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空間除菌
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◆ 光触媒ユニット & UVA照射ランプ
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PUV-100
直管LEDタイプ

※ デザインやサイズは変更になる可能性あります。
※ 電源の供給は、⼀般の家庭⽤コンセントから可能です。

安⼼空間を創出する光触媒ユニットとUVA-LEDランプを
組み合わせた画期的なアイテム。
光触媒と紫外線の相乗効果で「安⼼安全な空間」を
創出します。

PUV-101
ポール(アルミパイプ)内蔵タイプ

●サイズ：H=800

⽊⽬

安⼼空間を創出する光触媒ユニットとUVA-LEDランプ
内蔵のアイテム。
光触媒と紫外線の相乗効果で「安⼼安全な空間」を
創出します。

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

レンタル
（1〜3⽇間）

￥8,800/台
(税抜￥8,000/台)

レンタル
（4〜7⽇間）

￥11,000/台
(税抜￥10,000/台)

直径4〜8mの空間をカバー
光触媒ユニットは直径4m、
UVA-LEDは直径8mの範囲の
ウイルスを不活化し除菌します。

※ デザインやサイズは変更になる可能性あります。
※ 電源の供給は、⼀般の家庭⽤コンセントから可能です。

直径4mの空間をカバー
直径4mの範囲をカバー、その範囲の
ウイルスを不活性化し、除菌します。

4m

4m

⽊⽬

●サイズ：H=1650

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

レンタル
（1〜3⽇間）

￥11,000/台
(税抜￥10,000/台)

レンタル
（4〜7⽇間）

￥13,200/台
(税抜￥12,000/台)



◆ 光触媒ユニット & UV照射ランプ
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RUV-100
UVC空間除菌機 ●サイズ：W225×D225×H310

※ 電源の供給は、⼀般の家庭⽤コンセントから可能です。

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

吸引した空気に含まれるウイルス・菌をフィルターに捕捉、UVC(深紫外線)LEDに
より除菌し、空気をきれいにします。

販 売 ￥66,000/台
(税抜￥60,000/台)

レンタル
（1〜3⽇間）

￥11,000/台
(税抜￥10,000/台)

レンタル
（4〜7⽇間）

￥13,200/台
(税抜￥12,000/台)

照射後、5秒以内に

99.999%以上の

ウイルスの不活化を確認

適⽤範囲：32㎥（8畳）



Mechanical System
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◆ サーマル体表温測定システム
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TC-101
サーマル体表温測定システム（スタンダードタイプ）

●検温誤差±0.5℃
●最⼤20名を同時測定可能

TC-103

販 売 ￥198,000/台
(税抜￥180,000/台)

【セット内容】

1.サーマルカメラ1台
2.専⽤三脚1本（サーマルカメラ⽤）
3. 管理⽤ノートPC1台（15インチ）※ソフトウェア含む
4. LANケーブル1本（50m)
5.設置⼈件費（都内近郊）

6.撤去⼈件費（都内近郊）
7.運搬費（都内近郊） ※ご購⼊の場合、項⽬3〜7の

付属品は含まれません。

TC-102

【セット内容】

1.サーマルカメラ1台
2.標準器1台

3.専⽤三脚2本（サーマルカメラ・標準器⽤）
4. 管理⽤ノートPC1台（15インチ）※ソフトウェア含む
5. LANケーブル1本（50m)

6.設置⼈件費（都内近郊）
7.撤去⼈件費（都内近郊）

8.運搬費（都内近郊）
※ご購⼊の場合、項⽬4〜8の
付属品は含まれません。

サーマル体表温測定システム（ハイエンドタイプ）

※8⽇⽬以降、1⽇毎に￥16,500加算（税抜￥15,000-）

サーマル体表温測定システム（スタンドタイプ）

●検温誤差±0.5℃
●検温はお1⼈ずつ

【セット内容】

1.サーマルカメラ1台
2.専⽤スタンド1本

フロアタイプ 卓上タイプ

※ご購⼊時にどちらタイプかお選びください

販 売 ￥742,500/台
(税抜￥675,000/台)

