C O V I D - 19
新 型 コ ロ ナ ウ イルス

感 染 症 対 策 ソリュー シ ョン

研究施設

高度な技術力とノウハウで、
最適な感染症対策ソリューションを提供します。

介護施設
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のソリューション

NURSING HOME

新型コロナウイルス感染症対策

LABORATORY

MEDICAL

COVID-19

商業施設

隔離・拡散防止ソリューション

高度な封じ込めや制御が必要となる感染症対策。飛沫拡散防止への対策が不可欠となった現在、患者のケアを行う医療機関は
もちろんのこと、介護施設、一般のオフィスや商業施設においても対策が求められています。

私たちオリエンタル技研工業は、研究施設・設備機器の専門エンジニアリング企業としてこれまで培ってきた技術とノウハウ
を集結。独自のソリューションで、ウィズ／アフターコロナ時代の社会課題解決に貢献します。

プロフェッショナルによる
ワンストップサポート

施設計画などのコンサルティング・プランニングから、

お客様

経営者

管理部門

準備室

関係部門

プロジェクトチーム

空間設計、設備機器の開発・製造、施工・保守管理まで、
各分野のプロフェッショナルがお客様の課題解決をトー
タルにサポートします。

HEPAフィルター付き
パーテーション“Aer”
P03-P04

P05-P06

フレキシブル空調システム
P07-P08

検査・研究ソリューション

プロジェクトマネージャー
アフターサービス

移設・移転工事

バリデーション

施工

設計

コンサルティング

PCR検査室／BSL実験室の設計・施工
P09-P10
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陰圧クリーンブース

安全キャビネット
P11-P12

バイオクリーンベンチ／採痰ブース／UVロッカー
P13-P14
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隔離・拡散防止ソリューション

HEPA フィルター付きパーテーション

HEPA フィルター付きパーテーション
HEPA Filtered Partition “Aer”

“Aer（アエル）”

設備整備費

国庫補助金
交付対象

院内での使用例

HEPA フィルター

診察室・待合室での使用例

プル気流（セーフティータイプ）

※国庫補助を受けるには各種諸条件と
期限があります。
詳しくは厚生労働省の情報をご確認
ください。

患者

クリーンエアー

ダーティーエアー

診察室での使用例

プッシュプル気流（クリーンタイプ＋セーフティータイプ）
患者

医師

診察室や待合室などでの拡散防止対策に最適
デザイン性にも優れた
高性能フィルター空気清浄機能付きパーテーション
■ HEPA フィルターとファンを一体化した薄型ファンフィルターユニッ

トを組み込んだパーテーションタイプの空気清浄機で、コンパクト
ながらも高度な空気清浄を実現します。

■ クリーンなプッシュエアーを供給する「クリーンタイプ」と、ダーティー

エアーを吸引して浄 化する「セーフティータイプ」をラインナップ。
タイプの組み合わせや使い分けで、様々な用途に使用することが可能
です。

■ 木目調のパネルで、インテリア空間にマッチしやすいデザインです。

■ フィルターの目詰まり状況を確認できる LED バーを搭載しています。

「クリーンタイプ」と「セーフティータイプ」の � モデルをラインナップ
組み合わせや使い分けで、様々なアプリケーションに対応することが可能です
クリーンタイプ [CP-C 型 ]

後吸込・前吹出のプッシュ気流タイプ
HEPA フィルター

クリーン
エアー

ダーティー
エアー

ファンユニット

コードNo.

����������

����������
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型式

CP-C
CP-S

タイプ

クリーン

セーフティー

外寸法
W×D×H(mm)

