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〒923－8502  石川県小松市工業団地1－93　 https://www.comany.co.jp/

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM

このカタログは、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

コマニー株式会社

販売ネットワーク 201904

●札幌営業所
　〒060-0807 札幌市北区北7条西1-1-2 SE札幌ビル8Ｆ
　TEL 011（709）３３３０　FAX 011（709）３３３５

●仙台営業所
　〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台TBビル5F
　TEL 022（766）9471　FAX 022（766）9492

●宇都宮営業所
　〒321-0924 宇都宮市下栗1-4-4
　TEL 028（651）4391　FAX 028（634）7616

●水戸営業所
　〒310-0801 水戸市桜川1-1-25 大同生命ビル9F
　TEL 029（350）5800　FAX 029（231）5317

●長野営業所
　〒380-0917 長野市稲葉南俣2504-7
　TEL 026（227）5562　FAX 026（227）6961

●東京第一営業所　●東京第二営業所
●東京第三営業所
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館11F
　TEL 03（6261）1080㈹　FAX 03（3511）5685

●横浜営業所
　〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル3F
　TEL 045（472）2771㈹　FAX 045（472）2773

●富山営業所
　〒939-8261 富山市萩原400-1
　TEL 076（421）5021　FAX 076（421）7997

●金沢営業所
　〒921-8061 金沢市森戸1-129
　TEL 076（240）2277　FAX 076（240）6077

●福井営業所
　〒918-8238 福井市和田2-2015
　TEL 0776（27）2512　FAX 0776（27）2513

●静岡営業所
　〒420-0859 静岡市葵区栄町3-9 朝日生命静岡ビル8F
　TEL 054（204）5545　FAX 054（204）5546

●浜松営業所
　〒435-0048 浜松市東区上西町1099
　TEL 053（460）6321　FAX 053（460）6323

●三河営業所
　〒444-0845 岡崎市六名南1-5-4 都築ビル2F
　TEL 0564（54）1221　FAX 0564（54）1222

●名古屋営業所
　〒452-0805 名古屋市西区市場木町390 ミユキビル4F
　TEL 052（505）6316㈹　FAX 052（505）6312

●大阪第一営業所　●大阪第二営業所
　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27F
　TEL 06（6624）8700㈹　FAX 06（6624）8720

●京都営業所
　〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町18番の2
　TEL 075（641）2002　FAX 075（641）2003

●神戸営業所
　〒652-0803 神戸市兵庫区大開通3-1-23 ミワボシビル5F
　TEL 078（577）5750　FAX 078（577）5870

●岡山営業所
　〒700-0973 岡山市北区下中野360-112
　TEL 086（244）3553　FAX 086（244）3554

●広島営業所
　〒730-0032 広島市中区立町2-27 NBF広島立町ビル12F
　TEL 082（207）1222　FAX 082（546）2100

●四国営業所
　〒761-8064 高松市上之町1-9-28
　TEL 087（865）5226　FAX 087（865）5227

●福岡営業所
　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 YAOJIセンタービル3F
　TEL 092（414）7831㈹　FAX 092（414）7837

●鹿児島営業所
　〒890-0046 鹿児島市西田2-15-14
　TEL 099（257）7300　FAX 099（256）0171

●沖縄営業所
　〒901-2104 沖縄県浦添市当山1-3-1 コーポマキ1F
　TEL 098（917）0033　FAX 098（875）0034

□特販営業本部
特販営業部 ●特販第一営業所 ●特販第二営業所
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館14F
　TEL 03（6261）1070　FAX 03（3511）5687
特販営業部 ●さいたま営業所
　〒330-0801 さいたま市大宮区土手町2-15-1 小島MNビル9F
　TEL 048（647）8830　FAX 048（647）8840

□法人営業本部
法人営業部 ●法人営業所 ●オフィス環境営業所
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館14F
　TEL 03（6261）1050　FAX 03（3511）5658
デベロッパー営業部 ●デベロッパー営業所
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館11F
　TEL 03（6261）1034　FAX 03（3511）5688

□市場開発本部
●市場開発東京一課 ●市場開発東京二課
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館14F
　TEL 03（6261）1091　FAX 03（3511）5687

□セリュール事業部
セリュール営業部 ●セリュール営業課
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館11F
　TEL 03（6261）1095　FAX 03（3511）5684

□クリーンルーム事業部
●クリーンルーム営業課
　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27F
　TEL 06（6624）8703　FAX 06（6624）8720

□F&Mソリューション事業部
Ｆ&Mソリューション推進部  ●MS営業課（東京）
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館11F
　TEL 03（6261）1040　FAX 03（3511）5693
Ｆ&Mソリューション推進部  ●ＦＳ営業課 ●MS営業課（大阪）
　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27F
　TEL 06（6624）8703　FAX 06（6624）8720
Ｆ&Mソリューション推進部  ●ＦＳ営業課 ●MS営業課（本社）
　〒923-8502 小松市工業団地1-105-2
　TEL 0761（21）6672　FAX 0761（21）1249

□医療福祉環境事業部
●東日本医療福祉環境営業課 ●パートナー営業課
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館14F
　TEL 03（6261）1045　FAX 03（3511）5687
●東海医療福祉環境営業課
　〒452-0805 名古屋市西区市場木町390 ミユキビル4F
　TEL 052（505）6191　FAX 052（505）6192
●西日本医療福祉環境営業課
　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27F
　TEL 06（6624）8704　FAX 06（6624）8720

□ショールーム
●東京ショールーム
　〒101-0065 千代田区西神田３-８-１ 千代田ファーストビル東館14F
　TEL 03（6261）1039
●大阪ショールーム
　〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27F
　TEL 06（6624）8700
●福岡ショールーム
　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 YAOJIセンタービル3F
　TEL 092（414）7831

［パーティション総合カタログ］
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○このカタログの内容は2021年6月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。第13版

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM
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あらゆる空間には、それぞれの目的に応じた使いやすさが求められます。
あらゆる場所のさまざまなご利用シーンに対応し、より創造性の高い空間づくりを実現する。
そのために私たちは、社会の成長とともに空間に求められる新しい価値と、
そこで過ごす人々の快適性を追求しています。

