
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。

フレームパーテーション サイド用 ◇1
注文番号 62303-01
本体価格 ¥19,000 + 消費税

■サイズ /外寸：W680×D300×H1400mm、アクリル板
見寸：約W600×H580mm■素材 /スチール、アクリルフ
ロスト2mm厚◯カラー /ブラック※アクリル板はアルコール
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。
13515 T 25185

アクリルクロスパーテーション （透明） ◇1
注文番号 種別 本体価格

62301-01 ①800 ¥14,000 + 消費税
62301-02 ②1150 ¥15,800+ 消費税
■サイズ /最大外寸：①W800×D800×H600mm②W1150×D700×
H600mm■素材/アクリル透明3mm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。
16515T25145

組立

組立
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新着おすすめアイテム

「新しい生活様式」ソリューション
アフターコロナに対応する店舗作りに欠かせないアイテムを厳選しました。

ウイルス感染
予防対策
アイテム

VOL .

2

ベンチやソファーに対して
スマートに設置できるパー
テーション。アクリル板はフ
ロスト仕様なのでプライバ
シーにも配慮しています。

①800 ②1150

安定感がアップする
クロスパーツ付き

クロスパーツが安定の秘密 テーブルを一気に仕切れる
フードコートや食堂、学習塾などにおすすめ

フロストアクリル

6月20日頃入荷予定

6月20日頃
入荷予定

（すりガラス状）



2 ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫感染予防パーテーション

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。

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

組立

●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。

窓付きのパーテーションは受付やレジカウンターでの飛沫感染予防に最適。

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 ●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 / ① W450×D105×H300mm ② W500×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

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
62279-03 ②W900 ¥11,800 +消費税
■サイズ /アクリル板：①W600×H600mm②W750×H600mm③
W900×H600mm、設置時奥行き：300mm■素材/アクリル透明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
飛沫感染アクリルパーテーションを豊富にご用意。

600m
m

①600mm 300mm

300mm

②750mm③900mm

150m
m

200m
m

※使用イメージ

組立

組立

A4 程度のものを受け渡し
できる窓付きです。

飛沫感染予防
パーテーション

しっかり、安心

5
mm厚

●①W600 ●②W750

●②W750仕様例

●③W900

6月20日頃入荷予定



3ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫感染予防パーテーション

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。

●②ブラック

●①ホワイト

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）×H250mm
■素材 /アクリル透明5mm厚◯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

Light Wide Clean
デパ地下のデリケースの上に設置
して飛沫防止を

ダンプラウォール L曲げ自立タイプ（10枚入） ◇0 -2
注文番号 種別 本体価格

62294-01 ①W690 ¥37,000 + 消費税
62294-02 ②W890 ¥43,000+ 消費税
62294-03 ③W1180 ¥48,000 + 消費税
■サイズ /幅：①690mm②890mm③1180mm、奥行き：95mm、高
さ：500mm■素材 /ポリカーボネイト4mm厚◯③のみコード穴2ヵ所と切
り込み付き◯重量（1枚あたり）/①0.37ｋｇ②0.58kg③0.63kg◯入数
/10枚◯底面に両面テープ付き（2ヵ所）
12515T20135　少し傾斜があります。

（①～③共通）

●①W690

●①W690

●③W1180

●②W890

●②W890

③W1180のみ切り込み
とコード穴付き

切り込み

コード穴

※使用イメージ

●①ホワイト

パーテーションこそ、良いデザインで。

手軽に使える半透明の
ダンプラ製仕切り板。

4mm厚のダンプラを使用

スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの
接客カウンターやハイランクのホテルにおすすめ

組立フレームパーテーション ◇1
注文番号 種別 本体価格

62287-01 ①ホワイト
¥14,600 + 消費税62287-02 ②ブラック

■サイズ /最大外寸：W840×D170×H600mm、透明板見
寸部分：W780×H480mm
■素材 /本体：スチール、透明板：アクリル ◯重量 /約2.7kg
※アクリル板は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

6月20日頃入荷予定



4 ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫感染予防パーテーション

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。

PS仕切板（H150） ◇1
注文番号 種別 本体価格

54978＊＊＊ ①W220 ¥110 + 消費税

30666＊＊＊ ②W270 ¥130 + 消費税

30667＊＊＊ ③W320 ¥140 + 消費税

30668＊＊＊ ④W370 ¥180 + 消費税

30669＊＊＊ ⑤W420 ¥185 + 消費税
■サイズ /幅：①220mm②270mm③320mm④370mm
⑤420mm、奥行き：75mm、高さ：150mm、厚さ：1.2mm
■素材 /PS
14515K25135

PS仕切板（H200） ◇1
注文番号 種別 本体価格

54979＊＊＊ ①W320 ¥170 + 消費税

30671＊＊＊ ②W370 ¥220 + 消費税

30672＊＊＊ ③W420 ¥230 + 消費税
■サイズ /幅：①320mm②370mm③420mm、奥行き：
100mm、高さ：200mm、厚さ：1.2mm
■素材 /PS
18515F25165

