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宿泊施設⾮接触型サービス等
導⼊⽀援事業



本助成⾦についてご存じでしょうか︖

本助成⾦は、宿泊施設が⾮接触型サービスの導⼊や、
施設整備等の新型コロナウイルス感染症対策を⾏う際の経費の⼀部を補助
いたします。

《概要》

《補助対象者》

《補助率》

旅館業法の許可を受けて、都内で「旅館・ホテル営業」⼜は
「簡易宿泊営業」を⾏う宿泊事業者

補助率︓3分の2
補助限度額︓4,000,000円（消耗品購⼊のみの場合は1,000,000円）

《補助事業実施期間》

令和3年7⽉1⽇（⽊）から令和3年10⽉31⽇（⽇）まで （消印有効）
《公式サイトURL》

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/non-contact/

《申請受付期間》
交付決定⽇から令和3年12⽉30⽇（⾦）



弊社対象商材⼀覧

⼊⼝感染対策
て・きれいき
¥115,500-（税込）

て・きれいき mini
¥44,000-（税込）

サーマルタブレットカメラ
TS-02L AI体表温度計
¥228,800-（税込）

KAOIRO AI体表温度計
¥275,000 -（税込）

空間感染対策
CO2モニター
エアリアルチェッカーライト
¥14,080-（税込）

アクリルパーテーション
¥6,000-（税込）~

⾶沫感染対策

※サイズによって、
販売価格が変動いたします。

消耗品

弱酸性次亜塩素酸⽔
ZIASHIELD 300ml
100ppm
¥980円-（税込）

プラスアルコール
『MEIRI』20L
¥9,680-（税込）

除菌洗浄剤
RESOLSHIELD 300ml 
原液20倍希釈
¥1,980-（税込）

除菌洗浄剤
RESOLSHIELD
原液 1L ボトル
¥7,700-（税込）

アルカリ電解⽔
ALKA SHIELD ２Lパウチ
¥1,380-（税込）

弱酸性次亜塩素酸⽔
ZIASHIELD 2Lパウチ
200ppm
¥1,480-（税込）

アルカリ電解⽔
ALKASHIELD 300ml
¥480-（税込）

メディカルナノコートスプレー
¥6,600-（税込）

ソフトサージカルマスク
⽩/⻘/ピンク
・50枚⼊り ¥250/箱
・60箱〜 ¥15,000-（税込）

ソフトサージカルマスク
⼩さめサイズ ⽩
・50枚⼊り ¥250/箱
・60箱〜 ¥15,000-（税込）

⽿に優しい
サージカルマスク ⽩
・50枚⼊り ¥250/箱
・60箱〜 ¥15,000-（税込）

次亜塩素酸⽔ JOKING
20L
¥7,480-（税込）

アロクリンエース 1000ml
¥3,080-（税込）



プラン① (上限100万円)

計︓¥991,760

●KAOIRO AI体表温度計
¥275,000 (税込)×2台 = ¥550,000 (税込)

●CO2モニターエアリアルチェッカーライト
¥14,080 (税込)×7台 = ¥98,560 (税込)

●メディカルナノコートスプレー
¥6,600 (税込)×6本 = ¥39,600 (税込)

【接触感染対策】
抗ウイルス・抗菌・抗カビ効果を
持つ光触媒コーティングをセルフ
施⼯出来るスプレーです。

【空間感染対策】
⼆酸化炭素濃度を測り、
空間の換気状況をサポートいたします。

【⼊⼝感染対策】
⼊⼝に設置する検温器です。
顔認証システムや勤怠管理システムも
搭載されています。

●アロクリンエース 1000ml
¥3,080 (税込)×10個 = ¥30,800 (税込)

【接触感染対策】
アルコール液タイプの消毒・除菌剤。
「て・きれいきmini」付け替え⽤ボトル
です。

●て・きれいきmini
¥44,000 (税込)×4台 = ¥176,000 (税込)

【接触感染対策】
触れずに消毒が出来る⾮接触型
アルコールスプレー器です。

●プラスアルコール『MEIRI』20L
¥9,680 (税込)×10個 = 96,800 (税込)

【接触感染対策】
アルコール度数65%の
⼿指⽤アルコール消毒液です。



プラン② (上限100万円)

計︓¥902,880

●除菌洗浄剤 RESOL SHIELD原液 1L ボトル
¥7,700 (税込)×4本 = ¥30,800 (税込)

● CO2モニター エアリアルチェッカーライト
¥14,080 (税込)×2台 = ¥28,160 (税込)

● ALKA SHIELD (アルカシールド) アルカリ電解⽔ ２Lパウチ
¥1,380 (税込)×2個 = ¥2,760 (税込)

●メディカルナノコートスプレー
¥6,600 (税込)×５本 = ¥33,000 (税込)

