
マスク等医療物資の有償提供事業者一覧（順不同） 令和2年6月30日現在

事業者名 取扱商品 所在地・連絡先 備　　　考

（株）桑原雷声堂
サージカルマスク、
消毒液

熊本市南区近見6丁目1-54
096‐354-5656
担当：平井英樹

・サージカルマスクは1箱1,500枚から注文可能
・消毒液は国内化粧品会社製造、エタノール(75～80%)は400mlおよび
2L、65vol%は500mlおよび5L

（株）Nサイエンス

サージカルマスク、非接
触体温計、消毒液、ガ
ウン、防護服、フェイス
シールド、キャップ、
シューズカバー、ゴーグ
ル、手袋、アルコール脱
脂綿、ウェットティッシュ

熊本市東区御領2－11－17
TEL：096-288-6751 携帯：090-2510-0868
FAX：096-288-6752
担当：西

・マスクは50枚入り1箱から可、Sサイズ（子供用）有
・消毒液300ml(エタノール83%）1本から注文可能
・最低発注数：ガウン80枚、防護服50着、フェースシールド10枚、
キャップ3,000枚、シューズカバー400足、ゴーグル94個、手袋100枚、
アルコール脱脂綿（4cm×4cm)1箱200枚、ウェットティシュあり。

音伍繊維工業（株）
（おとご）

N95マスク、サージカル
マスク、防護服、ガウ
ン、フェイスシールド

熊本支店
熊本市中央区坪井3丁目1-23
TEL：096-343-5855
担当：猿渡

・Ｎ95マスク（ＦＤＡ認証）　最低ロット600枚
・サージカルマスク　最低ロット3,000枚
・防護服、アイソレーションガウン　最低ロット1,000枚
・フェイスシールド　200枚以上
価格についてはロットにより応相談

（株）新興精機

サージカルマスク、
フェイスシールド、
ガウン、防護服
検温システム

熊本市中央区水前寺6丁目46番27号
096－282-8350
担当：糸山

・医療用サージカルマスク（BFE95%、99%)  最低発注数は原則1万枚
（50枚×200箱）だが応相談。子供用あり。
・フェイスシールド　24枚入り
・ガウン（タイ製）75枚入り。防護服原則1,000着以上（応相談）。
・検温システム（設置工事含む）

（株）アパレル福屋
サージカルマスク、フェ
イスシールド、ガウン、
防護服

熊本市南区平田2丁目16-30
TEL096-326-0311   FAX096-326-0167
担当　水永
E-mail h.mizunaga@apfukuya.co.jp

・サージカルマスク（3層）50枚入り。
・フェイスシールド　10枚以上（1万円以下の場合は送料500円）
・アイソレーションガウン（不織布）　1箱100枚単位
・防護服（イタリア製）

シタテル（株）
サージカルマスク
布マスク
ガウン

熊本市中央区水前寺公園28－23　2階
TEL：096-285-7527
担当：鶴

・サージカルマスクは原則3,000枚以上だが応相談
・布マスクは小ロットで可
・ガウンは中国製。原則3,000着以上だが応相談

熊本被服（株） フェイスシールド
熊本市中央区大江4－10－33
TEL：096-362-1205　FAX：096－362-5553
担当：営業　阿津坂　健　（080-3363-6049)

中国製。1箱200枚入り。１枚から注文可。

第一紡績（株）
布マスク
冷感布マスク

熊本県荒尾市増永1850
TEL：0968-62-3555(代）  携帯：080-3969-9085
FAX：0968-64-2810
担当：高本
E-mail：takamoto@ichibo.co.jp

洗って使える布マスク。自社中国の協力工場で生産。裏地に綿100%
のニット生地を使用し、着用感が良い。
完全個包装で配布しやすい。最低ロット100枚単位から。
冷感タイプ、こどもサイズも企画中。ご相談ください。

リバテープ製薬（株） 消毒液

熊本市北区植木町岩野45
TEL：0120-199-189  FAX：096-272-148
廣田、森田
E-mail info-oem@libatape.co.jp