●①クリア

●②ブラック ●③ホワイト

PETパネルスタンド
（5mm・7mmのボード用 /1個） ◇1
注文番号 種別

41250＊＊＊ ①クリア

41250BLK ②ブラック

41250WHT ③ホワイト

本体価格 ¥390 + 消費税

■サイズ /本体：W150×D90×H30mm
■素材 /PETt1.5mm
○パネル厚さ7mmまで対応○重量 /66g
19515T25185

●③クリア

●①ブラック

●③クリア

②ホワイト

パネルジョイント（平面用） ◇1
注文番号 種別

30844＊＊＊ ①ブラック

30845＊＊＊ ②ホワイト

30858＊＊＊ ③クリア

本体価格 ¥200 + 消費税

■サイズ /本体：W38×D12×H36mm
■素材 /ポリカーボネイト製○ t5mmのパネ
ルに対応
23020T25270

パネルジョイント（T字用） ◇1
注文番号 種別

30848＊＊＊ ①ブラック

30849＊＊＊ ②ホワイト

30860＊＊＊ ③クリア

本体価格 ¥200 + 消費税

■サイズ /本体：W38×D25×H36mm
■素材 /ポリカーボネイト製○ t5mmのパネル
に対応
27020T25290

パネルジョイント（直角用） ◇1
注文番号 種別

30846＊＊＊ ①ブラック

30847＊＊＊ ②ホワイト

30859＊＊＊ ③クリア

本体価格 ¥200 + 消費税

■サイズ /本体：W25×D25×H36mm
■素材/ポリカーボネイト製○t5mmのパネル
に対応
26020T25280

パネルジョイント（十字用） ◇1
注文番号 種別

30850＊＊＊ ①ブラック

30851＊＊＊ ②ホワイト

30861＊＊＊ ③クリア

本体価格 ¥250 + 消費税

■サイズ /本体：W38×D38×H36mm
■素材 /ポリカーボネイト製○ t5mmのパネ
ルに対応
21020T25210

ソーシャルディスタンスの徹底に

●①アジャスター付

●②キャスター付
●②キャスター付

シンプルスクリーン フロスト ◇1
注文番号 種別 　本体価格

54867-1＊ ①アジャスター付 ¥17,000 + 消費税

54867-2＊ ②キャスター付 ¥20,000 + 消費税
■サイズ /本体：①W816×D400×H1541mm②W816
×D400×H1616mm■素材 /パネル：アクリル、フレーム：
アルミ、脚部：スチール、キャスター：合成樹脂
27020N20290

組立

●①ホワイト●①ホワイト

ポップイン（パウチ用） ◇1
注文番号 種別 本体価格

53310WHT ①ホワイト

・¥860 + 消費税53310BLK ②ブラック

53310CLR ③透明

■サイズ/本体：W110×D40×H21.5mm、対応メディア：0.5～
3mm厚のメディアに対応
■素材 /②③：アクリル、ステンレス、①：ABS、ステンレス○重量
/約30g※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある面等
は貼付けが難しいのでご注意ください
17515T25145

●②ブラック●②ブラック

●③透明

ポップイン（パネル用）透明＋ダンプラ4mm厚（別売）使用例●③透明

3mmから7mmまでの厚さの
ポップを展示することができます。

ポップイン（パネル用） ◇1
注文番号 種別 本体価格

53311WHT ①ホワイト

・¥940 + 消費税53311BLK ②ブラック

53311CLR ③透明

■サイズ/本体：W110×D40×H32.5mm、対応メディア：3～
7mm厚のメディアに対応
■素材 /②③：アクリル、ステンレス、①：ABS、ステンレス○重
量 /約40g※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある
面等は貼付けが難しいのでご注意ください
18515T25125

しっかり
吸着！

パウチ用 パネル用

アクリルやプラダンなどをセットすれば
仕切り板として利用できます。

0.5mmから3mmまでの厚さのポッ
プを展示することができます。

底には吸着シート付
（パウチ用・パネル
用共通）

直角②ホワイト+アクリルパネル5mm厚
※アクリルパネルは別売

仕切りを簡単に作製できる

T字用③クリア+アクリルパネル5mm厚
※アクリルパネルは別売



5ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫防止用ビニールカーテン

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。

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。

飛沫防止ビニールカーテン ◇1
注文番号 種別 本体価格

62275-01 ①W915×H1000 ¥3,800 + 消費税

62275-02 ②W1370×H1000 ¥5,000 + 消費税

62275-03 ③W915×H1400 ¥4,800 + 消費税

62275-04 ④W1370×H1400 ¥6,500 + 消費税
■サイズ /幅：①③915mm②④1370mm、長さ：①②1000mm③④
1400mm、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

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

コンビニフィルム PPタイプ ◇0 -2
注文番号 種別 巻 本体価格

62296-01 ①幅915×0.15mm厚 100m ¥34,000 + 消費税
62296-02 ②幅915×0.2mm厚 100m ¥45,000+ 消費税
62296-03 ③幅915×0.3mm厚 50m ¥34,000 + 消費税
62296-04 ①幅980×0.15mm厚 100m ¥36,000 + 消費税
62296-05 ②幅980×0.2mm厚 100m ¥48,000+ 消費税
62296-06 ③幅980×0.3mm厚 50m ¥36,000 + 消費税
■素材 /PP透明
21020D25230

コンビニフィルム PEタイプ ◇0 -2
注文番号 種別 巻 本体価格

62297-01 ①幅915×0.15mm厚 100m ¥35,000 + 消費税
62297-02 ②幅915×0.2mm厚 100m ¥46,000+ 消費税
62297-03 ③幅915×0.3mm厚 50m ¥35,000 + 消費税
62297-04 ①幅980×0.15mm厚 100m ¥37,000 + 消費税
62297-05 ②幅980×0.2mm厚 100m ¥49,000+ 消費税
62297-06 ③幅980×0.3mm厚 50m ¥37,000 + 消費税
■素材 /PE透明
21020D25230

ビニールカーテン

抗菌透明PVCフィルム ◇2
注文番号 62282-02
本体価格 ￥25,000+ 消費税
■サイズ /915mm×50m、厚さ：0.2mm
■素材 /PVC◯抗菌仕様※数量限定商品で
す。ご注文のタイミングでは売り切れている可
能性がございます。予めご了承ください。
27525 E 25295

