■

医療現場の「あったらいいな」を形にしました

医療関係 設置例

医療従事者の皆様へ
医療の最前線で新型コロナウィルスの対応にご尽力いただき、
心より感謝申し上げます。

広い間口で車イス、
ストレッチャーなどが余裕をもって出入りができる両開きドア。

発熱外来

両開きドアキット専用オプション

車イス・ストレッチャー対応
アルミロングスロープアジャスター付
テントとの併用も可能

M-20 両開きドアキット

ドアクローザー付 有効開口寸法：W1060×H1500㎜
一式

販売価格

426,800 円（税込）

大きな開口部により機能性も良く多用途・
多目的に活用でき、
アルミスロープも付いて
車イスやストレッチャーなどもラクラク
出入りできます。

■ プライバシーカーテン
■ プリーツ開閉式網戸

■ 入口上部ひさし雨よけ
■ アルミスロープ

※写真は実際と異なる場合があります。※詳しくは販売元へお尋ねください。

付き

車イスに配慮し、移動がスムーズです。
スマートキャリーにも対応しております。
※価格など詳しくは、販売元へお尋ねください。

クリニックの設置例

ストレッチャー、車イス対応のドアもご用意

隔離スペース

ワクチン接種室

地下や屋内にも設置可能

総合病院の設置例

臨時診察室・待合室

室内は使いやすい4畳半のスペース

全国に設置された病院でクラスターを防いでいます。

DIYで最短組み立て90分

＊

■ メディア掲載多数（テレビ・新聞・雑誌 各種 ※EZDOMEホームページからご覧いただけます。
）

分解・移設も自由自在
2020.04.20
使用イメージ

M-21 ハッチドア用

ビニールカーテンキット

ビニールカーテン＋
プライバシーカーテン

一式

販売価格

47,300円（税込）

標準仕様のハッチドアを開けた際、冷暖房をつけ
ているドーム内の保温効果・保冷効果を高めます。
※他にも、素材の違う M-17 エントランス用
カーテン網戸キットがございます。

M-22

T字型カーテンレール /

アクリル板キット

T字型カーテンレール+
カーテン＋アクリル板付き

一式

販売価格

M-23 スマートアンカー

1セット ※ベルトは付属しておりません。

90,200 円（税込）

ベッド横の間仕切りカーテンと対面時の飛沫感染
予防用透明アクリルパーテンションとの組み合わせ
により医療従事者を感染から守ります。
※アルミ角パイプとステンレスレールで構成されており、吊棒は必要
ありません。

販売価格

6,380 円（税込）

2020.05.18
NHK「まるっと！」
逆境をチャンスに

イージードームハウス 標準仕様

強風対策用スマートアンカー
（強風対策固定用金具）を必要な個所に取り付け、
ロープやタイダウンベルトで固定する。
ドームを強風
対策として備えておきたい場合など、いろいろな
活用ができます。

大 きさ

重 さ

イージードームハウスがまるごと移動できる便利なツール！

材 質

2020.12.18
テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」
コロナ対応切り札は 真っ白ドーム
2,550

1,500

2021.02.12
TBS「あさチャン！」
ワクチン接種に注目される商品

構 成

M-24 スマートキャリー
※ポーチ込み

一式

■ ポーチ

420,200 円（税込）

スマートキャリーは、
ドームハウスを支えるスチールフレームと重量用
キャスターを採用することにより、分散耐荷重で700Kgをクリア。
■ 台車には、
水平を出すためのアジャストボルトが装着され、接地場所
に傾斜・勾配があっても簡単に水平になるよう調整できます。
■

■ アジャスターボルト

販売価格

イージードーム専用に開発されたスマートキャリー。ドーム全体を支え、
台車として施設内の設置場所を簡単に移動、
また固定することができる。
医療現場、イベント会場、エンターテインメント・アミューズメント施設
など用途は多岐にわたります。
■ 傾斜が大きい場合はコンクリート平板などで調整可能。

