
区分

【会社概要】 株式会社丸善 会社URL： www.maruzen.net/index.html

所在地：〒714-0007　笠岡市山口2066-1 TEL：0865-65-1881　FAX：0865-65-1885

区分

【会社概要】 株式会社石原パッキング工業 会社URL： http://www.ishihara-j.co.jp

所在地：〒709-0625　岡山市東区上道北方325-1 TEL：086-208-6610　FAX：086-208-6620
※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 会社ホームページよりメール・FAXでご注文下さい

【商品の特徴・使用例】
帽子のツバにクリップで装着して、使用するタイプです
（商品にはクリップは含まれますが帽子は含まれておりません）　
送料一律800円

【商品の特徴・使用例】
２９８×２０８×１２０ｍｍ

フェイスガード
【写真】

商品名 キャップフェイスシールド
希望小売価格

385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 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL www.maruzen.net/fs40.html

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12月28日現在）

フェイスガード
【写真】

商品名
フェイスシールドカバー

FS４０

希望小売価格
217円

(税込)

透明樹脂部分の面長は

２５ｃｍになります

http://www.ishihara-j.co.jp


区分

【会社概要】 株式会社石原パッキング工業 会社URL： http://www.ishihara-j.co.jp

所在地：〒709-0625　岡山市東区上道北方325-1 TEL：086-208-6610　FAX：086-208-6620

区分

【会社概要】 株式会社石原パッキング工業 会社URL： http://www.ishihara-j.co.jp

所在地：〒709-0625　岡山市東区上道北方325-1 TEL：086-208-6610　FAX：086-208-6620
※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 会社ホームページよりメール・FAXでご注文下さい

【商品の特徴・使用例】
透明樹脂を湾曲させ製作しておりフィット感が良い　装着した時の外観もこだわり、装着する方の抵抗感を少なくした。

商品名 フェイスシールド湾曲ﾀｲﾌﾟ
希望小売価格

1,100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 会社ホームページよりメール・FAXでご注文下さい

【商品の特徴・使用例】
透明樹脂板を織ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞで装着します　平面な樹脂板ですが装着時に曲がります
透明樹脂部分の面長は２４ｃｍです
送料一律800円

フェイスガード

フェイスガード
【写真】

商品名 フェイスシールド平面タイプ
希望小売価格

495円
(税込)

（令和2年12月28日現在）

http://www.ishihara-j.co.jp
http://www.ishihara-j.co.jp


区分

【会社概要】 内山工業株式会社 会社URL： http://www.umc-net.co.jp/
所在地：〒703-8588　岡山市中区小橋町2-1-10 TEL：086-271-5013　FAX：086-273-3482

区分

【会社概要】 エクセルパック・カバヤ株式会社 会社URL： http://www.exl-kabaya.co.jp
所在地：〒703-8204　岡山市中区雄町394番地12(東岡山テクノセンター内) TEL：086-279-8989　FAX：086-279-8901
※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】
顔全体を保護する紙製の使い捨てフェイスシールド「ペパシル」
対面業務、受付業務、製造業務、福祉施設、一部の医療現場など、対面を伴う業務（飛沫感染リスクのある環境）で、
ソーシャルディスタンスを保つことが難しい現場の方向け。

最低注文個数 20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

商品購入URL http://www.umc-net.co.jp/pdf/order_FaceShield_umc.pdf

【商品の特徴・使用例】
医療現場の感染症予防に！！
【衛生的な交換式シールド】　面ファスナーで簡単にシールドの着脱が可能。
【安心のラージサイズシールド】　顔全体をカバーできる大きめのシールドで、飛沫感染を防ぎます。
【頭にフィットするバンド式フレーム】　バンド式フレームで、頭の大きさと形に合わせてしっかり装着。
ご注文は、注文書にご記入の上、会社までFAX又はメールでお申し込みください。

フェイスガード
【写真】

商品名 ペパシル
希望小売価格

2,420円
(税込)

（令和2年12月28日現在）

フェイスガード
【写真】

商品名
フェイスシールド シールド部の

可動タイプ/ 固定タイプ

希望小売価格 可動　51,150円
固定　38,500円(税込)

最低注文個数 可動タイプ30個/固定タイプ100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://www.umc-net.co.jp/
http://www.exl-kabaya.co.jp
http://www.umc-net.co.jp/pdf/order_FaceShield_umc.pdf


区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/
所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820

区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/
所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820
※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12月28日現在）

最低注文個数 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

フェイスガード
【写真】

商品名 COOLエチケットシールド
希望小売価格

14,520円
(税込)

最低注文個数 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

【商品の特徴・使用例】
マスクのように口元を完全に覆わないので熱がこもらない。目元は切り抜いているので遮りがない。
サイズ調整が可能なので、大きさを問いません。
共同開発：RSK 山陽放送株式会社

