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木製スタンド式サインプレート
（文字入り）

木製スタンド式サインプレート
（文字なし）

15,200円

（57143） クリア塗装

Ŧ/5

12,000円

（57141） クリア塗装

約24×24×H100cm／面盤 約18×48ｃｍ

約24×24×H100cm／面盤 約18×48ｃｍ
材質：スプルス
※看板の板が傾かない角穴吊り下げ式

◆Mから始まる品番をご指定ください。

材質：スプルス
※看板の板が傾かない角穴吊り下げ式
文字入れは両面
文字入れの仕様は、カッティングシート
※片面の場合は別途見積
※数量が多い場合はシルク印刷がございます。

飛沫防止のアイテムでお料理と安心を運びます。

日常に優しい木製のエチケットアイテム

店内のご案内に手軽でも上品で抜群の存在感

Ŧ/5

木製の立て看板

Ŧ/5

両 面 に 文 字 入れ で きま す か ら

必 要 に 応 じ て板 面 を裏 返 し て 使 え ま す

◆各種両面の表示内容です

DELICAガード

ホールパーティション

つくつくガード

卓上DELICAガード
オートディスペンサー

サイドパーティション
木製スタンド式
サインプレート

ワゴン用とうめいシート

ワゴン用くもりシート

9,500円

（57144）

約69×H54cm

※防炎仕様（防炎シール付き）
※ワゴンは別売り
＊ワゴンと一緒にご購入の場合はビニールシートをこちらで
取り付けさせていただきます。
※マジックテープメス縫いつけとなっております。
※オステープ付属しています。ワゴンに接着してお使いください。

※防炎仕様（防炎シール付き）
※ワゴンは別売り
＊ワゴンと一緒にご購入の場合はビニールシートをこちらで
取り付けさせていただきます。
※マジックテープメス縫いつけとなっております。
※オステープ付属しています。ワゴンに接着してお使いください。

マジックテープで接着！
簡単に取り外すことができます

←高さ調節が可能です！

センサーにより、手を触れずにアルコール消毒
電源が入ると上部のランプが光ってお知らせ

上記シートのサイズに当てはまるワゴン一覧です。

使えるワゴンいろいろ

木製除菌
スプレースタンド
クリアー

感染予防の意識が常に大切です
普段から気配りしたい店内のエチケット
木製の製品を中心に取り揃えました

9,500円

（57145）

約69×H54cm

卓上ポップスタンド

足踏み式のためスプレーボトルに触れないで消毒
シンプルな作りで丈夫
小学生〜大人まで使える高さです

05

＊その他シートサイズ製作可能です。お見積致します。

02

02
オートディスペンサー
オートディスペン
ィスペンサー
ィスペン
サー

01

02

03

エコノミーサービスワゴン

㐠㈤

04

05

エコノミーサービスワゴン 手付

㐠㈤

サイドテーブルワゴン（手付） 㐠㈤

01（45350）ナチュラル 02（45328）ブラウン 111,000円

03（45351）ナチュラル 04（45339）ブラウン 118,000円 05（45320）

約80×45×H74cm

約88×45×H74cm

天然木/ウレタン仕上

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約79×45cm

約90×45×H74cm

天然木/ウレタン仕上

140,000円
天然木/ウレタン仕上

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約80×45cm

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約79×45cm

02（57176）

06
サイドテーブルワゴンA

06（45305）
約80×45×H74cm

上代別
上代別途見積

05

約10×9×H20.5cm 内容量：250ml
材質：ABS樹脂 電源：単三電池×3本使用
※電池は別売りです。
※アルコールは別売です。
※納期確認ください

㐠㈤

130,000円
天然木/ウレタン仕上

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約80×45cm

ロングノズル式消毒液
ロングノズル式消
ロングノ
ズル式消毒液

05（5717
57178）

01
04

07

08

スライドテーブルワゴン

サイドテーブルワゴンC (ｸﾘｱｰ)

