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あまがさき
コロナ対策プロダクツ認証について
尼崎市内の企業が開発した新型コロナウイルス感染症対策防止に資する製品等を

「あまがさきコロナ対策プロダクツ」として認証することで、

市民の感染症に対する意識の啓発と感染症拡大の防止を図るとともに、

当該製品を顕彰し、その効果等を市内外に広く知らしめることを目的としています。

このたび１４の製品を認証いたしましたので、製品集を発行するものです。

【はじめに必ずご確認ください】  この冊子に掲載されている製品について

AMAGASAKI  
Corona Counterplan Products

INDEX

飛沫防止用
アクリルパーテーション

対面会話をする際の飛沫を防止します。

対面会話をする際の飛沫を防止します。

アクリルパーテーション

足踏み消毒スタンド
足踏み式で消毒液を噴霧します。

足踏み式で消毒液を噴霧します。

環境に優しい消毒液スタンドです。

消毒液スタンド

消毒液スタンド

フェイスシールド
飛沫対策に効果が上がります。

マスクフック
マスクのストレスを軽減します。

マスク

高性能国産マスクです。

阪神タイガース
承認マウスカバー

洗って使えるマウスカバーです。

すこやかノート
健康状態を記録します。

抗菌マスクケース

ウイルレスウォーター
ウイルスの除菌ができます。

抗菌加工のマスクケースです。

抗ウイルス剤プリート

ナノガードγ
空間をまるごと抗菌・消臭します。

抗ウイルスの消毒剤です。
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・ 各製品の購入や取扱い、その他製品についてのご質問は、各企業へ直接お問い合わせください。
・ 本冊子に掲載している製品については、尼崎市がその品質や性能等を直接保証するものではありません。
・ 製品の素材や使用方法などによっては、皮膚障害や吸入事故などの健康被害につながる場合があり
   注意が必要です。
・ 特に塩素系薬剤は他製品との併用などでガスが発生し呼吸器に害を及ぼす恐れがあるため、必ず製品
   に定められた用法・用量を遵守してください。
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アクリル
パーテーション

尼崎市潮江5-7-5
06-6421-1071
https://nakano-s.co.jp

組立が容易で安定感もあります。完全オーダーメイド制作です。

飛沫防止用アクリル
パーテーション

対面して会話をする際の飛沫を防止します。オフィス、学校施
設での使用に適しています。場所や用途に応じてオーダーメイ
ドで作ります。つまみねじで簡単に高さの変更が可能。キャス
ターがついていて移動も容易です。

用途に合わせて高さが変えられるのでとても
便利です。お店のカウンターやレジ前など、
設置までお任せください！

完全オーダーメイド。材質、大きさ、色
など設置場所に合わせて制作させて
いただきます。 設置例：尼崎市役所
（各施設）、飲食店、事務所など

所在地

担当者
ひとこと

足踏み消毒スタンド

人の手の接触を避けて、感染や人の感情をやわらげます。
足踏み式で安定感があり、外観も清潔感があります。　　

消毒液スタンド

足踏み式で消毒液が噴霧されるため、どこにも触れず手指の消毒が可能。オールステンレス製でメンテナス
フリー。上部にカードを挟み込むことができるので、「手指消毒にご協力を！」はもちろん、オリジナルのメッ
セージも伝えることができます。

業務用食器洗浄機・工業洗浄機の開発
２０２０年春のマスク不足時に「何か社会のお役に立てないか」との思いから
新しくマスクの生産を始めたことは、多くのメディアにも取り上げられました。