快 適 空 間 が 豊 か な 時 間 を 届 け ま す 。

【オフィス空間】

●小、中、高等学校、大学 ●専門学校
●養護学校 ●幼稚園、保育園

【教育施設空間】【医療施設・福祉施設空間】

●総合病院 ●福祉施設 ●高齢者施設 ●養護施設 ●庁舎、会館 ●美術館・博物館
●駅、空港 ●ホテル

●オフィス全般 ●各種工場 ●研究所

【工場施設空間】
快 適 空 間 のご 提 案

【公共施設空間】

O�ce

Hospital & Welfare Educational

Factory

Public

【素材選定】

【設 計】

【製 造】

【施工・据付け】 【物 流】

【使 用】

【回収・リサイクル】

◇エコマテリアルの使用

◇リサイクル・リユース
◇ロングライフ
　（リデュース）設計

◇廃棄物の発生抑制
◇再資源化

◇輸送効率の向上
◇配送資材・保護材のリユース◇端材発生の抑制　◇端材の再資源化

◇ロングライフ化
◇資産のリユース推進

◇徹底した
　分別減量化リサイクル

E C O
C I R C L E

【コマニーエコサークル】
循環型社会の実現を目指す

高耐震間仕切 EUP-Synchron（イーユーピーシンクロン） UD折り戸 Dear-d（ディアード）

高 耐 震 間 仕 切

製 造 段 階はもとより、回 収・リサイクルにいたるあらゆる段 階で

すべての 企 業 活 動を厳しい目でチェックしながら、

地 球 環 境 保 全 のためのさまざまな取り組みを実 践しています。

私 たちは 地 球 環 境 に 配 慮した
信 頼 性 の 高 い 商 品を 追 求して います 。

従来の常識に囚われない革新的な耐震技術の研究。

多様な人々によりそった使いやすさの研究。

産学協同研究や生活者、専門家とのコラボレーションを推進し、先進的な製品づくりに取り組んでいます。

私たちは耐震技術の革新や製品のＵＤ配慮を推進し、
より安心・安全な空間づくりに貢献しています。

【産学協同の耐震性研究】
研究成果を日本建築学会で発
表。また、「高耐震間仕切シンクロ
ン」を発売し、お客様の安心・安
全空間づくりに貢献しています。

【トイレ空間のＵＤ研究】
フィールドワークを重視し、生活者
や障害者団体の協力を得て、使
いやすい製品づくりを進めていま
す。また、オールジェンダー配慮トイ
レの研究にも取り組んでいます。

01 02

あらゆる空間には、それぞれの目的に応じた使いやすさが求められます。
あらゆる場所のさまざまなご利用シーンに対応し、より創造性の高い空間づくりを実現する。
そのために私たちは、社会の成長とともに空間に求められる新しい価値と、
そこで過ごす人々の快適性を追求しています。

快 適 空 間 が 豊 か な 時 間 を 届 け ま す 。

【オフィス空間】

●小、中、高等学校、大学 ●専門学校
●養護学校 ●幼稚園、保育園

【教育施設空間】【医療施設・福祉施設空間】

●総合病院 ●福祉施設 ●高齢者施設 ●養護施設 ●庁舎、会館 ●美術館・博物館
●駅、空港 ●ホテル

●オフィス全般 ●各種工場 ●研究所

【工場施設空間】
快 適 空 間 のご 提 案

【公共施設空間】

O�ce

Hospital & Welfare Educational

Factory

Public

【素材選定】

【設 計】

【製 造】

【施工・据付け】 【物 流】

【使 用】

【回収・リサイクル】

◇エコマテリアルの使用

◇リサイクル・リユース
◇ロングライフ
　（リデュース）設計

◇廃棄物の発生抑制
◇再資源化

◇輸送効率の向上
◇配送資材・保護材のリユース◇端材発生の抑制　◇端材の再資源化

◇ロングライフ化
◇資産のリユース推進

◇徹底した
　分別減量化リサイクル

E C O
C I R C L E

【コマニーエコサークル】
循環型社会の実現を目指す

高耐震間仕切 EUP-Synchron（イーユーピーシンクロン） UD折り戸 Dear-d（ディアード）

高 耐 震 間 仕 切

製 造 段 階はもとより、回 収・リサイクルにいたるあらゆる段 階で

すべての 企 業 活 動を厳しい目でチェックしながら、

地 球 環 境 保 全 のためのさまざまな取り組みを実 践しています。

私 たちは 地 球 環 境 に 配 慮した
信 頼 性 の 高 い 商 品を 追 求して います 。

従来の常識に囚われない革新的な耐震技術の研究。

多様な人々によりそった使いやすさの研究。

産学協同研究や生活者、専門家とのコラボレーションを推進し、先進的な製品づくりに取り組んでいます。

私たちは耐震技術の革新や製品のＵＤ配慮を推進し、
より安心・安全な空間づくりに貢献しています。

【産学協同の耐震性研究】
研究成果を日本建築学会で発
表。また、「高耐震間仕切シンクロ
ン」を発売し、お客様の安心・安
全空間づくりに貢献しています。

【トイレ空間のＵＤ研究】
フィールドワークを重視し、生活者
や障害者団体の協力を得て、使
いやすい製品づくりを進めていま
す。また、オールジェンダー配慮トイ
レの研究にも取り組んでいます。



03 04

グリーン購入法適合商品

不燃 不燃材料（建築基準法による）として使用可能なパネルをご用意している商品 耐火 耐火構造間仕切

エコマーク エコマーク認定商品 キッズデザイン賞受賞商品キッズ対象マーク

コマニーでは、多彩な商品を取り揃えています。専門メー
カーならではの豊富な商品体系で、建築ニーズにお応え
します。

設計→生産→施工→メンテナンスの一貫システムによっ
て、あらゆるご要望に徹底対応。「正確」「迅速」「安心」の
すべてをきわめた総合技術力が、快適空間を創造します。

きめ細かな日常活動の中から、お客様のニーズを的確
に把握。営業・開発・生産部門のシステマティックな連
動体制で、よりよい商品づくりに反映させています。

移動パーティション

ニーズに合った商品開発 設計からメンテナンスまで、
一貫したシステムでお応えします。 【単品カタログのご案内】

仕様・寸法・性能などの詳細につきましては、
各種単品カタログをご用意しております。
当社、営業所までご照会ください。

豊富な商品バリエーション

快適環境のあらゆるニーズに対応するコマニーの商品 ［  商品ラインナップ  ］

カラーアンドローパーティション Ｃ＆L 19

カラーアンドローパーティション C＆L-F 19

ポルティア ＰOR 19

スパンドスクリーン ＳＳ 20

スイット SUT 21

ドライビングパネル60S（65ｍｍ薄型・高遮音タイプ） DP-60S 22

ドライビングパネル80（80ｍｍ高遮音タイプ） DP-80 22

ドライビングパネル50（軽量・薄型タイプ） DP-50 23

ドライビングパネル30（簡易タイプ） DP-30 23

オープンスクール用移動パーティション DOS 23

大型ドライビングパネル100（117mm大型タイプ） CASD-S100A／CASD-S100B 24

大型ドライビングパネル120（126mm大型タイプ） CASD-S120A／CASD-S120B 24

ガラスムーブスクリーン GMS 24

【ハイパーティション】

【ローパーティション】

ローパーティション

衝立・スクリーン

軽量移動パーティション

【移動パーティション】

【性能試験】衝撃性能・耐震性能・遮音性能・吸音性能･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 39～40

