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圧迫感ゼロ！カジュアルオフィス等に

圧迫感のないボードで、視野を狭めません。

新しいコミュニケーションボードでアイディアや

想像力を無限に引き出します。

透明ボード

・書き消しできる
　付属のマーカーは透明ボードに書いても、

　発色が抜群です。

・裏から貼っておもてで書ける
　裏に掲示物を貼り、おもてでその掲示物

　の上から書き消しできます。

・便利な粘着糊付マグネットテープ付
　付属の粘着糊付マグネットテープを使い、

　任意の位置に掲示物を貼ることができます。

マーカー・イレーザーを収納するボックス、粉受けを
装備したデザイン01-1

マーカー・イレーザーを収納するボックス、粉受け付を
なくしたシンプルデザイン01-2

34 サイズ
収納ボックス付

開閉自在のラッチ機能で､
マーカーやイレーザーを
きれいに収納できます。

マーカーやイレーザーを
置くことができます。

23 サイズ
粉受け付

36 サイズ
マーカーボックス付

マーカーやイレーザーを
置くことができます。

透明ボード　　関連商品

R608-P　オープン価格

透明ボード専用イレーザー 透明ボード専用イレーザー
スペアペーパー

R608-SP　オープン価格
3枚入

グラスボードマーカー

BGB-６PS　オープン価格
6色セット



UDTP34N  ￥78,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1170
質   量   ／16.5kg

UDTP34YN  ￥78,000
外形寸法／W1229ｘD557×H1750
有効寸法／W1173×H880
質   量   ／17kg

●片面 タテ型　34 サイズ ●片面 ヨコ型　34 サイズ

UDTP23N  ￥47,000 
外形寸法／W636ｘD460×H1620
有効寸法／W584×H880
質   量   ／11.5kg

●片面 タテ型　23 サイズ

片面コーティングでキズが付きにくい

透明ボード01-1

36 サイズ
ヨコ型

36 サイズは
板面部と脚部を
組立て使用します。

板面部

脚部

UDTP36YN  ￥128,000
外形寸法／W1839×D557×H1750
有効寸法／W1783×H883
質   量   ／22.0kg

※マーカーボックス付

23
size

34
size

36
size

●片面 ヨコ型　36 サイズ

収 納 ボ ッ ク ス 、 粉 受 け を 装 備 し た デ ザ イ ン

※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。

■ 付属品（23 ～ 36 サイズ共通）

・専用イレーザー    ………………１個
・グラスボードマーカー（６色）…各１本
・粘着糊付マグネットテープ   ……1 個

■ 特殊コーティングアクリル板
　（23 ～ 36 サイズ共通）

680

824.5

1800mm

Push

725

1800mm

535

Push

1800mm



片面コーティングでキズが付きにくい

透明ボード シンプルバージョン01-2

UDTP36YNZ  ￥118,000
外形寸法／W1839×D557×H1750
有効寸法／W1783×H883
質    量／19.7Kg

UDTP23NZ  ￥45,000 
外形寸法／W636ｘD460×H1620
有効寸法／W584×H883
質    量／約10.9Kg

UDTP36NZ  ￥98,000
外形寸法／W939×D557×H2030
有効寸法／W883×H1783
質    量／17.2Kg

■ 付属品（23 ～ 36 サイズ共通）

・専用イレーザー    ………………１個
・グラスボードマーカー（６色）…各１本
・粘着糊付マグネットテープ   ……1 個

■ 特殊コーティングアクリル板
　（23 ～ 36 サイズ共通）

23
size

34
size

36
size

※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。

● シンプルタテ型　36サイズ● シンプルヨコ型　36サイズ

粉 受 け を な く し た シ ン プ ル デ ザ イ ン

● シンプル 23サイズ

UDTP34NZ  ￥68,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1173
質    量／12.6Kg

● シンプルタテ型　34サイズ

634

1800mm

824

1800mm

204

1800mm

694

824.5

UDTP34YNZ  ￥68,000 
外形寸法／W1229ｘD557×H1750
有効寸法／W1173×H883
質    量／13.3Kg

● シンプルヨコ型　34サイズ

36 サイズヨコ型

36 サイズヨコ型は

板面部と脚部を

組立て使用します。

板面部

脚部



片面コーティングでキズが付きにくい

透明ボード カラー枠01-3

■専用イレーザ １個

■グラスボードマーカー（６色） 各１本

■粘着糊付マグネットテープ 1 個

【 付 属 品 】

収納ボックスは付きません

( レッド枠）( ブラック枠） ( グリーン枠 ) ( イエロー枠）

UDTP34N-K  ￥78,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1173
質   量   ／14kg