ハ
ト
メ
加
工
済
な
の
で

取
り
外
し
て
の
清
掃
作
業
も
簡
単

対面での飛沫感染予防対策に

PP( ポリプロピレン )
◯透明で発色性に優れ、つやがある。
◯軽量で硬く傷がつきにくい。
◯耐薬品性に優れている。
◯耐熱性にも優れている
（ 耐熱温度100～ 140℃、塩ビは60～80度、PEは 70～ 110度）

PE( ポリエチレン )
◯PPよりも少し半透明。
◯軟らかく加工性に優れている。
◯耐候性も高い。  

抗菌タイプのビニールカーテン

抗菌

飛沫感染予防のスタンダードアイテム

PPと PEの 2タイプご用意

※使用イメージ

数量限定

大量使用できる
ロール巻。お好き
なサイズにカット
して使います。



6 ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

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。

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4本、
直角タイプ4本使用例

組立

組立

ボーダーハンガー

4401590～2490

13
40
～

25
40

82
5

75 73

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
13515 T 25185

片面屋内 両面
可能 収納袋付

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。

イベントなどでの受付ブースにもご利用いただけます。

軽量コンパクトなので
催事の際も簡単に展開が可能

組立※ビニールカーテン、テーブル、Sカンフックは別売

●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：①A100×B30×C30mm② 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。

イージーウォールと
ビニールカーテンを
固定するのに使います。

ポップクリップ BC-50タイプ ◇1
注文番号 種別 本体価格

20726PAC ①1ヶパック入り ¥280 + 消費税
20726＊＊＊ ②業務用パック（10ヶ入） ¥1,530 + 消費税
■サイズ /上部クリップ幅：80mm、全長：100mm■素材 /クリップ：
PC、ジョイント：POM、バネ：ステン、滑り止め：エラストマー○上部クリッ
プ仕様 /滑り止め無し・10mm厚まで・角度変更可○下部クリップ仕様 /
滑り止め付・30mm厚まで・角度変更可
15515 T 25115



7ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

20
mm

20
m
m

●①クローム ●②ブラック

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

透
明
板
な
ど
を
セ
ッ
ト
し
て
レ
ジ
横
に

設
置
す
れ
ば
飛
沫
防
止
器
具
に
早
変
わ
り

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

※使用イメージ

横
幅
が
調
節
可
能
!!

工
夫
次
第
で
色
々
使
え
る
ス
タ
ン
ド

ワンタッチレバー

クリップ移動可

スライド式フロアースタンド ◇1
注文番号 40723＊＊＊
本体価格 ¥8,500 + 消費税

■サイズ /本体：W500～830×H1420～2330mm
■素材 /スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ：スチロール
○滑り止めゴム付
○幅調節可○クリップの取り外しはできません
15515J25175

ポスターのサイズに合わせて
横幅500～ 830mmの間で
調節できます。

ワンタッチレバーで高さと横
幅の調節が簡単です。

組立

組立

布
系
や
紙
系
の
メ
デ
ィ
ア
は
も
ち
ろ
ん

薄
い
パ
ネ
ル
も（
5㎜
程
度
）掲
示
で
き
る
。

クリップのついた
バーが両面に張り出
しているので1台
で2倍の働き！

フロアスタンドD(両面用 ) ◇1
注文番号 種別

55314＊＊＊ ①クローム

55314BLK ②ブラック

本体価格 ¥4,600 + 消費税

■サイズ/ベース：340×280、総高：H1320～2370、ハンガー部分：L400
■素材 /スチール①クロームメッキ仕上②黒塗装、クリップ・透明プ
ラスチック(滑止め樹脂付き )
○クリップ先端内側にスベリ止め付
14515T20135

●①クローム

●①クローム

●②ブラック

●②ブラック

レール式フロアースタンド 
スタンドのみ ◇1
注文番号 種別 本体価格

33792＊＊＊ ①クローム
¥3,20033792BLK ②ブラック

本体価格 ¥3,200 + 消費税

■サイズ /支柱高さ：H1450～2500mm、ベース：
W280×D340mm、支柱太さ：約φ18mm
■素材 /スチール、黒塗装 ◯入数 /1本
16515 T 20185

組立

100mm
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飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

454

405

ポスターやメディアのサイズに合わせたサイズ展開！ 
（A3・A4・B4） 
スーパーのレジや受付などの
飛沫感染予防ビニールの設置に使われています。

スライドマグネットPOP（LL型） ◇1
注文番号 種別

40732＊＊＊ ①クローム

40732BLK ②ブラック

本体価格 ¥1,400 + 消費税

■サイズ /本体：W440（横バー部）×H545
～800mm、線径：上部φ5mm、下部φ7mm
■素材 /スチール：①クロームメッキ、②塗装仕
上○強力マグネット付
17515T25125

スライドマグネットPOP（L型） ◇1
注文番号 種別

40733＊＊＊ ①クローム

40733BLK ②ブラック

本体価格 ¥1,300 + 消費税

■サイズ /本体：W290（横バー部）×H385
～580mm、線径：上部φ5mm、下部φ7mm
■素材 /スチール :①クロームメッキ②塗装仕
上○強力マグネット付
14515T25145

Point
角度調節の機構
確実な固定が可能です！

L 型
LL型

マグネットPOPシリーズ
Point 角度調節の機構

確実な固定が可能です！

マグネットPOPⅣ型
（A3ヨコ） ◇1
注文番号 種別

49833＊＊＊ ①クローム

49833BLK ②ブラック

本体価格 ¥980 + 消費税

■サイズ/本体：W454×H405mm（マグネッ
トベース含む）、線径φ5mm、マグネットベース
部：62×40×15mm
■素材 /本体：スチール：①クロームメッキ、②
塗装仕上、クリップ部：ポリカーボネイト
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベ
リ止め付
11515 T 25135