一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

シンクロン 高耐震間仕切グッドデザイン賞受賞商品

用
途
別

スクールパーティション

収納ルーム

サーバールーム

工場用ルーム

アルミパーティション

カラーアンドホワイト-シンクロン／ C&W-Synchron／ 
カラーアンドホワイト50-シンクロン C&W50-Synchron 

13

スパンドライン-シンクロン／ SL-Synchron／ 
パポライン-シンクロン　　　　　　　　　　　　　 PL-Synchron 14

スパート SPart 15

ファクトリーブース FB 16

まもっ太郎 FB-T 17

トランクルームパーティション TR-A 18

サーバーブース SB 18

スチールパーティション

イーユーピー-シンクロン EUP-Synchron 06

スパンドウォール-シンクロン SＷ-Synchron／SＷ-T 07

メイクアップパーティション-シンクロン MUP-Synchron 08

片面化粧パネル CW-K／CW-T 09

スタイルアップパーティション SUP 10

ブリディア BD 11

コウシ KOS 12

一般名称 商品名 商品記号 掲載ページ

ガラスパーティション

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃 キッズ

不燃

不燃

不燃

シンクロン

シンクロン

シンクロン

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃

耐火

シンクロン

不燃 シンクロン

シンクロン

シンクロン

シンクロン

対象マーク

【クリーンルーム】
一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

クリーンルーム クリーンルーム パーティション CR 29不燃

トイレブース

オフィス向け

公共施設向け

環境対応商品

学校向け

ベーシック
シリーズ

【トイレパーティション】
一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

クリーンブース CB 25

クリーンブース グレードエス（表面一体仕上げ） CB-GS 26

クリーンブース ファイン（パネル同色塗装仕上げ） CB-F 26

クリーンブース ウッデコ（シート工場貼仕上げ） CB-VW 26

クリーンブース ブイティ（シート現地貼仕上げ） CB-VＴ 26

クリーンブース（堅牢タイプ） CB-K 27

クリーンブース30（パーティクルボードタイプ） CB-30 27

エンゼルブース（園児用） CB-A 27

ディアード（CB付タイプ） ̶ 28

クリーンブース レスク（不燃タイプ） CB-RS 28

ソリッドパネルタイプ CB-Ｓ 28

シャワーブース SHB 28

クリーンブースAR　FSC認証 CB-FSCAR 25

キッズ

不燃

エコマーク

【吊戸・鋼製建具】
一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

パーティション付
躯体付

吊　戸

折り戸

鋼製建具

HDシリーズ（自閉式） HD 30～31

メイクアップ スライドドア（自閉式） MSD 32

イーアシストドア（自動） EAD 32

ディアード（躯体付タイプ） DRD 33

軽量スチールドア LSD 34

スチールドア SD 34

 ̶ 34

躯体付

軽量スチールドア
（避難安全検証法対応 防火設備）

【その他】
一般名称 商品名 商品記号 対象マーク 掲載ページ

その他

スモットエックス（分煙ユニット） Smot 35

キャプス ̶ 35

キューパネ QP 35

リモートキャビン RC 36

スマートキューブ（携帯電話用ブース） SQ 36

シースタイル CS 37

ヘルスブライトエボリューション（抗菌・抗ウイルスコーティング） HBE 37

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃
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［コマニー 商品ラインナップ］

パネル
 表面材 カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

ガラス部
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材

 適用ガラス厚 3ｍｍ～6.8ｍｍ
 ガスケット 硬・軟質塩化ビニール

ドアパネル
 表面材 カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板

 充填材 ペーパーコア
笠木  アルミニウム合金押出形材
スタッド  溶融亜鉛メッキ鋼板
巾木  

冷間圧延鋼板／ステンレス鋼板
床レール  

【EUP仕様】

※試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。現場における施工後の遮音性能
　については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）によって変化します。

パネル見込厚 60mm

遮音性能 ■ 33.4dB（500Hzの値）…標準仕様（C.Pタイプ）

吸音性能 ■ 吸音パネルを設定

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

●不燃性、遮音性、耐震性までオフィスに求められる様々な条件を
　短納期でお届けします。

●徹底した生産体制と標準化により、コストパフォーマンスを向上
　させました。

●オフィスのコミュニケーションに適したプロジェクターパネルも
ご用意しています。

イーユーピー-シンクロン  EUP-Synchron
［  スチールパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

レンタルオフィスにリノベーションし、多様な働き方に対応。 ガラスパネルで明るく開放的な空間に。

白のパネルと鮮やかな色のシート貼りで爽やかなミーティングルームに。

確かな基本性能を備え、内装不燃化に対応する、
オフィス向けパーティション。
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●多様なパネルタイプとその組み合わせにより、機能的でオリジナ
　リティのある空間を作ります。

●洗練されたカラーバリエーションを豊富にラインナップ。多彩な
　演出を可能にします。

●ガラスとパネルの構成により、理想的な視線コントロールや集中
　業務への配慮、および開放感や採光性を実現します。

お客様のスタイルに合わせてご提案する
デザイン性豊かなオフィス向けパーティション。

遮音性能 ■ 34.3dB（500Hzの値）…標準仕様（C.Pタイプ）
　　　　 　 46.7dB（500Hzの値）…中空層にグラスウールを充填

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

［80mm］

80mm

ガラスの質感を活かした「スルーガラスドア」。 

パネル見込厚 60mm

※ガラス厚により、ガラスサイズの制限があります。

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

ガラス部
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材

 適用ガラス厚 3mm～12mm ※
 ガスケット 硬・軟質塩化ビニール

ドアパネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 充填材 ペーパーコア
笠木（外笠木仕様）  アルミニウム合金押出形材
天井レール（内笠木仕様） 
スタッド  

溶融亜鉛メッキ鋼板
巾木  
床レール  

【MUP仕様】

取扱可能商品 ■ EUP-Synchron、SW-Synchron、MUP-Synchron、BD

※Ｆ☆☆☆☆等級品、不燃材料の個別認定品

 表面材 オレフィンシート貼り
ドア本体 裏面材 不燃板（酸化マグネシウム板 t3.0）※
 小口材 大手材（同柄化粧シート）
ガラス部 ガラス窓 強化ガラス飛散防止フィルム貼り

【デザインドア仕様】

意匠や機能美を極めたオフィス向け
木製ドア。 

●様々な仕上げとデザインの組合せで、スチールドアでは実現が
　難しい高級感のあるドアを可能にしました。

●ドアパネルバリエーション、木目柄バリエーションを豊富にご用意
　しています。

●標準ロックを電気錠にすれば、セキュリティ面を強化できます。

オプション
■デザインドア

※試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。現場における施工後の遮音性能
　については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）によって変化します。

メイクアップパーティション-シンクロン MUP-Synchron
［  スチールパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●ビルの高層化に伴う不燃性・耐震性への要求に応えると共に、
　遮音性にも優れています。

●パネルは表裏分割構造になっていますから、中空部を利用して
　配線・配管工事が簡単に行えます。

●比較的容易に機能をアップできる構造です。遮音性や断熱性、
　または吸音性の向上に対応可能です。

メンテナンスや性能アップが容易な合理的構造。
機能と安全を第一に考えた分割パネル式パーティション。

大壁意匠で、すっきりとしたデザイン。

腰上ガラスのタイプで、室内外の一体感を損なわない明るく開放された空間。

防火区画に対応した耐火構造間仕切。

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板／カラー鋼板

 裏打材 石膏ボード

ガラス部
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材

 適用ガラス厚 3ｍｍ～6.8ｍｍ
 ガスケット 硬・軟質塩化ビニール

ドアパネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板／カラー鋼板

 充填材 ペーパーコア
笠木（外笠木仕様）  アルミニウム合金押出形材
天井レール（内笠木仕様） 
スタッド  

溶融亜鉛メッキ鋼板

巾木  
床レール  

冷間圧延鋼板

【SW仕様】

 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
パネル 裏打材 石膏ボード
 充填材 ロックウール
笠木  溶融亜鉛メッキ鋼板
天井桟  

