
No.27

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 8：00～17：00

URL

連

絡

先

053-425-6300/090-7857-1830

永田浩介

nagatay@lilac.ocn.ne.jp

商品写真
（３点まで）

営業内容 工場内設備製品設計製作、スチール・ステンレス・アルミ製品設計製作

企業から一言

足踏み式のためボトルヘッドに触れずに手指消毒ができます。だから清潔！→早期導入で
同業他社との差別化も。
もちろんボトルサイズに合わせて調整可能、丸形、角型ボトルにも対応可能！
カラーはシルバーに加えおしゃれなブラックもラインナップ♪
高さ：105ｃm/７㎏　（幼児向けサイズも有り：80㎝）　　※見本あります

住所
〒436-0836
浜松市南区福島町49

メーカー名 永田熔接工業株式会社

販売事業所名 永田熔接工業株式会社

販売提供先 医療機関、法人、事業所、飲食店、理髪店、遊技場

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年6月4日

販売商品 足踏み式スタンド

mailto:nagatay@lilac.ocn.ne.jp
mailto:nagatay@lilac.ocn.ne.jp
mailto:nagatay@lilac.ocn.ne.jp


No.26

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間
携帯電話は休日・平日に関わらず可能な限り対応します。
メールは24時間対応します。

URL https;//www.vinacom.co.jp

連

絡

先

080-2644-4941（携帯電話）・　050-3588-1378（FAX）

代表　市川タ緒（イチカワタオ）

info@vinacom.co.jp

住所
〒430-0926
静岡県浜松市中区砂山町355-4　ハマキョウレックス浜松駅前ビル4階

メーカー名 GOLD GATE INTERNATIONAL SERVICES & TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

販売事業所名 VINACOMベトナム国際投資株式会社

販売提供先 医療・福祉関係機関、一般事業所、小売店、自治体、学校、一般

商品写真
（３点まで）

営業内容
・技能実習生・エンジニア人材の紹介
・ベトナム製品の日本での販売　など

企業から一言

・ヨーロッパ、アメリカ合衆国の認定を受けた製品です。
・ベトナム国内の製造会社から直接輸入して販売しています。
・販売価格、在庫、納期等は、ご発注時期により変化しますのでお問い合わせください。
・１カートン（５０枚入り５０箱）以上のボリューム購入が価格的にお得です。
・少量ご発注も可能ですのでお問い合わせお待ちしています。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年6月1日

販売商品 ４層不織布使い捨てマスク



No.25

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間
携帯電話は休日・平日に関わらず可能な限り対応します。
メールは24時間対応します。

URL https;//www.vinacom.co.jp

連

絡

先

080-2644-4941（携帯電話）・　050-3588-1378（FAX）

代表　市川タ緒（イチカワタオ）

info@vinacom.co.jp

住所
〒430-0926
静岡県浜松市中区砂山町355-4　ハマキョウレックス浜松駅前ビル4階

メーカー名

販売事業所名 VINACOMベトナム国際投資株式会社

販売提供先 医療機関、福祉、施設関係機関

商品写真
（３点まで）

営業内容
・技能実習生・エンジニア人材の紹介
・ベトナム製品の日本での販売　など

企業から一言

・PPEフルセット（PPEスーツ、手袋、ゴーグル、靴カバー、帽子）
・上記単品
・ガウン等々　防護用品
・価格・納期など、変化しますのでお問い合わせください。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年6月1日

販売商品 PPE(個人防護具)



No.24

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間
携帯電話は休日・平日に関わらず可能な限り対応します。
メールは24時間対応します。

URL https;//www.vinacom.co.jp

連

絡

先

080-2644-4941（携帯電話）／　050-3588-1378（FAX）

代表　市川タ緒（イチカワタオ）

info@vinacom.co.jp

住所
〒430-0926
静岡県浜松市中区砂山町355-4　ハマキョウレックス浜松駅前ビル4階

メーカー名 Khai Hoan Joint Stock Company

販売事業所名 VINACOMベトナム国際投資株式会社

販売提供先 医療・福祉関係機関、一般事業所

商品写真
（３点まで）

営業内容
・技能実習生・エンジニア人材の紹介
・ベトナム製品の日本での販売　など

企業から一言

・ヨーロッパ、アメリカ合衆国の認証取得済み製品です。
・青・白、それぞれ粉付き・無しあり
・サイズ豊富（XS,S,M,L,XL）
・価格、納期はなどは、変化しますのでお問い合わせください。
・防護服も承ります。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年6月1日

