足踏み消毒ポンプスタンド

足踏み消毒ポンプスタンド
FPS-101
￥19,500 (税込￥21,450)

キッズ用
新登場!

(W)ホワイト

様々なシーンで活躍できる!!

ペダルを踏むと中身が出る。ポンプに触れずに衛生的。

飛沫飛散対策商材のご案内

に
ポンプ
て
合わせ
整
調
高さを

※セット後のイメージ写真です。

76003 0

本体寸法：約W306×D320×H903mm ●本体重量：約2.8kg
●梱包寸法：W920×D308×H328mm
● 梱包重量：3.9 kg
●入数：1/1 ●組立完成状態梱包 ●生産国 : 日本
●

厚み3mmアクリルパネル使用

設置
ポンプの 単
交換も簡

足踏み消毒ポンプスタンドキッズ
FPS-201
￥18,000 (税込￥19,800)

キャスター付きアクリルパーティション

76021 4

(BL)ブルー

PTS-CA1118

本体寸法：約W306×D320×H683mm ●本体重量：約2.4kg
梱包寸法：W700×D308×H328mm ●梱包重量：3.4 kg
●入数：1/1 ●組立完成状態梱包 ●生産国 : 日本
●

(CR)クリア

●

￥2,500 (税込￥2,750)

FPS-JB01
(W)ホワイト 76010 8

接客カウンターや窓口で

￥3,900 (税込￥4,290)

FPS-HG01
(CR)クリア 76018 4

(W)ホワイト

SDS-300MK-R
（R）
レッド

￥2,100 (税込￥2,310)

￥2,100 (税込￥2,310)
本体寸法：
ヨコ420×タテ297mm
本体重量：40g ●枚数：3枚入

ソーシャルディスタンス
ステッカー4010 くつ

（R）
レッド

本体寸法：
直径300mm
本体重量：30g ●枚数：3枚入

86901 6

￥1,300 (税込￥1,430)
本体寸法：
ヨコ400×タテ100mm
本体重量：15g ●枚数：3枚入

ソーシャルディスタンス
ステッカーA3 ネコ

ソーシャルディスタンス
ステッカー300丸 ネコ

SDS-A3N-B
（B）
ブルー

SDS-300MN-B

86900 9

（B）
ブルー

￥2,100 (税込￥2,310)

86898 9

￥2,100 (税込￥2,310)

本体寸法：
ヨコ420×タテ297mm
本体重量：40g ●枚数：3枚入

本体寸法：
直径300mm
本体重量：30g ●枚数：3枚入

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（R）
レッド

86903 0

￥1,900

(税込￥2,090)

本体寸法：三角形/ヨコ310×タテ275mm、丸形/直径80mm
●本体重量：50g
●枚数：2枚入

86902 3

本体寸法：
ヨコ400×タテ100mm
本体重量：15g ●枚数：3枚入

約10cm
※パネルW600 2枚セット/パネルW450 2枚セット/ベース金具の組み合わせ

※本製品はパネル 2 枚セットを 2 つ組み合わせてご使用ください。パネルやベース単体での使用はできません。

※

「銅の力」増殖割合が60分以内で1/100以下に
菌･ウイルスの活動をおさえる

キレイド 抗菌・抗ウイルス銅 シャープペン

0.5mm

LSP-02

09422 7

￥1,200 (税込￥1,320)

芯径：0.5mm ●本体寸法：W143×径10.5mm ●本体重量：1本/30g
●材質：ボディ/銅合金、
クリップ・ノック部/スチール 、芯/HB
●パッケージ寸法：W45×D18×H180mm
●パッケージ重量：45g
●梱包寸法：W480×D330×H210mm
●梱包重量 ：5.3kg
●入数：5/100
●

「Cu STAR」マーク認定商品
「Cu STAR」とは一般社団法人 日本銅センターが定めた規格
(抗菌性能･材料) に基づき試験にクリアした製品に与えられる
認定マークです。KIREID は「Cu STAR」マーク認定商品です。

販売店名
TEL 03-3558-1241

大阪 堺オフィス 〒599-8116 堺市東区野尻町221番3号

TEL 072-286-8008

名

TEL 052-661-6151

屋 〒456-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号

縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。

※糸面取り加工：0.2mm 以下の繊細な面取りの事。

剥がし跡が残りにくい

シャープ

古

高品質アクリル板使用

ステッカー表面の細かい凹凸により滑りにくい！

キレイド 抗菌・抗ウイルス銅 シャープペン

京 〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号

●

ベース金具で受け渡し
可能なスペースを

●

東

●

●

￥1,300 (税込￥1,430)

