
g約mc××約
g約mc××約
gk約mc××約

TOTO製トイレの下記形状に適合します!

銅、ーマトスラエ系ンィフレオ質材

書証保PPO材装包

2.36.922.53

なし
耐熱温度 ターデ菌抗ターデ験試℃001

本日国産原品成完態状品商

カートンサイズ 46.8
713941ズイサ装個

横縦 量重)行奥(さ高
2129.255.45.7ズイサ品商

ドルーゴーパッカーラカ円007)別税(格価売小望希

P51-D番品
001数入ントーカ

商品名

水栓レバーカバー
[JAN] 4573526100159

銅には優れた、 殺菌性能があり ます。

「触りたくない」を、銅のチカラで「触っても大丈夫」に!

オート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用ハンドル:密結形便器

[商品パッケージ]

スーパー・飲食店の備品に!

商品コード 46400001



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 オレフィン系エラストマー、銅

33.6 37.8 5.2

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 20 4 4 56
個装サイズ 29.5 15 4 66

カートンサイズ 54.1

品番 D-17P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1370円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 50

商品名

手すりカバー ※パッケージ表示名は「グリップカバー L」
[JAN] 4573526100173

 銅には優れた、殺菌性能があります。

手がふれるあらゆる場所に︕取り付け簡単なウィルス対策︕

取付簡単で手間がかかりません︕

[商品パッケージ]

市役所・学校で続々採用︕

※直径32mm
～38mm

までカバー

商品コード 46400002



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 オレフィン系エラストマー、銅

33.6 37.8 4.7

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 11 3.5 3.5 27
個装サイズ 19.5 9 3.5 32

カートンサイズ 54.1

品番 D-18P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1120円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 100

商品名

カートグリップカバー ※パッケージ表示名は「グリップカバー M」
[JAN] 4573526100180

 銅には優れた、殺菌性能があります。

手がふれるあらゆる場所に︕取り付け簡単なウィルス対策︕

取付簡単で手間がかかりません︕

[商品パッケージ]

ニトリが採用する商品︕

※直径26mm
～32mm

までカバー

商品コード 46400003



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ

材質 オレフィン系エラストマー、銅

55.6 22.4 3.6

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 10 2.9 2.9 16
個装サイズ 18.5 9 2.9 21

カートンサイズ 25.6

品番 D-19P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1020円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 100

商品名

アシストグリップカバー ※パッケージ表示名は「グリップカバー S」
[JAN] 4573526100197

 銅には優れた、殺菌性能があります。

手がふれるあらゆる場所に︕取り付け簡単なウィルス対策︕

取付簡単で手間がかかりません︕

[商品パッケージ]

ワゴン・台車にオススメ︕

※直径21mm
～26mm

までカバー

商品コード 46400004



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 ポリプロピレン、銅

55.6 22.4 2.9

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 11.4 3 1.3 9
個装サイズ 16.5 9 1.5 14

カートンサイズ 25.6

品番 D-20P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1020円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 100

 銅には優れた、殺菌性能があります。

商品名

便座持ち上げレバー
[JAN] 4573526100203

「触りたくない」を、銅のチカラで「触っても大丈夫」に︕

両面テープで便座の裏に張り付けるだけ︕

[商品パッケージ]

飲食店・スーパーの備品に！

商品コード 46400005



g約mc××約
g約mc××約
gk約mc××約

耐熱温度 ターデ菌抗ターデ験試℃001
銅、ーマトスラエ系ンィフレオ質材

5.54.348.43

しな書証保PPO材装包
本日国産原品成完態状品商

カートンサイズ 60.2
86.095.11ズイサ装個

横縦 量重)行奥(さ高
375.05.25.3ズイサ品商

ドルーゴーパッカーラカ円077)別税(格価売小望希

P12-D番品
005数入ントーカ

商品名

キーカバー
[JAN] 4573526100210

 銅には優れた、 殺菌性能があり ます。

車やバイクのキーの衛生対策はこれで決まり

日々使うマイカーや自宅のカギに!

タクシーやレンタカー業界の方にも!

[商品パッケージ]

自宅のカギにも最適!