ケイ酸カルシウム板
床桟  
巾木  

溶融亜鉛メッキ鋼板
床レール  
スタッド  ケイ酸カルシウム板　

【SW-T仕様】

SW-T（耐火構造間仕切）

SW-Synchron

遮音性能 ■ 34.3dB（500Hzの値）…標準仕様（C.Pタイプ）
　　　　 　 46.7dB（500Hzの値）…中空層にグラスウールを充填

吸音性能 ■ 吸音パネルを設定

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

耐火構造間仕切

スチールパーティションSW
シリーズ

SW-Synchron

SW-T

80mmパネル見込厚

※試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。現場における施工後の遮音性能について
　は、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）によって変化します。

スパンドウォール-シンクロン SWシリーズ
［  スチールパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

80mmパネル見込厚

耐火性能 ■ 国土交通大臣認定　間仕切壁（非耐力壁）1時間 FP060NP-0315

カラフルな色彩のブロック意匠により、壁面にありがちな閉塞感や無機質さを解消。

環境にやさしいエコ素材で、天然木の質感を再現。
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ドア（フルドア）はオーダー仕様

ガラスとパネルが作る開放感と安心感。
美しさと強さをあわせもつ次世代パーティション。

ドア（フルドア）はオーダー仕様

●ガラスとスタイリッシュなパネルで洗練された空間を演出します。

●大地震の地震波で検証し続けてきた高耐震間仕切り。安心・安
全の室内空間をご提供します。

●パネルは、アクセントカラーや立体感のあるデザイン表装いここち
などからもお選びいただけ、ご要望に合った空間づくりが可能です。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

［  ガラスパーティション  ］

【SUP仕様】
ガラス ※1 ガラス t10～12mm
 

表面材
 溶融亜鉛メッキ鋼板

パネル  カラー鋼板
 裏打材 石膏ボード
 

表面材
 溶融亜鉛メッキ鋼板

ドアパネル  カラー鋼板
 充填材 ペーパーコア
ドア枠  冷間圧延板
ガラス枠  アルミニウム合金押出形材

ポスト
  アルミニウム合金押出形材

  溶融亜鉛メッキ鋼板
スタッド  溶融亜鉛メッキ鋼板
笠木・巾木  溶融亜鉛メッキ鋼板
ロック ※2  LA50-1ST BS64（美和ロック）
ドアクローザ  S-21PL（リョービ）
丁番 ※3  SD-3384B（キンマツ）2枚吊り
フランス落し  RB-007（リョービ）

※1.ガラス厚により対応可能範囲が異なります。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。
※2.ご指定ロックの取り付けができます。別途ご相談ください。
※3.丁番3枚吊り、ピボットヒンジ仕様も承ります。別途ご相談ください。

スタイルアップパーティション SUP
詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

伸びやかな吹き抜け空間の壁面に凛とした印象を与えるスチールパネル。

●空間内での意匠合わせや各フロアーごとの色分けなど、美しい
　仕上がりでイメージに合った空間づくりが可能です。

●エレベーターホール、通路などでご活用いただいています。

空間のグレード感を高める高意匠パネル。
建物コア部の統一感とイメージアップにご活用ください。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

CW-K（一般仕様）

●壁面仕上げからライニング部、洗面ユニット部の化粧カバーに
　いたるまで、同意匠に仕上げることができます。

●建物のコア部分と仕上げを同一にすることで、統一感のある
　空間を構成できます。

CW-T（トイレ内仕様）

多くの人が集まるエレベータースペースの壁面を機能的かつ清潔にデザイン。

壁面部分とブースの意匠を合わせて清潔感のある空間に。

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

点検扉パネル
 表面材 

 裏面材 
溶融亜鉛メッキ鋼板

天井レール  
スタッド  
床レール  ステンレス鋼板

【CW-T仕様】

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

点検扉パネル
 表面材 

 裏面材 
天井レール  溶融亜鉛メッキ鋼板
スタッド  
床レール  

【CW-K仕様】

片面化粧パネル CWシリーズ
［  スチールパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。
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クリエイティブな発想が次 と々生まれる、
コミュニケーションを活性化させる空間を創る
新・パーティション。

［  ガラスパーティション  ］

●住宅のリビングスペースのような、快適でカジュアルな空間を
　創りだす、新しい価値を持ったパーティションです。

●空間を面で遮断するのではなく、”結界”のように雰囲気や領域
　の変化を人の感性に訴えます。

●格子状に組み合わせたデザインフレームに、ガラスやパネルを組
　み合わせて構成します。　
●パネルの表面材はスチール鋼板を使用しており、シャープな空
　間を演出します。

コウシ ＫＯＵＳＨＩ

 
表面材

 溶融亜鉛メッキ鋼板
パネル  （塗装仕上）
 充填材 不燃処理コア
 

ガラス枠材
 アルミニウム合金押出形材

ガラス部
  （F10色：塗装仕上）

 適用ガラス厚 5mm～8mm
 ビート TPE（ブラック、ホワイト、グレー）
 

表面材
 溶融亜鉛メッキ鋼板

ドアパネル
  （塗装仕上）

 充填材 ペーパーコア
 ガラス厚 5mm～6mm
笠木  溶融亜鉛メッキ鋼板

スタッド
  アルミニウム合金押出形材

  （F10色：塗装仕上）
巾木  

溶融亜鉛メッキ鋼板
床レール

【KOUSHI仕様】

［シングルガラス連装］ガラスの活用により自然光を取り入れた明るい空間。 ［ツインガラス連装］ビューチェンジガラスを採用し、プライバシーを確保した開放的な空間を演出。

開放的な空間を演出する
シャープなデザインのガラスパーティション。

[ツインガラス連装]意匠性に優れたガラスパーティションで、洗練された空間に。

デザインディテール

●ガラス本来の美しさを引き出すために、フレームデザイン、コー
　ナー部の仕上がりにこだわりました。

●ツインガラスタイプは、ガラスの二重構造によって遮音性を高め
　ることができます。

●様々な用途に応じたガラスタイプをご用意しております。

●地震への安心・安全が高まるシンクロンタイプ（オプション）が
　対応可能です。

パネル見込厚 80mm

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

［  ガラスパーティション  ］

ガラス部
 ツインガラス連装 各種ガラス10mm

 シングルガラス連装 各種ガラス10～12mm

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

ドアパネル 表面材 
（60mm厚） 補　強 

溶融亜鉛メッキ鋼板
ドアパネル 表面材 
（40mm厚） 補　強 
ガラス枠  
ポスト  アルミニウム合金押出形材
中間枠  
スタッド  

溶融亜鉛メッキ鋼板
笠木・巾木  
ドア枠  冷間圧延鋼板

【BRIDIA仕様】

ブリディア BD
詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

片寄せシングルガラス連装（テープジョイント）

シングルガラス連装（ジョイント材）

シングルフレームガラス

ツインガラス連装（シリコンシーリング）

ツインフレームガラス

シングルガラス ツインガラス

※ガラス連装のガラスジョイント部は、テープ
ジョイント、シリコンシーリング、ジョイント材
の3タイプあります。
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【分割ポール構造による、優れた可動性・経済性】

SL-
Synchron

PL-
Synchron

SL-Synchron 【42角ポール仕様】

【50角ポール仕様】PL-Synchron

アルミ
間仕切

●主要部材の規格化により、短納期での対応が可能です。

●分割ポールの採用で可動性に優れ、レイアウト変更・移設やドア
　の追加などが容易に行えます。

●カラー鋼板と不燃処理コアを組み合わせた不燃タイプのパネルも
ご用意しています。

工場やオフィスの変化に柔軟に対応する
経済性に優れたアルミパーティション。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-4115