●

共通仕様
●材質：本体/ポリオレフィンフィルム、
表面/ロイヤルマット
（PET）
●入数：1/20
●生産国:日本

￥3,000 (税込￥3,300)

SDS-4010N-B
（B）
ブルー

●

ソーシャルディスタンスステッカー三角・丸

88613 6

本体寸法：上金具/W79.2×D57.2×H25mm
下金具/W80×D53.4×H25mm
本体重量：0.11kg(上金具/0.05kg、下金具/0.06kg)
●材質：スチール 粉体塗装
●組立：お客様組立
●生産国:日本

●

ソーシャルディスタンス
ステッカー4010 ネコ

●

SDS-S・MN-R

(W)ホワイト

クロス型アクリルパーティション

SDS-4010K-R

86897 2

88612 9

コーナー連結金具
PTS-CR01

￥3,000 (税込￥3,300)

オフィスでのミーティング時の飛沫飛散対策に。

貼るだけの手軽さ。ひと目で距離を保てる。

86899 6

※本製品は左右で脚の高さが違います。

本体寸法：上金具/W80×D28.4×H25mm
下金具/W80×D53.4×H25mm
本体重量：0.11kg(上金具/0.05kg、下金具/0.06kg)
●材質：スチール 粉体塗装
●組立：お客様組立
●生産国:日本

URL：https://www.nakabayashi.co.jp/
または https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/76010

段差

ストレート(直線)連結の場合は連結部分の脚の高さを合わせ、コーナー(垂直)連結の場合は
連結部分の脚の高さに段差を設ける事でスムーズな連結が出来る構造です。

ストレート連結金具
PTS-SR01

※1
下記弊社コーポレートサイト内「ダウンロードサービス」で、左記案内POP
データのダウンロードができます。出力の上、カットしてご使用ください。

ソーシャルディスタンス
ステッカー300丸 くつ

待合スペースで

集会や演説、セミナーに

●

ソーシャルディスタンスステッカー

低い

高い

本体寸法：約W240×D260×H360mm ● 本体重量：約0.1kg
●材質：PET(本体)／POM(プラホック)／PE(スポンジ)
●梱包寸法：W430×D180×H150mm ● 梱包重量：0.3kg
●入数：1/1 ● 生産国 : 日本

本体寸法：約W160×D50×H215mm ●本体重量：約0.3kg
●材質：スチール(静電焼付塗装)
●板面寸法：約 W160×H215mm
●梱包寸法：W225×D172×H75mm ● 梱包重量：0.4 kg ●入数：1/1
● 生産国 : 日本
●

SDS-A3K-R

●

飛散防止ガード

インフォメーションボード

（R）
レッド

本体寸法：W1160×D600×H1864mm ●本体重量：13.1kg
材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、
フレーム/スチール 粉体塗装
外箱寸法：W1830×D1140×H145mm ●外箱重量：19.5kg ●入数：1/1
●組立：お客様組立
●生産国:日本

●

設置可能なポンプの最大寸法：約 W106×D92×H324mm（最低H111mm）
※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては以下寸法となります。約 W106×D84×H324mm

FPS-201

ソーシャルディスタンス
ステッカーA3 くつ

￥63,000 (税込￥69,300)

88611 2

●

ル
各種ボト
に対応

FPS-101/201共通仕様
●材質：本体/スチール(静電焼付塗装)、
軸/ステンレス、化粧ネジ/ナイロン＋スチール、
ベアリング/POM＋スチール、ブッシュ/POM、ゴム板/EPDM、楕円パイプスライド/POM、足キャップ/PE
●設置可能なポンプの最大寸法：約 W106×D92×H324mm（最低H111mm)

FPS-101

移動可能な大型パネルで飛沫飛散対策を。
透明パネルで視線を遮りません。

福

岡 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目7番11号 TEL 092-641-3661

札

幌 〒064-0811 札幌市中央区南十一条西12丁目2番33号 TEL 011-531-1006

仙

台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東１丁目6番27号 TEL 022-284-3045

広

島 〒733-0001 広島市西区大芝3丁目13番10号

高

松 〒760-0078 香川県高松市今里町2丁目12番7号 TEL 087-831-5825

TEL 082-536-0250

※印刷のためチラシと現品の色味は多少異なることがあります。
※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがあります。
※製品寸法は概寸または標準寸法です。寸法許容差は製品により異なります。