マグネットPOPⅡ型
（A4タテ） ◇1
注文番号 種別

20744＊＊＊ ①クローム

20744BLK ②ブラック

本体価格 ¥950 + 消費税

■サイズ/本体：W300×H323mm（マグネッ
トベース含む）、線径φ5mm、マグネットベース
部：62×40×15mm
■素材 /本体：スチール：①クロームメッキ、②
塗装仕上、クリップ部：ポリカーボネイト
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベ
リ止め付
17515T25155

マグネットPOPⅢ型
（B4ヨコ） ◇1
注文番号 種別

20745＊＊＊ ①クローム

20745BLK ②ブラック

本体価格 ¥960 + 消費税

■サイズ/本体：W420×H345mm（マグネッ
トベース含む）、線径φ5mm、マグネットベース
部：62×40×15mm
■素材 /本体：スチール：①クロームメッキ、②
塗装仕上、クリップ部：ポリカーボネイト
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベ
リ止め付
15515T25185

マグネットPOPⅠ型
（A3タテ） ◇1
注文番号 種別

20743＊＊＊ ①クローム

20743BLK ②ブラック

本体価格 ¥980 + 消費税

■サイズ/本体：W300×H450mm（マグネッ
トベース含む）、線径φ5mm、マグネットベース
部：62×40×15mm
■素材 /本体：スチール：①クロームメッキ、②
塗装仕上、クリップ部：ポリカーボネイト
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベ
リ止め付
19515T25175

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅳ型Ⅲ型

300

450

420

345

300

323

お
好
み
の
高
さ
に
ス
ラ
イ
ド
で
き
ま
す
。

ポップ&パネルスタンドは
発泡パネルの掲示も可能

背面

スタンドポスター掛 ◇1
注文番号 種別

20737＊＊＊ ①クローム

20737BLK ②ブラック

本体価格 ¥740 + 消費税

■サイズ：W250×H450～700mm、ベー
ス135角mm
■素材 /本体：スチール製クロームメッキ、ク
リップ：PS・スチール、結合部：樹脂製
○クリップ挟み幅10mmまで○重量 /400g
○クリップ先端内側にスベリ止め付
12515T25145

組立

ポップ&パネルスタンド ◇1
注文番号 種別

49827＊＊＊ ①クローム

49827BLK ②ブラック

本体価格 ¥740 + 消費税

■サイズ /W250×H450～720mm、ベー
ス135角mm
■素材 /本体：スチール製クロームメッキ、ク
リップ：PS・スチール、結合部：樹脂製
○クリップ挟み幅10mmまで○重量 /400g
○クリップ先端内側にスベリ止め付
11515T25135

組立

ポップ&パネルスタンド
●●①クロームスタンドポスター掛

●●②ブラック

スタンドポスター掛●②ブラック使用イメージ

支柱ポールはセンター
とコーナーに取り付け
できます。

スタンドポスター掛け・
ポップ&パネルスタンド
共通

20

●①クローム

●①クローム

●①クローム

●②ブラック

●②ブラック

●②ブラック
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飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

突っ張りスタンド ◇1
注文番号 種別 本体価格

EKTSD290 ①L1600～2900 ¥4,800 + 消費税

EKTSD390 ②L2100～3900 ¥6,500 + 消費税
■サイズ /① L1600～2900mm② L2100～3900mm、パ
イプ径：φ29mm○垂直静止荷重 /50.0kg○カラー /アイボリー
27020P25260

●① L1600～2900

●② L2100～3900

ワンタッチで高さ調節可能の
伸縮式ポール

十手金具

吊金具

2種類のフック付

ポールに 2種類の吊金具が
ついています。各金具はス
ライド式なので位置を自由
に設定できます。十手金具
にパネルを吊下げて、吊金
具をパネル受けとして使う
等、多種多様な用途にお使
いいただけます。
※ パネルや幕などを吊り下
げてご使用される場合は
事前に必ずテストを行
なってください。

①2段 ② 3段

5m
最大

3.39
m

最大

業務用設計

インスタントポール（強力つっぱりポール ) ◇1
注文番号 種別 本体価格

33875＊＊＊ ①2段 ¥15,500 + 消費税

33876＊＊＊ ②3段 ¥20,500 + 消費税
■サイズ /長さ：① L1860～3390(2段 )mm② L1920
～5000(3段 )mm、ポール径：1段目 /31.8mm、2段
目 /28.6mm、3段目 /25.4(②のみ )mm、収納時：①
L1855mm② L1915mm
■素材 /アルミ、ゴム◯重量 /①1.5kg②2.0kg◯耐荷重
(ポール1本 )/①②約10kg
13515T25185

ス
プ
リ
ン
グ
機
構
で
上
下
す
る
簡
易
ポ
ー
ル
。

両
端
の
ゴ
ム
キ
ャ
ッ
プ
の
仕
様
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

スプリングポール用 丸バーセット ◇1
注文番号 種別 本体価格

50298-1＊ ①W900 ・¥2,300 + 消費税

50298-2＊ ②W1200・¥2,900 + 消費税
■サイズ /丸バー：φ25.4mm■素材 /スチール製クローム
メッキ○耐荷重 /20kg○セット内容 /丸バー×1、丸バー専用U
金具大×2 ※樹脂キャップ付属なし
24020E20240

ス
タ
ン
ド
パ
イ
プ
部
●①

1450

●②
2270

●①
1800
〜

2700

　●②
2450
〜

3500

スプリングポール本体 ◇1
注文番号 種別 本体価格

50292-1＊ ①H1800～2700・¥5,600 + 消費税

50292-2＊ ②H2450～3500・¥5,800 + 消費税

■サイズ /ポール：φ28.6mm（上部φ25.4mm）■素材 /
スチール製クロームメッキ○上部バネ式○入数 /1本○耐荷重
/20kg/本
23020A20230

