
カウンター仕切板 透明 ◇1
注文番号 種別 本体価格

62280-01 ①W600 ¥6,900 + 消費税

62280-02 ②W900 ¥9,800 + 消費税
■サイズ /① W600×D105×H500mm② W900×
D105×H500mm■素材 /板：アクリル透明 3mm厚、ポ
イントビス：真鍮クロームメッキ仕上※アルコールでのお手入
れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性
洗剤でお手入れしてください。
18515T25115

ウイルス感染
予防対策
アイテム

店舗運営用

消毒液用スタンド ◇0 -1
注文番号 62271-01
本体価格 ￥6,800 + 消費税
■サイズ /全高：約1050mm、台まで
の高さ：約760mm、幅：約230mm、
奥 行き：約230mm■ 素 材 /紙 ○
組み立て式※受注後2～3日後出荷
23020T30280

組立
組立

納期

消毒ポンプを置いてエントランスに設置しましょう

●②W900

●①W600

飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や
受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。

発売中

5月上旬入荷予定

当チラシ掲載商品は需要の増大により欠品している可能性がございます。予めご了承ください。
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イージーウォール ◇1
注文番号 56954-1＊
本体価格￥14,000 + 消費税
■サイズ /外寸：W1590～2490×
D440×H1340～2540mm、バナー
サイズ：W1500～2400×H1200～
2400mm○本体重量 /約5.5kg○
適応バナー素材 /ターポリン・トロマット・ 
スエード t0.25～0.45mm○要袋縫い
加工○収納袋付き/袋サイズ：W100×
D100×H1360mm※メディア別途
13515T25185

片面屋内 両面
可能 収納袋付

ボーダーハンガー
(連結パイプ ) ◇1
注文番号 53226-4＊
本体価格 ¥6,500 + 消費税

■サイズ /本体：W1820
■素材 /ステンレスパイプ
○φ12ポール用クリップ8ヶ付
○クリップ開口約10mmまで
27020U25290

組み立て
スピーディー

仮囲いパイプスタンド ◇1
注文番号 種別

53226-1＊ ①ストレート

53226-2＊ ②直角

53226-3＊ ③エンド用

本体価格 ¥6,500 + 消費税

■サイズ /本体：①W360×D300×H1300～
2500、②W360×D300×H1300～2500、
③W360×D300×H1300～2500、べ－ス
/275×360
■素材 /スチールクロームメッキ
○φ12mmまでのパイプに対応
○バー飲み込みサイズ /90
※①③飲み込み貫通可
25020Z25250

飛沫防止ビニールカーテンをセットして
飛沫感染予防にもご使用いただけます。

飛沫防止ビニールカーテンをセットして
飛沫感染予防にもご使用いただけます。

レジ前に吊るして飛沫感染防止に。
吊るしやすいハトメ加工済。

組み合わせによって
様々なパターンに
展開できます。

●③エンド用●①ストレート ●②直角

ポスター

ボーダーハンガー

ボーダーハンガー

ボーダーハンガー4本、
直角タイプ4本使用例

組立

組立

飛沫防止ビニールカーテン ◇1
注文番号 種別 本体価格

62275-01① W915 × H1000 ¥3,800 + 消費税

62275-02② W1370×H1000 ¥5,000 + 消費税

62275-03③ W915 × H1400 ¥4,800 + 消費税

62275-04④ W1370×H1400 ¥6,500 + 消費税
■サイズ /幅：①③915mm②④1370mm、長さ：①②
1000mm③④1400mm、厚さ：0.5mm、ハトメ内径：φ12mm
■素材 /透明塩ビ、ハトメ：真鍮○ハトメ付き（①③5個②④7個）
17515T25115

アポロ11号タイプ（石膏ボード用吊り下げ具）◇1
注文番号 49878＊＊＊
本体価格  ¥230 + 消費税

■サイズ/本体：W30×H36mm○ひっぱり強度/約1kg
11515T25195

飛沫感染予防グッズ

●①100 ●②150 ●③200

Sカンロングタイプ（キャップ付） ◇1
注文番号 種別 本体価格

50323-1＊ ①100¥120 + 消費税

50323-5＊ ②150¥150 + 消費税

50323-6＊ ③200¥170 + 消費税
■サイズ /本体：① A100×B30×C30mm
② A150×B38×C38mm③ A200×B38
×C38mm、線径：φ4.0mm■素材 /本体：
SUS304○重量/①約20g②約28g③約33g
○参考使用荷重 /①10kg②③9kg
29020W25250