■ アジャストボルトは、
0〜100ｍｍ程度の高さ調整が可能。

■ キャリーは、
ボルトナットの連結で分解組み立てが簡単です。

■ フレーム
（14セット）は、分解した際、
コンパクトに収納可能。

保温性に優れ快適な室内空間。

1,600

新型コロナウイルス対策に伴い、

3,000

壁面及び床面：高密度ポリエチレン（HDPE）
採光用ルーフ：ポリカーボネート

EZDOME JAPAN [ イージードームジャパン ]

院内感染防止対策のため、
750

医療機関から臨時の診察室として
多く活用されております。

標準仕様 販売価格

998 , 800 円

（ 配送料別 ）
（ 税込 ）

※価格は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

EZDOME HOUSE

■ EZDOME HOUSE販売店

［インフォメーションセンター］

0561-37-5440

TEL.

株式会社 TCL（株式会社ホワイトハウス・グループ）

イージードーム ハウス

愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷29-1 オートプラネット名古屋内

EZDOME HOUSE 展示場

■名古屋

□ 東京

□ 横浜

イージードームハウスは

高密度ポリエチレン製。

上部・下部・床の各パネル
採光用ルーフ

■ EZDOME HOUSE 企画・開発販売元

成人男性 2人作業時

二重構造パネルは断熱性と

ハッチ型ドアパネル（1セット）/ 窓付き壁パネル（3枚 ）/ 標準壁パネル（上段14枚、下段10枚）/ 床パネル（14枚）
採光用ルーフ / 自然換気システム（1セット）/ レインガター(1セット）/ ジョイントプレート
（7枚 ）
＊ハッチ型ドアと窓付き壁パネルはオプションで追加設置することができます。

組み立てパーツ一式

＊標準仕様の場合

汚れが付着しにくいうえ洗浄しやすい
0

EZDOME HOUSE イージードームハウス〈 標準仕様 〉

×14コ

▶

屋内外で利用でき、移設も可能。

98

3,360

×14コ

くわしくは
こちらから

約40枚のパネルで組み立てられ、

＊図の窓は標準仕様と異なります。

外寸：最大外径3,360×全高2,550 床厚60(mm)
内寸：最大内径3,280(床面内径3,000)×室内高2,350(mm)
約300kg

災害時用備蓄 など

医療現場での院内感染対策に
貢献いたします。 全国の医療機関に実績多数

「イージードームハウスを導入して良かったのは、感染対策ができたことにより
医師や看護師たちのモチベーションが上がったことです。
」 ▶ 4基導入された市民病院 病院長の声

