
ウィルス対策ツール
カタログ

ウィルス対策に
便利なツールを
ご提案致します。

A N T I V I R U S  T O O L  C A T A L O G
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入り口での手指の消毒で
店内に菌を持ち込まない！
外部から入る際、手指に多数の菌が付着しており、

出来るだけ、店頭で菌の侵入を防ぐ事が大事です。

最近はよく見かけるようになった消毒液。

使い方の記載した啓発のＰＯＰを設置し手指の

消毒を促しましょう。

ウイルス対策ツール

消毒液ポンプスタンド

※スタンド部分、消毒液ボトルのサイズは含まれておりません。

高さ調整が可能です。高さ調整が可能です。

卓上タイプのスタンドです。卓上タイプのスタンドです。

消毒液ポンプとウェットティッシュや
ボックスティッシュが設置できる
タイプです。

ワイドタイプワイドタイプ

オリジナルキャラクターでの製作も承ります。

キャラクター特別仕様タイプキャラクター特別仕様タイプ

ベースを取り付けた自立タイプです。ベースを取り付けた自立タイプです。
■通常サイズ：W150×D150
　　　　　　   ×H890㎜
■通常サイズ：W150×D150
　　　　　　   ×H890㎜

■ロータイプ：W140×D140
　　　　　　   ×H780㎜
■ロータイプ：W140×D140
　　　　　　   ×H780㎜

※背面パネル・消毒液ボトルの高さは含まれておりません。

自立タイプ自立タイプ

ベルトパーテーションタイプベルトパーテーションタイプ

卓上タイプ卓上タイプ

啓発POP

■ロータイプ
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お手持ちのベルトパーテーションに
かぶせるだけでOK

お手持ちのベルトパーテーションに
かぶせるだけでOK

簡 単 設 置

ツインポールタイプツインポールタイプ

■通常サイズ

お客様のご要望に合わせたオリジナルデザイン・サイズでも商品の制作が可能です !

本体サイズ：W510×D300
　　　　　　×H850～1300㎜

本体サイズ：W500×D260×H750㎜



コンビニ、レジ、医療施設などの受付で、
ウイルスの感染リスク軽減のために
間仕切りとして需要が高まってきてます。

ウイルス対策ツール

飛沫防止パーテーション

透明アクリルパーテーション透明アクリルパーテーション
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お客様のご要望に合わせた
オリジナルデザイン・サイズ
でも商品の制作が可能です !

窓付タイプ
下部に開口がついたタイプ。
書類や物を受け渡しできるので
受付、商談、手続き窓口などに
適しています。

■幅600タイプ（脚2set）

DK

3-1
■幅600タイプ（脚2set） ■幅900タイプ（脚2set）

■幅1200タイプ（脚3set）

ウイルス
対策パネル
設置しております

素　材：アクリル 厚み3mm  足:厚み3mm　

w600タイプ（脚2set）

素　材：アクリル 厚み3mm  足:厚み3mm　

w900タイプ（脚2set）

素　材：アクリル 厚み3mm  足:厚み3mm　

w1200タイプ（脚3set）

窓サイズ:W300×H150
素　材：アクリル 厚み3mm  足:厚み3mm
　

w600タイプ（脚2set）

窓サイズ:W300×H150
素　材：アクリル 厚み3mm  足:厚み3mm

w900タイプ（脚2set）

1台ご購入につき
ステッカー1枚プレゼント
※窓付きタイプも同様



■幅600タイプ（脚2set） ■幅900タイプ（脚2set）

差込式透明アクリルパーテーション DK

木枠パーテーション DK

イメージ:W900×H550タイプ
    カラー:ライトブラウン

イメージ:W600×H700タイプ
    カラー:ダークブラウン

ホワイト ナチュラル ライトブラウン ダークブラウン

3-2

高さを2段階調節できる
木枠パーティション

カラーは4色から選べます。

サイズ:W600×H550～650×D300
開口サイズ:H100・H200
素　材：木・透明塩ビ
　

w600 h550タイプ

サイズ:W600×H700～800×D300
開口サイズ:H100・H200
素　材：木・透明塩ビ
　

w600 h700タイプ

サイズ:W900×H550～650×D300
開口サイズ:H100・H200
素　材：木・透明塩ビ
　

w900 h550タイプ

サイズ:W900×H700～800×D300
開口サイズ:H100・H200
素　材：木・透明塩ビ
　

w900 h700タイプ

ウイルス
対策パネル
設置しております

1台ご購入につき
ステッカー1枚
プレゼント

差込むだけで
簡単に組み立てができます。

差込式タイプ
簡単組み立てのコンパクト収納

窓サイズ:W300×H150
素　材：アクリル 厚み3mm　足:厚み3mm
　

w600タイプ（脚2set）

窓サイズ:W300×H150
素　材：アクリル 厚み3mm　足:厚み3mm

w900タイプ（脚2set）

ウイルス
対策パネル
設置しております

1台ご購入につき
ステッカー1枚
プレゼント

■足サイズ
素　材：アクリル 
厚　み：5mm
※左右同サイズです。

200

150



ロゴマーク、オリジナルデザインでも商品の制作が可能です!
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フレームオプション DK

