両面が抗菌印刷されていながら、使い捨て出来る紙製なので、低価格で安心安全がアピール出来る商品となって
います。（@9円）

その他（マスクケース）
【写真】

商品名 使い捨て抗菌マスクケース
希望小売価格

4,950円
(税込)

その他（空気触媒の噴霧施工）
【写真】

商品名
空気触媒(セルフィール)の

噴霧施工

希望小売価格
個別にお問合せください

(税込)

最低注文個数 個別にお問合せください 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
有害物質を分解し、消臭・抗菌・防汚・防カビ・抗ウイルスに優れた効果を長時間発揮する空気触媒「セルフィー
ル」を噴霧施工します。

両備ホールディングス株式会社
両備テクノモビリティーカンパニー

https://www.tomono.co.jp
https://www.ryobi-holdings.jp/
https://shop.tomono.jp/


区分

【会社概要】 株式会社松井被服 会社URL： https://www.matsui-clothing.co.jp/
所在地：〒715-0004　井原市木之子町3701-5 TEL：0866-63-0802　FAX：0866-63-0989

区分

【会社概要】 みのる産業株式会社 会社URL： http://www.minoru-sangyo.co.jp
所在地：〒709-0892　赤磐市下市４４７ TEL：086-955-1122　FAX：086-955-5520

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
・市販の高さ17～29cmの消毒液ボトルが使用できます。
・電源不要の足踏みペダル式
・接地面にゴムが当たるので、ぐらつきが少ない。
・サイズ ： 高さ99cm・幅30cm・奥行38.5㎝

商品購入URL 電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
SMS不織布ラミネート加工　AAMI（米国医療機器振興協会）レベル3相当　　サイズフリー

その他（足踏み式消毒液スタンド）
【写真】

商品名 足踏み式消毒液スタンド
希望小売価格

個別にお問い合わせください
(税込)

最低注文個数 1箱（100枚） 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://item.rakuten.co.jp/minoruselection/disinfectant_stand/

（令和2年10月7日現在）

その他（アイソレーションキャップ）
【写真】

商品名 アイソレーションキャップ
希望小売価格

3,300円
(税込)

https://www.matsui-clothing.co.jp/
http://www.minoru-sangyo.co.jp
https://item.rakuten.co.jp/minoruselection/disinfectant_stand/


区分

【会社概要】 有限会社バサラ 会社URL： http://basara.jp
所在地：〒700-0975　岡山市北区今6丁目15-35 TEL：086-246-0007　FAX：086-246-0008

区分

【会社概要】 株式会社福森鉄工所 会社URL： http://www.fukumori-ruby.co.jp/
所在地：〒700-0961　岡山市北区北長瀬本町13番25号 TEL：086-252-6677　FAX：086-254-4590

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL
お電話/メールでお問合せください
 （TEL：086-252-6677　e-mail： a-fujii@fukumori-ruby.co.jp)

【商品の特徴・使用例】
サーマルカメラ・ディスプレイ・レコーダーを一体化するオリジナルラックです。
商品写真は一例です。サイズとデザインは、お打合せを経て作り込みます。
※サーマルカメラ・ディスプレイ・レコーダーは商品に含まれません。

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
「きになるえほん」はお手持ちのスマホでＱＲコードを読み取ると、オリジナルの動く絵本を見ることができるサービス
です。非接触だから安心・安全。新型コロナの感染予防に役立ちます。文字ナシ、音ナシなので、周りに迷惑を掛け
ることなく小さなお子さんも静かに楽しむことができます。毎月3話の昔話を配信し、子ども　たちは3つの中からお気
に入りのお話を選び、「きになるえほん」用に作った好奇心を刺激する昔話をご覧いただけます。
  ※年間契約となります。
　右記URLに表示のQRコードからえほんのサンプルをご覧いただけます。　URL ： http://Kininaruehon.jp

その他（Camera System Rack）
【写真】

商品名 Camera System Rack
希望小売価格

(税込)

330,000円
※お打ち合せ内容により

変動します

（令和2年10月7日現在）

その他（きになるえほん）
【写真】

商品名 「きになるえほん」
希望小売価格

1年間契約料　39,600円
(税込)

最低注文個数 1個（年間契約） 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

①スマホでQRコードを読み取ると、

まずご採用いただいたクライアント様

のPRを表示

②「メニューへすすむ」をタップすると

メニュー画面を表示

③3つのコンテンツからお気に入りを

タップすると、タイトルを表示

④画面を右から左へスワイプして

1コマ1コマお話を辿る

http://basara.jp
http://www.fukumori-ruby.co.jp/
mailto:a-fujii@fukumori-ruby.co.jp
http://Kininaruehon.jp