朝日新聞
広がる院内感染にドームハウス注目

PCR 検体採取室

現代的なフォルムと充実機能を搭載した完全個室スペース

□ 福岡

※「ＥＺＤＯＭＥ
（登録第6339246号）」は、株式会社ホワイトハウスの登録商標です。
TCL 202203

イージードームハウスをアップデート! 使いやすさを考えた充実の機能を 備えた医療向け オプションパーツ

イージードーム ハウス

EZDOME HOUSE は

径800 ㎜

径 600 ㎜

医療現場で大活躍！

■ ダブルリングライト

外側

イージードームハウスは発熱外来や臨時診察室、

※コネクター（防水仕様）

待合室やPCR検体採取室などの隔離スペース、

外側

ワクチン接種室、また陰圧装置を装備することで
多用途に使用できます。標準仕様に加え、
オプションの中から必要に応じて

M-02

様々なアレンジをしていただくこともできます。

M-04

洗浄・消毒
しやすい素材

通気性の良さ

床面積7.1ｍ2。申請の手間なく
導入可能です。一般的なプレハブ
型建築物と比べ、短期導入でき
ます。※詳しくはお問合せください。

もともと汚れにくい高密度ポリ
エチレン製のため、
ドーム全体
の丸洗いもできて衛生的です。

本体は、
ドア１ヶ所、窓３ヶ所を
備えており、
「ドア」
「窓」の増設
により換気効率を向上できます。







￥

価格の安さ

一般的なプレハブ型建築物に
必要な費用と比較して割安で
設置可能です。

撤去も簡単

適度な大きさ

事態が収束した後の撤去作業も
専門の職人でなくても、およそ
１時間で可能。迅速に現状復帰
していただけます。

308,000 円（税込）

空気循環式紫外線清浄機

エアーリア コンパクト
1台

販売価格

159,500 円（税込）

強力な紫外線で室内の空気中の細菌やウイルスを
除菌します。フィルター交換不要。

■ 処理可能範囲：

約16畳（天井高2.5ｍ）を
60分で空間容積66㎥を除菌可能。
■ サイズ：
幅250×高さ806×奥行156㎜
（台座300×300㎜）
■ 100V専用、
50㎐/60㎐
■ 風量：1.1㎥/min
■ 質量：9.6㎏
■ 電源コード約1.7ｍ
（プラグ付）

※詳しくはイージードーム販売元へお尋ねください。

ウィルス・カビ・細菌・花粉に効く空気清浄装置

UVC エア ステリライザー
1台

販売価格

398,200 円（税込）

人が密集する空間での科学的・心 理的安全対策と
して未 来 のウィルス に 対しての 不 安 を 解 消 する
UV- Cランプ搭載の空気
清浄装置です。
■カビ・ウィルスが
短時間で死滅
■臭いなし
メンテナンスなし
■飛散防止スリーブ付き
■ 処理空間量：100〜150㎥/ｈ
■ サイズ：

簡易陰圧装置 も 販売中
簡易陰圧装置用

排気HEPAフィルターユニット
一式

販売価格

836,000 円（税込）※工事費別途。

排気HEPAフィルターは室内
の空気を取り込んでHEPA
フィルターで処理し屋外に
排気する装置です。部屋の
圧力が陰圧
（負圧）
になるの
で空 気 感 染 、飛 沫 感 染 の
ある病原体などを室外に
漏洩することを防ぎます。
■ 集じん効率：99.99％以上

■ 処理風量：10/5㎥/min
（強/弱）
■ サイズ：

■ カラー：ホワイト、
ブラックの2色

幅700×高さ1150×奥行350㎜
■ 100V専用、
50㎐/60㎐
■ 質量 60㎏
■ 付属品 着圧計×1個、
着圧計用ビニール管5ｍ×1本

※詳しくはイージードーム販売元へお尋ねください。

※詳しくはイージードーム販売元へお尋ねください。

幅450×高さ1139×奥行300㎜

■ 100V専用、
50㎐/60㎐
■ 風量：1.3/1.5㎥/min
■ 質量：約30㎏

＊価格は2022年3月現在の販売価格（消費税込）です。価格・諸元・仕様ならびに装備につきましては変更となる場合があります。予めご了承ください。＊この冊子は印刷されたものであり、実際の製品とは色が異なる場合が
販売元もしくは販売店にお問合せください。
あります。＊本製品は製造工程によってパネルごとの厚さが異なり、光の角度と透過率によって色味が違って見える場合があります。＊本製品の仕様・価格等に関する詳細は、

販売価格

326,700 円（税込）

M-03 家庭用

エアコンブラケット

※写真は実際と異なる場合があります。
※詳しくは販売元へお尋ねください。

室内機壁掛け型専用

販売価格

74,800 円（税込）

1セット 販売価格

ACアダプター

内側

市販の高出力エアコンをドーム内に設置
できるよう設計された専用ブラケット。

エアコン設置イメージ

M-05

ベンチレーター
オプション

サイズ：W 511×H562×D238㎜

販売価格

※汎用性はありますが事前の確認が必要です。

169,400円（税込）

パネル一体型で、風向切替ボタン
付
（内→外・外→内）
、
サーモスタット
付のパワフルな10段階風量調整
が可能なベンチレーター。

EZDOME専用 天井照明

M-06

■ 制御ユニット

LEDリングペンダントライト（三方型ブラケット）

■ ダブルリングライト
（ 径600㎜ / 径800㎜・消費電力 約64W ）
■ 制御ユニット付き ■ 電球色（3000K）Ra82
■ リングライト専用ブラケット
一式