UDTP34N-R  ￥78,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1173
質   量   ／14kg

UDTP34N-G  ￥78,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1173
質   量   ／14kg

UDTP34N-Y  ￥78,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1173
質   量   ／14kg

634

1800mm

※アクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。

先生と生徒の間仕切りに

カルチャースクール
などに

メニューボードや
間仕切りに

手で簡単に
カットできます。

粘着糊付マグネット

テープの使い方

2 枚のマグネット面

で吸着させて使用

します。

使い方いろいろ透明ボード



木製脚透明ボード 木製脚両面ホーローホワイト

ゴムの木の集成材を使用した
本物の質感です

スタッキングができて
スッキリ収納できます

■専用イレーザー　     １個
■グラスボードマーカー
                  （６色 )　各１本
■粘着糊付マグネットテープ　
                                  1 個

【 付 属 品 】

■専用イレーザー　     １個
■グラスボードマーカー
                  （６色 )　各１本
■粘着糊付マグネットテープ　
                                  1 個

WMTP34  ￥76,000
外形寸法／W895×D555×H1835
有効寸法／W835×H1185
質   量   ／10 kg

WMHD34  ￥75,000
外形寸法／W970×D555×H1860
板面寸法／W910×H1210
有効寸法／W870×H1170
質   量   ／12.8 kg

ホワイトボード仕様は
マグネットが使えます

■イレーザー ( 大 )
■ボードマーカー ( 黒・赤 ) 各１本
■マグネット２ヶ

【 付 属 品 】

【 特　徴 】

透明ボード仕様は
かき消しができます

※板面はアクリル製のため消毒用アルコール
　での拭き掃除はご遠慮ください。
　ヒビ割れ破損の原因になります。

集成材を使用した本物の質感

WM（ウッドベースミックス）シリーズ01-4

マーカー使用面
Side for writing

1800mm

650

1500mm

650



ウェルカムボードや
メニューボードに

会議などの間仕切りに
※透明ボード仕様

先生と生徒の間仕切りに
※透明ボード仕様

手で簡単にカットできます。

粘着糊付マグネットテープ

の使い方
※透明ボード仕様に付属

※透明ボードは、アクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。

2 枚のマグネット面で

吸着させて使用します。

※グラスボードマーカーは

透明ボード仕様に付属

使い方いろいろ、WM（ウッドベースミックス）シリーズ



お客様の用途に合わせて

簡易的なものから、キャスター付きの
大型の飛沫防止パーティションまで
バリエーションいろいろ

飛沫防止パーティション

枠のない折りたたみ式飛沫防止パーティション02-1

テーブルの上で連結（別売）して使う事ができる
アルミ枠付、飛沫防止パーティション02-3

キャスターがついた自立式のアルミ枠付
飛沫防止パーティション02-2

AP-100Ｗ
AP-140Ｗ

AP-100
AP-140

UYAP36Y UYAP36T UYAP46T  

AP-22T AP-23T



3mm厚で扱いやすい

飛沫防止パーティション02-1

6
5

板面寸法／W1350×H600
　　材質／アクリル
　　厚み／t=3.0
　　質量／2.9kg

AP-140
オープン価格

AP-140Ｗ
オープン価格

板面寸法／W1350×H600
　　材質／アクリル
　　厚み／t=3.0
　　質量／2.8kg

AP-100Ｗ
オープン価格

板面寸法／W1000×H600
　　材質／アクリル
　　厚み／ｔ＝3.0
　　質量／2.1kg

窓なし窓なし

6
0
0

250 250850 250 250850

260

6
5

260

6
0
0

※消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください

板面寸法／W1000×H600
　　材質／アクリル
　　厚み／ｔ＝3.0
　　質量／2.2kg

AP-100
オープン価格

200 200600 200 200600

6
0
0

6
0
0

簡単にたためて持ち運びに便利です簡単にたためて持ち運びに便利です 窓ありは、A4 サイズまで通ります窓ありは、A4 サイズまで通ります

受付窓口の間仕切りになります受付窓口の間仕切りになります 打合せテーブル時の飛沫防止になります打合せテーブル時の飛沫防止になります

窓あり窓あり



UYAP36Y UYAP36T

UYAP36Y  オープン価格
外形寸法／W1880×D630×H1850
有効寸法／W1809×H899
材　　質／枠：アルミ
　　　　　透明部：塩ビ（t=3.0）
質　　量／16Kg