20,000円～参考価格

3,000円～参考価格

尼崎市西長洲町2丁目1-30
06-6489-0438
http://na-pro.co.jp
自動車の試作部品メーカー　金属加工・製造・組立会社概要

URL
TEL 

所在地 尼崎市西長洲町2丁目1-30
06-6489-0438
http://na-pro.co.jp
自動車の試作部品メーカー　金属加工・製造・組立会社概要

URL
TEL 

所在地 尼崎市久々知西町2-6-36
06-6422-6481
http://www.e-showa.net

会社概要
URL
TEL 

所在地

会社概要
URL
TEL 

アルミ製でシンプルなデザインです。入口のエク
ステリアとして存在感がありますよ。デザイン変
更もできますので、ご相談お待ちしております。

担当者
ひとこと

清潔感にこだわりました。安定感があり、ストレスなく
使っていただけます。応援価格でご提供させていただ
きますので、是非お気軽にお問い合わせください。

担当者
ひとこと

担当者
ひとこと

3 4

別途お問い合わせください。参考価格

株式会社エヌエープロテック

有限会社中野製作所

株式会社エヌエープロテック

株式会社ショウワ

樹脂・プラスチックの試作、量産部品の製造
尼崎型アクリルキーホルダー、尼崎城ボールペン、
尼崎城キャラクターなど、幅広く地域密着の製品開発や
ノベルティなどを作っています。

25,000円～参考価格
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尼崎市潮江5-7-5
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樹脂・プラスチックの試作、量産部品の製造
尼崎型アクリルキーホルダー、尼崎城ボールペン、尼崎城キャラクター
など、幅広く地域密着の製品開発やノベルティなどを作っています。

有限会社中野製作所
所在地

会社概要
URL
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担当者
ひとこと

丸一興業株式会社

フェイスシールド

尼崎市潮江5-7-5
06-6421-1071
https://nakano-s.co.jp
樹脂・プラスチックの試作、量産部品の製造
尼崎型アクリルキーホルダー、尼崎城ボールペン、
尼崎城キャラクターなど、幅広く地域密着の製品開発や
ノベルティなどを作っています。

飛沫対策として、マスクと併用することでより効果が上がります。

消毒液スタンド

「硬質ミルダン」と呼ばれる、牛乳パック等を主な材料として
リサイクルした古紙100%の再生ダンボールを用いたスタン
ドです。丈夫で、軽く、運びやすい。リユース、リサイクルが可能
で環境にやさしいです。

初期の３Ｄプリンター製品から開発し、単品
から量産にも対応いたします。なお口元のみ
のマウスシールド（シールド部可動式）も
販売中。食事中などの色々な場面で使用でき
ます。是非お気軽にお問い合せください。

所在地

有限会社中野製作所

マスクフック

通常のマスクのひもをマスクフックにかけて使います。マスクのストレスを軽減します。
ゴムで耳が痛くなる人には特に有用です。

マスク

ウイルス、バクテリア、微生物を９９%以上カットの国産不織布を使用し、尼崎市内の工場で一貫生産、
検品した高性能国産マスクです。３層、４層、子ども用などラインナップが豊富です。

業務用食器洗浄機・工業洗浄機の開発
２０２０年春のマスク不足時に「何か社会のお役に立てないか」との
思いから新しくマスクの生産を始めたことは、多くのメディアにも取
り上げられました。

5,900円（税別）参考価格

尼崎市杭瀬北新町3-2-28
06-6487-0344
https://bolda.jp
ダンボール製の什器（展示会などで用いる）を製作している会社概要

URL
TEL 

株式会社ショウワ
所在地 尼崎市久々知西町2-6-36

06-6422-6481
http://www.e-showa.net

会社概要
URL
TEL 

所在地

会社概要
URL
TEL 

いろんな柄がありますが、病院、施設などの名
前やロゴマークなど、オーダーメイドで作ること
ができます。１０枚からご注文を承ります。また、
栞としてもご使用できます。

担当者
ひとこと

安全安心の国産不織布製マスク。個包装で清潔
です。「バックにひとつ、ショウワのマスク」。応援
価格でご提供します。アフターコロナでも必須ア
イテムになるでしょう！

担当者
ひとこと

「こんなのがあったらいいな」というお客さんの
声から生まれたスタンドです。多様なデザインか
らお選びいただけますが、日本カルチャーとして
世界中に発信された「フキダシ」が推しです！