レンタル
（1〜3⽇間）

￥165,000/台
(税抜￥150,000/台)
2台⽬以降 ￥110,000

(税抜￥100,000)

レンタル
（4〜7⽇間）

￥198,000/台
(税抜￥180,000/台)
2台⽬以降 ￥132,000

(税抜￥120,000）

販 売 ￥1,622,500/台
(税抜￥1,475,000/台)

レンタル
（1〜3⽇間）

￥198,000/台
(税抜￥180,000/台)
2台⽬以降 ￥143,000

(税抜￥130,000)

レンタル
（4〜7⽇間）

￥242,000/台
(税抜￥220,000/台)
2台⽬以降 ￥176,000

(税抜￥160,000）

●検温誤差±0.22℃の⾼精度機能
●最⼤20名を同時測定可能

※8⽇⽬以降、1⽇毎に￥24,200加算（税抜￥22,000-）



◆ ⾮接触型検温器/ アルコールディスペンサーボード/プラズマクラスター
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MS-101
⾮接触型検温器

レンタル
（1〜7⽇間）

￥5,500/台
(税抜￥5,000/台)

MS-102
アルコールディスペンサーボード

販 売 ￥82,500/台
(税抜￥75,000/台)

レンタル/1案件 ￥11,000/台
(税抜￥10,000/台)

⾃⽴するフラットなパネルで、場所を選ばず
設置することが可能です。任意のグラフィックに
よって、アルコール消毒を促します。

※8⽇⽬以降は別途お⾒積もり

●体に触れることなく額の温度を0.5秒で測定
●5〜15cmの距離から額に向けて引き⾦を引くだけ

※本製品は医療⽤体温計ではありません。

MS-103
プラズマクラスター

広い範囲に⾼濃度プラズマクラスターイオンを
放出。⼈の集まる場所を素早くパワフルに
除菌・浄化します。

※レンタルは液体を⼊れて納品致します。
※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

レンタル/1案件 ￥11,000/台
(税抜￥10,000/台)



Online Event
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GB-101(W9800type)

グリーンバックパネル for オンライン

◆ Online Event

ご⽤意しているサイズは3種類。
W9800×H3000、W8000×H3000、W6500×H3000。
背景として⼗分な⾼さ(H=3000mm)のパネルです。

オンライン配信を⾏う際に、3D画像や動画を背景に合成して収録(クロマキー合成収録)を⾏う
ためのグリーンバックパネル。効率的な組み⽴て・設置が可能です。

レンタル/1案件 ￥137,500
(税抜￥125,000/台)

GB-102(W8000type) GB-103(W6500type)

レンタル/1案件 ￥110,000
(税抜￥100,000/台)

レンタル/1案件 ￥82,500
(税抜￥75,000/台)

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り



Partition
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◆ Protection Wall for Event（Reception／Seminar／Meeting／Party）
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PW-102
ウイルスプロテクションウォール

座席を区切ることで、⾶沫感染や接触感染の
リスクを下げます。ファブリック素材に
抗菌剤などを噴霧することで、遮断効果に加え、
抗菌・除菌が期待できます。

●仕様：アルミフレーム+ファブリック

販 売 ￥55,000〜/台
(税抜￥50,000〜/台)

レンタル/1ヶ⽉ ￥33,000/台
(税抜￥30,000〜/台)

レンタル/1案件 ￥8,800/台
(税抜￥8,000〜/台)

PW-103
サイドパーティション

販 売 ￥22,000/台
(税抜￥20,000/台)

レンタル/1案件 ￥4,400/台
(税抜￥4,000/台)