フェイスガード
【写真】

商品名
COOLエチケットシールド

メガネ用

希望小売価格
10,560円

(税込)

【商品の特徴・使用例】
マスクのように口元を完全に覆わないので熱がこもらない。目元は切り抜いているので遮りがない。
メガネに着用可能。
共同開発：RSK 山陽放送株式会社

http://www.pack-road.co.jp/
http://www.pack-road.co.jp/
https://www.pack-road.co.jp/contact/
https://www.pack-road.co.jp/contact/


区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/
所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820

区分

【会社概要】 光永PRXCEE-ＴＥＣ株式会社

所在地：〒704-8174　岡山市東区松新町609-4　 TEL：086-953-4343　FAX：086-953-4345
※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】
マスクのように口元を完全に覆わないので熱がこもらない。目元は切り抜いているので遮りがない。
製造業や現場での作業における帽子やヘルメットに着用可能。クリップで止めて固定。クリップ付き。
共同開発：RSK 山陽放送株式会社

最低注文個数 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

フェイスガード
【写真】

商品名
COOLエチケットシールド

帽子用
希望小売価格

13,200円
(税込)

（令和2年12月28日現在）

フェイスガード
【写真】

商品名 フェイスガード“ガードマン”
希望小売価格

1,650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 電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
曇りにくい構造で視界を確保でき、ﾊﾞﾝﾄﾞが調整式なのでｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄします。各種医療機関・保育園・飲食店・介護機関
などにてご使用頂いております。ﾒｶﾞﾈ・ｺﾞｰｸﾞﾙとの併用可。追加料金なしでｵﾘｼﾞﾅﾙﾗﾍﾞﾙに対応します（20個単位）｡
［価格（税込・1個あたり）1～4個\1,650、5～9個\1,540、10～49個\1,430、50個\1,210、51個～ 都度見積り］
頭部ｵｰﾅﾒﾝﾄ付き　＋\110/個　ｼｰﾙﾄﾞ部寸法：約30ｃｍ×20cm｡ｼｰﾙﾄﾞ部材質：PET

http://www.pack-road.co.jp/
https://www.pack-road.co.jp/contact/


区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/
所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820

区分

【会社概要】 株式会社丸善 会社URL： www.maruzen.net/index.html

所在地：〒714-0007　笠岡市山口2066-1 TEL：0865-65-1881　FAX：0865-65-1885

※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 www.maruzen.net/fs40.html

【商品の特徴・使用例】
サイズ３００×２３０×１２０ｍｍ（H)

フェイスガード
【写真】

商品名 FS43
希望小売価格

108円
(税込)

最低注文個数 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

（令和2年12月28日現在）

フェイスガード
【写真】

商品名
COOLエチケットシールド

メガネフレームセット
希望小売価格

3,300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://www.pack-road.co.jp/contact/

【商品の特徴・使用例】
メガネフレーム1本、メガネ用エチケットシールド5枚入りのパッケージ商品
マスクのように口元を完全に覆わないので熱がこもらない。目元は切り抜いているので遮りがない。

http://www.pack-road.co.jp/
https://www.pack-road.co.jp/contact/


区分

【会社概要】 株式会社丸善 会社URL： www.maruzen.net/index.html

所在地：〒714-0007　笠岡市山口2066-1 TEL：0865-65-1881　FAX：0865-65-1885

区分

【会社概要】 有限会社末田工業所 会社URL： https://koroku-bag.com/
所在地：〒708-0841　津山市川崎541 TEL：0868-26-1094　FAX：0868-26-1336

※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 100個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL www.maruzen.net/fs40.html

【商品の特徴・使用例】
サイズ２３２×１８１×６４ｍｍ（H)

商品購入URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html
【商品の特徴・使用例】
歯科医師などと連携して現場のニーズを取り込んで開発された国産の高品質、高耐久、曇らないフェイスシールドです。
シールドサイズ　縦22cm（シールド部19cm）、横30cm　　　材質　シールド：　無公害プラスチック（透明ペット板）
サポートベルト：ナイロン　　　ガードクッション：エステル　　縫製糸：ナイロン
※改良のために予告なく仕様が変わることがあります。その他、約7cmの長さのサージカルルーペを付けてご使用いただけるタ
イプやキッズタイプ、シールドサイズ縦30cmのロングタイプもあります。
※販売者は山陽商事株式会社

フェイスガード
【写真】

商品名 「マモル」シールド　ノーマル
希望小売価格

800円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

フェイスガード
【写真】

商品名 FS41kid's
希望小売価格

108円
(税込)

（令和2年12月28日現在）

https://koroku-bag.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html


区分

【会社概要】 有限会社末田工業所 会社URL： https://koroku-bag.com/
所在地：〒708-0841　津山市川崎541 TEL：0868-26-1094　FAX：0868-26-1336