国識別 商品メーカーコード

商品アイテムコード

CD

クロス型アクリルパーティション用
パネル W300 2枚セット

PTS-CR3002
（CR）
クリア

88871 0

￥12,500

(税込￥13,750)

パネル寸法(1枚あたり)：W300×D3×H600mm
本体重量：1.3kg ●内容物：パネル/2枚、連結金具/4個
材質：パネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装
●梱包寸法：W620×D320×H60mm ●梱包重量：1.9kg
●入数：1/1●組立：お客様組立

クロス型アクリルパーティション用
パネル W450 2枚セット

PTS-CR4502
（CR）
クリア

88872 7

￥15,000

(税込￥16,500)

パネル寸法(1枚あたり)：W450×D3×H600mm
本体重量：2.0kg ●内容物：パネル/2枚、連結金具/4個
材質：パネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装
●梱包寸法：W620×D470×H60mm ●梱包重量：2.8kg
●入数：1/1●組立：お客様組立

クロス型アクリルパーティション用
パネル W600 2枚セット

PTS-CR6002
（CR）
クリア

88873 4

￥17,000

(税込￥18,700)

パネル寸法(1枚あたり)：W600×D3×H600mm
本体重量：2.7kg ●内容物：パネル/2枚、連結金具/4個
材質：パネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装
●梱包寸法：W620×D620×H60mm ●梱包重量：3.8kg
●入数：1/1●組立：お客様組立

クロス型アクリルパーティション用
ベース金具

PTS-CRB01
（CR）
クリア

88874 1

￥11,000

(税込￥12,100)

ベースプレート寸法：300×D300mm
本体重量：2.5kg ●材質：スチール 粉体塗装
梱包寸法：W315×D315×H155mm
●梱包重量：2.9kg ●入数：1/1
●組立：お客様組立 ●生産国:日本

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

様々なシーンで活躍できる!! 飛沫飛散対策商材のご案内

アクリルパーティション 対面での接客時などに飛沫飛散対策を。

デスクトップパーティション

高品質アクリル板使用

店舗での接客時などの飛沫飛散対策に。

半透明パネル シボ入り乳白色パネル使用

縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。

横連結可能

※糸面取り加工：0.2mm 以下の繊細な面取りの事。

開口部の高さは3段階に調節可能
開口部の高さは3段階に調節可能
PTS-PP6060 2 台連結時

デスクトップパーティション
900×600サイズ

￥9,500 PTS-PP9060

PTS-PP6060

サイドパネル2枚タイプ

横幅60cmタイプ

デスクトップパーティション
600×600サイズ
(税込￥10,450)

デスクトップパーティション用
サイドパネル2枚セット

￥11,000 PTS-PP3060

(税込￥12,100)

￥3,200

(税込￥3,520)

横幅90cmタイプ

飛沫防止を重視し
た取付です

横幅90cmタイプ

書類や封筒など
の受け渡しに

段ボール箱などの
受渡しに

段ボールデスクトップパーティション

アクリルパーティション
600×600サイズ

アクリルパーティション
900×600サイズ

アクリルパーティション
1200×600サイズ

段ボールデスクトップ
パーティション（3台入り）

PTS-AC6060

PTS-AC9060

PTS-AC1260

PTS-D9070-3P

￥12,000 (税込￥13,200)

￥16,000 (税込￥17,600)

88347 0

￥24,000 (税込￥26,400)

(WH)ホワイト

92874 4

段ボールデスクトップパーティション
W600タイプ（10台入り）

PTS-D6052-10P

￥7,400

(税込￥8,140)

(WH)ホワイト

PTS-AC3060

￥480(税込￥528)

PTS-SD04

￥12,000

(BK)ブラック

(税込￥13,200)

88875 8

段ボールデスクトップ
パーティション（10台入り）

段ボールデスクトップパーティション
W600タイプ（20台入り）

PTS-D9070-10P
(WH)ホワイト

※脚フレームの底面に貼り付けて

92875 1

￥21,800

▼ 書類等の受け渡しにも。

PTS-D6052-20P

(税込￥23,980)

(WH)ホワイト

●

カウンターパーティション

店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。

高品質アクリル板使用

縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。

※糸面取り加工：0.2mm 以下の繊細な面取りの事。

●天板厚み18〜50mmに対応
天板厚さ
18〜50mm

天板厚さ
18〜50mm

92928 4

￥32,000

(税込￥35,200)

●本体寸法：約 W600×D175×H520mm
(固定パーツ取り付け時、1台あたり)
●本体重量：約250g(１台あたり)
●材質：本体・脚・固定パーツ/段ボール、窓/PET
●梱包寸法：W610×D536×H200mm
●梱包重量：6kg
●入数：1/1 ●生産国：日本