●サイズ：W650×H600
●仕 様：スチールベース+アクリル+ランナー

パーティーの円卓や
セミナーテーブルの
サイド⽤⾶沫防⽌として
⽤いる⾼品位な⾶沫防⽌⽤
パーティション。
（※テーブル厚10mm〜35mmまで対応）

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り
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PW-105 a/b
受付パーティション
●サイズ：aタイプ W1780×H1026

bタイプ W890×H1026

販 売 ￥49,500/台
(税抜￥45,000/台)

レンタル/1案件 ￥8,800/台
(税抜￥8,000/台)

受付などの「対⾯エリア」に設置。
透明素材を利⽤し、コミュニケーションを
遮断しない仕様です。

●仕 様：アルミフレーム+透明塩ビ

aタイプ（W1780） bタイプ（W890）

PW-107
ミーティングパーティション

販 売 ￥22,000/台
(税抜￥20,000/台)

会議やミーティングにおいて、机の上に
配置して⽤いる「簡易型・⾶沫防⽌⽤スクリーン」

●サイズ：W900×H700
●仕 様：透明アクリル

PW-106 a/b
ミーティングパーティション

販売/正⾯⽤ ￥19,800/台
(税抜￥18,000/台)

販売/サイド⽤ ￥23,100/台
(税抜￥21,000/台)

レンタル/1案件 ￥4,400/台
(税抜￥4,000/台)

会議やミーティングにおいて、机の上に
配置して⽤いる「簡易型・⾶沫防⽌⽤スクリーン」
サイド使⽤時はクランプ脚でテーブルに固定します。
（※テーブル厚6mm〜38mmまで対応）

●サイズ：W900×H600 ●仕様：透明アクリル+フォグラスシート

◆ Protection Wall for Event（Reception／Seminar／Meeting／Party）

a 正⾯使⽤時

b サイド使⽤時

PW-108 a/b
料理卓フロントパーティション

●サイズ：Aタイプ W1800×D450×H1000（下側開⼝⾼さH300）
Bタイプ W1200×D450×H900  （下側開⼝⾼さH200）

●仕 様：スチールフレーム焼付塗装・透明塩ビ

Aタイプ

Bタイプ販 売 ￥121,000/台
(税抜￥110,000/台)

販 売 ￥110,000/台
(税抜￥100,000/台)

Aタイプ

Bタイプ

a W1780タイプ

b W890タイプ

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

販 売 ￥38,500/台
(税抜￥35,000/台)

レンタル/1案件 ￥6,600/台
(税抜￥6,000/台)



◆ Protection Wall for Event（Reception／Seminar／Meeting／Party）
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PW-110
アクリルサイドパーティション(ゲータベース)
●サイズ：W896×H1800
●仕 様：アクリル・ベース⾃⽴式（キャスターなし）

販 売 ￥82,500/台
(税抜￥75,000/台)

レンタル/1案件 ￥16,500/台
(税抜￥15,000/台)

PW-109
アクリルサイドパーティション

販 売 ￥110,000/台
(税抜￥100,000/台)

レンタル/1案件 ￥16,500/台
(税抜￥15,000/台)

出演者同⼠の間を仕切るアクリルのパーティションです。
キャスター付きなので、転換を容易に⾏うことが可能です。
※アクリルとベースは組み⽴て式です。

●サイズ：W900×H1800
●仕 様：アクリル・ベース⾃⽴式（キャスター付き）

出演者同⼠の間を仕切るアクリルのパーティションです。
透明素材で、存在を感じさせることなくコミュニケーションが可能です。
※アクリルとベースは組み⽴て式です。
※キャスターは付いておりません。

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り
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◆ Protection Wall for Event（Reception／Seminar／Meeting／Party）

PW-111
ビニールシートサイドパーティション

販 売 ￥60,500/台
(税抜￥55,000/台)

レンタル/1案件 ￥6,600/台
(税抜￥6,000/台)

会議やミーティングにおいて、席と席の間を
仕切るための「サイドパーティション」。
透明素材を⽤いることによって、
コミュニケーションを遮断しません。

●サイズ：W600×H1800
●仕 様：アルミフレーム+透明塩ビシート

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り



◆ Protection Wall for Office
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PW-141
デスクパーティション