組立
組立

ビニールカーテンの取り付けに

即
席
の
飛
沫
感
染
予
防
ブ
ー
ス
が
で
き
あ
が
り

インスタントポール×2本
飛沫防止ビニールカーテン W915×H1000 × 1枚
Sカンロングタイプ 100× 5本

スプリングポール×2本 
スプリングポール用丸バーセット×1
飛沫防止ビニールカーテン W915×H1000 × 1枚
Sカンロングタイプ 100× 5本

横
棒
は
付
属
し
て
い
ま
せ
ん
。

写
真
の
横
棒
は
φ
15
ミ
リ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

ポップハンガーD2 ◇1
注文番号 種別 本体価格

40873＊＊＊ ①1200mm/白 ¥290 + 消費税

20903＊＊＊ ②900mm/白 ¥200 + 消費税

20904＊＊＊ ③600mm/白 ¥140 + 消費税

40874＊＊＊ ④450mm/白 ¥110 + 消費税

40907＊＊＊ ⑤300mm/白 ¥80 + 消費税

40873BLK ⑥1200mm/黒 ¥290 + 消費税

20903BLK ⑦900mm/黒 ¥200 + 消費税

20904BLK ⑧600mm/黒 ¥140 + 消費税

40874BLK ⑨450mm/黒 ¥110 + 消費税

40907BLK ⑩300mm/黒 ¥80 + 消費税
■サイズ/本体：H20：吊り具：φ8、ポスター飲み込み寸法：約18mm
■素材 /塩ビ
○吊り具2ヶ付（吊り具はPP）
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇（50℃以上）が考えられる場
所への設置は避けてください。
13515T25165

ポップハンガー
新D3

ポップハンガー
D2（白）

ポップハンガー
D2（黒）

ポップハンガーのブラック色がオススメです。

D3

D2

別寸

別寸

ポップハンガー新D3（白） ◇1
注文番号 種別 本体価格

40871＊＊＊ ①1200mm ¥750 + 消費税

20901＊＊＊ ②900mm ¥460 + 消費税

20902＊＊＊ ③600mm ¥310 + 消費税

40872＊＊＊ ④450mm ¥250 + 消費税

40906＊＊＊ ⑤380mm ¥230 + 消費税
■サイズ /本体：H30、ポスター飲み込み寸法：約24mm
■素材 /塩ビ
○吊り具2ヶ付（吊り具は金具）
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇（50℃以上）が考えられる場所
への設置は避けてください。
14010T20110

アルミの質感と堅牢性がポイントです。

16

25

φ16mm

φ16mm

φ25mm

φ25mm

ホワイト

ホワイト

シルバー

シルバー

ブラック

ブラック

色品番 BLKブラック　SLVシルバー　WHTホワイト

品番＋色品番でご注文ください。 例：60175BLK

アルミH型パイプ φ16mm ◇1
注文番号 種別 本体価格

60175 ①W620 ￥1,000+ 消費税

60176 ②W920 ￥1,200+ 消費税

60177 ③W1220 ￥1,400+ 消費税
■サイズ/本体長さ(エンドキャップ含む）：①L620②W920③W1220、本体径：φ16、
中芯幅：約12mm
■素材 /本体：アルミ
○セット内容 /本体×1、中芯（両面テープ付き）×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
○別寸対応（3mまで）
18515T25155

別寸

別寸

色品番 BLKブラック　SLVシルバー　WHTホワイト

品番＋色品番でご注文ください。 例：60178BLK

アルミH型パイプ φ25mm ◇1
注文番号 種別 本体価格

60178 ①W620 ￥1,200+ 消費税

60179 ②W920 ￥1,400+ 消費税

60180 ③W1220 ￥1,700+ 消費税
■サイズ/本体長さ(エンドキャップ含む）：①L620②W920③W1220、本体径：φ25、
中芯幅：約20mm
■素材 /本体：アルミ
○セット内容 /本体×1、中芯（両面テープ付き）×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
○別寸対応（3mまで）
18515T25155

中芯付！！

ハンガーツール
飛沫防止対策のビニールカーテンを
天井から吊り下げる
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飛沫防止用ビニールカーテン 設置器具

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。

天井にφ3.2mm の穴を
あけてポンと差込むだけ
でOK！！

穴φ3.2mm 差し込む

天井取扱簡単！！

穴あけポンは天井内作業が不
要です。天井に穴をあけ、本
体を差し込んでドライバーで締
め付けるだけでOK。
（実用荷重は10kg以内）

1

2

3

天井ボードにφ 10の穴をあけ穴あけ
ポンを差し込みます。（木材、コンク
リートの場合は深さ 25mm以上）

マイナスドライバーで締め付けます。

ロープを任意の長さまで差し込みます。

セット方法

ス
ー
パ
ー
や
専
門
店
な
ど
の

セ
ー
ル
P
O
P
の

吊
り
下
げ
な
ど
に
最
適
で
す
。

●⑤E

●④D

●③C

●②B

●①A

両端ともフック状に
なっています

ヒートンロット棒 ◇1
注文番号 種別 本体価格

40901＊＊＊ ①A ¥280 + 消費税

40902＊＊＊ ②B ¥250 + 消費税

40903＊＊＊ ③C ¥220 + 消費税

40904＊＊＊ ④D ¥180 + 消費税

40905＊＊＊ ⑤E ¥150 + 消費税
■サイズ/本体：①H1000、②H600、③H450、④H300、
⑤H150、リング部分内径：φ10
■素材 /上下ヒートンタイプステンレス（線径φ1.0）
○耐荷重 /約2.5kg○発注単位 /10本
17515T25115