販売価格

157,300 円（税込）

天 井 真 上 から吊り下 げるタイプの
LED照明でドーム全体を照らします。
※同時点灯のみ ※LEDモジュール交換不可
※調光不可
※LED光源寿命 約40000時間

M-07

LEDリングペンダントライト

（Y型ブラケット）

フード

■ ダブルリングライト
（ 径600㎜ / 径800㎜・消費電力 約64W ）
■ 制御ユニット付き ■ 電球色（3000K）Ra82
■ リングライト専用 Y型ブラケット

14,850 円（税込）

一式

お子様などの安全対策にオススメ。
ベンチレーターの点検や掃除も簡単
にできます。

オプション フード

※あらかじめブラケット中央に設置されているシーリング
に5㎏未満であれば直接取り付けられます。
※引掛けシーリングの配線は必要となります。
※詳しくは販売元にお尋ねください。

販売価格

168,300 円（税込）

Y型ブラケット中央には、別途お好み
の照明あるいはシャンデリアなどが
取り付けられます。

ドームの設置場所に傾斜・勾配があっても
スマートに設置できる優れもの
グレー（マーブル柄）

組み合わせで広がる

スマートデッキ設置例

駐車場1.5台分のスペースに設置
可能。診察机×1、
ベッド×１を設置
可能。ソーシャルディスタンスを
維持できる空間を確保できます。

イージードーム内に設置できる

ベンチレーター用
DCジャック

エアコンとパネルが一体のドーム専用のキット。場所も取らず、すっきりした空間がつくれます。

ドーム専用横開きのドアキット。
ドアと網戸の二重構造。
「ダブルロック錠」
を装備。

… 連結バー

10
ピース

おすすめ

… 連結クロスバー

■ 連結バー

８コ

■ 連結クロスバー

4コ

円形

直径3ｍ

販売価格

M-08 スマートデッキ

セット価格

アジャストボルト付
（120㎜ / 150㎜）
1ピース
販売価格

15

26,440 円（税込）

ピース

320,760円（税込）

■ 連結バー

12コ

■ 連結クロスバー

※柄はどちらか選べます。

68,200 円（税込）

ドームの設置を水平に固定するために
便利なアジャストボルト付スマートデッキ。

▲
1ピース
アジャストボルト
5コ付

20

アジャストボルト（水平レベル調整用）

ピース

側面

■ 連結バー

14コ

■ 連結クロスバー

12コ

3,630円（税込）

スマートデッキ連結クロスバー
1コ 販売価格

6,930円（税込）

■ スマートデッキ

連結バー

内側

661,980円（税込）

★パターンは自由自在！
■ スマートデッキ

連結クロスバー

販売価格

14,850 円（税込）

エントランスドアの上方に取り付け
ます。
日差しの差し込みや雨、
雪など
の室内浸入を軽減します。

M-14 追加用 窓付き壁パネル
1枚

販売価格

47,300 円（税込）

標準仕様で3か所。最大4か所追加
可能。採光や換気、景観を考慮して
7か所仕様にもできます。

M-15 追加用 ハッチ型ドアキット
1式

販売価格

71,500 円（税込）

標準仕様の出入口は1か所ですが、
必要に応じて追加することができ
ます。
※写真のエントランス用バイザーは含まれません。

M-17

使用用途に応じてお好きな形に
アレンジ可能。

上下スライド防虫網戸カーテン
＋ プライバシーカーテン付

外側

M-16 電源コンセントセット

網戸

■ 電源コード10m付

●ドーム本体と同時購入の場合
セット価格

M-13 エントランス用バイザー

