
新型コロナウイルス感染症対策関連機器について 

 

宮崎県医療機器産業研究会事務局 

(宮崎県食品・ﾒﾃﾞｨｶﾙ産業推進室) 

 

 新型コロナウイルス感染症が全国で広がる中、県内におけるコロナウイルス対策の

強化のため、宮崎県医療機器産業研究会の会員企業が取り扱う対策関連機器を御紹介

します。 

 

○ 宮崎県医療機器産業研究会について 

  宮崎県医療機器産業研究会は、東九州メディカルバレー構想に基づき、医療機器

関連産業の振興を図るため、県内の産学官連携し、取引拡大を推進することを目的

に取組んでいます。 

 

設 立：平成２３年１０月１９日 

会員数：１１４企業・団体（企業９８社、支援機関１８団体） 

※令和２年９月１日時点 

 事務局：宮崎県商工観光労働部 企業振興課 食品・ﾒﾃﾞｨｶﾙ産業推進室 

 

○ 新型コロナウイルス感染症対策関連機器（会員企業取扱い商品） 

  別紙「新型コロナウイルス感染症対策関連機器一覧」参照 

 

○ 商品の問合せ等について 

  別紙「新型コロナウイルス感染症対策関連機器一覧」に記載のある商品の値段や

品質・納期等については、担当者連絡先へ直接御連絡ください。 

 

○ 県庁ホームページでの掲載について 

  宮崎県庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策特設サイト」において機

器一覧を掲載しております（下記 URL）。対策機器の情報については随時更新します

ので、ぜひご覧ください。 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokuhin-medical/covid-19/jigyosha/20200828082602.html 

 

 

宮崎県商工観光労働部         

企業振興課 食品・ﾒﾃﾞｨｶﾙ産業推進室  

担当 宮田              

TEL：0985-26-7101           

FAX：0985-26-7322           
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番号 企業名 商品 商品説明 商品写真

部署

担当 山口 利八

電話 0982-33-3241

FAX 0982-21-1596

e-mail n-yamaguchi@yamashita-pac.com

部署

担当 山元 洋幸

電話 0985-64-5399

FAX 0985-64-5401

e-mail event@onestep-miyazaki.com

部署

担当 山元 洋幸

電話 0985-64-5399

FAX 0985-64-5401

e-mail event@onestep-miyazaki.com

部署 高鍋工場

担当 山田 公次

電話 0985-73-3443

FAX 0985-73-7114

e-mail yamada-k@mz-sanyo.co.jp

新型コロナウイルス感染症対策関連機器
（宮崎県医療機器産業研究会会員企業取扱い商品）

3
株式会社

山洋製作所
ディスポエプロン袖付き

使い捨てのビニール製のエプロンです。
防水性、防護性におすすめです。
◇材質  ポリエチレンフィルム
◇厚み  0.02mm（動きやすいです）
◇カラー 透明
◇サイズ フリーサイズ
◇入り数 1箱／50着

医療用エアテント

山下印刷紙器株式会社
延岡工場

段ボールベット
（1900×900×345mm）
パーティション
（高1300mm）

ベッドは、工具を使わずに組み立て可能で、高い耐久性を持ちま
す。パーティションを併用すれば感染防止にも役立ち、プライバ
シーも保たれます。パーティションについては基本高さは
1300mmとしておりますが、希望の高さに制作することも可能
です。

・屋外を中心とした隔離用・医療行為を行う際のスペース確保可
能。
・サイズ・仕様のカスタマイズ可能。
・低価格。

1

担当者
連絡先

エアー式簡易陰圧室

※陰圧装置はアルバック機工
 株式会社製

・隔離用のエアー式簡易陰圧室。
・部屋のサイズ・部屋数（1室・2室など）のカスタマイズ可能
です。本室と前室を分けることが出来ます。
・組み立ては10分程度で、収納時は50cm未満に。
・1室タイプで定価80万円、2室タイプで定価105万円です。(陰
圧装置付き）

2
株式会社

ワン・ステップ

別紙
※令和２年９月８日時点
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部署 営業部

担当 前原 大毅

電話 0986-23-9364

FAX 0986-23-9394

e-mail maehara@sunnys.co.jp

部署 営業調達部

担当 松田 達典

電話 0983-33-3033

FAX 0983-33-2120

e-mail t-matsuda@shinkoseiki.co.jp

部署 ＭＥ部

担当 橋本 泰弘

電話 0983-42-1411

FAX 0983-42-1107

e-mail yasuhiro_hashimoto@ulvac.com

部署 企画制作部 企画課

担当 中森 幸彦

電話 0986-22-4392

FAX 0986-22-4891

e-mail info@mpcr.jp

株式会社
都城印刷

7

4
株式会社

サニー・シーリング
フェイスシールド

コロナ渦での飛沫感染防止用フェースシールド
特徴：
①アジャスター機能により、眼鏡やマスクとの併用が可能。
②高透明＆曇り防止処理により視認性良好。
③顔全体を保護する広いシールドエリア。
④柔軟性のある固定バンドおよびジョイントゴム採用により
フィット感抜群。（防護服上からも装着可能）
⑤クリーンルームで製造。

