
病院などの医療機関では、不特定多数のスタッフや医療関係者が毎日キーボードやマウスを
共有で使用しています。
院内感染対策のためにも、本当はしっかりクリーニングしなければならないところですが、
一般的な電子機器は水に弱く、
洗浄したり消毒したりすることが難しいことから、見過ごされているケースも多いようです。
そこで！東北電子産業㈱が取り扱うGETT社の医療向け洗えるキーボードとマウスをご紹介
します。

GETT社の医療向け洗えるキーボード/マウスは完全防水IP68保護準拠。製品機能に影響を
与えることなく、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能です。
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適です。
もちろん抗菌加工済み。また、USB端子部も水から守るシリコン製カバーもご用意してい
ます。

医療機関だけでなく、食品工場や介護現場など、衛生面を特にケアしなくてはならない環境
でも活躍します。
詳細はお気軽に弊社担当にお問い合わせください。

GETT社の医療向け洗えるキーボード/マウスの特長
■ 完全防水IP68保護準拠 ■ 清潔感の高いデザイン性
■ 手軽にアルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能■ 使いやすい操作性
■ 清掃時キーロック機能(キーボード) ■ 2年間のメーカー保証
■ USB防水シリコンキャップ(キーボード)



医療向け洗えるキーボード

医療向け洗えるキーボード

ウイルス対策 IP68保護
洗えるキーボード

CLEANTYPE® Easy Basic
KPL-U10060

ウイルス対策 IP68保護
洗えるシリコンキーボード

CLEANTYPE® PRIME PRO
KSI-U10200

ウイルス対策 IP68保護
タッチパッド付

洗えるシリコンキーボード
CLEANTYPE® PRIME TOUCH

KSI-U10210

医療向け洗えるマウス

ウイルス対策 IP68保護
医療向け防水オプティカルマウス

CLEANTYPE ®
MPL-U10010

ウイルス対策 IP68保護
医療向けタッチスクロールマウス

CLEANTYPE ® 
MSI-U10030

ウイルス対策 IP68保護
医療向けクリックスクロールマウス

CLEANTYPE ® 
MSI-U10050

※製品の詳細および標準価格につきましては、下記よりお問い合わせください。

https://www.kmecs.com/products/detail_1745.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1745.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1746.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1746.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1747.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1747.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1748.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1748.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1749.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1749.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1750.html
https://www.kmecs.com/products/detail_1750.html


CleanType® Prime Pro/Prime Pro+

IP68保護準拠
防水シリコンキーボード

製品の特長

※仕様の変更・カスタマイズについては弊社担当までお問い合わせください。

• USBポート保護キャップ付属
• 快適なキータッチ
• 調整可能なバックライト付(Pro+)
• マグネットマウンティング(背面)
• EN60601-1-2 Ed.4準拠

[ 本社 ]
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル3F

 

TEL：03-5825-5333
FAX：03-5825-8550

[ 名古屋営業所 ]
〒465-0087
愛知県名古屋市名東区名東本通
2-32 星ヶ丘イーストビル2B
TEL：052-715-6530
FAX：052-715-6533

[ 大阪営業所 ]
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島
3-23-16 セントランドビル3F  TEL：06-4805-4111
FAX：06-4805-4113

https://www.kmecs.com
info@ kmecs.co.jp

• IP68保護準拠、医療向けシリコンキーボード
• アルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能
• 洗浄時キーロック機能
• 抗菌加工済、感染症対策に最適
• 日本語対応可能

CLEANTYPE® PRIME PRO+  防水シリコンキーボード　本体ホワイト LEDバックライト付き

CLEANTYPE® PRIME PRO    防水シリコンキーボード　本体ブラック
CLEANTYPE® PRIME PRO+  防水シリコンキーボード　本体ブラック LEDバックライト付き
CLEANTYPE® PRIME PRO    防水シリコンキーボード　本体ホワイト