担当者
ひとこと

200円（税別）参考価格

別途お問い合わせください。参考価格1セット 720円（税別）参考価格
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すこやかノート

阪神タイガース承認
マウスカバー 抗菌マスクケース

安心して使っていただけるように全面抗菌加工を施したマスクケースです。

ウイルレスウォーター

770円～参考価格

除菌・消臭を目的とした製品です。安全性と有効性について様々な試験データを取得しており、企業、介護
施設、病院など多くの方々に「菌には強く人や環境にはやさしい」製品として、ご利用いただいています。

大阪油脂工業株式会社
所在地 尼崎市大浜町2-5-2

06-6419-4488
http://www.o-y.co.jp
化粧品、医薬部外品、除菌製品等の製造会社概要

URL
TEL 

マスクの持ち運び、食事の際などマスクを外し
た時に便利なケースです。抗菌インキを使用して
いるので、菌の増殖を抑えマスクを清潔に保管
できます。またＬＩＭＥＸという石灰石から生ま
れた環境にやさしい素材を使用しています。

担当者
ひとこと

コロナ禍が続く中、医療や介護の団体で役立ててもらおうと、尼崎市などの公的団体にも寄贈しています。
毎日手に触れるものなので、表紙に抗ウイルス加工を施しています。

株式会社研文社
所在地 尼崎市大浜町2-28-10

06-6479-2121
https://www.kenbunsya.jp
印刷会社会社概要

URL
TEL 

表紙に抗ウイルス加工を施しており、ウイルス
が増殖しないので安心してお使いいただけ
ます。また「ＵＣＤＡ認証みやすいデザイン」も
取得し、お年寄りをはじめ、どなたにとっても
見やすく使いやすいノートになっています。

担当者
ひとこと

680円（税別）参考価格

イタリア製の編み機を活用し、マウスカバーを作りました。国産で繰り返し洗って使えて、
ポケットにキッチンペーパーを入れて飛沫対策ができます。ニットなので柔らかく、暖かいです

ユニオン工業株式会社
所在地 尼崎市西川2-6-13

06-6499-0601
http://www.unionindustry.com
イタリア製編み機の日本代理店
主に靴下を編む機械を取り扱っている

会社概要
URL
TEL 

長らくマスク生活が続いています。チームへの愛で
マスクへの抵抗感が少しでも減れば嬉しいです。
みんなで阪神タイガース承認マウスカバーを着け
てタイガースを応援し、コロナを撃退しましょう！

担当者
ひとこと

厚生労働省・経済産業省がウイルレスウォー
ターの主成分である次亜塩素酸水の新型コロ
ナウイルスに対する有効性を発表して以来、
さらにご好評をいただいています。

担当者
ひとこと

株式会社研文社
所在地 尼崎市大浜町2-28-10

06-6479-2121
https://www.kenbunsya.jp
印刷会社会社概要

URL
TEL 

別途お問い合わせください。参考価格

別途お問い合わせください。参考価格
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すこやかノート

阪神タイガース承認
マウスカバー 抗菌マスクケース

安心して使っていただけるように全面抗菌加工を施したマスクケースです。

ウイルレスウォーター

770円～参考価格

除菌・消臭を目的とした製品です。安全性と有効性について様々な試験データを取得しており、企業、介護
施設、病院など多くの方々に「菌には強く人や環境にはやさしい」製品として、ご利用いただいています。

大阪油脂工業株式会社
所在地 尼崎市大浜町2-5-2

06-6419-4488
http://www.o-y.co.jp
化粧品、医薬部外品、除菌製品等の製造会社概要

URL
TEL 

マスクの持ち運び、食事の際などマスクを外し
た時に便利なケースです。抗菌インキを使用して
いるので、菌の増殖を抑えマスクを清潔に保管
できます。またＬＩＭＥＸという石灰石から生ま
れた環境にやさしい素材を使用しています。