天井が高く複雑な構造の工場内でもオフィススペースを確保。（PL）

パネル
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

 充填材 ペーパーコア ※

ガラス部
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材

 適用ガラス厚 3ｍｍ～6.8ｍｍ
 ガスケット 硬・軟質塩化ビニール

ドアパネル
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

 充填材 ペーパーコア
笠木  
ポール  

アルミニウム合金押出形材
巾木  
床レール  

【SL・PL仕様】

スパンドライン-シンクロン SL-Synchron／パポライン-シンクロン PL-Synchron
［  アルミパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

※不燃タイプの場合は不燃処理コアを使用。

（PL） （SL）

多彩なパネル色で個性的な空間をつくる、
不燃アルミカラーパーティション。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-4115

フレームにブラックを使用することで、空間が引き締まった印象に。（C&W50）

カラーアンドホワイト-シンクロン Ｃ＆Ｗ-Synchron／Ｃ＆Ｗ50-Synchron
［  アルミパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●施工性の良さ、納期対応力、優れたコストパフォーマンス、不燃性は
　そのままに意匠性をプラスしました。

●豊富なパネルカラーをラインアップ。フレーム色もホワイトとブラック※
　からお選びいただけます。
　※ブラックフレームは、C&W50-Synchronのみ

●４段積みタイプで、ガラスとの組み合わせも様々。思い通りのイメージ
　を演出します。

パネル
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

 充填材 不燃処理コア
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材
ガラス部 適用ガラス厚 ３mm～６mm
 ガスケット 硬･軟質塩化ビニール

ドアパネル
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

 充填材 ペーパーコア
笠木
ポール 

 アルミニウム合金押出形材
巾木
床レール

【Ｃ＆Ｗ／Ｃ＆Ｗ50 仕様】

ドアの色を変えて、部屋の識別がしやすいように工夫。　※ドア部カットシートは別途工事



15 16

FB

FB-PL-Synchron

FB-SW-Synchron
不燃・遮音

不燃・遮音

FB-3D［大型FB］ 最大15m×15mに対応

●現場内事務所、休憩室、検査室や倉庫などを、工場内の
　スペースに合わせて手軽に設置できます。

●遮音性・断熱性に優れたタイプなど、用途や環境条件に
　よって、最適なタイプが選べます。

●地震への安心・安全が高まるFB-PL-Synchron/FB-SW- 
Synchronは、大学との共同研究を通じて高い耐震性を実現
しています。既設ファクトリーブースへの耐震化は、後付け装
備可能なシンクロン外付金具仕様で対応可能です。

工場内に天井付の独立した部屋を確保。
豊富なサイズ・バリエーションで
最適なスペースを提供します。

遮音性に優れたスチール不燃タイプ。 （室外） （室内）

ファクトリーブース FB
［  工場用ルーム  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

※1：タイプにより天井部の仕様が異なります。
※2：オプションにて天井を化粧グラスウール仕様にすることも可能です。CHは2905mmとなります。

【FB仕様】

パネル仕様天
井
部

壁

　部

M
A
X
寸
法

梁材

パネル厚

パネル仕様

ポール径

目地巾

意匠

間口（芯-芯）

奥行（芯-芯）

CH

FB-PL-Synchron
鋼製

フラッシュパネル ※2

鋼製
フラッシュパネル

角パイプ

36mm

50mm

ー

5448mm

8172mm

真　壁

FB-SW-Synchron
鋼製

フラッシュパネル ※2

石膏ボード裏貼り
鋼板パネル

角パイプ

80mm

ー

12mm

5400mm

8100mm

3000mm

大　壁

FB-3D
化粧石膏ボードt9

（建築工事）

石膏ボード裏貼り
鋼板パネル

角パイプ・トラス梁

80mm

ー

12mm

15000mm

15000mm

3000mm

大　壁

※１

※１

SPart
シリーズ

SPart-Sタイプ

SPart-Eタイプ SPart-Wタイプ

スパート SPartシリーズ
［  スクールパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●将来の教室等の増改築やメンテナンス対応が容易な「溶接レス工法」です。

●未来を託す子供たちにふさわしい生活空間を演出するデザインパネ
ルと豊富なオプションをご用意しています。

●地震への安心・安全が高まるシンクロンタイプ（オプション）が一部
商品で対応可能です。

●学校施設の木質化に最適な木製学校間仕切SPart-Wで、子ども
たちの快適性の向上がはかれます。

将来の学級数の変動や学習内容・学習形態等の
変化に柔軟に対応する「溶接レス工法」を
採用した学校間仕切シリーズです。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212（ SPart-S ・ SPart-A ）
 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-4115（ SPart-E）
 　 ※不燃処理コア充填の場合（オプション）

パネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 裏打材 石膏ボード

ガラス部
 ガラス枠材 アルミニウム合金押出形材

 適用ガラス厚 3mm～12mm
 ガラス押え コーキング

ドアパネル
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板

 充填材 ペーパーコア
天井レール  
スタッド  

溶融亜鉛メッキ鋼板
巾木  
床レール  

【SPart-S、SPart-A仕様】

SPart-S
これまでにない教室を実現できる新しい
学校間仕切

SPart-A
ベーシックなバリエーションを備えた学校間仕切

SPart-E
公立学校で広く採用されるポピュラーな
学校間仕切

SPart-W
天然の木材を活用した木製学校間仕切

SPart-Aタイプ

※23000mm※2
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SB

ハイパーティションタイプ

スタンドタイプ

●必要な部屋数、通路スペース、その他ニーズに対応可能です。

●シンプルで合理的な構造の組立式です。現場管理の手間もかからず
　トータルコスト低減に貢献します。

●標準仕様と不燃仕様の2種類があります。

現場管理が容易で大幅に工期短縮。
組立式トランクルーム用パーティションです。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-4115

トランクルームパーティション TR-A
［  収納ルーム  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

ランマ部にメッシュタイプを採用。

●パネル部はワイヤーメッシュで構成。サーバーの放熱を妨げません。
　（特許取得済）
●視界を遮らず、外部からの侵入を妨げ、情報の流出や破壊から守ります。
●スタンドタイプは床打ちアンカーで固定され、地震などによる倒壊を
　防ぎます。
●大がかりな工事は不要。低コストでセキュリティ対策が実現します。

短工期で強固に保守・管理。
セキュリティが求められるITの心臓部を守ります。

サーバーブース SB
［  サーバールーム  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

搬入用の開口部。（親子ドア）

パネル メッシュ部 φ3.2ｍｍ 網目（ピッチ）50ｍｍ（塗装）

ドアパネル
 表面材 冷間圧延鋼板

 エッジ アルミニウム合金押出形材

部　材 
ポール 

 巾木・床レール アルミニウム合金押出形材
 笠木・天桟 

【SB仕様】

【TR-A仕様】

パネル
 表面材 カラー鋼板／亜鉛処理鋼板

 充填材 ペーパーコア ※

ドアパネル
 表面材 カラー鋼板／亜鉛処理鋼板

 充填材 ペーパーコア
ポール  

アルミニウム合金押出形材
巾木・床レール  

ランマ部
 メッシュタイプ φ3.2 網目（ピッチ）50ｍｍ（塗装）

　 アルミ中間材タイプ アルミニウム合金押出形材

天井部
 笠木・天桟タイプ アルミニウム合金押出形材

　 オープンアジャスタータイプ ABS樹脂

※不燃タイプの場合は不燃処理コアを使用。

工場内の倉庫や休憩室に最適。
「防火区画」対応多目的ルーム。
近年では、工場内の休憩室等は生産ラインではなく居室と判断され、
防火区画にすべきと考える自治体、消防署が増えています。
防火区画が求められる工場にも対応可能です。
※設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。