���×���×����
���×���×����

セーフティータイプ [CP-S 型 ]
前吸込・後吹出のプル気流タイプ

ダーティー
エアー

ファンユニット

HEPA フィルター

患者からの飛沫拡散防止と同時に、室内空気の清浄化が行えます。

簡易フードとしての使用例

簡易クリーンベンチとしての使用例

� 種類のパーテーションを組み合わせることで、飛沫拡散防止と室内の空
気清浄化に最大限の効果を発揮します。

簡易フードとしての使用例

プッシュ気流（クリーンタイプ）

プル気流（セーフティータイプ）

デスクや作業台などと組み合わせることで、簡易型のクリーンベンチとし

デスクや作業台などと組み合わせることで、調剤時に飛散する粉末などへ

て、清浄空気の環境下で作業できます。

の暴露対策として使用することも可能です。

設置例

クリーン
エアー

集 塵 要 素 ： HEPAフィルター（�.�μm粒子にて��.��%以上除去）
プレフィルター
外
装 ：鋼板製
電
源 ： AC���V ��/��Hz

病院診察室設置イメージ

介護施設個室設置イメージ
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隔離・拡散防止ソリューション

陰圧クリーンブース

陰圧クリーンブース

設備整備費

国庫補助金
交付対象

Negative Booth

使用例

HEPA フィルター

患者

患者

ブース内部にプッシュプル気流を形成し、飛沫拡散防止とブース内の空気
清浄化に最大限の効果を発揮します。

HEPA フィルター付きパーテーション “Aer”と組立式ブースの組み合わせで、局所的に陰圧環境を構築
飛沫拡散防止に優れた効果を発揮します

■ フレーム部分は抗菌塗装仕上で、細菌の増殖を抑制します。

■ 米国疾病予防管理センター（CDC）のガイドライン * に準拠し

■ 特別な工具がなくても �人程度で簡単に組み立てられ、必要な

■ 設置環境や用途に合わせた特注サイズにも対応可能です。

（木製タイプ・スチールタイプ共通）
場所にすぐ設置できます。

キャスター付きで移動も簡単。不要時は分解して省スペースで保

管ができます。パーテーション “Aer” 単体での使用も可能です。

た換気回数を確保することが可能です。

*Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
（医療施設における環境感染制御のためのガイドライン）

■ 木製フレームタイプ

■ スチールフレームタイプ

型式

寸法
W×D×H(mm)

����×����×����

1700501211 RCB-1824N-W-W

����×����×����

■ プライバシーへの配慮と吸音機能を備えた吸音レースカーテンタイプ

1700501212 RCB-1224N-W-W

����×����×����

■ 内部の視認性に優れたビニールカーテンタイプ

1700501221 RCB-1824N-V-W
1700501222 RCB-1224N-V-W

����×����×����

■ プライバシーへの配慮と制菌・消臭機能を備えたクリーンカーテンタイプ
スチールフレーム＋ビニールカーテンタイプ

木製フレーム＋吸音レースカーテンタイプ

����×����×����

����×����×����

カーテン仕様
周囲・天井：吸音レースカーテン（ホワイト）
［材質］難燃ポリエステル
［機能］防炎 - 吸音
周囲：クリーンカーテン（ホワイト）
［材質］ポリエステル
［機能］防炎 - 帯電防止 - 制菌 - 消臭

天井：帯電防止ビニールカーテン（透明）
［材質］軟質塩化ビニール
［機能］防炎 - 帯電防止

周囲・天井：帯電防止ビニールカーテン（透明）
［材質］軟質塩化ビニール
［機能］防炎 - 帯電防止

本体フレーム ： 木製 □�� ゴム集成材、ウレタンクリア塗装 �分艶、抗菌塗装仕上

HEPAフィルター付きパーテーション
（付属）
：CP-C（クリーンタイプ）�台、CP-S（セーフティータイプ）�台
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入居者

施設への訪問者と入居者を陰圧ブースで隔てることで、面会時の飛沫拡散

1700501202 RCB-1224N-C-W

「防炎」仕様のカーテンは、用途に応じて 3 タイプから選択が可能です。

訪問者

暴露を防止します。

1700501201 RCB-1824N-C-W

フレームの材質は設置環境に合わせて「木製」と「スチール」から選択可能。

介護施設での面会時の飛沫拡散防止対策など

患者のベッドを陰圧ブースで囲うことで隔離し、室内にいる他者への飛沫

コードNo.

用途に合わせて選べるフレームとカーテン

散を防止。ブース内部には HEPA フィルターで浄化されたエアーが供給さ

患者

木製フレーム＋ビニールカーテンタイプ

エアロゾルの拡散を抑制します。

医療機関の待合スペースに陰圧ブースを設置し、ブース外へのウイルス拡
れます。

病室内や ICU でのベッド単位での患者隔離

■ ブース内部からの排気は HEPA フィルターを通して浄化され、

隔離待合室としての使用例

隔離診察室としての使用例

医師

ブース外部に拡散することを防止します。

ダーティーエアー

組立式・可動式で、待合・診断・病床・治療など様々な場面でご使用いただけます。

※国庫補助を受けるには各種諸条件と期限があります。
詳しくは厚生労働省の情報をご確認ください。

■ ブース内部を陰圧に保つことで、咳等によるエアロゾルが

クリーンエアー

を防止します。

コードNo.

