
オフィスや窓口における物理的なウィルス感染をシャットアウト！

イナバインターナショナル

コロナウィルス対策

材質/パネル:塩化ビニール板 3mm厚
脚部:ステンレス、アクリル

塩化ビニール製のため、アルコール消毒を
頻繁に行う場合におすすめです。

塩化ビニルパネル

定価(税抜) ￥22,500

材質/アクリル板 3mm厚
サイズ/W600×H600×D280

使用しないときは両サイドのパネルを折
りたたんで収納することができます

折り畳みパネル

裏面にも製品を掲載しております →

コの字型

宮成製作所

定価(税抜)

¥1,000

材質/ダンボール 3mm厚
・セロハン窓

サイズ/W900xH600xD300

ダンボールパネル

定価(税抜)

¥5,000

材質/ダンボール 10mm厚
・セロハン窓

サイズ/
W1700xH700xD220

工場などの受け取り窓口で使用できる安価なタイプもご用意しております。

□薄型タイプ □厚型タイプ

ステンレス脚

アクリル脚

ステンレス脚タイプ
（H602×D107）

アクリル脚タイプ
（D610×D300）

開口あり 開口無し 開口あり 開口無し

W600 ￥17,200 ￥16,000 ￥11,900 ￥10,700

W900 ￥20,200 ￥19,000 ￥13,900 ￥12,700

W1200 ￥46,000 ￥44,800 ￥31,100 ￥29,800



お問合せ先 日興テクノス株式会社

その他ウィルス対策製品については
担当営業までお問い合わせください。

ウィルス対策製品について

サイズ・形状の別注品も承ります！お気軽にお問い合わせください。

安心
安全

住所 ：神奈川県横浜市磯子区森3-3-5

営業担当：島 光郎

電話番号：045-761-2552

Email     : m.shima@nikko-technos.coｍ

大型パネル

スタンダードパネル

材質/パネル:アクリル板 5mm厚
脚:アクリル

W2000までご対応可能な大型パネル。
W1400以上でご要望の際は別途ご相談下さい。

材質/パネル:アクリル板 3mm厚
脚:アクリル

５月に１万枚以上を納入させていただきました！

大型パネル 開口あり 開口無し

H600

W1000 ¥43,300 ¥40,800

W1200 ¥46,300 ¥43,800

W1400 ¥49,800 ¥47,300

即納パネル 開口無し

H555

W600 ¥10,000

W900 ¥19,000

W1200 ¥33,000

ご要望に合わせて組み合わせが自由自在なパネル
も製作可能です。

≪別注例≫

※送料は別途お見積りさせていただきます。

十字金具 T字金具

L字金具



価格（税抜）

¥11,000
（送料別）

標準品

価格（税抜）

¥12,400
（送料別）

サイズ・形状の別注品も承ります！お気軽にお問い合わせください。

オフィスや窓口における物理的なウィルス感染をシャットアウト！

オフィスに安心を！ 飛沫感染予防パネル
コロナウィルス対策

サイズ：W700×H602

材質：塩化ビニール
5mm厚

サイズ：
W600×D280×H600

材質：アクリル板
3mm厚

直立型パネル

折り畳みパネル

別注
対応可

工場などの受け取り窓口で
使用できる安価なタイプも
ご用意しております。

標準品

簡易タイプパネル
サイズ：W900xD300xH600
材質：ダンボール3mm厚・

セロハン窓

別注
対応可

別注
対応可

コの字型

使用しないときは両サイドのパネルを
折りたたんで収納することができます。

標準品

塩化ビニール製のため、アルコール消毒を
頻繁に行う場合におすすめです。

価格（税抜）¥550
（送料別）

お問合せ先 日興テクノス株式会社

住所 ：神奈川県横浜市磯子区森3-3-5

営業担当：島 光郎

電話番号：045-761-2552

Email     : m.shima@nikko-technos.coｍ



窓口・店舗・医療機関・オフィスなど
対面シーンでの飛沫感染を防ぎます。

飛沫シールド
FFP-HSS series

ウィルス対策

軽量・簡単設計
工具不要・組立不要！　届いてすぐに設
置できます。マグネットでPEシートを固
定するだけの簡単設計です。

耐薬品性のPEシート
耐薬品性に優れているPEシート採用。
消毒液で拭くことができるので衛生的
です。

任意にカット
PEシートは簡単にハサミでカットする
ことが出来ます。書類の受渡し窓など
自由自在にカスタマイズできます。

各種窓口に 病院の受付に オフィスのデスクに