販売商品 ニトリルゴム手袋（青・白）



No.23

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月21日

販売商品 飛沫防止シールド（COVIDIU)

住所 〒435-0028 浜松市南区飯田町155

メーカー名 協同組合ハミング

販売事業所名 橋本螺子株式会社

販売提供先 医療機関のみ

商品写真
（３点まで）

営業内容 飛沫防止シールド(左図：使用例、右図：フレーム外観）

企業から一言

　医療現場で使用する飛沫防止シールド（COVIDIU)を浜松医科大学、協同組合ﾊﾐﾝｸﾞ
が共同開発しました。本製品は、医師が患者の気管挿入を行いう際発生する飛沫から、医療従事者を守る目的
で製作されました。製品はステンレス製フレームに、ポリ袋を内側から吊るす構造を特徴とし、患者の処置が終
わった際、「ポリ袋部分のみの廃棄にて処理が終わるため、器具の消毒作業の負荷低減に貢献できるもの」でも
あります。
現在は、プロトタイプの販売を、協同組合HAMINGで行っていますが、量産時(2020年7月予定）からは、当社橋
本螺子㈱が販売を担当いたします。

対応時間 9:00 ～17:00  (土日、祭日除く）

URL
橋本螺子㈱　：　www.hashimotp-neji.co.jp

協同組合HAMING ：　https://co-op-haming.jp

連

絡

先

053-461-5012(代)

伊藤　直彦

itou@hashimoto-neji.co.jp

http://www.hashimotp-neji.co.jp/
http://www.hashimotp-neji.co.jp/
mailto:itou@hashimoto-neji.co.jp
mailto:itou@hashimoto-neji.co.jp
http://www.hashimotp-neji.co.jp/
http://www.hashimotp-neji.co.jp/
mailto:itou@hashimoto-neji.co.jp


No.22

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 平日8:30～5：30

URL

連

絡

先

053-485-6640　*お問い合わせはメールアドレスへお願いします。

森下一大

pla@mocc.jp

住所 浜松市西区西山町56-3

メーカー名 (株)モック

販売事業所名 (株)モック

販売提供先 医療機関、学校、役所、その他カウンター接客業

商品写真
（３点まで）

営業内容 プラスチック切削加工業

企業から一言

・サイドポールタイプ飛沫防止版　10000円～　開口部：下部全体
　　↳ポール　高さ950　　透明樹脂板　縦660　X　横1000　（板の高さ位置は調整可能）
・透明樹脂製飛沫防止板　開口部有り
　　↳サイズ小　縦750　X　横495　5500円～　/　サイズ大　縦660　X　横900　7500円～
*材料の供給が不安定な為、寸法、材料等が変更になる場合があります。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月18日

販売商品 飛沫感染防止版

mailto:pla@mocc.jp
mailto:pla@mocc.jp
mailto:pla@mocc.jp


No.21

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月14日

販売商品 フェースシールド

住所 磐田市東平松926

メーカー名 株式会社　スズハル

販売事業所名 株式会社　スズハル

販売提供先 医療機関・一般も可能

商品写真
（３点まで）

営業内容 医療用フェースシールド

企業から一言

フレームとシールドを組み合わせて使います。
・フレームMSH　※軽量タイプ (20g)
・フレームPND　※強くてしっかり固定できるタイプ (25g)
・シールド200PE　※0.5mm厚シート、繰り返し使えるタイプ (35g)
・シールド200PL　※0.1mm厚シート、ある程度使い捨てタイプ (10g)
・オプション95APPE　※上部をシールドするタイプ

対応時間 平日8:00～17:00 (土・日・祝 休み)