07（45332）＊手無し 240,000円 08（45333）
＊手付き 245,000円

09（45313）

約80×45×H74cm
天然木/ウレタン仕上

約80×45×H74cm

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約80×45cm

約89×45×H74cm
天然木/ウレタン仕上

木製除菌スプレースタンド クリアー

09
㐠㈤

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約80×45cm

㐠㈤

125,000円
天然木/ウレタン仕上

キャスター付き（φ10cm）
天板：メラミン化粧板 約80×45cm

01（57142） クリア塗装

16,000円

本体/約25×20×H90cm
材質：スプルス
スプレー置台高さ/約70cm、
台有効/20×20cm
表示部分/レーザー彫刻
※台の背面パネルは脱着式

足踏み式
足踏み式消毒液スタンド

03
非接触検温計＆オートディスペンサー
ートディスペンサ
ートディスペンサ
スペンサー

03（57179）

上代別途見積
途見積

約7×
約7×11.5×H19.5cm
×11.5
11.5×
×H
（未開封時）
内容量：500ml 成分：水、エタノール
内容量：5
※足踏み式消毒液スタンドに適した
※足踏み式消毒液スタ
※足踏み式
ロングノズルタイプで
ロングノズ
ロングノズルタイプです
※納期確認ください
※納期確認

手をかざすだけで触れずに検温＆消毒
れずに検温＆
検温＆消毒
検温＆
消毒

上代別途見積

約10.7×7.2×H17.5cm 内容量：350ml
材質：ABS樹脂 電源：単四電池×3本使用
センサータイプ：赤外線センサー
※電池は別売りです。
※アルコールは別売です
粘土の高い消毒液は使用できない場合があります
※納期確認ください

04（57177）

上代別途見積

約30×30×H90cm（最大調節時）
※ボトル収納部の有効寸法：116×131mm
使用できるボトルの高さ：130〜280mmまで対応
重量：4kg
材質：スチール製
※アルコールスプレーは付属していません
※床固定用のネジは付属していません
※納期確認ください

06
イーゼル型除菌スプレース
イーゼル型除菌スプレースタンド
イーゼル型除菌ス
プレースタンド
タンド
（マーカー＆チョークボード付）
（マーカー＆チョ
（マーカ
ー＆チョークボー
ークボード付）
ド付） ⤌❧

06（57160） クリア塗装

20,500円

約35×37×H109cm ※チョークボード着脱式
材質：スプルス
台有効/35×25cm
チョークボード/30×20cm

お客様の声から生まれた気遣いの衝立

キャスター付きで移動の際に便利！カウンターなどにぴったりなパーティションです。
アクリル取り外し可能のため、拭き掃除が楽々！
《使用イメージ》

30

120cm
90cm

50

02

01
サイドパーティション クリア

サイドパーティション ブラウン

01（57162）クリア塗装

02（57163）ブラウン塗装

67,000円

約50×30×H124cm
アクリル：42.7×30.3×ｔ0.3㎝（透明アクリル）
ボールキャスター付
※カーペットなどクッション性のある柔らかな床では
キャスターが機能しない場合があります

椅子を引いた時に椅子の足が衝立の足に引っ掛かる
このお悩みを解消
衝立を支える足の位置が変えられる設計です

足を邪魔にならない位置に
取り付けて使用

一般的な衝立は
この位置に足が付いています

67,000円

約50×30×H124cm
アクリル：42.7×30.3×ｔ0.3㎝（透明アクリル）
ボールキャスター付
※カーペットなどクッション性のある柔らかな床では
キャスターが機能しない場合があります

バイキングなどに使用いただけるアクリルガード
透明のアクリルで見やすく、折りたたみ可能のため、
透明のアクリルで見やすく、折りたたみ可能のため、コンパクトに収納できます。