自立型
スタンド

工具不要
組立不要

豊富な
サイズ

カスタマイ
ズOK！

ハサミで簡
単に切れま

す！
消毒液OK

！
耐薬品性だ

から安心！

安心の
国内生産
自社工場製

スタンド

裏面の
両面テープで
しっかり固定
できます

PEシート

マグネット



飛沫シールド FFP-HSS series

【製品の仕様に関するご注意】　
●カタログの情報は、2020 年5 月現在のものです。 ●品質改良、安全性向上のため、予告なく製品
の仕様を変更する場合がございます。  ●カラー印刷の都合上、製品の色彩は若干異なります。

日本フォームサービス株式会社
URL： https://www.forvice.co.jp　E-Mail： info@forvice.co.jp
本社・営業部
ショールーム
関西営業所
東北出張所
千 葉 工 場

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-25-1 フォービスビル4階
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-25-1 フォービスビル3階
〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発京橋ビル
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2-9-21-201
〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台1-4

TEL:03-3636-0011
TEL:03-3636-0011
TEL:06-6356-1296
TEL:022-226-8331
TEL:0479-82-2121 

型番： FFP-HSS-55
W500×H500×D75

型番： FFP-HSS-56
W500×H600×D75

型番： FFP-HSS-75
W700×H500×D75

型番： FFP-HSS-76
W700×H600×D75

型番： FFP-HSS-65
W600×H500×D75

型番： FFP-HSS-66
W600×H600×D75

500㎜

600㎜

600㎜

500㎜

600㎜

600㎜

700㎜

500㎜

700㎜

600㎜

 サイズラインナップ

飛沫シールドとは・・・

仕様

上記寸法以外の特寸も承ります。お気軽にお問合せください。
【ご注意】●本製品は対面時での飛沫感染を軽減するものであり、ウィルスによる感染防止を保障するものではありません。 ●シートは透明のポリエチレンを使用しておりますが製品
の仕様上、若干乳白がかっております。●ポリエチレンの特性上、表面に小さなキズなどがありますが品質には問題ありません。 ●シートは用途に合わせて、任意にカットしてご使用
ください。清掃は柔らかい布などを使用してください。 ●両面テープで固定した当製品に物を載せたり手を掛けたりしないでください。転倒や破損の恐れがあります。 ●ご利用後は必
ず除菌をし、換気のよい場所で保管してください。 ●火気の当たる場所では使用しないでください。 ●繁忙期など、納期に遅れが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

スチール
PEシート（ポリエチレン）0.2㎜厚
スタンド、PEシート、マグネット5個
全て組立済
ホワイト
屋内
日本製（自社工場生産）
オープン価格（お問い合わせください）

スタンド素材
シート素材

梱包内容

カラー
設置環境
製造
価格

飛沫シールドは、スタンド・PEシート・マグネットのみ
の簡単設計。スタンドはフラットな場所であればどこ
にでも設置が可能です。（両面テープ設置）
PEシートはマグネットで固定するため、取り外しや
カットなどのカスタマイズも自由自在です。
組立作業や工具は不要で、届いてすぐにご利用いた
だけます。

PEシート(ポリエチレン)
※PE板ではございません。

PEシートカット例（受渡し窓）

500㎜

500㎜

組立不
要！

そのま
ま設置

できま
す！

裏面の
両面テープで
しっかり固定
できます

お問い合わせ先（販売会社）

日興テクノス株式会社
ネットワーク営業部

営業担当：島　光郎
電話番号：045-761-2552
FAX番号：045-761-2234
Email     ：m.shima@nikko-technos.com

1セットから御見積させていただきます。
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