飛沫防止ビニールカーテン
をイージーウォールに引っ
掛けることができます。

軽量コンパクトなので催事の
際も簡単に展開が可能

天井に差し込むだけでOK。物を吊り下げれば針が抜けにくい方向に作用します。
先端がフックになっていますので飛沫防止ビニールカーテンの吊り下げに。

ハトメ

W915は 5個
W1370は 7個

※使用イメージ

組立

5月上旬入荷予定 5月中旬入荷予定①② ③④

※ビニールカーテン別売



ホコリや雑菌、空調の風から
食品を守ります！

丈夫な厚み5mmの
アクリル使用。

フードカバー ◇1
注文番号 32661＊＊＊
本体価格 ¥8,900 + 消費税

■サイズ /外寸：W400×D150（天）350（底）×H250
■素材/アクリルt5◯重量/1.75kg※アルコールでのお
手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄め
た中性洗剤でお手入れしてください。
12515T25135

プライバシースクリーンはカウンターや
テーブルでのソーシャル・ディスタンス徹
底に便利です。

●①M

●①クローム ●②ブラック

●② L

カウンター仕切板 フロスト ◇1
注文番号 種別 本体価格

36335＊＊＊ ①M ¥5,900 + 消費税

36336＊＊＊ ② L ¥7,900 + 消費税
■サイズ /①W450×D105×H300mm②W500×D105×
H400mm■素材 /板：アクリルフロスト両面加工 5mm厚、ポイント
ビス：真鍮クロームメッキ仕上※アルコールでのお手入れは控えてく
ださい。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れして
ください。
18515T25115

仕切用PET透明板 ◇1
注文番号 種別  本体価格

56414-A1 ①A1 ¥1,800 + 消費税

56414-A2 ②A2 ¥820 + 消費税

56414-A3 ③A3 ¥500 + 消費税

56414-A4 ④A4 ¥360 + 消費税

56414-B1 ⑤B1 ¥3,000 + 消費税

56414-B2 ⑥B2 ¥1,700 + 消費税
■サイズ/①593×840mm②419×593mm③296×419④
209×296mm⑤727×1029mm⑥514×727mm
■素材/PET透明1.0mm厚※アルコールでのお手入れは控えて
ください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入
れしてください。
11515T25135

飛沫感染予防グッズ
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フロアースタンドと組み合わせ
ると飛沫感染防止アイテムとし
てご利用いただけます 400mm

1400

～

2500
mm

ワンタッチレバー

フロアースタンド B ◇1
注文番号 種別 本体価格

20721-B＊ ①クローム
¥3,200 + 消費税

20722＊＊＊②ブラック

■サイズ /ベース：340×280mm、総高：H1400～
2500mm、ハンガー部分：L400mm
■素材 /本体：スチールパイプ・①クロームメッキ②黒塗装、
クリップ部：PS○重量/約3.3kg○クリップ先端内側にスベ
リ止め付
15515T20195

組立

クリアパーテーション 窓付き ◇1
注文番号 種別 本体価格

62279-01 ①W600 ¥8,700 + 消費税
62279-02 ②W750 ¥9,800 + 消費税
■サイズ /アクリル板：①W600×H600mm②W750×H600mm、設
置時奥行き：300mm■素材 /アクリル5mm厚 
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。
薄めた中性洗剤でお手入れしてください。
15515T25115

接客カウンターや、受付など、対面式の営業シーンに不可欠な飛沫感染
対策アクリルパーテーションです。

600m
m

①600mm 300mm

300mm

②750mm

150m
m

200m
m

※使用イメージ

デパ地下のデリケースの上に設置
して飛沫防止を

ら

A4 程度のものを受け渡しでき
る窓付きです。

※使用イメージ

組立組立

5月中旬入荷予定



マイマスクケース（無地）◇1
注文番号 62277-01
本体価格  ¥ 600 + 消費税
■サイズ / 93×55mm（折りたた
み時）■素材 / ポリプロピレン
○入数 / 10ケ
11515 T 25135