商品コード 46400006



g約mc××約
g約mc××約
gk約mc××約

耐熱温度 ターデ菌抗ターデ験試℃001
銅、ンレピロプリポ質材

8.46.922.53

しな書証保PPO材装包
本日国産原品成完態状品商

カートンサイズ 46.8
229.095.02ズイサ装個

横縦 量重)行奥(さ高
7138.04.74.21ズイサ品商

ドルーゴーパッカーラカ円069)別税(格価売小望希

P22-D番品
051数入ントーカ

 銅には優れた、 殺菌性能があり ます。

商品名

照明スイッチカバー(1口)
[JAN] 4573526100227

「みんなが触れている」を気にしなくても大丈夫に!

既存のスイッチに上から貼るだけ!

毎日触れるスイッチの衛生対策に!

[商品パッケージ]

オフィス・ホテルにオススメ!

商品コード 46400007



g約mc××約
g約mc××約
gk約mc××約

耐熱温度 ターデ菌抗ターデ験試℃001
銅、ンレピロプリポ質材

8.46.922.53

しな書証保PPO材装包
本日国産原品成完態状品商

カートンサイズ 46.8
229.095.02ズイサ装個

横縦 量重)行奥(さ高
7138.04.74.21ズイサ品商

ドルーゴーパッカーラカ円069)別税(格価売小望希

P32-D番品
051数入ントーカ

 銅には優れた、 殺菌性能があり ます。

商品名

照明スイッチカバー(2口)
[JAN] 4573526100234

「みんなが触れている」を気にしなくても大丈夫に!

既存のスイッチに上から貼るだけ!

毎日触れるスイッチの衛生対策に!

[商品パッケージ]

オフィス・ホテルにオススメ!

商品コード 46400008



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 ポリプロピレン、銅

55.6 22.4 6.4

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 19 11 1.2 80
個装サイズ 28 15 1.2 100

カートンサイズ 25.6

品番 D-24P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1270円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 50

商品名

マスクケース
[JAN] 4573526100241

 銅には優れた、殺菌性能があります。

マスクを収納でき、銅のチカラで常に清潔な状態を保ちます。

最大で5枚程度までの収納が可能︕

[商品パッケージ]

人気No.1商品︕

商品コード 46400009



約 × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 オレフィン系エラストマー、銅

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

カートンサイズ

商品サイズ 3 11 24
個装サイズ 21.5 15 33 58

品番 D-27P2

内径 長さ 重量

希望小売価格(税別) 1620円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 100

 銅には優れた、殺菌性能があります。 【商品パッケージ】

商品名

グリップカバー
[JAN] 4573526109060

グリップカバー専用三つ折りリーフレット

商品外観

取付簡単︕そのままかぶせるだけ。
通勤・通学・趣味の自転車のハンドルグリップに殺菌対策。

グリップカバー専用三つ折
りリーフレットございます︕

装着時

レンタル自転車にも！

通勤・通学・趣味の自転車に

商品コード 46400010



約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 オレフィン系エラストマー、銅

33.6 37.8 7.1

包装材 OPP 保証書 なし
商品状態 完成品 原産国 日本

商品サイズ 10 2.3 1.5 11
個装サイズ 18 9 1.5 34

カートンサイズ 54.1

品番 D-29P

縦 横 高さ(奥行) 重量

希望小売価格(税別) 1150円 カラー カッパーゴールド
カートン入数 200

商品名

買い物カゴ持ち手カバー ※パッケージ表示名は「取っ手カバー」
[JAN] 4573526109077

 銅には優れた、殺菌性能があります。

カバンの持ち手を、銅のチカラで常に清潔な状態を保ちます。

ビジネスバックや買い物カゴにも︕

[商品パッケージ]

ちょっとした気づかい︕

商品コード 46400011



h15×w30㎝

約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 g
約 × × cm 約 kg

希望小売価格(税別) 2260円 カラー カッパーゴールド

商品外観

付属品
面ファスナー

（6枚入り）
約5×1.2㎝

品番 D-37P
カートン入数 50

 銅には優れた、殺菌性能があります。 【商品パッケージ】

商品名

殺菌自在シート
[JAN] 4573526100371

縦 横 高さ(奥行) 重量
商品サイズ 15 30 0.3 80

商品状態 完成品 原産国 日本

個装サイズ 30.8 17 0.3 90
カートンサイズ 44.8 29 65 4.6

包装材 OPP 保証書 なし
耐熱温度 100℃ 試験データ 抗菌データ
材質 オレフィン系エラストマー、銅

使い方はアイデア次第︕ 形をえらばず使えて便利︕
さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。

自由にカットできる

商品コード 46400012
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