担当者
ひとこと

コロナ禍が続く中、医療や介護の団体で役立ててもらおうと、尼崎市などの公的団体にも寄贈しています。
毎日手に触れるものなので、表紙に抗ウイルス加工を施しています。

株式会社研文社
所在地 尼崎市大浜町2-28-10

06-6479-2121
https://www.kenbunsya.jp
印刷会社会社概要

URL
TEL 

表紙に抗ウイルス加工を施しており、ウイルス
が増殖しないので安心してお使いいただけ
ます。また「ＵＣＤＡ認証みやすいデザイン」も
取得し、お年寄りをはじめ、どなたにとっても
見やすく使いやすいノートになっています。

担当者
ひとこと

680円（税別）参考価格

イタリア製の編み機を活用し、マウスカバーを作りました。国産で繰り返し洗って使えて、
ポケットにキッチンペーパーを入れて飛沫対策ができます。ニットなので柔らかく、暖かいです

ユニオン工業株式会社
所在地 尼崎市西川2-6-13

06-6499-0601
http://www.unionindustry.com
イタリア製編み機の日本代理店
主に靴下を編む機械を取り扱っている

会社概要
URL
TEL 

長らくマスク生活が続いています。チームへの愛で
マスクへの抵抗感が少しでも減れば嬉しいです。
みんなで阪神タイガース承認マウスカバーを着け
てタイガースを応援し、コロナを撃退しましょう！

担当者
ひとこと

厚生労働省・経済産業省がウイルレスウォー
ターの主成分である次亜塩素酸水の新型コロ
ナウイルスに対する有効性を発表して以来、
さらにご好評をいただいています。

担当者
ひとこと

株式会社研文社
所在地 尼崎市大浜町2-28-10

06-6479-2121
https://www.kenbunsya.jp
印刷会社会社概要

URL
TEL 

別途お問い合わせください。参考価格

別途お問い合わせください。参考価格
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ナノガードγ

抗ウイルス剤プリート
別途お問い合わせください。参考価格

施工価格 1,200円（税別）／1㎥（床面積）参考価格

新しい生活様式、新しい衛生管理が求められる時代に「ナノガードγ（抗菌・消臭・ウイルス対策剤）」は、壁・
天井・カーテン・家具などに付着して、室内空気環境を改善します。

株式会社オプトジャパン
所在地 尼崎市潮江1-13-1-202

06-6491-6005 
https://www.opto-jp.com
ウイルス対策・室内抗菌消臭事業会社概要

URL
TEL 

界面活性剤をドライミスト化することで瞬間
的に抗菌・消臭を実現しました。ベタベタせず
金属が腐食することもありません。効果は概ね
１年間持続します。

担当者
ひとこと

細菌やウイルスの不活化に有効な二酸化塩素を水の中に長期間安定的に閉じ込めたプリートは、塩素よりも
優れた酸化力を有し、素早い除菌効果や低い毒性などの利点から、食品加工や医療・福祉、施設管理などの
幅広い分野、用途でご使用できます。

株式会社Step・UP
所在地 尼崎市大庄北1-7-6

06-7172-7427
https://stepup-bq.com
消臭素材や雑貨の企画販売会社概要

URL
TEL 

プリートはこのままでも有効に使えますが、
酸性系の薬剤（クエン酸など）を入れるとさら
に活性化するため、短時間で除菌・抗ウイルス
効果が発揮します。

担当者
ひとこと

MEMO
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１年間持続します。

担当者
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優れた酸化力を有し、素早い除菌効果や低い毒性などの利点から、食品加工や医療・福祉、施設管理などの
幅広い分野、用途でご使用できます。
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所在地 尼崎市大庄北1-7-6

06-7172-7427
https://stepup-bq.com
消臭素材や雑貨の企画販売会社概要

URL
TEL 

プリートはこのままでも有効に使えますが、
酸性系の薬剤（クエン酸など）を入れるとさら
に活性化するため、短時間で除菌・抗ウイルス
効果が発揮します。

担当者
ひとこと

MEMO
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