●⑤ E150

●④D300

●③C450

●②B600

●①A1000

天井にはこちらを差
し込みます。

こちらにPOPを吊
り下げます。

発注単位ヒートンロット棒 ラクラクタイプ ◇1
注文番号 種別 本体価格

40901RAK ①A1000 ¥280 + 消費税

40902RAK ②B600 ¥250 + 消費税

40903RAK ③C450 ¥220 + 消費税

40904RAK ④D300 ¥180 + 消費税

40905RAK ⑤E150 ¥150 + 消費税
■サイズ /本体：①H1000、②H600、③H450、④H300、
⑤H150、対応穴：φ3.2、リング部分内径：φ10
■素材 /ステンレス（線径φ1.0）
○耐荷重 /約2.5kg○発注単位 /10本
12515T25135

発注単位

穴あけポン
（φ1.0mmワイヤー用） ◇1
注文番号 30718＊＊＊
本体価格 ¥800 + 消費税

■素材 /樹脂ホワイト
○天井内作業が必要有りません
○使用可能板厚/石膏ボード：9～12.5mmま
で（木材・スラブ等厚みがある場合は35mm以
上）○実用荷重は10kg以内○ロープの長さは
調整ができます
22020T25250

天井のスチール部分を使って吊り下げパーツ
が飾れます。 （強力ネオジム使用。）

ループ用マグネット ◇1
注文番号 49877＊＊＊
本体価格 ¥150 + 消費税

■サイズ /ループ：外径φ10×内径φ6
■素材 /PC、ネオジム磁石
○耐荷重：約1kg
14515T25125

シーリングループ ◇1
注文番号 49879＊＊＊
本体価格 ¥40 + 消費税

■サイズ /本体：20×20、穴の直径：約φ4.5
■素材/HIPS（ハイインパクトスチロール樹脂）
○カラー /ホワイト
○垂直耐荷重（石こうボード時）/約150g
◯両面テープ付
24020T27220

2.5
8.5

4
17

5
0.6
M3ナベネジ

φ3.7

パネル

F-7/7N

φ3.5
ナベネジ
M3×10

玉付ワイヤー

板厚
～5㎜

パネルの
穴位置
上辺より
7～9㎜

F-7/F-7N 軽量用
パネル吊り金具 
(玉付ワイヤー専用 ) ◇1
注文番号 種別 本体価格

51403＊＊＊ ① F-7 ¥120 + 消費税
55490＊＊＊ ② F-7N ¥130 + 消費税
■素材 /本体：真鍮・スチール ①クロームメッキ仕
上②パールニッケル仕上◯付属品 /M3ナベネジ・六
角ナット※玉付きワイヤー専用
27222M25212

玉付ワイヤー（C-W） ◇1
注文番号 種別 本体価格

58770-1＊ ①φ1.0×1.0m ¥200 + 消費税

58770-2＊ ②φ1.5×1.0m ¥300 + 消費税

58771-1＊ ③φ1.0×1.5m ¥300 + 消費税

58771-2＊ ④φ1.5×1.5m ¥450 + 消費税

58772-1＊ ⑤φ1.0 ×3.0m ¥600 + 消費税

58772-2＊ ⑥φ1.5×3.0m ¥900 + 消費税
■サイズ /長さ：①② L1m③④ L1.5m⑤⑥ L3.0m、玉径：①⑤⑨
4.0mm②⑥⑩5.0mm■素材 /ステンレス・亜鉛ダイキャスト
26222M25212

飛沫防止用のアクリル板をハンギング
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フェイスシールド&ゴーグル

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。

フェイスシールド （1枚） ◇1
注文番号 62276-01
本体価格 ¥330 + 消費税

■サイズ /W320×220mm（平置き時）、
厚さ：約0.35mm■素材 /透明 PET、スポ
ンジ、ゴムバンド、PPハトメ◯入数 /1ヶ◯両
面防曇加工○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。
21020T25230

320mm

2
2
0
m
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。

作業用フェイスシールド ◇1
注文番号 62300-01
本体価格  ¥7,800 + 消費税

■ サ イ ズ / 最 大 外 寸：W210×D120×
H295mm■素材 /PET◯重量 /1.6kg（50
枚あたり）◯内側防曇加工◯入数 /50枚
21020T25230

アジャストゴーグル 
ブラック ◇1
注文番号 62286-02
本体価格 ¥900 + 消費税

■サイズ /最大外寸：W150×D150～170×
H60mm、テンプル長さ：90～110mm 
■素材 /PC◯重量 /約50g ◯入数 /1ヶ
12515T25135

飛沫カットゴーグル クリア ◇1
注文番号 62286-01
本体価格 ¥700 + 消費税

■サイズ /最大外寸：W158×D160×H65mm         
■素材 / PC◯重量 /約50g ◯入数 /1ヶ 
12515T25135

フィット感のある
ゴムバンド

スポンジ

PETの透明板で顔全体をカバー。
飛沫感染防止に効果大。

テンプルの長さを調節できます。

フェイスシールド&ゴーグル

テンプル先端には約2.5mm程
度の穴があいているので紐など
を通せます。

テンプル先端には約
2.5mm程度の穴があい
ているので紐などを通せ
ます。

50
枚入

1ヶあたり

¥156

枚からでも購入可能1
ダンボール梱包入数は100枚です。

両面防曇加工

眼鏡をかけた
まま装着可能

接客業、レジ係りなど対面で作業する業種全てにオススメします

¥330 別注対応可能

※詳細はお問い合わせください

ロット5000枚～

コストを抑えたフェイスシー
ルド。従業員の感染予防やイ
ベントなどでの配布用に

顔とシールドを固定す
るために帽子やバイ
ザー、ゴムバンドなど
と併用してください。

飛
沫
か
ら
目
元
を
守
る

テ
ン
プ
ル
の
長
さ
を

調
節
可
能

側面に通気性の
ある通気孔付き。

6月10日受注分より

6月20日頃入荷予定

6月20日頃入荷予定
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消毒液ポンプ置台&マスク関連アイテム