型式

寸法
W×D×H(mm)

1700501301

RCB-1824N-C

����×����×����

1700501311

RCB-1824N-W

����×����×����

1700501312

RCB-1224N-W

����×����×����

1700501321

RCB-1824N-V

����×����×����

1700501302

1700501322

RCB-1224N-C

RCB-1224N-V

����×����×����

����×����×����

カーテン仕様
周囲・天井：吸音レースカーテン（ホワイト）
［材質］難燃ポリエステル
［機能］防炎 - 吸音
周囲：クリーンカーテン（ホワイト）
［材質］ポリエステル
［機能］防炎 - 帯電防止 - 制菌 - 消臭

天井：帯電防止ビニールカーテン（透明）
［材質］軟質塩化ビニール
［機能］防炎 - 帯電防止

周囲・天井：帯電防止ビニールカーテン（透明）
［材質］軟質塩化ビニール
［機能］防炎 - 帯電防止

本体フレーム ： スチール製□��、エポキシポリエステル樹脂焼付塗装(白)、抗菌塗装仕上

HEPAフィルター付きパーテーション
（付属）
：CP-C（クリーンタイプ）�台、CP-S（セーフティータイプ）�台
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隔離・拡散防止ソリューション

フレキシブル空調システム

室圧制御で陰圧・隔離環境を実現
Opti-Flex VAV

フレキシブル空調システム

安全性・高速応答性に優れた室圧・給排気制御システム

高速 VAV システム
VAV System

室圧設定を切り替えて
一般環境を
「隔離環境」へ

HEPAフィルター付き

高度な制御が求められる医薬品・化学研究施設やクリーン

パーテーション

ルームでも豊富な実績を誇る高性能システムで、室内空気
環境改善に貢献します。

高速VAV
システム

簡単操作で室圧・換気回数を切り替え

室圧や換気回数は必要に応じて簡単に設定変更が可

CHANGE

能。予めシチュエーションに応じた設定をプログラ

ムしておくことで、専用の制御盤からはもちろん、
パソコンやタブレット、スマートフォンなどの携帯

高速VAV
コントローラー

端末での操作も可能です。

応答速度�秒以内

VAV端末

飛沫拡散防止への対策が不可欠となった現在、患者の診断
院

ラ

ボ

歯科医院

美容室

高性能室圧制御と大容量空気清浄システムで
ウイルスや細菌の拡散を防止
安全・安心な空気環境ニーズに対応します
病院での活用例

室圧設定を切り替え
一般環境を「隔離環境」へ用途転換

室内の圧力を常時モニタリングし、その情報を給排気システムにフィードバッ

一般的なバタフライ構造をしているため、制御に必要
な特別な条件・設備を必要としません。

ク。ドアの開閉などにより室圧が変動した場合にも、システムが即座に給排気
のバランスを制御することで、安定した室圧を実現します。

や商業施設においても「室圧」や「換気・空気清浄」を適

多彩なプログラムモードで省エネ運転

られています。

に抑える「スタンバイモード」などのプログラムを設定するこ

切に制御し、安全・安心な空気環境を維持することが求め
私たちオリエンタル技研工業は、研究施設・設備機器の専
門エンジニアリング企業の技術力とノウハウで、最適な空

営業時間中は高換気回数で
お客様・スタッフに安全な
空気環境を提供

店舗などで使用する場合には、営業時間外の換気回数を最小限

営業時間中

とで、空調負荷を抑制。施設の省エネにも貢献します。

気環境改善ソリューションをご提案いたします。

クリニックや店舗での活用例

高性能室圧制御・換気システムで
お客様に安全・安心を

人のいない営業時間外は
「スタンバイモード」で換
気回数を抑えて省エネ♪

営業時間中

営業時間外
スタンバイモード

時間

高速 VAV システムとの組み合わせで更なる効果を発揮！
製品詳細

P03-P04

HEPA フィルター付きパーテーション “Aer（アエル）”
HEPA Filtered Partition “Aer”