まもっ太郎 FB-T
［  工場用ルーム  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

フレームタイプ：両開き戸を採用することで、大きな機材の出し入れも可能。

パネルタイプ フレームタイプ

●工場生産された部材を現場で組み立てる方式ですので、短期間で
設置可能です。　

●部屋の移設や利用人数の変化に応じたルームサイズの変更にも
比較的容易に対応可能です。

●天井・壁パネルは、防火性はもちろん、断熱性、遮音性などに優れて
います。

FB-T

スチール不燃タイプ【FB-T仕様】

※ オプションにより、7,050まで対応可能です。
注）天井（床）上部には人が乗ったり、物を載せないでください。

7,690
19,590

4,000

5,250 ※
9,950
3,000

9,490
19,590

4,000

□-125×125×t3.2 － □-100×100×t2.3（タイプ1）
□-125×125×t3.2（タイプ2）

１時間耐火認定
特定防火設備

1時間耐火例示仕様 1時間準耐火例示仕様

耐火 天井（床）タイプ パネルタイプ フレームタイプ

特徴

・倉庫での異種用途区
画にも提案可能

・１時間耐火性能の壁・
床で構成

・耐火建築物内での防
火区画要求にも提案
可能

・室内に柱が見えない
スッキリした意匠

・組立式なので短工期
（30床m2で約1日）
・加振試験により耐震性

確認

・フレーム構造により大
きな間口でも対応可能

・組立式なので短工期
（100床m2で約4日）
・最も一般的な構造で

強度面の信頼性が高
い

窓（FIX）
引き戸
開き戸

○
○
×

○
○
○

○
○
○

天井（床）パネル
壁パネル
建具

間口寸法
桁行寸法
室内ＣＨ

柱サイズ

耐火仕様

ブース寸法（最大室内寸法 mm）

建具設定

【耐火建築物における防火区画に対応】

耐火 天井（床）タイプ
耐火建築物内や倉庫へ設置可能

【準耐火建築物における防火区画に対応】

経済的で、鉄骨(柱)が無いのでオペレーション室に最適

パネルタイプ

鉄骨で強度を確保。測定室や設備を囲う場所に最適

フレームタイプ
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工場内で通路の安全を確保します。移動も簡単なため、生産ラインの変更にも容易に対応。

【SS仕様】
パネル（厚さ40ｍｍ） 　　
ポール（径42ｍｍ×42ｍｍ） 　　

スチール
ドアパネル（厚さ32ｍｍ） 　　
トップフレーム 　　
ブラケットカバー 　　ABS樹脂製

■幅モジュール

■高さモジュール
（　）内は実寸法
［単位：mm］

450W 600W 750W 800W 900W 1200W 1500W

1200H（1230）

1800H（1830）

1500H（1530）

2100H（2130）

手軽に設置でき、移動も簡単。
自立から連結したレイアウトまで
幅広く対応できます。

●幅・高さのモジュールが多様。L字、十字、T字など、さまざまにセットアップ
　できます。

●工場内のラインや動線の明確化、安全性の確保にも効果を発揮し、
　休憩室、更衣室にも自由に展開でき、安全性、快適性をアップします。

●オフィス内に、応接・打ち合わせのための独立コーナーを設けたり、
　執務ゾーンと通路の区別、各セクションに仕切ることで、業務への集中
　を助けます。

スパンドスクリーン  SS
［  衝立・スクリーン  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

グリーン購入法に適合している
ことを示します。JOIFA（一般社
団法人日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再生材を
使用しています。●パネルカラーは40種類。フレームカラーは標準の白と、他2種類。

　カラーバリエーションも豊富にご用意しました。

●標準のアクセントカラーや木目調に加え、オプションのプロジェクター
パネル等、用途や目的に合わせてお選びいただけます。

●不燃タイプのC&L typeFもご用意しました。

企業のブランドイメージをスタイリッシュに
演出するスチールタイプのローパーティション。

グリーン購入法に適合している
ことを示します。JOIFA（一般社
団法人日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再生材を
使用しています。

FPT13（腰上ガラス）

カラーアンドローパーティション  Ｃ＆Ｌ／C&L typeF
［  ローパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

不燃性能 ■ 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-4115

●カラーデザインバリエーションは、クロスタイプの全208種類、フレー
ムカラーは標準のシルバーと他2種類からお選びいただけます。

●目的や用途にあわせて、C&L／C&L typeF 同様、パネル幅・高さ
ともに豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

●シルバーカラーのシンプルなエッジデザイン。クロスパネルをシャープ
　に際立たせます。

豊富なカラーパターンで空間を彩る
クロスタイプのローパーティション。

PD9134

ポルティア  POR
［  ローパーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

グリーン購入法に適合している
ことを示します。JOIFA（一般社
団法人日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再生材を
使用しています。

オプションツール

カウンター天板カウンタートップ

■カウンタートップ・カウンター天板
カウンター天板・カウンタートップを取り付けることで、空間の利便性が広がります。

エントランスや受付、リフレッシュルームなど用途は多彩。さまざまなプランにあわせた

空間づくりが可能になります。
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■キャスタータイプ
ひとりで集中する、少人数でアイデアを詰める、大人数で会議を行うなど、自由に

移動できるキャスタータイプなら、業務内容に応じた空間へすぐに展開が可能です。
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DP-60S（パネルタイプ）

DP-80（ガラスタイプ・ツイン）

DP-80（80mm高遮音タイプ）

ドライビングパネル  DPシリーズ

遮音性能［パネル単体］ ■ DP-80(パネルタイプ）………56.6dB（500Hzの値）
※試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。現場における施工後の遮音性能
　については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）によって変化します。

●パネルとガラスの組み合わせで、SW、BDとの意匠合わせも可能です。
●遮音性があり、オフィスの会議やミーティングルームに最適です。

DP-60S（65mm薄型・高遮音タイプ）

DP-60S（パネルタイプ）

DP
シリーズ

薄型・高遮音タイプ
DP-60S
・パネルタイプ
・ガラスタイプ（シングル）

軽量・薄型タイプ DP-50

高遮音タイプ
DP-80
・パネルタイプ
・ガラスタイプ（シングル・ツイン）

オープンスクール用 DOS

簡易タイプ DP-30

展示用タイプ

大型・遮音タイプ 大型ドライビングパネル

遮音性能［パネル単体］ ■ DP-60S（パネルタイプ）………54.0dB（500Hzの値）
※試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。現場における施工後の遮音性能
　については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）によって変化します。