KSI-U20201
KSI-U20200
KSI-U10201
KSI-U10200

オーダー情報

製品仕様

型番 製品名

材質：
本体色：
キータッチ：
IP保護：
バックライト：
インターフェース：

15cm
0 ~ 55℃
-20 ~ 70℃
380(L) x 130(W) x 12.4(T) mm
約 660 g
CE, FCC, RoHS, EN60601-1-2 Ed.4
2年

ケーブル長：
動作温度：
保管温度：
寸法：
重量：
認証：
保証期間：

シリコン
ホワイト、ブラック
カーボンコンタクト
IP68
青色、5段階調整
USB2.0



※仕様の変更・カスタマイズについては弊社担当までお問い合わせください。

IP68保護準拠
防水シリコンキーボード

CleanType® Prime TOUCH/TOUCH+

製品の特長
• IP68保護準拠、医療向けシリコンキーボード

• アルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能

• 抗菌加工済み、感染症対策に最適

• 日本語対応可能

• USBポート保護キャップ付属

• 調整可能なバックライト付き(TOUCH+)
• マグネットマウンティング
• EN60601-1-2 Ed.4 準拠

• 快適なキータッチ
• タッチパッド内蔵でマウスいらず

製品仕様
材質：
本体色：
キータッチ：
IP保護：
バックライト：
インターフェース：

シリコン
ホワイト、ブラック
カーボンコンタクト
IP68
青色、5段階調整
USB2.0

15cm
0 ~ 55℃
-20 ~ 70℃
380(L) x 130(W) x 12.4(T)mm
約 660 g
CE, FCC, RoHS, ＥＮ60601-1-2 Ed.4
2年

ケーブル長：
動作温度：
保管温度：
寸法：
重量：
認証：
保証期間：

オーダー情報

CLEANTYPE® PRIME TOUCH+   防水シリコンキーボード　本体ホワイト LEDバックライト付き

CLEANTYPE® PRIME TOUCH     防水シリコンキーボード　本体ブラック
CLEANTYPE® PRIME TOUCH+   防水シリコンキーボード　本体ブラック LEDバックライト付き
CLEANTYPE® PRIME TOUCH     防水シリコンキーボード　本体ホワイト

KSI-U20211
KSI-U20210
KSI-U10211
KSI-U10210
型番 製品名

TEL：06-4805-4111
FAX：06-4805-4113

info@ kmecs.co.jp
https://www.kmecs.com

 
大阪府大阪市淀川区西中島
3-23-16 セントランドビル3F

〒532-0011
[ 大阪営業所 ]

TEL：052-715-6530
FAX：052-715-6533

愛知県名古屋市名東区名東本通
2-32 星ヶ丘イーストビル2B

〒465-0087
[ 名古屋営業所 ]

TEL：03-5825-5333
FAX：03-5825-8550

東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル3F

〒101-0032
[ 本社 ]



IP68保護準拠
防水マウス

CleanType® 
WATERPROOF MEDICAL WHEEL
SCROLL OPTICAL PLASTIC MOUSE

製品の特長

• IP68保護準拠、医療向け光学式マウス
• 抗菌加工済み、感染症対策に最適
• ケーブル長1.4m

• アルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能
• 快適な操作性
• 特別設計の優れたスクロール

製品仕様

プラスチック
ホワイト、ブラック
光学式
IP68
USB2.0
1.4m

0 ~ 55℃
-10 ~ 60℃
115(L) x 61.6(W) x 36(T)mm
約 73 g
CE, RoHS
2年

材質：
本体色：
読取り方式：
IP保護：
インターフェース：
ケーブル長：

動作温度：
保管温度：
寸法：
重量：
認証：
保証期間：

※仕様の変更・カスタマイズについては弊社担当までお問い合わせください。

CLEANTYPE® 防水光学式スクロールマウス　本体ホワイト
CLEANTYPE® 防水光学式スクロールマウス　本体ブラックMPL-U20010

MPL-U10010
型番 製品名

オーダー情報

TEL：06-4805-4111
FAX：06-4805-4113

info@ kmecs.co.jp
https://www.kmecs.com

 
大阪府大阪市淀川区西中島
3-23-16 セントランドビル3F

〒532-0011
[ 大阪営業所 ]