平時には一般環境の居室など「等圧」の部屋を、簡単操作で「陰圧隔

隔離対策にも用いられるレベルの室圧制御・換気システムにより、室内

HEPA フィルターとファンを一体化した薄型ファンフィルターユ

の拡散を防止し、院内の空気の流れをコントロールできます。臨時の

とすることで、企業・店舗のブランディングや BCM*・BCP** 対策として

な空気清浄を実現します。

離環境」へ切り替え。部屋内の空気を室外に出さないことで、ウイルス
病床としての利用や、待合・診断エリアの安全対策としても効果を発揮
します。

実風量の制御

実室圧のダイレクト制御（PCD）

❶
❶ 給気 VAV
❷ 排気 VAV

❸ 実室圧計測

空気環境を高度に管理。訪れるお客様が安心してご利用いただける環境
も効果を発揮します。

* BCM(Business Continuity Management）：事業継続マネジメント
**BCP(Business Continuity Plan）：事業継続プラン

❷
給気

−

排気

❸

ニットを組み込んだ大容量空気清浄機。コンパクトながらも高度

圧倒的な処理能力で
室内の空気を清浄

一般家庭向け空気清浄機とは一線を
画す処理風量でウイルスの拡散防
止・室内環境の浄化に貢献します。

（実室圧）

（基準圧）

飲食店コンサルティング例
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超高性能レスポンスで室圧を高精度に制御

換気回数

病

やケアを行う医療機関はもちろんのこと、一般のオフィス

室圧制御モニタリング画面例

約2倍 !!
一般家庭向け
空気清浄機*

�m�
/min

HEPAフィルター付き
パーテーション

“Aer”

��m�
/min

* 当社調べ。HEPA フィルター付きパーテーション処理風量はクリーンタイプ (CP-C 型 ) High-mode 運転時
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検査・研究ソリューション

PCR 検査室／ BSL 実験室の設計・施工

PCR 検査室／BSL 実験室の設計・施工

設計・施工から設備機器まで、
安全・正確にバイオハザードを取り扱うための環境を実現します

PCR Testing & BSL Facility - Design & Construction Service

検査員の安全確保と検体の相互汚染防止のために様々な要求事項のある PCR 検査室を構築

豊富な実績を持つPCR検査室／BSL実験室構築のプロフェッショナルが
お客様の負担を軽減し、プロジェクトをワンストップで効率よく推進します

するには、空調・排気設備などの特殊な工事が欠かせません。

オリエンタル技研工業には、全国各地の衛生検査機関の設計・施工を手掛けた実績を有し、
PCR 検査室／ BSL 実験室構築を包括的にサポートする様々なプロフェッショナルたちが在
籍。専門のスタッフがプロジェクトマネージャーとして各工程の専門家たちを管理するこ
とで、お客様の負担を軽減し、プロジェクトをワンストップで効率よく推進します。

衛生検査機関納入事例

相互汚染（クロスコンタミネーション）を抑制するために…
■ 明確な気流管理

■ 目に見える動線計画、作業区分の提案

■ 清掃のしやすい実験台やキャビネットの提案

PCR 検査室レイアウト例
オートクレーブ

パス
ボックス

遠心機

前室

－○
－
室圧 ○

PCR検査室

室圧 ○
－

室圧 ○
－

測定器

BSL2＋実験室

実験台

手洗器

冷凍冷蔵庫 安全キャビネット

UVロッカー

実験台

バイオクリーンベンチ

検体の動線
検査員の動線

パス
ボックス

空調フロー例

給気
排気

HEPA
フィルター

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）検体取り扱いに関する要求事項

BSL2＋実験室

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の検査法として普及の進む RT-PCR 法による PCR 検査。

室圧 ○
－○
－

PCR 検査などに際する検体の取扱は、バイオセーフティーレベル（BSL）2+ 以上で行うことが要求事項となっており、作業者の安全
に関する注意事項として、以下の措置を講じることが求められています *。
* 国立感染症研究所「病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1（令和 2 年 3 月 19 日）
」より

■ 検体の取り扱いは、バイオセイフティーレベル（BSL）2+ で行う
■ 検体は BSL2 実験施設内の安全キャビネット内で取り扱う

■ 検体の操作中はディスポーザブルのガウン、手袋（2 重）
、マスク
（サージカルマスクでよい）
、キャップ等の personal protection
equipment（PPE）を着用する