●ガラスタイプも標準設定。ワークスタイルに合った空間を演出します。
●場所をとらない薄型で、操作性にも優れ、収納スペースが節約できます。

［  移動パーティション  ］

■パネル
　バリエーション

パネルデザインは、
1段、2段、3段、4段
の4タイプ

■パネル表面材 中空ポリカーボネイト仕様（t=10mm）

※その他、ポリカーボネイト板、スチール塗装、エココート鋼板
　（木目調）もご用意しています。

■フレームカラー

F30（標準）

パネルタイプは標準パネルとピポットパネルの2タイプ
※ピポットパネルとは、出入り口として使用可能な手動回転パネルです。

必要なときに、すばやく移動して
スペースを有効に使いたい。
そんな想いを実現する、
やさしさを追求した移動パーティションです。

●ユニバーサルデザインの観点から、フレームは手にやさしいフォルム
に仕上げました。

●キャスターでパネルを支える方式を採用することで、天井への負担
軽減を実現し、大掛かりな天井補強工事を不要にしました。

中空ポリカーボネイトとスチール塗装を組み合わせたパネルで適度に開放感をコントロールできます。

スイット  Suitto
［  軽量移動パーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

2段1段 4段3段

※1段タイプは、スチール塗装、エココート鋼板のみ可能です。

【DP-80仕様】 パネルタイプ ガラスタイプ（シングル・ツイン）
　　　　最大高さ（CH）
　　　　最大パネル幅（W）
　　　　パネル厚
　　　　パネル
　　　　フルガラス

　　　　
面材

　　　　裏打材 
　　　　JNTゴム・圧接ゴム
ガラス枠 
圧接装置
ランナー 注)

レール

　　　　　　　　
　　　　　　　　

  シングル 30ｋｇ/m2　 　 ツイン 47ｋｇ/m2

  

溶融亜鉛メッキ鋼板・アルミニウム合金押出形材

　　　　
　　
　　

　　　  －
　　　　　溶融亜鉛メッキ鋼板
　　　　　石膏ボード
　　　　　塩ビ（PVC）・TPE
　　　　－
　　　　　ワンタッチ圧接 ＋ 回転ハンドル式圧接装置
　　　　　X-2型（クロス走行方式）
　　　　　アルミニウム合金押出形材

注）パネル1枚当りの荷重150kgを超える場合は、X-3型になります。

●国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212

●国土交通大臣認定　不燃材料 NM-3212
【DP-60S仕様】 パネルタイプ ガラスタイプ（シングル）
　　　　最大高さ（CH）
　　　　最大パネル幅（W）
　　　　パネル厚
　　　　パネル
　　　　フルガラス

　　　　
面材

　　　　裏打材 
　　　　JNTゴム・圧接ゴム
ガラス枠 
圧接装置
ランナー 注)

レール

　

  

溶融亜鉛メッキ鋼板・アルミニウム合金押出形材

　　　　　　　4000ｍｍ

　　　　　　　65ｍｍ

　　　  －
　　　　　溶融亜鉛メッキ鋼板
　　　　　石膏ボード
　　　　　塩ビ（PVC）・TPE
　　　  －
　　　　　ワンタッチ圧接 ＋ 回転ハンドル式圧接装置
　　　　　X-2型（クロス走行方式）
　　　　　アルミニウム合金押出形材

注）パネル1枚当りの荷重150kgを超える場合は、X-3型になります。

寸法

重量

パネル

寸法

重量

パネル

5000ｍｍ
1180ｍｍ

　　　　　　　 　　  80ｍｍ
36～47ｋｇ/m2

4000ｍｍ
1200ｍｍ

－

1200ｍｍ

－
28ｋｇ/m2

1180ｍｍ

30～39ｋｇ/m2
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移動時のパネル操作が容易。素早くレイアウトを変えたい場所に最適。

クロス貼り仕様でインテリア性を高めた採用例。パネルが軽量で移動も楽々。

【DP-50仕様】

寸法

 最大高さ（CH）  3000ｍｍ
 最大パネル幅（W） 1200ｍｍ
 パネル厚 48ｍｍ（エッジ見込厚52ｍｍ）

 パネル重量 13～16ｋｇ/m2

パネル

 面材 溶融亜鉛メッキ鋼板／木質面材／ポリエステル化粧板仕上げ
 充填材 ペーパーコア  
 エッジ アルミニウム合金押出形材
 JNTゴム・圧接ゴム 塩ビ（PVC）
圧接装置  プッシュ式
ランナー  X-1型（クロス走行方式）
レール  アルミニウム合金押出形材

【DP-30仕様】

寸法

 最大高さ（CH）  3000ｍｍ※

 最大パネル幅（W） 1200ｍｍ（シート合板）／900ｍｍ（プリント合板）

 パネル厚 30ｍｍ（エッジ見込厚34ｍｍ）

 パネル重量 8ｋｇ/m2

 面材 シート合板／プリント合板
パネル 充填材 ペーパーコア  
 エッジ 塩ビ（PVC Ｆ25色）
接床装置  手動式接床装置
ランナー  XB-06型（クロス走行方式）
レール  アルミニウム合金押出形材

ドライビングパネル  DPシリーズ
［  移動パーティション  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

DP-50（軽量・薄型タイプ）

●走行が静かで、軽快なパネル移動を実現します。
●丸落としが見えず、すっきりとした納めが可能です。
●各種施設のスペースレイアウトに幅広く採用されています。
　基本性能を備え、リーズナブルです。

DOS（オープンスクール用）

●多様なパネル配置が可能で、黒板や掲示板、採光・換気のための窓
　やガラリ、出入り口の引戸など、必要に応じて各種機能をお選びいた
　だけます。

●強度はもちろん、児童・生徒の安全性を考え、商品の細部にも安全へ
　の配慮を施しています。

●操作が簡単で、授業形態の変更に素早く対応できます。

DP-30（簡易タイプ）

●軽量・低コスト・短工期のライト感覚で採用いただけます。
●取り付けが容易でリニューアルにも即座に対応します。

【DOS仕様】

寸法

 最大高さ（CH）  3000mm
 最大枠ユニット幅（W） 2200mm（※）
 枠ユニット見込み厚 84ｍｍ
 パネル重量 27ｋｇ/m2

枠ユニット 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 引戸レール ステンレス鋼板 

パネル 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
［厚さ50mm］ 充填材 ペーパーコア
圧接装置  クイックハンドル式圧接装置
サイドシールド  回転ハンドル式圧接装置
ランナー  X-2型（クロス走行方式）
レール  アルミニウム合金押出形材

※枠ユニットの種類により製作可能寸法が異なります。

ランマ部、中間部を1セットの障子戸に変更したパネルユニットタイプ。

※ プリント合板の場合、CH2550以上は、ジョイント仕様となります。

ドライビングパネル  DPシリーズ
［  移動パーティション  ］

CASD-S100（大型タイプ）

●パーティールームやセミナー室、ホテルの宴会場など幅広い空間に対応
できる大型移動間仕切です。

●スチール鋼板タイプや、化粧仕上げのしやすい石膏ボードタイプなど
豊富な表面仕上げが可能です。

詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

【CASD-S100仕様】
 最大高さ（CH）  3000ｍｍ/5000ｍｍ
寸法 最大幅 1200ｍｍ/1500ｍｍ
 パネル厚 117ｍｍ
 表面材 化粧鋼板t＝1.2 ※