ポータブル
吸引装置

・コロナ感染者を隔離する場合、吸引ラインは独立した専用吸引
供給設備を設けることが望ましい（JIS T7101)が、本製品はそ
の設備に該当します。
・中央配管吸引の無い、臨時の隔離室などでも使用可能です。

5
株式会社

シンコー精機
衝立（対面飛沫ガード）

・前面/両側面の3面、又は前面/1面からの飛沫をガードし3面タ
イプは側面開き具合の調整が可能です。
・会議室テーブルや応接室、受付カウンター等、設置する場所の
スペースに合わせ、縦/横/奥行き、開口部の各サイズもご希望に
合わせて製作します。
・スチール、又はアルミフレームに透明パネルはアクリル、又は
PET,塩ビ等各種の材質で対応致します。

アルバック機工
株式会社

6

AMABIE GUARD
アマビエガード
AG-N01
対面タイプ

・面板と支え板ともアクリル５mm使用
・下部開口高さ調整可能
・安全でやさしいレーザーカット
 （アイスメルトカット）
・H型組立加工
・安定性に優れたはめこみ形状
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部署 企画制作部 企画課

担当 中森 幸彦

電話 0986-22-4392

FAX 0986-22-4891

e-mail info@mpcr.jp

部署 企画制作部 企画課

担当 中森 幸彦

電話 0986-22-4392

FAX 0986-22-4891

e-mail info@mpcr.jp

部署 企画制作部 企画課

担当 中森 幸彦

電話 0986-22-4392

FAX 0986-22-4891

e-mail info@mpcr.jp

部署 企画制作部 企画課

担当 中森 幸彦

電話 0986-22-4392

FAX 0986-22-4891

e-mail info@mpcr.jp

株式会社
都城印刷

7

AMABIE GUARD
アマビエガード
AG-E01
対面タイプ

・面板PETシート1mm、支え板シナベニヤ5.5mm使用
・下部開口高さ調整可能
・安全でやさしいレーザーカット
 （アイスメルトカット）
・H型組立加工
・安定性に優れたはめこみ形状

AMABIE GUARD
アマビエガード
AG-N02
対面タイプ

・面板アクリル５mm、支え板MDF5.5mm使用
・下部開口高さ調整可能
・安全でやさしいレーザーカット
 （アイスメルトカット）
・H型組立加工
・安定性に優れたはめこみ形状

AMABIE GUARD
アマビエガード
AG-S01
横並タイプ

・面板と支え板ともアクリル５mm使用
・下部開口高さ調整可能
・安全でやさしいレーザーカット
 （アイスメルトカット）

AMABIE GUARD
アマビエガード
AG-C01
対面・横並タイプ・その他

設置場所にあわせたカスタマイズによる、オリジナル型商品です
※寸法が900mm×600mm以内になります
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部署 営業部 営業課

担当 福田 貴夫

電話 0985-51-9703

FAX 0985-53-8922

e-mail fukuda@avc-hk.co.jp

部署 営業部 営業課

担当 福田 貴夫

電話 0985-51-9703

FAX 0985-53-8922

e-mail fukuda@avc-hk.co.jp

部署 営業部 営業課

担当 福田 貴夫

電話 0985-51-9703

FAX 0985-53-8922

e-mail fukuda@avc-hk.co.jp

部署 営業部 営業課

担当 福田 貴夫

電話 0985-51-9703

FAX 0985-53-8922

e-mail fukuda@avc-hk.co.jp

株式会社
AVC放送開発

8

AI顔認証型
検温カメラ（手首検温）

手首の表面温度を計測する検温システム
手首をかざすだけの簡単操作
【主な機能】マスク着用の有無、音声ガイド、アラーム設定等
【用途】施設の入口などに設置し、無人で来場者の体温・マスク着用
状況の確認が可能です。検温する側の省人化・検温される側の煩わし
さ/ストレスの軽減に繋がります。また、手首で検温することで外気
温度の影響を受けにくくなります。
【管理機能】事務所など遠隔地からのモニタリング等、運用に応じて
システムを構築することも可能です。