● KAOIRO AI体表温度計
¥275,000 (税込)×2台 = 550,000 (税込)

【接触感染対策】
抗ウイルス・抗菌・抗カビ効果を
持つ光触媒コーティングをセルフ
施⼯出来るスプレーです。

【接触感染対策】
独⾃の⽅法で電気分解したアルカリ電
解⽔100％ 、無⾊無臭のクリーナーで
す。

【空間感染対策】
⼆酸化炭素濃度を測り、
空間の換気状況をサポート
いたします。

【接触感染対策】
消臭や防錆などの
副次効果を持つ
除菌洗浄剤です。

【⼊⼝感染対策】
⼊⼝に設置する検温器です。
顔認証システムや勤怠管理システムも
搭載されています。

●プラスアルコール『MEIRI』20L
¥9,680 (税込)×5個 = ¥48,400 (税込)

【接触感染対策】
アルコール度数65%の
⼿指⽤アルコール消毒液
です。

●て・きれいきmini
¥44,000 (税込)×2台 = ¥176,000 (税込)

【接触感染対策】
触れずに消毒が出来る
⾮接触型アルコール
スプレー器です。

● 弱酸性次亜塩素酸⽔ ZIASHIELD 200ppm 2Lパウチ
¥1,480 (税込)×2個 = ¥2,960 (税込)

【接触感染対策】
除菌⼒の⾼い次亜塩素酸⽔。
共⽤部等の消毒除菌を
いたします。

●アロクリンエース 1000ml
¥3,080 (税込)×10個 = ¥30,800 (税込)

【接触感染対策】
アルコール液タイプの
消毒・除菌剤。
「て・きれいきmini」の
付け替え⽤ボトルです。



プラン③ (上限５0万円)

計︓¥486,280

●て・きれいきmini
¥44,000 (税込)×3台 = ¥132,000 (税込)

● CO2モニターエアリアルチェッカーライト
¥14,080 (税込)×1台 = ¥14,080 (税込)

●メディカルナノコートスプレー
¥6,600 (税込)×5本 = ¥33,000 (税込)

【接触感染対策】
抗ウイルス・抗菌・抗カビ効果を
持つ光触媒コーティングをセルフ
施⼯出来るスプレーです。

【空間感染対策】
⼆酸化炭素濃度を測り、
空間の換気状況をサポートいたします。

【接触感染対策】
触れずに消毒が出来る⾮接触型
アルコールスプレー器です。

【⼊⼝感染対策】
⼊⼝等に設置する、⼿指消毒と
検温が同時に出来るタブレット
カメラです。

●サーマルタブレットカメラ TS-02L AI体表温度計
¥228,800 (税込)×1台 = ¥228,800 (税込)

●プラスアルコール『MEIRI』20L
¥9,680 (税込)×5個 = ¥48,400 (税込)

【接触感染対策】
アルコール度数65%の
⼿指⽤アルコール消毒液です。

●ソフトサージカルマスク 3000枚(50枚⼊り×60箱) 
¥1,5000 (税込)×2個 = ¥30,000 (税込)

【⾶沫感染対策】
S/M/Lの3サイズから選べる
使い捨てマスクです。



プラン④ (消耗品のみ)

計︓¥313,400

●プラスアルコール『MEIRI』20L
¥9,680 (税込)×10個 = ¥96,800 (税込)

●メディカルナノコートスプレー
¥6,600 (税込)×10本 = ¥66,000 (税込)

【接触感染対策】
抗ウイルス・抗菌効果を持つ、
光触媒コーティングをセルフ
施⼯出来るスプレーです。

【接触感染対策】
消臭や防錆などの様々な
副次効果を持つ除菌洗浄剤です。

【接触感染対策】
アルコール度数65%の
⼿指⽤アルコール消毒液です。

●除菌洗浄剤 RESOL SHIELD原液 1L ボトル
¥7,700 (税込)×10本 = ¥77,000 (税込)

●アルカリ電解⽔ ALKASHIELD ２Lパウチ
¥1,380 (税込)×10個 = ¥13,800 (税込)

●弱酸性次亜塩素酸⽔ ZIASHIELD 200ppm 2Lパウチ
¥1,480 (税込)×10個 = ¥14,800 (税込)

●ソフトサージカルマスク 3000枚(50枚⼊り×60箱) 
¥1,5000 (税込)×3個 = ¥45,000 (税込)

【接触感染対策】
除菌⼒の⾼い次亜塩素酸⽔。
共⽤部等の消毒除菌をいたします。

【接触感染対策】
独⾃の⽅法で電気分解したアルカリ電
解⽔100％ 、無⾊無臭のクリーナーで
す。

【⾶沫感染対策】
S/M/Lの3サイズから選べる
使い捨てマスクです。



Copyright © 2021 AND SHIELD Inc. All Rights Reserved.