《DERICAガード使用イメージ》

程良い位置に衝立の足を
付け替えられる

取り外せる足

ホールパ
ホールパーティション（脚可動式）W150cmタイプ
（57167
5716 ） クリア塗装 （57168） ブラウン塗装
ブラウン塗装

収納時アクリルを外すと折りたためて
コンパクトになります
折り畳み時奥行き：6cm

03

DELICAガード
DELICAガー
DELI
CAガード
ド クリア
クリア

03（57164） クリア塗装

《W150cm衝立

111,000
111,00
111
,000
0円

150

約150×30×H135cm
上部：樹脂ガラス（マット）

10

⤌❧

30

60,000円

約90×64.5×H61.5cm ※折りたたみ仕様
材質：スプルス
透明アクリル：90×64×H24×t＝0.5cm
内寸：約W84×D42cm

脚可動位置イメージ図》

58
84
110
136

レジ付近に置いてお使い頂けるアクリルガード
洋菓子や和菓子など飛沫から守り
ら守ります。
洋菓子や和菓子など飛沫から守ります。
《W180cm衝立

脚可動位置イメージ図》
180

10

30
62
88
114
140
166
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05

04

06
卓上DERICAガード
ガード

DELICAガード ブラウン

04（57165） ブラウン塗装

⤌❧

63,000円
63,

約90×64.5×H61.5cm ※折りたたみ仕様
材質：ホワイトアッシュ
透明アクリル：90×64×H24×t＝0.5cm
内寸：約W84×D42cm

2

05（57166）

白木デリカバット 大

10,500円

約46×15×H48.5cm
透明アクリル厚さt＝0.3cm
※箱を置いて使用する商品です。
※画像のバットは別売り
※お手持ちのバットを置いても使えます。
※アクリルのみの販売

06（44101）
約31×42
約31×42×H5.5cm
42×H
×H5.5cm
内寸約28.5×39.5cm

୧㠃

6,300円

ホールパーティション（脚可動式）W180cmタイプ
（57169） クリア塗装 （57170） ブラウン塗装
約180×30×H135cm
上部：樹脂ガラス（マット）

125,000
0円

◆スチール脚の位置が4段階に変える事が出来るタイプです
従来のパーティションでは腰掛を引いた際に、足の先端がパーティションの
脚部に引っ掛かってしまう事がありますがこのパーティションは
脚部の位置を変える事でこの悩みを解消します
※脚部はグリップ付のボルトなのでドライバーなどの工具は不要です

3

ࢫ࣌ࢵࢡ⾲♧ࡢࡈㄝ᫂

お店のイメージに合わせていただけるよう豊富なバリエーションをご用意しました
パネルの除菌に便利なパネル脱着式がございます H60cmタイプも新登場！
㏱㐣࣓࣮ࢪ

CHつくつくガード とうめい

12（57112） ビーチ

ࣃࢿࣝ✀㢮

11,300円

ሬⰍ࣭ᶞ✀

約49×10×H40cm ※パネル脱着式

ရ␒

㏱㐣࣓࣮ࢪ

＊つくつくガードは
飛沫するウィルスがくっつくことをガードしたい
という思いからネーミングしました

⏝ࢡࣜࣝࡣࡇࡕࡽ
つくつくガードHi アクリル/とうめい

02

01

03

01（57070） クリアー

約49×10×H60cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

ＷＭつくつくガード とうめい

01（57100） クリアー

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

ＷＭつくつくガード マット

02（57101） クリアー

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

（57075）

（57074） ビーチ
約49×10×H60cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

約49×10×H58.5cm
※パネル脱着式用

（57112） ビーチ
約49×10×H40cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

13,100円

CHつくつくガード マット

11,800円

10（57113） ビーチ

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

12,500円

12,600円

つくつくガード アクリル/とうめい

CHつくつくガード とうめい

ＷＭつくつくガードHi とうめい

04

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
クリアー塗装

約49×10×H38.5cm
※パネル脱着式用

つくつくガード アクリル/マット

10

ＷＭつくつくガード とうめい
（57103） ホワイト
約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ホワイト塗装