■ 検体の入ったチューブの蓋を開ける時には遠心し、チューブオープ
ナーなどを用い、エアロゾルの発生を極力防止する

リスク群分類と、バイオセーフティーレベル分類の関連、主な作業方式、機器*
リスク群

1
2
3
4

BS レベル

基本 -

基本 -

BSL1
BSL2

GMT

作業方式

GMT+ 保護衣、
バイオハザード標識

ファン

室圧 ○
－

※本レイアウトは計画の考え方を説明するための模式図であり、全ての必要条件等を網羅したものではありません。

提案設備例

全操作を BSC ないし、
その他の封じ込め機器を
用いて行う

BSL2+ 特別な保護衣、
入域の制限、一定気流方向

高度封じ込め BSL4

BSL3+ 入口部はエアロック、 クラスⅢ BSC または陽圧
スーツ + クラスⅡBSC,
出口にシャワー、特別な廃棄
（壁に固定した）
物処理
両面オートクレーブ ;
給排気は濾過

*WHO「実験室バイオセーフティ指針（第３版）
」

排気口

PCR検査室

開放型作業台＋エアロゾ
ル発生の可能性がある場
合は BSC

封じ込め BSL3

略語：BSC, 安全キャビネット；GMT, 基準微生物実験技術
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施設・設備要件

特になし ; 開放型作業台

安全キャビネット

前室

室圧 ○
－

ダンパー

安全キャビネット

製品詳細

P11-P12

バイオクリーンベンチ
製品詳細

P13

UVロッカー

製品詳細

P14

エアシャワー

パスボックス

実験台
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検査・研究ソリューション

安全キャビネット

省エネと作業性の向上を実現する独自プログラム
スマートスタート™プログラム

Biological Safety Cabinet

スマートスタート™プログラム
動作イメージ

サッシ昇降の動作で、ブロワー・蛍光灯・UV 灯の ON/OFF を自動で切り替えることのできる

プログラムです。作業性の向上に加え、切り忘れによる無駄を削減します。

米国 NSF 規格および国内法規に準拠、検体分析時に作業者と試料を保護
人間工学に基づくデザイン性と高い省エネ性、充実した安全機能を備えています

サッシ ブロワー 蛍光灯

ナイトスマート™プログラム（LAL-XA2+のみ）

開

サッシを下げると最小限の電力（ファン速度が通常運転時の約 30% ほど）でキャビネット庫内

の清浄度を維持する運転モードに切り替わります。サッシを下げた後に一定時間 UV 灯を点灯

■ 独自の気流制御機構と給排気 HEPA フィルターにより、
「作

業者保護（personal protection）」、「試料保護（product
protection）」、「試料間の相互汚染防止」を実現します。

■ 米国規格「NSF/ANSI 49-2016」の規格要求事項をクリアした

クラスⅡタイプ A2 ／タイプ B2 認定モデル。国内法規や国際

的な指針で設置が義務付けられている環境* での病原体等の

させる設定も可能です。

ない幅広い場面で効果的な省エネ機能です。

人間工学に基づくエルゴノミクスデザイン

モニターは作業者の目線に配置

り、肘をエアーホイルに乗

を確認することが可能です。

負担軽減と操作性の向上を実現。

せたまま快適な作業を可能

にします。独自のリサーブ・

作業性と視認性に優れた前面サッシ

■ サッシの昇降動作でブロワー・蛍光灯・UV 灯の稼働を切替可

エアー™機構により作 業 者

10°傾斜したサッシと高さ 69cm の大型前面ガラスによ

能な、省エネ・作業性を向上させる独自のプログラムを搭載。

が腕を置いてもキャビネッ

り、快適な作業性と高い視認性が得られます。また、
サッ

ト内への適切なエアーの流

シハンドルは小さく、作業者の視界を阻害しません。

* 例） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）：
世界保健機関（WHO）「実験室バイオセーフティ指針」：