エントランス用
カーテン
網戸キット

■ AC100V ■ 2口コンセント ■ B型パネル

M-09 スマートデッキ 専用パーツ

1コ 販売価格

4,400 円（税込）

495,000円（税込）

設置イメージ

スマートデッキ連結バー

日差しが 差し込む暑い日中に
は、採光用ルーフから入ってくる
紫外線を軽減します。

販売価格

雨、
雪などの室内浸入を軽減します。

※コネクター（防水仕様）

IN▶

上部

15,950 円（税込）

M-12 窓用バイザー

開閉時の雨よけには、
レインガター
との併用が必要となります。

8コ

IN▶

セット価格

M-11 専用サンバイザー

8枚構成

販売価格

抗菌仕様マット。土足での使用
の場合でも清掃簡単。水洗いや
消毒もできます。

サイズ：L1100×W1100×H140㎜
アジャストボルト：5コ 重量 : 19kg

※アジャストボルトは長さ２タイプから選択が可能。
▶ 120㎜仕様（0~100㎜調節可）
▶ 150㎜仕様（40~130㎜調節可）

おすすめ
ポイント

グレー（チェック柄）

M-10 抗菌フロアマット

IN▶

ドームならびに医 療施設内の空気清浄 機のご提案

302,500 円（税込）

内側：2口コンセント付パネル(B型パネル）
※1口はACアダプターで使用。
ベンチレーター：ACアダプタージャック
（12V5A）
外側コンセント：電源コード10ｍ付

●エアコンキット（追加注文の場合は壁パネル代が含まれます）

加工済み専用壁パネル（B型パネル）
専用取り付け枠セット／専用コンセント
外側：電源コード10ｍ付

ハンドル

DIY製品で、到着後すぐに組み
立て使用可能。一般的なプレハ
ブ型建築物と比べ、時間を大幅
に短縮できます。



建築確認申請
が不要


スピード
組み立て可能



販売価格

メインロック

ポイント

▶

充実機能搭載

サブロック

７つ の

＋

専用オプション

販売価格

ベンチレーター
パネルセット

2口コンセント

●ドーム本体と同時購入の場合

冷暖房兼用エアコン本体（リモコン付）
※AC100V仕様 ・ 換気（排気）機能搭載。

横開きドア＋網戸＋ダブルロック付

外側

EZDOME 専用 冷暖房エアコンキット

【 セット内容 】

EZDOME専用 横開きドアキット

M-01



導入する

専用コンセント

内側

■ 専用ブラケット
（3カ所）

外側

※コネクター（防水仕様）

陰圧室など院内感染防止対策として

EZDOME HOUSE 標準仕様

※標準仕様にプラスするオプションを下記よりお選びください。

販売価格 46,200 円（税込）

●パネルセット（追加注文の場合は壁パネル代が含まれます）

販売価格 70,400 円（税込）

ドーム内での電源確保に便 利なコンセント
付きパネル。

カーテン

1セット
販売価格

50,820円（税込）

出入口ドアの内部に
収納できる、スライド
式 の 虫 よ け ネ ット
（防虫網戸）
とカーテン
が付いたすぐれもの。

※他にも、素材の違う M-21 ハッチドア用ビニールカーテンキットがございます。

設置例

M-18 窓用カーテン網戸キット

窓枠パネル＋防虫網戸＋カーテン付

1ヶ所

販売価格

26,400 円（税込）

虫よけネット（防虫網戸）とカーテン
付でプライバシーが守られる窓枠
付の必須アイテムです。

M-19 専用棚

耐荷重 : 5kg

販売価格

9,350 円（税込）

消毒液など小物を置いたり、カップ
ホルダーやスマホも固定できます。