URL https://www.suzuharu.co.jp/

連

絡

先

0538-66-6830

製造部　長友尊　／　管理部　鈴木宏孝

suzuharu@suzuharu.co.jp



No.20

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 9：00～17：30

URL http://suzu1.com/

連

絡

先

053-473-5585

鳥谷太郎、小林瑞希

suzuitiha@eagle.onc.ne.jp

住所 浜松市中区元目町120-17

メーカー名 -

販売事業所名 株式会社スズイチ

販売提供先 医療機関、法人、事業所、飲食店、理髪店、遊技場

商品写真
（３点まで）

営業内容 接着剤販売、木材加工・販売

企業から一言

簡易型の飛沫防止パーテーションです。ポリ袋使用のため、簡単に交換できます。
浜松市内の工場で作成している国産品で、安価です。
フレーム1組、固定用ビズ4個、ポリ袋1枚のセットです。
(他サイズ要相談)

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月12日

販売商品 飛沫防止パーテーション

http://suzu1.com/
http://suzu1.com/
mailto:suzuitiha@eagle.onc.ne.jp
mailto:suzuitiha@eagle.onc.ne.jp
http://suzu1.com/
mailto:suzuitiha@eagle.onc.ne.jp


No.19

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間
9：00～17：00　土日祝日は定休日になります。
下記メールからお問い合わせください。

URL https://www.ikedarubber.com/

連

絡

先

053-461-7628

鈴木隆寛

suzuki-taka@ikedarubber.com

住所 浜松市中区船越町6-24

メーカー名 山本光学株式会社

販売事業所名 有限会社池田ゴム

販売提供先 医療機関、福祉施設、自治体等

商品写真
（３点まで）

営業内容 安全衛生保護具の卸・販売

企業から一言

今回、国内の保護メガネメーカーである山本光学株式会社より協力を受け、フェイスシールドの在庫を多少です
が確保できました。
薄く、透明度のあるＰＥＴフィルム（3枚付属）が飛沫等を防ぎます。また、非常に軽い（26g）のため負担になりにく
く、メガネの上からでも装着可能です。
在庫状況については日々変動致しますのでお問い合わせください。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月12日

販売商品 フェイスシールド　YF-800L

https://www.ikedarubber.com/
https://www.ikedarubber.com/
mailto:suzuki-taka@ikedarubber.com
mailto:suzuki-taka@ikedarubber.com
https://www.ikedarubber.com/
mailto:suzuki-taka@ikedarubber.com


No.18

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 メールであれば週末、祝祭日関係なく対応させていただきます。

URL http://www.10sei.jp

連

絡

先

  080-4000-5696　（携帯）

担当者：代表取締役　常静

info@10sei.jp

住所
〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5-16-3

メーカー名 坤誠（遼寧）医療機器有限会社

販売事業所名 株式会社　天成

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校、幼稚園、保育園、一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 中国と日本間の商品輸出入と物品販売、中国語と日本語の翻訳・通訳

企業から一言

マスク製造会社から直接納入していますので、ご希望数量の手配が可能です、
無地、イラスト入りがあります、また、大人用も販売しています。
販売価格、在庫、納期、送料等は、発注時期によって変化しますので、
お問い合わをお願いします。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月11日

販売商品 立体三層不織布マスク（子供用）

http://www.10sei.jp/
http://www.10sei.jp/
mailto:info@10sei.jp
mailto:info@10sei.jp
http://www.10sei.jp/
mailto:info@10sei.jp


No.17

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月11日

販売商品 立体三層不織布マスク（大人用 男女兼用）

住所
〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5-16-3

メーカー名 坤誠（遼寧）医療機器有限会社

販売事業所名 株式会社　天成

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 中国と日本間の商品輸出入と物品販売、中国語と日本語の翻訳・通訳

企業から一言

マスク製造会社から直接納入していますので、ご希望数量の手配が可能です、
また、子供用も販売しています。
販売価格、在庫、納期、送料等は、発注時期によって変化しますので、
お問い合わをお願いします。

対応時間 メールであれば週末、祝祭日関係なく対応させていただきます。

URL http://www.10sei.jp

連

絡

先

  080-4000-5696　（携帯）

担当者：代表取締役　常静

info@10sei.jp

http://www.10sei.jp/
http://www.10sei.jp/
mailto:info@10sei.jp
mailto:info@10sei.jp
http://www.10sei.jp/
mailto:info@10sei.jp