手指消毒用アルコール（エタノール76.9%～81.4%)   １Ｌ×2本入り
事前に販売状況につき確認いただきたい。

瑞　鷹（株） 消毒液
熊本市南区川尻4丁目6-67
TEL：096-357-9671
担当：管理業務課　山本

高濃度エタノール製品（75%)、500ml瓶入り

繊月酒造（株） 消毒液
人吉市新町1番地
TEL：0966-22-3207
担当：田中（常務）

高濃度エタノール製品（77%)、茶葉エキス入り　500ml瓶入り

陽　光（株） 消毒液

熊本市北区弓削三丁目9-45
TEL：096-338-7711  FAX：096-338-7009
携帯:090-9609-5216
担当：斉藤

食品添加物　アルコール製剤（エタノール67.9%）20L 、(55％)20L 、容
器もあり。

興　研（株） Ｎ95マスク

九州営業所
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町1903-20
TEL：0942-38-1651 FAX：0942-38-1477
携帯：070-3876-4120
担当：鴫原（しぎはら）

国内製造メーカー（国内またはタイ工場）。東証ＪＡＳＤＡＱ上場。最低
ロット10枚。

日本乾溜工業（株）

サージカルマスク、ガウ
ン、フェイスシールド、消
毒液、非接触温度計、
パーテーション

（本店）　福岡市東区馬出1丁目11番11号
　TEL：092-632-1050
（熊本支店）　熊本市東区健軍本町24 番10 号
　TEL：096-331-6311
　担当：小山

・消毒液は商品名キビキビ、手指消毒用（エタノール65%)　日本アル
コール産業製造、指定医薬部外品
・発注単位：マスク40箱×50枚以上、ガウン2,100着以上、フェース
シールド300個以上、、消毒液1ℓ×10本以上、4ℓ×4本以上、非接触
温度計1個から。

(株）堀場製作所 非接触放射温度計

営業本部　九州セールスオフィス
〒812-0025
福岡市博多区店屋町8番30号（博多フコク生命ビル１Ｆ）
TEL：092-292-3593  FAX：092-292-3594
担当：橋本健太

東証1部上場企業
・薬機法上の「体温計」ではないため、体表面温度のスクリーニング
用途で使用。国内（京都市）生産。
・高速応答（0.8秒）、高再現性（±0.3℃）で大人数の体表面温度スク
リーニングが可能。アラーム機能付き。

（株）グランツ・プロジェクト

サージカルマスク
ガウン
防護服
キャップ
靴カバー

福岡市博多区博多駅前3-7-34
TEL：092-292-0851  携帯：090－5021－9834
担当：平山

・サージカルマスク（中国製）は万単位以上であれば送料無料。それ
以外は送料500～600円／箱
・医療用ガウン6種類（110～130着入り）
・防護服2種類（50枚入り）
価格、数量は個別にお問合せ願いたい。

（株）長崎県貿易公社
サージカルマスク、
KN95マスク

長崎市大黒町3番1号
電話：095-823-0708 　担当：田中
IP電話：050-3816-8890 　FAX：095-826-1728
E-mail： nagasaki@nptcorp.jp

サージカルマスクは10万枚以上、KN95は2万枚以上、アイソレーショ
ンガウンあり。



事業者名 取扱商品 所在地・連絡先 備　　　考

日豊製袋工業（株）

サージカルマスク、
KN95マスク、ガウン、防
護服、フェイスシール
ド、ゴーグル、手袋

大分県中津市今津1101-1
TEL：0979-32-0200　FAX：0979-32-5861
携帯：090-8838-1231
担当：実松　隆三
E-mail：jitsumatsu@jeans.ocn.ne.jp

3層、4層サージカルマスクは中国の関連会社から輸入。価格・数量
は応相談

（株）サンオクス

サージカルマスク
消毒液
ガウン
フェイスシールド

東京都新宿区岩戸町4番地　87ビルディング岩戸町5F
TEL：03-3269-5858 　FAX：03-3269-5619
担当：太川（タガワ）

・3層不織布（中国製）　ロット2,000枚（1箱50枚入り×40箱）単位。
・消毒液（ジェルタイプ　エタノール70%)  500ml×24本入り
・フェイスシールドは200枚から
在庫については、常に変化している点、ご了承下さい。

豊島（株）

サージカルマスク、
N95、KN95、ガウン
防護服、フェイスシール
ド、ゴーグル、ゴム手
袋、マウスガード

東京都千代田区神田岩本町2-1
携帯：080-2152-2800
東京16部6課　清水　敦
E-mail：atsushi.shimizuat_marktoyoshima.co.jp