アクリルの無機質なイメージが接客の妨げにならないよう
デザインフレームを装飾するオプションです。
ネイルサロン などオシャレに気を使う店鋪におすすめです。

カラー：黒、白、金（艶なし）、銀（艶なし）
　　 　の4色から選択
　　　
サイズ:W600、W900、W1200の
　　　 いずれも対応いたします。

仕　様:カラーシートをアクリルに
　　　 貼付け状態でお届けいたします。

■デザインパターン

■デザインA

■デザインB

■デザインC
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パネルパーテーションパネルパーテーション

分離式アクリルパーテーション

300㎜

870㎜

透明クリアPET

本　体サイズ：W870×D300×H870㎜
　窓　サイズ：W606×H440㎜
開口部サイズ：W600×H200㎜
素　材：10㎜厚スチレンボード

溝に合わせて差し込むだけで簡単に組み立て可能
安全性を考慮した、スチレン素材の軽量タイプ。

7
8
0
㎜

●吊り下げタイプ●吊り下げタイプ 天井から吊り下げるだけの簡易タイプコミュニケーションシート

915㎜幅　厚み0.2 ㎜
1370㎜幅　厚み0.3 ㎜

1800㎜幅　厚み0.1 ㎜
1800㎜幅　厚み0.3 ㎜

加工は上部にハトメ

在庫状況により規格変更します。予めご了承ください

サイズはオーダーで
承ります

製品一例

その他の加工方法は応相談

DK

ウイルス
対策パネル
設置しております

1台ご購入につき
ステッカー1枚
プレゼント

角度をつけて設置も可能

2セットを組合せる事で
4人の対面接客にも
対応いたします。

■サイズ
素　材：アクリル 
厚　み：盤面3mm ベース5mm
※左右同サイズです。

500

160

350
150

400

200200



レジや窓口等のウイルス対策に！！

ビニールやフィルムを附属の
クリップではさみ、接客時の
飛沫感染を防止します。
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飛沫防止フレーム DK

お客様のご要望に合わせた
別注サイズも制作が可能です !
是非ご相談下さい！

ベースを配置します。

ベースにアームを
差し込みます。

最後に上部フレーム
を差込めば完成です。

①②

③ ④
配置位置を
調整します。

ベース

アーム

上部フレーム

透明ビニール取付例

↓

↓

↓

↓

W1500mm用

H1800ｍｍ

W100ｍｍ×D500ｍｍ

工具
いらずで
簡単組立

※透明ビニール付属



７

ベルトパーテーションスクリーンベルトパーテーションスクリーン

カラーコーン用立体表示カバー

ベルトパーテーションベルトパーテーション

ベルトパーテーションスペースを有効活用

ウイルス対策ツール

パーテーションシリーズ44

既存のベルトパーテーションポールに
取付けるだけで、案内サインに早変わり。

※ベルトパーテーション本体は別売りです

本体サイズ（スクリーン部）：W1470×75Φ
推奨メディア size：W1200×H～600mm
　（遮光タイプ・メッシュタイプ選択頂けます）

スクリーン方式なので、メディアの表示・非表示も
ワンアクション！様々なシーンで活用頂けます。

本体サイズ：W300XH850（支柱径63mm）

DK

2mの自動巻き取り式ベルト付き。

完　成メディアを引っ張り出しますポールにセットしますメディアをスクリーン本体に取付けます

組 立 手 順
1 2 3 4

お客様のご要望に合わせた
オリジナルデザイン・サイズ
でも商品の制作が可能です !

間隔をあけて
お並び下さい

ご協力ありがとうございます。

間隔をあけて
お並び下さい

ご協力ありがとうございます。

間隔をあけて
お並び下さい

ご協力ありがとうございます。

間隔をあけて
お並び下さい

ご協力ありがとうございます。

間
隔
を

あ
け
て
下
さ
い

間
隔
を
あ
け
て
下
さ
い



ウイルス対策ツール

その他対策ツール55

天吊広告天吊広告 ウェア告知ウェア告知

その他いろいろなツールをご用意致しております

装着時、高い透明度と広い視野が確保

長時間の装着も額部分のスポンジが
負担軽減してくれます。

されます。
超薄型軽量タイプなので、長時間の装着でも疲れにくい！

フェイスシールド簡易タイプ 使い捨て感覚の簡易的なフェイスシールド

フェイスシールド DK

天井から吊り下げて告知いたします

FS-1

FS-2

本体サイズ：W470×H300㎜ 本体サイズ：W377×H300㎜

アルコール消毒にご協力お願い致します

コチラ
消毒液は

アルコール消毒に
ご協力お願い致します

除菌担当

サイズ：S～L

使用イメージ使用イメージ 組立前組立前 組立後組立後

お客様のご要望に合わせた
オリジナルデザイン・サイズ
でも商品の制作が可能です !
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告知シール告知シール DK

本体サイズ：W120×H120㎜

S-1 S-2

S-3

S-5 S-6 S-7

S-4

本体サイズ：W120×H120㎜

本体サイズ：W120×H120㎜

本体サイズ：W150×H80㎜ 本体サイズ：W150×H80㎜

剥がした跡がつきにくい粘着剤を使用しています。

本体サイズ：W150×H80㎜

本体サイズ：W120×H120㎜

お客様のご要望に合わせた
オリジナルデザイン・サイズ
でも商品の制作が可能です !
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