No.16

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月28日

販売商品 接触冷感マスク

住所 浜松市笠井町1257-1

メーカー名

販売事業所名 株式会社タケヨシ

販売提供先 病院、自治体、事業所

商品写真
（３点まで）

営業内容 病院、ホテル、旅館、各種施設、飲食店等

企業から一言
接触冷感生地を使用したマスクです。
夏場にピッタリ。
洗って再利用も可能です。

対応時間 平日8:30～17:30　　メール24時間対応

URL

連

絡

先

053-434-8271

竹内俊輔

tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp

mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp


No.15

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月28日

販売商品 フェイスシールド

住所 浜松市笠井町1257-1

メーカー名

販売事業所名 株式会社タケヨシ

販売提供先 病院、自治体、事業所

商品写真
（３点まで）

営業内容 病院関係

企業から一言
材質はポリエチレンテレフタレート、スポンジ、ゴム等です。
サイズはタテ220mm、ヨコ320mmとなります。

対応時間 平日8:30～17:30　　メール24時間対応

URL

連

絡

先

053-434-8271

竹内俊輔

tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp

mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp


No.14

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月28日

販売商品 アイソレーションガウン

住所 浜松市笠井町1257-1

メーカー名

販売事業所名 株式会社タケヨシ

販売提供先 病院、自治体、事業所

商品写真
（３点まで）

営業内容 病院関係

企業から一言
病院等でお使い頂けるアイソレーションガウンです。
自社工場による作成ですので、小ロットでも対応できます。

対応時間 平日8:30～17:30　　メール24時間対応

URL

連

絡

先

053-434-8271

竹内俊輔

tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp

mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp
mailto:tk-takeyoshi@ai.tnc.ne.jp


No.13

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 平日　9：00-18：00（メールであれば時間外でも対応させて頂きます）

URL https://www.cnp.co.jp/

連

絡

先

053-433-1933

新規事業開拓部　太田久美子

info_enp@econet.jp

住所 浜松市東区大瀬町1844

メーカー名 Guangdong SPREE Health Technology Co., Ltd.　他

販売事業所名 株式会社　中部日本プラスチック

販売提供先 医療機関、法人、一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 プラスチック原料販売、スクラップ買取・再生加工

企業から一言

コロナ対策としてマスク（中国製、BFE99%）の輸入販売をしております。

福祉現場にマスクをお届けする為、「おすそわけしマスク」の取り組みを開始いた

しました。（55枚　お買い上げ頂きますと、50枚（1箱）をご注文頂いたお客様に、

5枚を福祉現場にお届けします。ご参照ください→　www.osusowakeshimask.com）

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月7日

販売商品 サージカルマスク

https://www.cnp.co.jp/
https://www.cnp.co.jp/
mailto:info_enp@econet.jp
mailto:info_enp@econet.jp
https://www.cnp.co.jp/
mailto:info_enp@econet.jp


No.12

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年5月1日

販売商品 サージカルマスク、防護着、フェイスガード、防護資材、非接触型体温計等

住所 浜松市中区砂山町３４８－１２

メーカー名 Naturevil　Co., Ltd. （ 韓国）

販売事業所名 株式会社ＣＡＩメディア

販売提供先 医療機関、事業所、一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 パソコン用パッケージソフト開発（販）、スマートフォン用アプリ開発

企業から一言
同社の国内取引先の韓国にあるグループ会社でサージカルマスク、防護着、フェイスガード、防護資
材、非接触型体温計等の医療資材などのモノを15日以内に納品可能。枚数等もご希望に応じる形で対
応可能。

対応時間 　平日の09：00～18：00　（土日、祝祭日は休み）

URL https://www.caimedia.jp/

連

絡

先

０５３－４１３－１２００

代表取締役社長   福地三則

fukuchi@smocca,co,jp

https://www.caimedia.jp/
https://www.caimedia.jp/
mailto:fukuchi@smocca,co,jp
mailto:fukuchi@smocca,co,jp
https://www.caimedia.jp/
mailto:fukuchi@smocca,co,jp


No.11

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月30日

販売商品 モブキャプ

住所 袋井市豊沢1701

メーカー名 蘇州拓蘇凱貿易有限公司（中国・蘇州市）

販売事業所名 ＴＳＫ株式会社

販売提供先 医療機関・一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 新技術紹介、貿易商社

企業から一言
弊社のグループ会社である蘇州TSK（中国・蘇州市）が、医療現場で不足している医療物資を探しご提案させて
いただきます。現在取り扱いは、医療用ガウン、モブキャップ、マスクなど。ご入用なものがございましたお問い
合わせください。