価格、発注単位は個別にお問合せ願いたい

（株）皆藤製作所
ガウン
防護服

滋賀県草津市東草津2-9-61
TE:L:０77-564-2181　FAX：077-564-2183
担当：辰巳、八木
E-mail：y.tatsumi＠kaido.co.jp　　masanori_yagi@kaido.co.jp

・アイソレーションガウン100着単位
・防護服25着単位

日本繊維（株）
アパレル余剰マート

サージカルマスク
KN95マスク

東京都目黒区中目黒1-1-17
電話/FAX ：03-6412-7941
担当：神尾

当社中国工場にて生産
・サージカルマスク　最低発注数1万枚　数量に応じ価格は応相談
・KN95マスク 最低発注数　1,000枚

（株）エムズインク

サージカルマスク
N95、KN95マスク
消毒液
ガウン
フェイスシールド
手袋

〒160-0007 東京都新宿区荒⽊町13-22 602
TEL：03-6555-4147 　FAX：03-6369-4147
担当：鈴木、齋藤

・3層サージカルマスク50枚入り（95%フィルター、中国製）
・N95マスク(FDA,CE認証）、KN95マスク(FDA、CE、NIOSH認証）
・消毒液（エタノール59～80%)は日本製3種類、4L
・アイソレーションガウン（不織布）　100枚単位
・フェイスシールド100枚／1ケース
・医療用手袋　3種類　1パック100組
数量・価格は個別に問い合わせいただきたい。

中哲合同会社
（なかてつ）

サージカルマスク、N95
マスク、消毒液、ガウ
ン、防護服、手袋、
キャップ

埼玉県春日部市緑町3-5-43
TEL/FAX： 048-708-5168、携帯：080-1786-1983
担当者：中村
Ｅ-mail：nakamura@jpchz.com

・3層サージカルマスク　自社中国工場製造　※数量に応じて安価で
提供可能、在庫で対応可能なら即発送、数十万単位は航空便2週間
程度、船便3週間程度
・N95マスク（NIOSH、CE認証）　　納期約3週間程度
・消毒液（エタノール65～67%）500ml、1L、20L詰め替え用　納期2週間
程度
・アイソレーションガウン2種類（不織布）、防護服2種類　受注後1カ月
程度
・ニトリル手袋（FDA、CE認証）1箱100枚入り、納期2週間～3週間程
度
・ディスポキャップ（医療用）　1箱100枚入

長安貿易（株）
（ながやす）

サージカルマスク
N95マスク
ガウン、防護服
フェイスシールド
靴カバー

兵庫県赤穂郡上郡町上郡746番地
TEL：0791-52-3098　　FAX：0791-52-3304
改發（かいはつ）ゆかり

数量、価格については個別にお問合せいただきたい。

（株）中部日本プラスチック

サージカルマスク
消毒液
フェイスシールド
防護服

静岡県浜松市東区大瀬町1844
TEL:053－433-1933   FAX 053-433-4140
担当：岩永幸子
E-mail：yukiko@cnp.co.jp

・通常マスク、おすそ分けしマスク（55枚のうち5枚を福祉現場に寄付）
・除菌用アルコール（業務用）　商品名エタクリンＩＰ　16L
・フェイスシールド（中国製）　200枚から
・防護服（中国製）　40枚以上

（株） COLOURS
　　　　　　INTERNATIONAL
(カラーズ　インターナショナル）

サージカルマスク
防護服

東京都港区赤坂 1-14 -5 アークヒルズエグゼクティブタワー N812
TEL：03-3568 -7088  FAX：03-3583 -1088
担当：高平
E-mail: ym@colours-international.jp

・サージカルマスク　自社子会社中国工場で生産
価格・数量とも応相談
・防護服　価格・数量は応相談

（株）ベストスカイ
サージカルマスク
消毒液

東京都墨田区押上2-4-10
携帯：090-5827－8482
担当：余南（よなん）

・3層マスク（不織布、BFE99%） 中国自社工場製、2,000枚から発注可
能
・消毒液（エタノール75%、中国製)　500ml 20本入り、5L詰替え用3本
入り