ＷＭつくつくガード マット

04（57104） ホワイト

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ホワイト塗装

約49×10×H38.5cm
※パネル脱着式用

HPつくつくガード

11（57114） シナ

約49×10×H40cm ※パネル固定式
クリアー塗装

12,300円

HPつくつくガード とうめい

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ホワイト塗装

（57115）
約49×10×H40cm ※パネル固定式
クリアー塗装

アクリルパネルの比較

13,300円

11

HPつくつくガード マット

12（57116）
12,000円

とうめい

12,500円

9,800円

ＷＭつくつくガードHi とうめい
（57072） モカブラウン
約49×10×H60cm ※パネル脱着式
モカブラウン塗装

ＷＭつくつくガード マット

06（57107） モカブラウン

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
モカブラウン塗装

07

13,300円

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
モカブラウン塗装

14

13

12,000円

ミニ衝立 大

13（57117） クリアー
12,900円

ミニ衝立 大

14（57118）ライトブラウン 11,200円
約45×8×H35cm ライトブラウン塗装

12,500円

ミニ衝立 大

15（57119） ブラウン

ＷＭつくつくガード とうめい
（57109） ブラウン
約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ブラウン塗装

ＷＭつくつくガード マット

09

08（57110） ブラウン

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ブラウン塗装

※ とうめいアクリルのイメージは 01 をご参照ください

約49×10×H40cm ※パネル脱着式
ブラウン塗装

15

13,300円
ミニ衝立

16

16（56583） クリアー

8,500円

約45×8×H28cm クリアー塗装

12,000円

ミニ衝立

17（56582） ライトブラウン 9,200円

12,900円

ＷＭつくつくガード／ウッド

09（57111） ブラウン

11,200円

約45×8×H35cm ブラウン塗装

ＷＭつくつくガードHi とうめい
（57073） ブラウン
約49×10×H60cm ※パネル脱着式
ブラウン塗装

11,000円

約45×8×H35cm クリアー塗装

ＷＭつくつくガード ウッド

07（57108） モカブラウン

4

9,300円

マット

（57106） モカブラウン
約49×10×H40cm ※パネル脱着式
モカブラウン塗装

08

約49×10×H40cm ※パネル固定式
クリアー塗装

6,500円

12,900円

ＷＭつくつくガード とうめい

06

12

※ベース：桧合板（積層板）

ＷＭつくつくガード ウッド

05（57105） ホワイト

7,200円

（57121）

12,000円

05

ＷＭつくつくガードHi とうめい
（57071） ホワイト
約49×10×H60cm ※パネル脱着式
ホワイト塗装

6,500円

（57120）

11,300円

ＷＭつくつくガード ウッド

03（57102） クリアー

7,800円

CHつくつくガードHi とうめい

12,500円

約45×8×H28cm ライトブラウン塗装

17

18

ミニ衝立

18（56581） ブラウン

9,200円

約45×8×H28cm ブラウン塗装

5
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エチケットフロアーシート
(57171)ࠉࠉࠉࠉ
約30cm

上代別途見積

★Ｆから始まる品番をご指定ください

Ⅲ∝ٻɶ∝‒‒ݱᢠ↨↭ↈⅣ
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ࣃ࣮ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸟
エチケットステッカー大

エチケットステッカー中

エチケットステッカー小

(57172)
約14cm

(57173)ࠉࠉࠉࠉࠉ上代別途見積
約10cm

(57174)ࠉࠉࠉࠉࠉ上代別途見積
約7cm

ࠉࠉࠉࠉࠉ上代別途見積

★Ｓから始まる品番をご指定ください

★Ｓから始まる品番をご指定ください

★Ｓから始まる品番をご指定ください
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AS-01

AS-02

AS-03

AS-04

ࣞࢪࡲࢃࡾ㸟

《面板部側面イメージ図》

アクリルスタンド

《裏面》

(57175)ࠉࠉࠉࠉࠉ上代別途見積
約W10×Ｄ10×Ｈ15cm

★Ａから始まる品番をご指定ください
※面板：透明アクリル/ダイレクトバックプリント
※ベース：白アクリル
※面板部の四方余白
（透明部）
※片面のみのプリント

6

面板部の小口は透明です

7