区分

【会社概要】 有限会社末田工業所 会社URL： https://koroku-bag.com/
所在地：〒708-0841　津山市川崎541 TEL：0868-26-1094　FAX：0868-26-1336

※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12月28日現在）

商品購入URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html
【商品の特徴・使用例】
幼稚園と共同開発した国産の高品質、高耐久、曇らない子供向けフェイスシールドです。
シールドサイズ　縦16cm（シールド部13.5cm）、横上部26cm　　　材質　シールド：　無公害プラスチック（透明ペット板）
サポートベルト：ナイロン　　　ガードクッション：エステル　　　縫製糸：ナイロン
※改良のために予告なく仕様が変わることがあります。その他、ノーマルタイプや約7cmの長さのサージカルルーペを付けてご使
用いただけるタイプ、シールドサイズ縦30cmのロングタイプもあります。
※販売者は山陽商事株式会社

フェイスガード
【写真】

商品名
「マモル」シールド

サージカルルーペ対応タイプ
希望小売価格

1,298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://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html
【商品の特徴・使用例】
歯科医師などと連携して現場のニーズを取り込んで開発した高耐久、曇らないフェイスシールドです。約7cmの長さのサージカル
ルーペを付けてご使用いただけます。
シールドサイズ　縦22cm（シールド部21cm）、横35cm　　　   　材質　シールド：　無公害プラスチック（透明ペット板）
サポートベルト：ナイロン　  　　ガードクッション：エステル　 　 　縫製糸：ナイロン
※改良のために予告なく仕様が変わることがあります。
その他、ノーマルタイプやキッズタイプ、シールドサイズ縦30cmのロングタイプもあります。
※販売者は山陽商事株式会社

商品名
「マモル」シールド　

キッズタイプ

希望小売価格
800円

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

フェイスガード
【写真】

https://koroku-bag.com/
https://koroku-bag.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html


区分

【会社概要】 有限会社末田工業所 会社URL： https://koroku-bag.com/
所在地：〒708-0841　津山市川崎541 TEL：0868-26-1094　FAX：0868-26-1336

区分

【会社概要】 株式会社石原パッキング工業 会社URL： http://www.ishihara-j.co.jp

所在地：〒709-0625　岡山市東区上道北方325-1 TEL：086-208-6610　FAX：086-208-6620

※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 会社ホームページよりメール・FAXでご注文下さい

【商品の特徴・使用例】
顎から約８ｃｍまでカバーできます。
非常に軽く作っていますので、装着感の少ない製品となっております。

フェイスガード
【写真】

商品名 マウスシールド
希望小売価格

110円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

フェイスガード
【写真】

商品購入URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html
【商品の特徴・使用例】
歯科医師などと連携して現場のニーズを取り込んで開発された国産の高品質、高耐久、曇らないロングタイプの
フェイスシールドです。
シールドサイズ　縦30cm（シールド部27cm）、横　上部47cm/下部35cm     材質　シールド：　無公害プラスチック（透明ペット板）
サポートベルト：ナイロン       ガードクッション：エステル        縫製糸：ナイロン
※改良のために予告なく仕様が変わることがあります。
その他、ノーマルタイプやキッズタイプ、約7cmの長さのサージカルルーペを付けてご使用いただけるタイプもあります。
※販売者は山陽商事株式会社

商品名 「マモル」シールド　ロングタイプ
希望小売価格

1,000円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

（令和2年12月28日現在）

https://koroku-bag.com/
http://www.ishihara-j.co.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyosyoji/a5d5a5a7a5.html


区分

【会社概要】 オージー技研株式会社 会社URL： https://www.og-wellness.jp/

所在地：〒703-8261　岡山市中区海吉1853-7 TEL：086-277-7181　FAX：086-274-9072

※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 お電話等でお問合せ下さい。

【商品の特徴・使用例】
1.クリアな視界で見守り介助ができるように、両面特殊コーティングのシールドで、浴室でも曇りにくくした。
2.衛生面に配慮するために、着脱・開閉の際に触れる部分を、つまみやすくわかりやすい形状とした。
3.子どもや高齢者にも親しみやすい「ねこみみ」をモチーフとし、医療・介護現場へ元気と明るさを提供する。

寸法
フィルム(PET)：W300×H280㎜（75μ㎜厚・両面防曇加工 ) 
頭部パーツ(PP)：W650×H30㎜ （1㎜厚)

受賞歴
GOOD DESIGN AWARD 2020受賞
https://www.g-mark.org/award/describe/49912?token=yO8Lx6xZJd

【写真】

商品名 ねこみみフェイスシールド
希望小売価格

16,500円
(税込)

最低注文個数 1単位　5個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

（令和2年12月28日現在）

フェイスガード

https://www.og-wellness.jp/
https://www.g-mark.org/award/describe/49912?token=yO8Lx6xZJd