(株）アルタ

KN95マスク
フェイスシールド
ガウン
手袋

岐阜県大垣市和合新町1-34-2
TEL：0584-74-3311  FAX：0584-74-5070
携帯：090－4110－3322
担当：堀川

価格・数量は応相談
・KN95マスク 　発注ロット原則1万枚以上
・フェイスシールド　発注ロット原則5,000枚以上
・アイソレーションガウン（ポリエチレン製、ブルー）　発注ロット原則
2,000着以上
・ゴム手袋（S、Ｍ、Ｌ）　発注ロット原則300ケース（1ケースは100枚入
り)

瀧定名古屋（株）
（たきさだ）

KN95マスク、サージカ
ルマスク、フェイスシー
ルド、ガウン、防護服、
ゴーグル

名古屋市中区錦2-13-19
連絡先：052-201-4171　携帯：090-9854-8596
担当：71課　西村　耕介
E-mail  nishimura-kosuke@takisada.com

価格・数量は応相談
・KN95マスク  最低ロット3,000枚
・サージカルマスク　最低ロット10,000枚
・フェイスシールド　最低ロット1,000枚
・アイソレーションガウン　最低ロット10,000着
・防護服　4タイプあり
・医療用ゴーグル　2タイプあり　最低ロット1,000個

（株）ヤギ
サージカルマスク、N95
マスク、ガウン、防護
服、ゴーグル

東京都中央区日本橋小網町18-15-7F
第二本部第一事業部営業一課
TEL：03-3667-4613　携帯：080-3534-7589
担当：石田芳樹

・サージカルマスク最低ロット1万枚以上（50枚入り）、KN95マスク 最
低ロット2万枚（20枚入り）
・ガウン、防護服2種類、いずれも最小ロット5,000枚
・ゴーグル種類多々あり、最小ロット5,000個

高橋企画（株）

サージカルマスク、Ｎ95
マスク、ＫＮ95マスク、ア
イソレーションガウン、
防護服、消毒液、フェイ
スシールド、ゴーグル、
手袋

愛知県豊川市一宮町錦137
TEL（直通）090-82624774
営業部長 吉田信也

・サージカルマスク（4層ベトナム製）、幼児・子供用あり。
・N95マスク(3M製、ベトナム製）　・KN95マスク(中国製）
・アイソレーションガウン(中国製、ベトナム、韓国製）
・エタノールジェル500ml（エタノール56～59%)、消毒液500ml（75%)、
1L(80%)
・防護服　4種類、フェイスシールド、ゴーグル、医療用手袋3種類、
シューズカバー（韓国製）あり。



事業者名 取扱商品 所在地・連絡先 備　　　考

Ｆｕｊｉｋｏｎ　corporation（株）
（フジコンコーポレーション）

サージカルマスク、ＫＮ
95マスク、ガウン、防護
服、フェイスシールド、
ゴーグル、手袋、シュー
ズカバー、非接触温度
計

福井県鯖江市神中町1-5-22
TEL：0778-52-4575 　携帯：090-7747-6623
担当：営業部　福山　義行
E-mail:  fukuyama@fujita-op.com

・3層マスク50枚入り、医療用サージカル50枚入り、ＫＮ95マスク（50枚
入り）
・ガウン10枚×3組、防護服3種類
・フェイスシールド20枚入り、ゴーグル2種類1個～
・手袋100枚×3組、シューズカバー50組
・非接触温度計　測定時間0.5秒、測定精度±0.4℃

（株）アジアビジネストラスト マスク、ガウン、防護服

東京都目黒区目黒1-4-16目黒Gビル7-16
TEL：03-5904-8148　携帯：080-6104-1956
担当：堀内真紀子
E-mail：horiuchiat_markasia-b-t.com

・3D二層構造マスク　　価格・数量応相談
・アイソレーションガウン（FDA、ＣＥ規格）　単品および 3点セット（＋
キャップ、靴カバー）最低ロット1,000着
・防護服（FDA,CE規格）　5点セット（＋メガネ、マスク、手袋、靴カ
バー）　最低ロット1,000着
すべてベトナム製