UYAP36T  オープン価格
外形寸法／W970×D630×H2000
有効寸法／W899×H1809
材　　質／枠：アルミ
　　　　　透明部：塩ビ（t=3.0）
質　　量／13Kg

● タテ型　36サイズ

● ヨコ型　36サイズ

36 サイズ
ヨコ型

36 サイズヨコ型は板面部

と脚部を組立て使用します。

脚部

板面部

UYAP46T  オープン価格
外形寸法／W1272×D630×H2000
有効寸法／W1201×H1809
材　　質／枠：アルミ
　　　　　透明部：塩ビ（t=3.0）
質　　量／15.8Kg

● タテ型　46サイズ

UYAP46T

1500mm1800mm

901

1850

141

1800mm

2000

141

1800mm1500mm

2000

ウェットティッシュ

などで拭くことがで

きるので板面はいつ

も清潔に保てます。

キャスターがついて楽々移動できる

移動式飛沫防止パーティション ※こちらの商品は、かき消しはできません02-2



使い方いろいろ移動式飛沫防止パーティション

ジムや運動する際の間仕切りに

会社の事務所や学校の教壇のパーティションに

健康診断や病院の待合室のパーティションに



※AP-22T（中間1台）AP-23T（AP-23TOPを取付）（左右2台）

アルミ枠がついて並べて使える

アルミ枠飛沫防止パーティション02-3

耐薬品性

難燃性

電気絶縁性

に優れています。に優れています。に優れています。

耐薬品性

難燃性

電気絶縁性

並べて使える
台座デザイン

台座の向きを内向・外向
に変えれます

オプションで下部に
仕切り板が付けれます

外形寸法／W600×D250×H723（ベース内向時）
　　　　／W816×D250×H723（ベース外向時）
材　　質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）
　　　　　台座：スチール
質　　量／2.9kg

AP-22T　オープン価格

外形寸法／W900×D250×H723（ベース内向時）
　　　　／W1116×D250×H723（ベース外向時）
材　　質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）
　　　　　台座：スチール
質　　量／4.3kg

AP-23T　オープン価格

仕切り板
AP-22TOP　オープン価格

仕切り板
AP-23TOP　オープン価格

250

900

723

550

170

外形寸法／W579×H167
材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）

外形寸法／W879×H167
材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）

600

723

250

550

170

816（600） 1116（900）

AP-23TとAP-23TOP
セットでご注文の場合

品番：AP-23S
AP-22TとAP-22TOP
セットでご注文の場合

品番：AP-22S



パーティションを並べて会議室に

透明部に名入れをする事もできます

図書館の受付に ホテルのフロントに

名入れにつきましては、
WEB カタログをご覧
ください。

使い方いろいろ、アルミ枠飛沫防止パーティション

VAP-PJ　オープン価格

外形寸法／W34×D14.5×H15
材　　質／塩ビ（t=1.0）
質　　量／1.5g

並べて使う時に上端をキレイ

に並べる事ができる連結具

アルミ枠飛沫防止P用連結具

AP-22TH

AP-22THD

AP-22THOP

AP22THDOP

品　番仕　様 価格

オープン

22サイズ

本体

仕切り板

AP-23TH

AP-23THD

AP-23THOP

AP23THDOP

品　番仕　様 価格

オープン

23サイズ

本体

仕切り板

本体
材　　質／板面：ホーローホワイト
　　　　　　枠：アルミ
　　　　　台座：スチール

仕切り板
材質／板面：ホーローホワイト
　　　　枠：アルミ

※サイズは、PVC仕様と同じです ※サイズは、PVC仕様と同じです

アルミ枠飛沫防止パーティション（ホワイトボード仕様）02-4
アルミ枠がついて並べてく使える



使わないときは巻上げてスッキリ

飛沫防止スクリーン03-1

3.7kg

4.2kg

4.7kg

5.2kg

1000×71×85

1300×71×85

1600×71×85

1900×71×85

600～780

700～1080

800～1380

900～1680

W900×H1800

W1200×H1800

W1500×H1800

W1800×H1800

ETRS0918

ETRS1218

ETRS1518

ETRS1818

ケース外寸法
（W×H×D/mm） 質量吊ピッチ

無

無

有

有

シート継目品番サイズ 価格（税抜）

オープン

生　地：

塩ビシート ( 防炎仕様 )