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。

アルコールディスペンサー 
自動式 ◇1
注文番号 本体価格

62307-01 ¥5,260 + 消費税
■サイズ /最大外寸：約W98×D135×
H205mm◯タンク容量/360ml◯重量/約
330g◯単3電池×4個で動作します（電池は
付属していません）※充電式の電池は使用でき
ません。市販の乾電池をご使用ください。 
25020T25210

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
11515T25135

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 /PP ○入数 /5ケ
11515T25135

マスクを置いて折りたたむだけ

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

※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。
飲食店などで置き場所に困る使用中マスクを収納
します。テーブルやイスとの接触を防げます。

消毒用ポンプスタンド ホワイト ◇1
注文番号 62290-01
本体価格 ¥7,800 + 消費税

■サイズ/外寸： W300×D250×H760mm、パイプ
径：φ20mm、置台底までの高さ：705mm、置台外寸
200mm角×H45mm、置台内寸：150mm角■素材
/ スチール◯重量/約2.9kg◯盗難防止用チェーン付属
（長さ400mm）
12515T25135

消毒液用ボトルポンプ（空ポンプ） ◇1
注文番号 種別 本体価格

62288-01 ①500ml ¥480 + 消費税
62288-02 ②1000ml ¥620+ 消費税
■サイズ /①W120×D60×H195mm②W95×D80×
H220mm■素材 /PP、PE◯容量 /①500ml②1000ml 
15515T25115

消毒液用スタンド ◇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
23020T30280

アルコール噴射機F ◇0 -1
注文番号 62305-01
本体価格￥33,000 + 消費税
■サイズ /W340×D366（ペダルを含む
場合：奥行506）×H約1430mm○重量
/10.4kg◯消毒容器セット可能サイズ：幅
119、奥行99、高さ200～248mm以内、
丸型の場合：直径77～99mm■素材 /本体：
スチールアクリル焼付、トレイ：樹脂製（透明） 
33030Z30390

組立

消
毒
ポ
ン
プ
を
置
い
て
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
に
設
置
し
ま
し
ょ
う※ポンプは付属していません

※スタンドは別売

盗
難
防
止
チ
ェ
ー
ン
が
付
い
た
ポ
ン
プ
ス
タ
ン
ド

①500ml ②1000ml

②1000ml
あ
ら
ゆ
る
施
設
に

必
須
の
消
毒
液
用
ポ
ン
プ

安心の
チェーン
付き

空のポンプのみの販売です。
消毒液は入っておりません。

500ml 1000ml

組立

チェーンの長さは約400mm

20
0m
m

15
0m
m

200mm

150mm

プッシュ式
ポンプ

マスクフック同士を2ヶつなげて使用す
ることも可能です。

ペダルを踏む
だ け で ア ル
コールが噴霧
さ れ る の で、
ボトルに触れ
ることがない
ので衛生的に
アルコール消
毒が可能です。

ポ
ン
プ
部
に
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く

噴
霧
で
き
る
ペ
ダ
ル
式
。

市販のポンプ式ディスペ
ンサーに合わせてアジャ
ストできる可動式。

※アルコールディスペンサー　　
は付属していません

自動手指消毒器

シュッ

手をかざすと消毒液が
自動噴射 オート

センサー

単三電池

残量が
すぐにわかる
透明ボトル

噴霧量は2 段階設定

手をかざすとセンサーが
感知して消毒液が噴射す
るので本体に触れること
なく清潔に消毒すること
ができます。

6月20日頃入荷予定6月20日頃入荷予定

6月20日頃
入荷予定
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つり銭トレイ・キャッシュトレイ

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。

●①茶

●③黒

●②紺

洋風トレイ（薄型）T-6 ◇1
注文番号 種別

10207BRN ①茶

10207NVY ②紺

10207BLK ③黒

本体価格 ¥1,400 + 消費税

■ サ イ ズ /本 体：W193×D106×
H10mm
21525M30285

フタ付きの上品なビルプレゼンター。
ステッチがデザインアクセント。

BILLチェッカーレザー 
MC-BPBOX-TR ◇1
注文番号 61275-01
本体価格￥2,900+ 消費税
■サイズ /40×183×110mm
■素材 /ポリウレタン
◯重量 /0.2kg
13515T25135

●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
14515T25185

●②ホワイト

●①ブラック

メッセージカルトン ◇1
注文番号 種別

30423＊＊＊ ①ブラック 中紙は白になります

30424＊＊＊ ②ホワイト 中紙は黒になります

本体価格 ¥500 + 消費税

■サイズ /本体：W218×D154×H31
■素材 /本体：スチロール、マット：PVC
17515T25195

●②大 使用例 ●①小 使用例

ゴールドトレイ ◇1
注文番号 種別 本体価格

60823-01 ①小 ¥1,200 + 消費税

60823-02 ②大 ¥1,400 + 消費税
■サイズ /本体：①W177×D82mm②W225×
D92mm■素材 /ステンレス金メッキ
◯重量 /①103g②149g
23020T30230

名入可能 シルバートレイ ◇1
注文番号 種別 本体価格

22350＊＊＊ ①小 ¥1,000 + 消費税

22351＊＊＊ ②大 ¥1,200 + 消費税
■サイズ /本体：①W177×D82mm②W225×
D92mm■素材 /ステンレスSUS
◯重量 /①102g②148g
25020T30230

名入可能

177mm

225mm

●①小

●②大

177mm

225mm

●①小

●②大

おつりちゃん ◇0 -1
注文番号 62285-01
本体価格￥7,000+ 消費税
■サイズ /120×170mm（組み立て前）
■素材 /紙製◯抗菌加工◯入数 /1000枚
36030F30370