対応時間 メールであれば週末、祝祭日関係なく対応させていただきます。

URL http://www.tskcorp.com

連

絡

先

０５３８－４４－３６６３

専務取締役　窪野　茂

shigeru@tskcorp.com

http://www.tskcorp.com/
http://www.tskcorp.com/
mailto:shigeru@tskcorp.com
mailto:shigeru@tskcorp.com
http://www.tskcorp.com/
mailto:shigeru@tskcorp.com


No.10 

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月30日

販売商品 医療用ガウン

住所 袋井市豊沢1701

メーカー名 蘇州拓蘇凱貿易有限公司（中国・蘇州市）

販売事業所名 ＴＳＫ株式会社

販売提供先 医療機関・一般

商品写真
（３点まで）

営業内容 新技術紹介、貿易商社

企業から一言
弊社のグループ会社である蘇州TSK（中国・蘇州市）が、医療現場で不足している医療物資を探しご提案させて
いただきます。現在取り扱いは、医療用ガウン、モブキャップ、マスクなど。ご入用なものがございましたお問い
合わせください。

対応時間 メールであれば週末、祝祭日関係なく対応させていただきます。

URL http://www.tskcorp.com

連

絡

先

０５３８－４４－３６６３

専務取締役　窪野　茂

shigeru@tskcorp.com

http://www.tskcorp.com/
http://www.tskcorp.com/
mailto:shigeru@tskcorp.com
mailto:shigeru@tskcorp.com
http://www.tskcorp.com/
mailto:shigeru@tskcorp.com


No.9

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 メールにて24時間

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言
大人用50枚入　3,000円　色：白/青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子
供用のお値段等はお問い合わせください）
卸売の為、多少の傷等がある場合がございます。

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 マスク（大人用、子供用ともにあります）

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.8

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 50枚　1,000円

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 カッパ

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.7

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 1枚　550円　サイズ：M/L/LL

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 不織布つなぎ服

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.6

電話番号

担当者名

E-mail

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 10枚入　15,000円

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 プラスチックエプロン

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.5

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 ニトリルゴム手袋

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 50枚入　860円

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.4

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 エプロン　袖付

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 10枚入　2,800円

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.3

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 使い捨て　エプロン

住所 駿東郡長泉町南一色６３２－８

メーカー名 ―

販売事業所名 平電機株式会社

販売提供先 医療機関、事業所、自治体、学校

商品写真
（３点まで）

営業内容 電気接点、医療機器（製）（卸）

企業から一言 100枚入　1,500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚み：0.015㎜

対応時間 メールにて24時間対応

URL http://www.taira-denki.com

連

絡

先

０５５－９８６－９８２６

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com


No.2

静岡新聞4/17掲載記事

電話番号

担当者名

E-mail

医療機関、事業所、自治体、学校

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

2020年4月27日

フェイスガード

―

平電機株式会社

販売商品

掲載日

販売支援

常務取締役　市川　明宏（いちかわ　あきひろ）

taira@taira-denki.com

電気接点、医療機器（製）（卸）

1セット300円

駿東郡長泉町南一色６３２－８

メールにて24時間対応

http://www.taira-denki.com

０５５－９８６－９８２６

連

絡

先

URL

対応時間

住所

企業から一言

営業内容

商品写真
（３点まで）

販売提供先

販売事業所名

メーカー名

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/


No.1

電話番号

担当者名

E-mail

コロナウイルス関連医療物資・医療資材販売情報

販売支援

掲載日 2020年4月27日

販売商品 フェイスシールド

住所 浜松市南区恩地町６５０

メーカー名 大建産業株式会社

販売事業所名 大建産業株式会社

販売提供先 医療機関限定

商品写真
（３点まで）

営業内容 大型製缶、溶接、機械加工、レーザーヘッド製作

企業から一言
大人用50枚入　3,000円　色：白/青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子
供用のお値段等はお問い合わせください）
卸売の為、多少の傷等がある場合がございます。

対応時間 8：00～17：00

URL http://www.tokai.or.jp/daiken

連

絡

先

０５３－４２５－３７９１

代表取締役社長　武田　信秀

daiken@tokai.or.jp

http://www.taira-denki.com/
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com
mailto:taira@taira-denki.com
http://www.taira-denki.com/
mailto:taira@taira-denki.com