曲 線 形 の 前 面 グリル に よ

に設置されているため、作業を行いながら装置の状態

など、エルゴノミクスデザインを取り入れ、作業者の身体的

BSL2 以上の封じ込め環境下では安全キャビネットの設置が必須です。
（BSL2 では、エアロゾル発生操作時に必須です）

快適な作業姿勢と高い封じ込めを両立

装置の状態を表示するモニターは作業者の目線の高さ

■ 傾斜式の前面サッシや、作業者の目線に設置されたモニター

二種～四種病原体等を取り扱う場合、クラスⅡ安全キャビネットの設置と定期点
検が義務付けられています。

閉

反応時間の待機時や夜間を通しての稼働といった、作業者がキャビネット内の操作を必要とし

取扱が可能です。

れを維持します。

エアーフロー（LAL-XB2+）

エアーフロー（LAL-XA2+）
ルームエアー

ルームエアー

陽圧エアー（未浄化）

HEPAフィルター浄化エアー

陰圧エアー（未浄化）

陰圧エアー（未浄化）

HEPAフィルター浄化エアー

循環エアー：約70％

循環エアー：約70％

屋外排気：0％

※ キャノピーコネクション取り付け時

排気：部屋内

265

1989×792×2232

379

1074×792×2232
1684×792×2232

220
324

集 塵 要 素 ： HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
作業庫内清浄度：ISO 5（クラス100）
電
源 ： AC100V 50/60Hz
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0402400101
0402400102

型式

LAL-1300XB2+
LAL-1900XB2+

外寸法 W×D×H(mm)

重量(kg)

1989×792×2510

379

1379×792×2510

293

集 塵 要 素 ： HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
作業庫内清浄度：ISO 5（クラス100）
電
源 ： AC100V 50/60Hz

792
≒224

15
792

本体

本体

サッシ

サッシ

ガス
栓
フット
スイッチ 外寸法W

下台

電源コード
(Ｅ付・３ｍ)

庫内寸法W

447

ガス栓

447
735

742

1379×792×2232

コードNo.

2510
2225
1560

重量(kg)

665

LAL-1000XA2+
LAL-1300XA2+
LAL-1500XA2+
LAL-1900XA2+

外寸法 W×D×H(mm)

外寸法W

653

0402200101
0402200102
0402200103
0402200104

型式

54

Ø2

庫内寸法W
外寸法W

742

コードNo.

エアーを循環させずに屋外排気処理を行う
完全屋外排気方式の安全キャビネット

屋外排気：100％

寸法図（LAL-XB2+）

1567

作業性と安全性を追求した
室内循環排気方式の安全キャビネット

NSF クラスⅡ タイプ B2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ B2 相当）

寸法図（LAL-XA2+）

2232

NSF クラスⅡ タイプ A2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ A2 相当）

LAL-XB2+

循環エアー：0％

排気：屋外

665

LAL-XA2+

UV灯

653

安全キャビネット（クラスⅡタイプ A2 ／ タイプ B2）

15

フット
スイッチ 外寸法W

下台
電源コード
(Ｅ付・３ｍ)

735
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バイオクリーンベンチ／採痰ブース／ UV ロッカー

バイオクリーンベンチ

UV ロッカー

高い清浄度を実現しながら
独自の気流制御機構で作業者の安全を確保

紫外線照射で庫内の白衣や器具を衛生管理

■ スイッチ操作で作業空間を弱陰圧／弱陽圧に切替できます。

■ UV 灯の点灯時間を任意に設定できるタイマーが付属します。

Bio Clean Bench

UV Locker

■ ロッカー内の衣服や器具に紫外線を照射し、衛生管理します。

■ ISO 5
（クラス 100）
の高い清浄度を実現します。

■ 扉を開けると UV 灯が自動的に消灯する機構となっており、
使用者の目を保護します。

■ 独自のラミナーフロー機構とエアーカーテン機構を備え、

試料の相互汚染を防ぎ、作業エリアと外部の気流を遮断します。

■ エルゴノミクスデザインの傾斜付きサッシを装備し、
作業性を飛躍的に向上させます。

■ 作業エリアには耐蝕性に優れたステンレス
（SUS304）
を採用するなど、

白衣ロッカー

メンテナンス性の高い設計です。

■ UV 灯を標準装備し、庫内に照射することができます。

コードNo.

1400500101
1400500102
1400500103

型式

RVCB-1000
RVCB-1300
RVCB-1800

白衣ロッカー（USLN 型）
コードNo.