●サイズ：任意のサイズで製作
●仕 様：アルミフレーム+透過性ファブリック

透過性のある素材でコミュニケーションを遮断
しません。簡単に組⽴・分解ができます。
ファブリックはクリーニングや取り替えが可能です。

PW-142
ホールディングパーティション
（グラフィック⼊り）

●サイズ：W900×D450×H700
●仕 様：アルミフレーム+ファブリック

簡単に組⽴・収納ができます。
約1.6kg、ノートPCとほぼ同じ重さの軽量設計です。
ファブリックはクリーニングや取り替えが可能です。

※写真は⾼さ450mm

EW-1 N/W
ソーシャルディスタンシング ブース
●サイズ：1N  W1000×D1200×H1500

1W W1200×D1500×H1500

⾃宅でのリモート業務/オフィスでの独⽴した環境構築と
して様々な利⽤シーンに適応可能です。シンプルデザインで
軽量なため簡単に設置・移動が可能です。

※オプションでファブリックへの印刷や
LEDによる内照が可能です。

＜オプション＞
・LEDテープライト(幅1000／前⽅パネル1⾯のみ)
・オリジナル印刷の場合、1⾯につき￥22,000(データ⽀給)

※デザイン制作の場合は別費⽤になります。

■EW-1N

■EW-1W

販 売 ￥38,500/席
(税抜￥35,000/席)

レンタル/6ヶ⽉ ￥33,000/席
(税抜￥30,000/席)

レンタル/1ヶ⽉ ￥5,500/席
(税抜￥5,000/席)

販 売 ￥15,400/台
(税抜￥14,000/台)

販売(EW-1N) ￥274,120〜/台
(税抜￥249,200〜/台)

販売(EW-1W) ￥290,114〜/台
(税抜￥263,740〜/台)

レンタル/1ヶ⽉ ￥27,500/⽉ ※1N/1W共通
(税抜￥25,000/台)



◆ Protection Wall for Cafeteria
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PW-162
カーブパーティション

飲⾷店などにおいて座席を区切るカーブ
パーティション。
テーブルの種類や配置に応じたレイアウトが
可能です。

PW-161
フラットパーティション

●サイズ：W1200×H1400

販 売 ￥74,800/台
(税抜￥68,000/台)

レンタル/6ヶ⽉ ￥52,800/台
(税抜￥48,000/台)

座席同⼠を区切るパーティション。
内装に合わせた質感でファブリックの選択が
可能です。

●仕 様：アルミフレーム+ファブリック
●サイズ：W1200×H1400
●仕 様：アルミフレーム+ファブリック

PW-163
カーブパーティション

●サイズ：W2400×H1500

飲⾷店などにおいて座席を区切るカーブパーティション。テーブルの種類や配置に
応じたレイアウトが可能です。

●仕 様：アルミフレーム+ファブリック

設置場所に合わせて様々なグラフィックの
印刷が可能です。

設置場所に合わせて様々なグラフィックの
印刷が可能です。

設置場所に合わせて様々なグラフィックの
印刷が可能です。

6台組み合わせ使⽤例

販 売
(⽚⾯プリント)

￥142,450〜/台
(税抜￥129,500〜/台)

販 売
(両⾯プリント)

￥169,950〜/台
(税抜￥154,500〜/台)

レンタル/1案件
(無地・⽩)

￥16,500/台
(税抜￥15,000/台)

※弊社によるデザインのご提案、及び⼊稿
データ作成は別途料⾦が発⽣します。

※弊社によるデザインのご提案、及び⼊稿
データ作成は別途料⾦が発⽣します。

※弊社によるデザインのご提案、及び⼊稿
データ作成は別途料⾦が発⽣します。

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

販 売 ￥79,200/台
(税抜￥72,000/台)