ケース：

アルミ合金押出型材

アルマイト

ホワイト電着塗装

吊ピッチ

Ｈ

Ｗ

※シート継目

使いたい時にワンアクションで飛沫防止ができます

軽い力で引き出す事が

できます

カーテンは自由な位置で

止める事ができます

使わないときはスッキリ

収納できます

巻取り式の透明部は、塩ビ製です。

透明部がＷ2200×Ｈ2500 まで別注ができます。

※ただし 1300mmを超えるものは、継ぎ目があります。

※工事が必要な場合は、別途お見積りいたします。

※スクリーンの汚れは、キッチンなどで使用する中性洗剤を水で薄めて綺麗な布を使って拭き

   とってください。濡れたままで巻き上げをすると故障の原因になります。乾いてから巻き

   上げてください。硬いものを当てたり、擦ったりしないでください。

※シートの出し入れは、まっすぐ引き出し ( 巻き上げ ) を行ってください。

　斜めに引き出し ( 巻き上げ ) を行うと正しく巻き取られない可能性がございます。



顔認証データと体表温度データを一括管理

顔認証、顔キャプチャー、顔検知、温度検知
熱警告、マスク検知、データ出力制御

±0.3℃

可視画像 (1080p×30fps)、サーマル画像 ×1

Linux

近赤外線ライト、ホワイトライト

RS485、RS232C、RJ45、リレー出力
リセットキー

DC12V

219mm×111mm×21.5mm (7 インチ )

189mm×33mm

2.3kg

機能

温度検知測定誤差

カメラ ( デュアル )

OS

LED ライト

インターフェース

電源電圧

パネルサイズ

スタンドサイズ

質量

項目 内容

※テーブルブラケット含まず（38mm×282.5mm×260.4mm）

AI 顔認証体表温度測定装置03-2

※AI 顔認証温度測定装置 TSP-LGT021 は医療機器ではありません。計測結果はあくまでも体温の目安としてご利用ください。

OS：Windows 8,10　(Mac は対応しておりません )

ブラウザ：IE ( インターネットエクスプローラー )

　　　　  Chrome（クローム）の 2 つが必要です。

TSPLGT021
価格：オープン

お客様にご準備いただくもの

付属の CD-ROM からインストールファイルをパソコンに

ダウンロードして付属のケーブルでパソコンにつないで、

各種設定を行ってください。

使用方法

顔認証した人物の名前が表示されます。

人物が近づくと、白色 LED ライトが点灯し、計測
可能な照度を確保します。（※無人時は消灯）

設定値以下の場合「正常です」「通過
してください」の音声が流れ、体温
表示部が緑色で表示されます。

（例　36.47℃）

マスク未装着を識別して音声でお知らせします。
マスク未装着時・・・「マスクをつけていません」
　　　　　　　　　　の音声が流れます。
マスク装着時・・・警告なし

人物が近づくと、緑色の顔計測枠が表示され位置
がずれていると「位置をあわせてください」の
音声が流れます。（※無人時は表示なし）

計測が完了すると、
保存される画像が表示されます。

■ 動作イメージ

■外形図

■仕様

高精度顔認証・マスク着用でもOK!

小型・非接触

ウィルス・ニオイ・花粉対策に

ノロックス03-3

原液を水道水で 2倍に希釈、
専用スプレーに入れて空間・スポットの除菌消臭ができる商品です。

2Ｌ

300ml

専用溶剤パウチ

フレアソルミストスプレー（詰替え用、空容器）

容量

使用用途

成分

原料

製造方法

除菌・消臭

次亜塩素酸

水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸

上記原料の混和

成分・特徴

液性

塩素濃度

保管方法

使用期限

pH5.8～6.2（弱酸性）

200ppm（出荷時）

直射日光を避け、冷暗所保管

原液は冷暗所保管の場合で製造後1年

成分・特徴

※希釈後の使用期限は、1ヶ月以内です。

成分・特徴

内容

水道水で

2 倍に希釈

フレアソル
ミストスプレー

容器
（容量：330ml）

専用溶剤

2Ｌパウチ

薄めた後は 1ヶ月以内に
使い切ってください。

ノロックスは薄めた後、
長時間使用しないと徐々
に水に戻り、効果が薄れ
てきます。
薄めた後の使用期限は、
1ヶ月以内です。

ノロックス 水

注意事項薄め方

アルコール除菌剤

ノロックス
（次亜塩素酸水）

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）

〇

◎

△

除菌力 消臭力
皮膚

刺激性
誤飲

安全性

×

◎

×

△

◎

×

×

〇

×

安全性
試験確認済

効果や安全性の比較

価格は営業までお問い合わせください。
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