本体寸法： 約 W900×D200×H700mm
(組み立て時、1台あたり)
本体重量：約500g(１台あたり)
●材質：本体/段ボール、
窓/PET
●梱包寸法：約W916×D136×H570mm
●梱包重量：6kg
●入数：1/1
●生産国：日本
●

使用します。

サイドパネル2枚タイプ

￥17,000

(税込￥18,700)

●本体寸法：約 W600×D175×H520mm
(固定パーツ取り付け時、1台あたり)
●本体重量：約250g(１台あたり)
●材質：本体・脚・固定パーツ/段ボール、窓/PET
●梱包寸法：W610×D536×H110mm
●梱包重量：3.3kg
●入数：1/1 ●生産国：日本

●

パーティション用滑り止め 4枚セット

92927 7

本体寸法：約 W900×D200×H700mm
(組み立て時、1台あたり)
本体重量：約500g(１台あたり)
●材質：本体/段ボール、窓/PET
●パッケージ寸法：約W905×D60×H555mm
●パッケージ重量：2.4kg
●梱包寸法：W930×D219×H583mm
●梱包重量：8.2kg
●入数：1/3
●生産国：日本
●

アクリルパーティション用
サイドパネル2枚セット

組み立て簡単 、飛沫飛散対策に。

折りたたみモバイルパーティション

飲食店やオフィス、児童の給食時等の飛沫飛散対策に。

折りたたみモバイルパーティション

PTS-OT8632
(MW)ミルキーホワイト

￥1,000 (税込￥1,100)

88496 5

(CR)クリア

シボ入りとツヤありの

半透明パネル 2タイプ

88497 2

本体寸法(使用時)：約W450×D210×H320mm ●本体重量：約0.4kg
●本体寸法(折りたたみ時)：約W220×D20×H320mm ●生産国:日本
●材質：ポリプロピレン(厚み1.6mm) ●入数：10/30 ● 組立：完成品
●

有効奥行
46mm以上

有効奥行
56mm以上

※品番：PTS-CT4560、
PTS-CT6060

※品番：PTS-TE9060

※厚み25mm未満〜18mmの天板には、付属のスペーサーを使用します。

デスク奥側への飛沫防止にも
デスク奥側への飛沫防止にも！
！

取付位置

取付位置

PTS-OT1034

対応 !

対応 !

※品番：PTS-OT1034MW
PTS-OT8632MW

折りたたみモバイルパーティション

3 段階

4 段階

シボ入り

◀ツヤあり使用イメージ。
品番：PTS-OT8632CR

(MW)ミルキーホワイト

￥1,200 (税込￥1,320)

92863 8

(CR)クリア

88495 8

ツヤあり

※品番：PTS-OT1034CR
PTS-OT8632CR

ナカバヤシ製れんらくぶくろにぴったり入る!

本体寸法(使用時)：約W530×D250×H345mm ●本体重量：約0.5kg
本体寸法(折りたたみ時)：約W260×D20×H345mm ●生産国:日本
●材質：ポリプロピレン(厚み1.6mm) ●入数：10/30 ● 組立：完成品
●

カウンターパーティション
D450mmサイズ

カウンターパーティション
D600mmサイズ

テーブルエンドパーティション
W900mmサイズ

PTS-CT4560

PTS-CT6060

PTS-TE9060

(CR)クリア

88348 7

￥10,000 (税込￥11,000)

パネル寸法：W450×H600mm ●本体重量：1.6kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、
ベース/スチール 粉体塗装、スペーサー/MDF
●付属品：スペーサー1個
●入数：1/1
●組立：お客様組立
●生産国:日本
●

(CR)クリア

88349 4

￥11,000 (税込￥12,100)

パネル寸法：W600×H600mm ●本体重量：1.9kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、
ベース/スチール 粉体塗装、スペーサー/MDF
●付属品：スペーサー1個
●入数
：1/1 ●組立：お客様組立 ●生産国:日本
●

(CR)クリア

88350 0

￥16,000 (税込￥17,600)

パネル寸法：W900×H600mm ●本体重量：3.6kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、
ベース/スチール 粉体塗装
●付属品：スペーサー2個●入数：1/1
●組立：お客様組立
●生産国:日本
●

●

A4
◀ツヤあり使用イメージ。
品番：PTS-OT1034CR

※れんらくぶくろ品番：
SD-RB2-A4

B4
※れんらくぶくろ品番：
SD-RB2-B4