外寸法 W×D×H(mm)

重量(kg)

1460×760×2070

380

1160×760×2070
1760×760×2070

350
430

集 塵 要 素 ： メインフィルター・排気フィルター
…HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
プレフィルター…不織布フィルター
作業庫内清浄度：ISO 5（クラス100）
電
源 ： AC100V 50/60Hz

採痰ブース

0400800301
0400800302

型式

USLN-500
USLN-900

外寸法 W×D×H(mm)
500×500×1800
900×500×1800

タ イ マ ー ： 60分
本
体 ：スチール製 メラミン樹脂焼付塗装仕上
付 属 品 ： ハンガーパイプ、錠前付き取手、
扉開閉用リミットスイッチ

UV灯

10W×2本
15W×2本

器具ロッカー

器具ロッカー（USTN 型）
コードNo.

0400800321
0400800322

型式

USTN-500
USTN-900

タ イ マ ー ： 60分
本
体 ：スチール製
付 属 品 ： 棚板

外寸法 W×D×H(mm)
500×500×1800

900×500×1800

UV灯

10W×2本

15W×2本

※ステンレス(SUS304)製のUVロッカーもご用意しています。詳細はお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策 特設 WEB サイト

Sputum Collection Booth
採痰時に飛散する飛沫を拡散防止

orientalgiken.co.jp/covid19/

検体分析時の作業者保護設備から、患者隔離対策まで、お客様のアプリケー

ションや設置環境に最適な飛沫拡散防止対策システムの最新情報を掲載してい

■ ブース内を陰圧に維持し、内部で発生した咳や痰の
外部流出を防止します。

ます。

■ 流入するエアーは給気 HEPA フィルターを通り、天

製品の特長がわかりやすい動画や独自視点の特集記事なども掲載し、ウィズ

井面から底部へ垂直方向に流れるため、咳から排出

／アフターコロナ時代の課題解決に貢献します。

された菌の滞留を抑制します。

■ ブースからの排気は HEPA フィルターで浄化され、

最新情報
掲載中！
！

クリーンな空気として排出されます。

コードNo.

0700104101
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型式

SAT-1600

外寸法
W×D×H（mm）

1565×900×2500

UV灯

15W×1本

蛍光灯

20W×1本

集 塵 要
外
内
扉
電

素 ： HEPAフィルター
装 ：冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装仕上
装 ： ステンレス(SUS304)製 ヘアライン仕上
： 冷間圧延鋼板
源 ： AC100V 50/60Hz
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orientalgiken.co.jp

建設業 / 国土交通大臣許可（特・般-2）第13775号

本社・東京支店

〒101-0047

仙台営業所

〒980-0014

つくば営業所
藤沢営業所
静岡営業所

名古屋営業所

一級建築士事務所 / 東京都知事登録 第46513号

東京都千代田区内神田1-2-4
宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 HF仙台本町ビルディング

〒251-0052

神奈川県藤沢市藤沢386-1

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄5-28-12

〒420-0859

TEL. 03-3233-0821（代） FAX. 03-3233-0825

静岡県静岡市葵区栄町3-9

F.I.C 富士ビル新館

朝日生命静岡ビル
名古屋若宮ビル

TEL. 022-716-4160（代） FAX. 022-716-4161

TEL. 0466-29-0360（代） FAX. 0466-29-0370
TEL. 054-653-1250（代） FAX. 054-275-0081

TEL. 052-263-6770（代） FAX. 052-263-6771

大阪支店

福岡営業所
X/S

〒541-0044

〒812-0016

大阪府大阪市中央区伏見町4-2-14 WAKITA藤村御堂筋ビル

福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5 博多サンシティビル

TEL. 06-6786-8455（代） FAX. 06-6786-8456
TEL. 092-414-9672（代） FAX. 092-414-7366
TEL. 029-850-9330（代） FAX. 029-850-9331

安全に関するご注意●水、ほこり、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故
障、感電などの原因となることがあります。
パンフレット上のご注意●パンフレット掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更
されることがありますのであらかじめご了承ください。●パンフレットと実際の色とは、印刷の関
係で少し異なる場合があります。●パンフレットでは、関連製品の仕様や付属品、
ご注意事項に
ついて、全ての情報を掲載しておりません。●パンフレット掲載の全製品につきまして、
ご使用の
前に必ず取扱説明書を良くお読みのうえ、お使いください。●本製品は万全を期していますが、
万一の場合の取り扱われるサンプルは保証しかねますので、予めご了承ください。●パンフレッ
トの掲載内容は2021年2月現在のものです。

