
日本製KOBORIオリジナル
飛沫感染防止パネル商品のご提案

アルコール消毒可能なPET製がおすすめです。



参考価格： W1000×H900 PET5ｍｍ厚

下部開口有 ※ご希望サイズ対応致します。

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾃﾞｽｸ卓上自立式ﾊﾟﾈﾙ
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感染拡大を防止すると同時に、従業員様やお客様が

安心して過ごすことのできる環境の創出にも

つながります。

空間にあった商品ご提案、用途にあわせて

オーダーメイドも承っております。

目 次 -ｃｏｎｔｅｎｔｓ-

２ 〜 ６ ステンレス止め具

７ 〜 13 パーテーション製品

全ての商品、表示価格は税抜となります。



参考価格： W750×600mm PET製orアクリル製 3ｍｍ厚

クランプ式パネル

③

←クランプベース
を天板の縁に
差し込む

①

②

② ④

←ネジを締める ←補助ベースに
クリアパネルを
差し込む

←パネル下片方を
クランプベースに
差し込む

セット内容・クリアパネル・クランプベース・補助ベース
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ステンレス製 止め具

・パネル厚3mm・5mm
両方に対応

参考価格：
止め具 W103×D50×H146mm

クランプ式止め具 ＬＭ型
ヘアライン仕上げ

・ビス止め型

※天板設置面は保護シート張りの形状となっております。
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クランプ式止め具 ＬＳ型
ヘアライン仕上げ

・板厚20〜50mm厚
に対応

パネル差し込み部大型化 H60mm

参考価格：
止め具 W58×D50×H146mm

・パネル挟み
こみ部分向き
変更可能

・ビス止め型



ステンレス製 止め具

参考価格：
止め具
W58×D50×H100mm

①パネル厚3mm・5mm両方
に対応

②挟みこみ部分の向き
変更可能

③天板挟み込み部分
20〜30ｍｍ微調整が可能

クリップ式止め具 ＬＣ型
ヘアライン仕上げ(天板保護ｼｰﾄ無)

・バンケットテーブル(シナベニヤ天板) 
・ビス止め型
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パネル差し込み部大型化 H60mm

サイド クランプ式止め具 ＬＵ型
ヘアライン仕上げ

パネル差し込み部大型化 100mm

参考価格：
止め具 W58×D50×H100mm

・ビス止め型

①②

③

※天板設置面は保護シート張りの形状となっております。

・板厚20〜50mm厚
に対応



ステンレス製 止め具
Ｔ字パネル受け ＬＴ型

・パネル厚3mm・5mm両方
に対応

・挟み込み部分の向きも
変更可能

参考価格：W160×D50×H63mｍ

特注サイズでの制作も可能です。

・ビス止め型
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パネル差し込み部大型化 H60mm

※天板設置面は保護シート張りの形状となっております。



ステンレス製 止め具

参考価格：止め具 W50×D30×H65mm

受け W100×D40×H45mm

クリップ式止め具 T型 クランプ式止め具 T型

参考価格：止め具 W100×D40×H115mm 

受け W40×D120×H45mm

※パネル差し込み部
高さ止め具30・受け40mm
参考 オーダー可

※パネル差し込み部
高さ止め具40・受け40mm
参考 オーダー可

・バンケットテーブル(シナベニヤ天板)
適応品
・溶接一体型

・溶接一体型

-6-

受注生産品

止め具 受け

止め具

受け

※塗装可能商品 (別途料金がかかります)



LM型 × LT型

PET ﾊﾟﾈﾙ

LT型 × LT型 LC型 × LT型

LS型 × LT型 LS型 × LS型 LU型 × LU型

※ご使用するシチュエーションによって組合せが可能です。
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テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル ・

カウンターテーブル 等

テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル ・

カウンターテーブル 等

テーブルの種類: 角テーブル 等

テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル ・

カウンターテーブル 等

テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル 等

テーブルの種類: 角テーブル 等

PET ﾊﾟﾈﾙ PET ﾊﾟﾈﾙ

PET ﾊﾟﾈﾙ PET ﾊﾟﾈﾙ PET ﾊﾟﾈﾙ



LM型

PET ﾊﾟﾈﾙ

LC型 LS型

※ご使用するシチュエーションによって組合せが可能です。
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テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル ・

カウンターテーブル 等

テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル ・

カウンターテーブル 等

テーブルの種類:

丸テーブル ・ 角テーブル 等

PET ﾊﾟﾈﾙ PET ﾊﾟﾈﾙ



パネル材質についてご紹介致します。

アクリルは、透明度・縁の光沢 良質

PETは、アクリルに比べると透明度は若干おちますが

飛沫対策としては問題ございません。

捨てる際は、 アクリル：産業廃棄物 PET：資源ゴミ

KOBORIオーダーメイド商品は、国産PET使用。
価格もアクリルより良心的。

後々、パネルのみ交換ができます。(別途料金がかかります)

材質 ＰＥＴ アクリル

衝撃性 割れにくい 割れやすい

通過率 約８７％ 約９３％

アルコール

拭き取り 可 不可
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※PET製品も、図のように切り抜き、曲げ加工が可能です。
レーザー加工は不可となります。

切り抜き加工 可能

曲げ加工 可能



宴会用 飛沫防止パーテーション

参考価格：W900×H600

PET３ｍｍ※ｽﾃﾝﾚｽｸﾘｯﾌﾟ･

パネル受け付

参考価格：W900×Ｈ900×D400

PET２ｍｍ

下部開口部300ｍｍ

自立式ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ型ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ付き

画像商品は特注木製パネル運搬台車

※例 PET3mmパネルW600×H600 の場合
最大収納５０枚

パネル収集運搬台車
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自立式ロングパーテーション

参考価格：W900×1800×D400 PET２ｍｍ

フロアスタンド型アルムフレーム付き

司会者用 飛沫防止パーテーション

参考価格：W570×D300×H700 PET３ｍｍ

(サイズにより価格変動が他製品よりも大きくございます。)
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参考価格： W600×H600 アクリル製（国産） 5ｍｍ厚 シルク印刷

卓上自立式パネル
対面式テーブルや晩餐会

スタイルに。 印刷デザイン

は変更可能。
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参考価格： W350×H700×W500×H700 PET製 ３ｍｍ厚

π１８００テーブル用への字型 ステン止め具式 ４人用

円卓用３面式パネル

天板からの高さH700㎜ 土台ステンレス

1卓あたり、屈曲パネル4枚立て仕様

3面飛沫対策 天板縁、クランプベースで固定
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卓上放射状型パネル

参考価格：π1600～2000テーブル併用 放射状 ステン止め具別途 ４～６人用

(π1600天板より２００ｍｍ･π1800天板より１００ｍｍプレート飛び出し｡)

中央柱：π300ｘH320スリット８ パネル：W900XH600 6枚 1テーブルあたり

※天板縁より100mm以上、パネルを出す場合、

ステンレス止め具の使用を推奨致します。

角テーブルにも対応可能
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ビュッフェテーブル用スニーズガード

参考価格：フレームレスタイプ

W1200×D500×H700

W600×D500×H700

共通仕様：曲げ加工 両端反り防止付き５０ｍｍ

PET５ｍｍ 補強幕板付き。

参考価格：スチールアングルタイプ

W1200×D500×H700

W600×D500×H700

PET３ｍｍ フレーム：スチール※塗装色選択可能。
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