AI顔認証型
検温カメラ（額検温）

額の表面温度を計測する高性能顔認証システム
顔を近づけるだけの簡単操作
運用個所に応じて選んでいただける、高さの異なる2種類のスタンド
対応
【主な機能】マスク着用の有無、音声ガイド、アラーム設定等
【用途】施設の入口などに設置し、無人で来場者の体温・マスク着用
状況の確認が可能です。検温する側の省人化・検温される側の煩わし
さ/ストレスの軽減に繋がります。
【管理機能】事務所など遠隔地からのモニタリング等、運用に応じて
システムを構築することも可能です。

ポータブル窓口
通話システム

飛沫防止スクリーン等を利用した接触を避けた窓口対応による「聞こ
えにくい」をサポート
操作不要の窓口通話システム
【主な機能】相互通話の音声補助 送受の切替操作が不要な自動切換
システム
【用途】マスク着用時の聞こえにくい一方向通話、双方向通話の補助
としての使用や、沫防止スクリーン設置した窓口、施設等での利用に
適しています。

体表面測定AI顔認識
ドームカメラシステム

一度に20人まで検温可能なシステム
【主な機能】体温異常時アラームでのガイド、遠隔でのモニタリン
グ、体温異常時の録画等
【用途】混雑した場所や、避難会場等、多人数の検温が必要な場所や
場合などに、入口に設置し、検温カメラの前を通るだけスピーディー
でスムーズな検温が可能です。
【その他】運用に合わせて最適なシステム設計が可能です。複数台の
検知システムを遠隔で中央管理する事も可能です。

卓上スタンド
35ｃｍ

自立スタンド
134ｃｍ

顔認証デバイス

可変式自立スタンド
72㎝～120㎝

非接触手首
温度検知モジュール

サーマルカメラ

レコーダー

管理モニター

PC

グースネックマイク

アンプ＋操作ユニット
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部署 営業部 営業課

担当 福田 貴夫

電話 0985-51-9703

FAX 0985-53-8922

e-mail fukuda@avc-hk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

リモート面会
システム

8

使い捨てフェイスガードシー
ト0.25

・超高透明：高透明性のポリプロピレン樹脂製
・超軽量：厚さ0.25㎜のPPの為軽量
・帯電防止加工：飛沫・埃等を引き寄せにくい
・安全：食品に使用する容器と同じ製品の為安全
・サイズ：サイズも自由に変更可能
・使い捨て：使い捨てで除菌の手間を省く

株式会社
AVC放送開発

入院患者様や施設の入居者様との面会をサポートする
リモート面会システム
【内容】インターネットを活用した遠隔で面会できるシステムです。
施設のオンライン環境のアドバイスから、専用個室や、共有スペース
の一画等を活用した常設システムの設置、または、汎用のWEBアプリ
のビデオ通話機能利用に掛かる、操作の煩わしさや、職員による補助
等の作業負担を軽減した、使いやすく将来的に施設サービスの一環と
しも活用できるシステム構築等、ご予算、用途にあわせた多様なニー
ズにお応え致します。

フェイスガードα

【歪が少ない】フラットな構造で、歪みが少なく、クリアな視界を確
保可能。
【広い空間】目とシールの間に空間がありますので、曇りにくく、眼
鏡をかけても安心して装着できます。
【軽量】軽くて丈夫な素材の為、頭やおでこ等に窮屈感を与えませ
ん。
【清潔】水洗いできます。(スポンジは良く乾かして御使用下さい)も
しくはアルコールで軽く拭き取って下さい。
【構成部品】額に当たる部分は柔らかいスポンジなので、額にストレ
スを与えません。頭のサイズに合わせて自由に調整可能。

安井株式会社9

飛散防止パーテーション

材質：アクリル
サイズ：480×380
本体、足×２の3パーツ。
下部に窓あり。

WEBカメラ

通信用モニター PC
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部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

部署 商事部門

担当 川波 高志

電話 092-557-1616

FAX 092-557-1617

e-mail t-kawanami@yasui-kk.co.jp

飛散防止パーテーション
熱曲げスタンド仕様

材質：アクリル
サイズ：900×500
本体、足×２の3パーツ。

安井株式会社9

飛散防止パーテーション
T字接着品

材質：アクリル
サイズ：530×533
一体式スタンディングタイプ。

フェイスバリア

飛散防止ポリシート
(高強度ポリ仕様)

特殊原料使用(材質：低密度ポリエチレン)
通常ポリエチレンと比べ透明度が良好。
飛散防止フィルムは塩化ビニル材質品を主に使用されているが、
本商品はポリエチレンの為環境に優しい。
塩化ビニルに比べコストが安価。
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