使い方は簡単

2ヵ所谷折りするだけ

レジでの接触ストレス軽減に

使い捨てで究極の非接触式トレイ！

簡易おつりトレイ

ステンレス製のシンプルなト
レー。カードやレシート、紙
幣などを抑えるクリップ付き。

ステンレス クリップトレイ 
MC-BP-BSS ◇1
注文番号 61649-01
本体価格￥2,500+ 消費税
■サイズ /285×90×7mm
■素材 /ステンレススチール
◯重量 /0.2kg
13515T25135

つり銭トレイ

カフェ・レストランにぴったりな
レザー調ビルプレゼンター

BILLチェッカー ウッド
MC-DBBP-BL ◇1
注文番号 61265-01
本体価格￥2,700+ 消費税
■サイズ /184×104×20mm
■素材 /ボンデッドレザー、木、ゴム
◯重量 /0.1kg
16515T25165

7
1枚あたり

接触感染を避けるための第一歩
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ソーシャルディスタンス促進アイテム

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。

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

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

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

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＊＊＊ ①A5 ￥2,700+ 消費税

39399B5＊ ②B5 ￥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、①A5② 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
29020T25250

屋外・店外に設置して
人の流れをコントロール

アウトドアベルトバリアー ◇1
注文番号 種別 本体価格

58310-1＊ ①H800 ¥12,000 + 消費税

58310-2＊ ②H940 ¥12,800 + 消費税
■サイズ /ベース：φ345mm、総高：①H800mm②H940mm、ベル
ト長：約2.8m、ベルト幅：48mm
■素材 /ベース：ポリエチレン、ポール：ABS樹脂、ベルト：ポリエステル
◯重量 /①1.5kg(満水時約10.7kg)②1.6kg(満水時約10.8kg)
14515T25125

屋外注水式

屋外 OK! ハイクオリティ注水式ガイドポール

三方向キャッチ
多目的レイアウト可能です

●②H940（ハイタイプ） ●①H800（スタンダード）

ベルトサイズ
48mm×2.8m

8
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注水口

ウエイト不要の注水式
フロアシール ◇0 -1
注文番号 種別

62284-01 ①ネイビー

62284-02 ②グリーン

本体価格 ¥3,000 + 消費税

■サイズ /φ300mm
■素材 /弱粘着塩ビ＋エンボス
35030G30380

フロア案内シール 丸型 赤 ◇1
注文番号 62289-01
本体価格 ¥1,900 + 消費税

■サイズ /シート：W182×H257mm、 丸
型：φ58mm■素材 /UVトップコート（ガラ
スコーティングセラミック配合、硬度9H）他  
48545F45465

フロア案内シール 一旦停止足型 赤 ◇1
注文番号 62289-02
本体価格 ¥1,900 + 消費税

■サイズ /シート：W182×H257mm、足型：W80×
H205mm、停止線：W177×H46mm■素材 /UVトッ
プコート（ガラスコーティングセラミック配合、硬度9H）他  
48545F45465

受注生産

受注生産
納期

納期

フロアシール 停止線付 ◇0 -1
注文番号 種別

62284-03 ①レッド

62284-04 ②イエロー

本体価格 ¥3,000 + 消費税

■サイズ /φ300mm
■素材 /弱粘着塩ビ＋エンボス
35030G30380

ソーシャル
ディスタンス促進



ソーシャルディスタンス促進アイテム

ウイルス感染予防対策アイテム カタログ VOL.2

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。
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A1 片面 屋外

屋外

グリップA® A1片面 ◇1
注文番号 種別

52667BLK ①ブラック

52667＊＊＊ ②シルバー

本体価格 ￥15,200+ 消費税
■サイズ/外寸：W645×D475×H1180mm、
有効表示面：W581×H828mm、ポスターサイ
ズ：W594×H841mm、フレーム幅：32mm
■素材 /本体：アルミ アルマイト仕上、複合板：
アルミt3mm、透明板：PET t1mm
○重量 /6.5kg○注水置台使用可能
12515T25175

②シルバー+62083-02 スタックウエイト L+
36024-2S 新タイプ注水置台使用例

②シルバー+62083-02 スタックウエイト L+
36024-2S 新タイプ注水置台使用例

A1 片面

645 475

11
80581

82
8

注水タンクのニュースタンダード
・デザインと機能性を共に進化させた注水タンク。
・スクエア基調のモダンなデザイン。
・スタッキングも可能。Sと L組み合わせてのスタッキングもOK。

スタックウエイト (PAT.P) ◇1
注文番号 種別 本体価格

62083-01 ①S ￥1,100+ 消費税

62083-02 ② L ￥1,500+ 消費税
■サイズ：①W500×D180×H87mm②W500×D180×
H160mm■素材 /樹脂成型品
◯重量 /①5kg(満水時 )②10.5kg(満水時 )
11515T25145

新タイプ 注水置台 ◇1
注文番号 種別

36024-2B ①ブラック

36024-2S ②シルバー

本体価格 ￥4,500+ 消費税
■サイズ/W260×D395～670×H54mm■素材 /アル
ミアルマイト仕上○重量 /0.55kg
13515T25165

①ブラック

①S

①S 底面 

② L

② L 底面

②シルバー

②シルバー+
62083-01 スタック
ウエイトS使用例

グリップA®の屋外使用時は注水置台と
注水タンクのご使用をおすすめいたし
ます。

A型看板の定番 グリップA®で
店舗の感染予防ポリシーや営業時間などを
お客様に効率よく伝えましょう。

スタッキングが簡単にできます。

S とL、S とS、L とL の組み合わせ可能

入荷しました。

盛岡　仙台　新潟　さいたま　千葉　松戸　氷川台　小岩　大森　日野　横浜　静岡　名古屋　岐阜　四日市

■注意：商品によっては欠品が予想されます。在庫、納期につきましては都度ご確認をお願い致します。

金沢　京都　大阪　神戸　岡山　広島　福岡　北九州　熊本　鹿児島　マーケティング