マスクフック ◇1
注文番号 62278-01
本体価格  ¥ 180 + 消費税
■サイズ / 52×15mm
■素材 / P P ○入数 / 5ケ
11515 T 25135

フェイスシールド ◇1
注文番号 62276-01
本体価格  ¥ 370 + 消費税
■サイズ/W320×220mm（平置き時）、
厚さ：0.3mm■素材 /透明 PET、スポ
ンジ、ゴムバンド、PPハトメ○ご使用前に
シールド内側の保護フィルムを剥がしてく
ださい。
21020 T 25230

飛沫感染予防グッズ 他

フェ
注文番号注注

本体価格

■サイ
厚さ：
ンジ、
シール
ださ

320mm

220m
m

顔との接触面はスポンジなので
痛くなりにくいでです。

フィット感のあるゴムバンド

対面で作業する従業員全てにオススメします
PET の透明板で顔全体をカバー。
飛沫感染防止に効果大。

マスクを置いて折りたたむだけ

※マスクは付属していません

マスクを清潔に
収納できるケー
ス。飲食店など

のノベルティにおすすめ

ベルトパーティション
SUS-3 （H80cm ） ◇1

注文番号 種別 本体価格

組立済 51354BLU ①ステン/ブルー

¥ 13,500 + 消費税組立済 51354RED ②ステン/レッド

組立済 55494RED ③ブラック/レッド

●要組立 33886BLU ④ステン/ブルー
¥ 12,800 + 消費税

●要組立 33886RED ⑤ステン/レッド

■サイズ/本体：φ360×H810mm、ベルト：47×L1800mm、ポール：φ
63mm■素材/本体：ステンレス、ベルト：ポリエステル◯重量/約7.0kg◯片
方ベルト+ベルト受×3付◯スタッキング可◯底面に滑り止めフェルト付
29020T25230

4 方向パーティションとしても使用できるので多目的な展開が可能

ソーシャル・ディスタンスの徹底に便利なガイドポール

2台連結使用例

●①ステン /ブルー

スタッキング
タイプ

●③ブラック/レッド
2台連結使用例

使用例）①A5

Option ポップ立て 

ベルトパーテーション用ポップ立 ◇1
注文番号 種別 本体価格

39399＊＊＊ ① A5 ￥2,700+ 消費税

39399B5＊ ② B5 ￥2,680+ 消費税
■サイズ /本体：W147×D28×H100mm、ポップ立て
収納部（内寸）：W147×D5.5×H20mm、付属カードケー
ス、① A5② B5■素材 /ポリプロピレン○重量 /①135g
②180g○ベルトパーテーションSUS-1・2・3・4専用
※ポップ立てに差し込む分、ポップ下部は20mm隠れます
29020 T 25250

●①ガラス色

●④ブルー透明

●⑤水色

●③透明色

●②ピンク透明

接触感染を控えるために、
金銭授受にはカルトンを
使用しましょう

中紙はリバーシブル！

POPカルトン ◇1
注文番号 種別

30000＊＊＊ ①ガラス色

30001＊＊＊ ②ピンク透明

30072＊＊＊ ③透明色

30290＊＊＊ ④ブルー透明

30291＊＊＊ ⑤水色

本体価格 ¥ 500 + 消費税
■サイズ /W218×D154×H31mm
■素材 /本体：スチロール、マット：PVC
14515 T 25185

お問い合わせ

※本チラシに掲載の写真、テキスト、デザインなどの無断転載、複製、転用を禁じます。※品切れの際は申し訳ありませんが、ご了承ください。※当チラシ掲載商品について、予告なく、仕様変更・販売中止・
価格変更などを行う場合がございます。ご了承ください。※印刷物のため、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。ご了承ください。

マスクの長時間着用に伴う耳の裏の痛みを和らげます

引っ掛け口が 4 ヶ所ある
ので長さの微調整が可能

2020.04.20

5 月中旬入荷予定

5月中旬入荷予定

5月中旬入荷予定