レンタル/6ヶ⽉ ￥52,800/台
(税抜￥48,000/台)



◆ Protection Wall for Cafeteria

- 16 -

PW-164
フラットパーティション

●サイズ：W2400×H1500

組み合わせ⾃由⾃在の⾓パーティション。オリジナルカラー&グラフィックに対応。
イベント空間やオフィスをおしゃれに空間をゾーニングしたい時に最適です。

●仕 様：アルミフレーム+ファブリック

設置場所に合わせて様々なグラフィックの
印刷が可能です。

販 売
(⽚⾯プリント)

￥125,400〜/台
(税抜￥114,000〜/台)

販 売
(両⾯プリント)

￥152,900〜/台
(税抜￥139,000〜/台)

レンタル/1案件
(無地・⽩)

￥15,180/台
(税抜￥13,800/台)

5台組み合わせ使⽤例

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り



Social Distance Sign
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◆ Social Distance Sign
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SD-101
ソーシャルディスタンスマット（パンチカーペット）

●サイズ：W600 ※最⼤⻑さ10m

販 売 ￥11,550/m
(税抜￥10,500/m)

SD-102
ソーシャルディスタンスマット（クッションフロア）

●サイズ：W600 ※最⼤⻑さ5m

各種の接客カウンター、店舗のレジ、チケット販売など、順番待ちにあたって、「⾏列が発⽣するエリア」に設置。
適切な距離で、わかりやすいグラフィックを印刷済み。ロールを敷くのみで施⼯完了。

販 売 ￥13,200/m
(税抜￥12,000/m)

①⽩：0 ②グレー：K15 ③ベージュ：
C20/M25/Y50/K0

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り
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SD-103
ソーシャルディスタンスマット（クッションラバー）

●サイズ：W420×H300

様々なグラフィック、⼩さなシートサイズも
ございます。
場所に合わせた最適なご提案が可能です。

販 売 ￥13,200/5枚セット
(税抜￥12,000/5枚セット)

※オリジナルデザインでのプリント、サイズの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）

◆ Social Distance Sign
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SD-104
ソーシャルディスタンスシート（粘着シート）

●サイズ：W420×H300

販売（屋内） ￥8,800/5枚セット
(税抜￥8,000/5枚セット)

販売（屋外） ￥11,000/5枚セット
(税抜￥10,000/5枚セット)

SD-105
ソーシャルディスタンスシート（粘着シート）

●サイズ：W300×H300

※オリジナルデザインでのプリント、サイズの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）

◆ Social Distance Sign

販売（屋内） ￥6,600/5枚セット
(税抜￥6,000/5枚セット)

販売（屋外） ￥8,800/5枚セット
(税抜￥8,000/5枚セット)

※オリジナルデザインでのプリント、サイズの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）
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SD-106
ベルトパーティションサイン

●サイズ：W1200×H250

販 売 ￥9,900〜/5枚セット
(税抜￥9,000〜/5枚セット)

SD-108
エスカレーターソーシャルサイン

●サイズ：任意のサイズで製作

販 売 ￥880〜/m
(税抜￥800〜/m)

エスカレーターに取り付ける案内⽤のサイン。
エスカレーター利⽤時のソーシャルディスタンスを
促します。

SD-107
ベルトパーティションサイン

●サイズ：W1200×H450

ベルトパーティションに取り付ける案内⽤のサイン。
列を仕切りつつ、ソーシャルディスタンスを
促します。

※オリジナルデザインでのプリント、サイズの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）

※オリジナルデザインでのプリント、サイズの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）

※オリジナルデザインでの製作も可能です。
（別途お⾒積もり）

◆ Social Distance Sign

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り
※ベルトパーティションの費⽤は含まれておりません

※⼈件費、⾞両費は別途お⾒積り
※ベルトパーティションの費⽤は含まれておりません

販 売 ￥13,200〜/5枚セット
(税抜￥12,000〜/5枚セット)


