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新型コロナ感染症 対策限定価格商品のご案内

北海道の社会福祉事業応援（寄付）商品

〇 お問い合わせ先

シーバイエス㈱札幌営業所
Tel：011-817-6765 担当 マツヤ

■サニッシュMD

・指定医薬部外品
・ノロウイルスにも効果を発揮
・医療機関でも使われる
塩化ベンザルコニウム配合
・手に優しい保湿剤配合

■ハンドソーププラスM

・医薬部外品
・医療機関でも使われる
塩化ベンザルコニウム配合
高度な感染症対策が可能です
・手荒れを防ぐ保湿剤を
たっぷり配合

■オキシライト

・0.5%加速化過酸化水素
・日本手術医学会推奨成分配合の除菌洗浄剤
※手術室床面の感染症対応清掃
・ノロウイルスに効果を発揮
・豪華客船内の新型コロナ除染作業にも
使用されました

■ウイルスウォッシュ

・洗濯と同時に細菌とウイルスの除去
を実現できる洗濯洗剤
・一般の洗濯洗剤では対応できない
ノロウイルスにも効果を発揮
・家庭用洗濯機だけでなく
業務用ランドリーにも対応

■手指用製品

■環境表面洗浄剤&洗濯用洗浄剤

経産省所管 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）

がウイルスの不活化効果を認めた成分を配合

新製品

弊社製品のご紹介と使用方法をYouTubeへ
掲載しております。是非ご覧ください！

CXS Japan

■バスルーム＆トイレ洗浄剤

■ニューバスシャイン
・洗浄と同時に除菌 消臭もできる
・ノロウイルスにも効果を発揮
・泡切れが良くすすぎ性が高い
・手に優しい中性タイプ

■中性トイレクリーナー ルースター
・優れた洗浄力 除菌効果 ダブル消臭効果
・光沢のある輝く表面に仕上げます
・手にも素材にも優しい中性タイプ



新型コロナ感染症 対策限定価格商品のご案内

北海道の社会福祉事業応援（寄付）商品

〇 お問い合わせ先：シーバイエス㈱札幌営業所 Tel：011-817-6765 担当 マツヤ

■3層Softサージカルマスク

・ウイルス 花粉 PM2.5等を
3層構造と、ろ過効果99％の
高性能フィルターでしっかりガード
・安心と信頼の全国マスク工業会
のマーク取得商品

■アルコール入り除菌シート

・業務用特殊製品 厚手タイプ
・高濃度アルコール成分75％含有
除菌効果99.9％
・拭くだけでしっかり除菌 除ウイルス

■感染症対策衛生資材

■大人用おしりふき
ボディケアタオル
・ノンアルコール、保湿剤配合
・衛生的でもち運びにも便利
強く破れにくい
・医療、介護の現場や院内感染対策
・電子レンジで温めて使用可能

■スーパーニトリルグローブ
・薄手で弾力があり手にフィット
・食品衛生規格合格品
・粉なしで食品にも使用できます

◆非接触型アルコール噴霧ディスペンサー

■ACEディスペンサー

・非接触型で衛生的
・高さ調整可能
・噴霧量3段階で調整可能

・手指除菌部の高さ
大人用 約105cm
子供用 約５５ｃｍ

約132cm 約84cm

■足踏み式アルコールスタンド

・お好みで2段階の噴霧量調整可能
・受け皿があり液漏れをキャッチ
・ステンレス製で耐久性抜群

・セットでアルコールディスペンサー
をお使いください

※別売り



シーバイエス株式会社　御中

◆組合会員様情報

会員名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

住所　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

◆商品詳細

商　　品　　名 荷　姿 発 注 単 位 箱/本 単価 金 額 発注数量

FUJI大人用おしりふき 100本 x 6袋 1～4cs ¥965 ¥5,790

FUJI大人用おしりふき 100本 x 6袋 5cs 以上 ¥830 ¥4,980

ボディケアタオル　超大判 50本 x 8袋 1～4cs ¥710 ¥5,680

ボディケアタオル　超大判 50本 x 8袋 5cs 以上 ¥610 ¥4,880

ニトリルグローブ 粉なし 青 or 白 / SS・ S・M・L 100枚 x 30箱 1～4cs まで ¥1,126 ¥33,800

ニトリルグローブ 粉なし 青 or 白 / SS・S・M・L 100枚 x 30箱 5cs 以上 ¥1,100 ¥33,000

フジ3層Softサージカルマスク 50枚 x 60箱 1～2cs まで ¥225 ¥13,500

フジ3層Softサージカルマスク 50枚 x 60箱 3～4cs まで ¥190 ¥11,400

フジ3層Softサージカルマスク 50枚 x 60箱 5cs 以上 ¥175 ¥10,500

フジアルコール入り除菌シート 100枚 x 24袋 1cs ¥303 ¥7,280

ACEディスペンサー  1セット 1セット 1セット ー ¥9,800

ACEディスペンサー   本体のみ 本体のみ 1台 ー ¥6,600

足踏み式アルコールスタンド 1台 1台 ー ¥21,000

サニッシュMD 5L x 3 1cs ¥3,050 ¥9,150

ハンドソーププラスM 5L x 2 1cs ¥3,550 ¥7,100

オキシライト 450m x 6 1cs ¥975 ¥5,850

ニューバスシャイン 5L x 3 1cs ¥2,940 ¥8,820

中性トイレクリーナー　ルースター 800m x 12 1cs ¥300 ¥3,600

ウイルスウォッシュ　2L 2L x 6 1cs ¥1,060 ¥6,360

23Lタンク大型加湿器   ※1年保証 1台 1台 ー ¥19,500

 ※ご発注数量により金額が変わる商品がございます。

 ※ニトリルグローブをご購入いただく場合はご希望の色とサイズに印をつけてください。

※大型加湿器は納品まで10日ほどかかります。予めご了承ください。

 ※商品により出荷元が異なる関係で納期がずれる可能性がございます。予めご了承ください。

 ※プラスチックグローブは生産国の生産環境が不安定になったため、お取り扱いを一時休止しております。

　ご用命の際はお手数ですが弊社までお問い合わせください。

 ※お取引（ご請求と一部納品業務）は、弊社特約店との商流とさせていただきます。

※販売店使用

ご注文日　　 年　　月　　日　

会員様向け注文書

〒003-0807

札幌市白石区菊水7条2丁目7-1

札幌流通倉庫ビル5階

シーバイエス株式会社

TEL：011-817-6765

担当者名：松谷龍之介

※お問い合わせはCXS松谷まで

CXS受領 販売店 発注日 受領日 納期

直送

会社

※日付記入