TEL：052-715-6530
FAX：052-715-6533

愛知県名古屋市名東区名東本通
2-32 星ヶ丘イーストビル2B

〒465-0087
[ 名古屋営業所 ]

TEL：03-5825-5333
FAX：03-5825-8550

東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル3F

〒101-0032
[ 本社 ]



IP68保護準拠
防水シリコンマウス

CleanType® 
MEDICAL TOUCH
SCROLL MOUSE

製品の特長

• IP68保護準拠、医療向けシリコン製マウス
• 抗菌加工済み、感染症対策に最適
• アルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能

• 快適なサイズとホールド感
• タッチスクロールで高精度な操作

製品仕様

シリコン
ホワイト、ブラック
光学式/レーザー式
IP68
USB

0 ~ 55℃
-40 ~ 70℃
115(L) x 61.5(W) x 42(T)mm
約 188 g
CE, FCC, RoHS
2年

材質：
本体色：
読取り方式：
IP保護：
インターフェース：

動作温度：
保管温度：
寸法：
重量：
認証：
保証期間：

※仕様の変更・カスタマイズについては弊社担当までお問い合わせください。

CLEANTYPE® 防水光学式タッチスクロールマウス　本体ホワイト
CLEANTYPE® 防水光学式タッチスクロールマウス　本体ブラックMSI-U20030

MSI-U10030
型番 製品名

オーダー情報

CLEANTYPE® 防水レーザー式タッチスクロールマウス　本体ホワイト
CLEANTYPE® 防水レーザー式タッチスクロールマウス　本体ブラックMSI-U20030-LD

MSI-U10030-LD
型番 製品名

TEL：06-4805-4111
FAX：06-4805-4113

info@ kmecs.co.jp
https://www.kmecs.com

 
大阪府大阪市淀川区西中島
3-23-16 セントランドビル3F

〒532-0011
[ 大阪営業所 ]

TEL：052-715-6530
FAX：052-715-6533

愛知県名古屋市名東区名東本通
2-32 星ヶ丘イーストビル2B

〒465-0087
[ 名古屋営業所 ]

TEL：03-5825-5333
FAX：03-5825-8550

東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル3F

〒101-0032
[ 本社 ]



IP68保護準拠
防水シリコンマウス

CleanType® 
COMPACT MEDICAL CLICK
SCROLL MOUSE

製品の特長

• IP68保護準拠、医療向けシリコン製マウス
• 抗菌加工済み、感染症対策に最適

• アルコール消毒や中性洗剤での洗浄が可能
• 快適なサイズとホールド感

製品仕様

シリコン
ホワイト、ブラック
レーザー式
IP68
USB

0 ~ 55℃
-40 ~ 70℃
105(L) x 60(W) x 37(T)mm
約 169 g
CE, FCC, RoHS, EN60601-1-2
2年

材質：
本体色：
読取り方式：
IP保護：
インターフェース：

動作温度：
保管温度：
寸法：
重量：
認証：
保証期間：

CLEANTYPE® 防水クリックスクロールマウス　本体ホワイト
CLEANTYPE® 防水クリックスクロールマウス　本体ブラックMSI-U20050

MSI-U10050
型番 製品名

オーダー情報

※仕様の変更・カスタマイズについては弊社担当までお問い合わせください。

TEL：06-4805-4111
FAX：06-4805-4113

info@ kmecs.co.jp
https://www.kmecs.com

 
大阪府大阪市淀川区西中島
3-23-16 セントランドビル3F

〒532-0011
[ 大阪営業所 ]

TEL：052-715-6530
FAX：052-715-6533

愛知県名古屋市名東区名東本通
2-32 星ヶ丘イーストビル2B

〒465-0087
[ 名古屋営業所 ]

TEL：03-5825-5333
FAX：03-5825-8550

東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル3F

〒101-0032
[ 本社 ]