(株）ルーツ・コーポレーション
消毒液
サージカルマスク

東京都港区赤坂5-4-14  赤坂ビル７Ｆ
TEL 03-6435-5767

消毒用高濃度エタノール（83%)　20L

（株）永山（えいさん）

サージカルマスク、ＫＮ
95マスク、アルコール
ジェル、フェースシール
ド、ゴーグル
防護服

台東区浅草橋4－2－2浅草橋西口ビル3Ｆ
ＴＥＬ：03－5833－3877   FAX：03－5833－387
携帯：:090-3478-5851
担当：岩本
Ｅ-mail :nobuyoshi.iwamoto@eisan-inc.co.jp

・サージカルマスク　1,000枚～、子供用1,000枚～
・ＫＮ95マスク 　10,000枚～
・アルコールジェル（エタノール75%） 　2L 5本入り、他に33%～60%5種
類、サイズ4種あり。
・フェイスシールド　1個～　・ゴーグル　2タイプ　1個～
・防護服　韓国製ＦＤＡ承認　4点（ゴーグル、手袋、靴カバー）セット、
中国製　4点（フェイスシールド、手袋、靴カバー）セット

（株）ＤＹＭ
（株）新型コロナ対策

N95マスク、フェイスス
シールド、ガウン、防護
服、消毒液、非接触型
ハンディ温度計、サーマ
ルカメラ

東京都品川区西五反田2-28-5 第2オークラビル3・4・5階
ＴＥＬ:03-5745-0200　携帯：070-3190-4364　FAX：03-3779-8720
担当：人材事業部　椿　純平
E-mail：tsubaki@dym.jp

・N95(FDA認証）マスク 1,000枚～
・アルコールジェル日本製（500ml) 12本～
・フェイスシールド　50枚～
・アイソレーションガウン（不織布）　1,000枚～
・防護服（不織布）　10枚～
・非接触温度計　2本～　誤差±0.3℃　測定時間1-2秒
・小型検温器　、サーマルカメラ取り扱い有り。

市川甚商事（株）
サージカルマスク、フェ
イスシールド、ガウン、
消毒液

東京営業部
〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町1-36-7
蛎殻町千葉ビル8F
TEL 03-3808-1002  携帯 080-9600-2012
担当：伊藤

・サージカルマスク　1,500枚（50枚×30パック）～
・フェイスシールド　180枚（12枚×15パック）～
・アイソレーションガウン代替品（クリーンルーム用ウェア）　60枚～
・アルコール消毒スプレー（エタノール76.9～80Vol%)  80ml@　25本単
位、アルコールジェル400ml　12本単位

(株）サントラージュ 

サージカルマスク、アイ
ソレーションガウン、防
護服、フットカバー、
キャップ、フェイスシー
ルド、

東京都中央区銀座2-16-12銀座大塚ビル6Ｆ
TEL：03-6264-2267 Ｆａｘ：03-6264-2268
携帯：070-3969-1067
担当：須藤 晃成
Ｅ-maiｌ：t-sudoat_markcentrage.co.jp

・サージカルマスク　普通サイズ1箱50枚入り 　女性・子供向けやや
小さめサイズあり。
・ガウン2種類　100枚入り
・防護服　160cm(50枚入り）、175cm(45枚入り）
・フットカバー100枚入り
・キャップ100枚入り
・フェイスシールド　200枚入り

松井味噌（株） サーズカルマスク

兵庫県明石市藤江2028-54
TEL：078-926-2626　FAX：078-921-3337
担当：松井孝彦
携帯：080-6207-2172

中国に工場保有。医療用サーズカルマスク（FDA、ＣＥ認証、BFE95%)
発注ロット3,000枚～

新東京産業（株）
サージカルマスク
ゴーグル

東京都港区新橋3-2-5 第5東洋海事ビル5階
TEL：03-3503-2491　 FAX：03-3503-6730/2498
E-mail：exp@shin-tokyo.co.jp
担当：第二営業部　鈴木

・医療用サージカルマスクはEO滅菌処理済み（包装：10枚/袋、120袋
/箱）
・子供用フェイスマスク(包装：10枚/袋、120袋/箱）
・医療用ゴーグル：包装：24個/箱

（株）カノウプス
サージカルマスク
その他

東京都杉並区高井戸東2-3-16
TEL03-5336-7961
担当　メディカルサプライ部門　松村
E-mail ：matsumura@canopusdrums.com

・サージカルマスク　ASTM適合認証　数百万枚即対応可（子供用も
あり）
※その他、必要物資に応じて見積り可能