パネル 裏打材 石膏ボードt＝9.5  
 エッジ アルミ押出形材（アルマイト）
  小口ハンドル
接圧装置の操作 

正面ハンドル
パネル固定方法 ギア一式
レール  スチール製／アルミ製

※クロス貼り仕上げも可能（別途工事）

CASD-S120（大型タイプ）

●コンべンション、展示場などの大型空間に対応できる大型移動間仕
切です。

●表面は化粧仕上げのしやすい石膏ボード仕上げのためクロス貼りを
はじめ、さまざまな表面仕上げに対応します。

【CASD-S120仕様】
 最大高さ（CH）  5000ｍｍ
寸法 最大幅 1500ｍｍ
 パネル厚 126ｍｍ
 表面材 クロス貼り ※

パネル 裏打材 石膏ボードt＝9.5＋t＝12.5/t＝9.5  
 エッジ アルミ押出形材（アルマイト）
  小口ハンドル
接圧装置の操作 

正面ハンドル
パネル固定方法 ギア一式
レール  スチール製／アルミ製

※クロス貼りは別途工事

ガラスムーブスクリーン（ガラスタイプ）

●移動間仕切の機能性にガラスのデザイン性を融合させた高意匠モデ
ルです。

●ガラスの持つ開放感と必要に応じて空間を仕切るフレキシブル性の
両立を実現しました。

大型展示パネルのオーダー対応も可能です。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

【ガラスムーブスクリーン仕様】
 最大高さ（CH）  3500ｍｍ
寸法 最大幅 1200ｍｍ
 パネル厚 32ｍｍ
ガラス  強化ガラス8mm・10mm

フレーム
  ステンレス製ヘアライン仕上げ

  フレーム見付け12mm
ランナー  ベアリングローラー
レール  アルミニウム合金押出形材
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シリーズ
CB

オフィス向け

学校向け

CB-GradeS

CB-F

CB-VW

CB-VT

※弊社のCBシリーズの木製材料は全て、F☆☆☆☆を基準としています。

ベーシックシリーズ

公共施設向け

環境対応商品

クリーンブース CB オフィス向け
［  トイレブース  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

CB-F クリーンブース ファイン
（パネル同色塗装仕上げ）

なめらかに美しいフォルムを描くエッジデザイン。
木目柄や塗装による豊富な色彩バリエーション
をもち、トイレ空間をスタイリッシュに演出するス
チール製トイレブースです。

CB-VW クリーンブース ウッデコ
（シート工場貼仕上げ）

環境に配慮された材料からつくる無垢板の質
感を持ったオレフィンシート貼り。厳選した面材と
同柄のエッジデザインと安定した仕上がり。現
場工期短縮対応の高級トイレブースです。

CB-VT クリーンブース ブイティ
（シート現地貼仕上げ）

なめらかなフォルムのMDFパネルに塩ビシートを
貼ったエッジレスタイプ。イメージにあったシート選
びができ、多彩なブースデザインが可能。壁面との
統一仕上げでスペースデザインの幅を広げます。

CB-GradeS 
これまでの常識を覆したソリッドでシャープなデザインのスチール製トイレブー
ス。ドアの端部はエッジレスな五角形で表面材との一体感を生み出します。

クリーンブース グレードエス
（表面一体仕上げ）

シリーズ
CB

ベーシックシリーズ

公共施設向け

CB-AR（アルミアールエッジ）

CB- FSCAR

CB-ACR（アルミカラーアールエッジ）

CB-ARSE（アルミアールスタイルエッジ）

CB-ARE（アルミアールエッジEタイプ）

CB-WR（ウッドアールエッジ）

学校向け

オフィス向け

CB-SR（ステンレスアールエッジ）

ＣＢベーシックシリーズは多彩なエッジタイプ、
面材をラインナップしたトイレブースシリーズです。
エッジスタイル、パネル表面材、脚部スタイルを
ご要望にあわせて提案させていただきます。

スチール

強度に優れたウレタン塗装。
木目柄のエココート鋼板。

ＦＲＰ

発泡ウレタンを充填したＦＲＰ。
耐水性が高く、水洗い可能です。

不燃化粧板

乾湿に強く、優れた寸法安定
性を有する不燃面材です。

メラミン

キズつきにくく、耐薬品性、
耐候性に優れています。

ポリエステル

リーズナブルな木製面材。

シート貼面材

世界の銘木シリーズを採用
したシート貼り面材です。

※弊社のCBシリーズの木製材料は全て、F☆☆☆☆を基準としています。

※エッジスタイルによってはご選択できないものがございます。

STEP

1 エッジスタイルを選ぶ
目的・用途にあわせて、エッジの形状・材質をお選びください。

STEP

2 パネル表面仕上げを選ぶ
目的・用途にあわせて、パネル表面材をお選びください。

巾木（ステンレス）タイプ 脚金物（ステンレス）タイプ
※エッジの下端に安全カバーを標準設定しています。
※WRは巾木タイプのみ対応になります。

STEP

3 脚部スタイルを選ぶ
目的・用途にあわせて、脚部タイプをお選びください。

CB-AR CB-ACRCB-ARSE

CB－AR
アルミアールエッジ

CB－ACR
アルミカラー
アールエッジ

CB－ARE
アルミアールエッジ
Eタイプ

CB－ARSE
アルミアール
スタイルエッジ

CB－WR
ウッドアールエッジ

CB－SR
ステンレス
アールエッジ

クリーンブース CB ベーシックシリーズ・環境対応商品
［  トイレブース  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

環境対応商品

※FSC®認証材使用。
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クリーンブース CB 公共施設向け
［  トイレブース  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

クリーンブース レスク
（不燃タイプ）CB-RESQ

●地下鉄、地下街に最適な不燃トイレブース
です。
●表面材、枠材、充填材全てに不燃材料を用い
た安全設計です。

シリーズ
CB

オフィス向け

Dear-d（CB付タイプ）

CB-S

CB-RESQ

Dear-d

SHB

※弊社のCBシリーズの木製材料は全て、F☆☆☆☆を基準としています。

ベーシックシリーズ

公共施設向け

UD

学校向け

環境対応商品

Dear-d ディアード
（CB付タイプ）

●ユニバーサルデザインを徹底研究し、誰もが使いやすく細部にまで
創意工夫を散りばめた折り戸です。

●開閉時のデッドスペースを最小限におさえ、トイレブース内を有効に
使うことができます。

CB-S（ソリッドパネルタイプ）

●駅、空港や公共施設など、不特定多数の人
が利用することを想定した、耐久性・耐衝撃
性・耐汚染性に優れたトイレブースです。

●Ｒ加工のエッジが独特の意匠性を演出します。

SHB（シャワーブース）

●耐水・耐蝕・耐久性に優れ、温水にさらされ
ている過酷な環境下でも品質を維持できます。
●表面材は、メラミン化粧板を使用し、豊富なカ
ラーバリエーションからお選びいただけます。

オーダー仕様

シリーズ
CB

オフィス向け

学校向け

CB-K

CB-A

※弊社のCBシリーズの木製材料は全て、F☆☆☆☆を基準としています。

ベーシックシリーズ

公共施設向け

環境対応商品

CB-30Eco

クリーンブース CB 学校向け
［  トイレブース  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●ドアパネルは、うすくて軽い軽量タイプを標準設
定しています。
●小口は全て丸く、エッジは全てカバー取り付けです。さらに指はさみ防止
など、細部にわたって安全への配慮を施しています。

CB-A エンゼルブース
（園児用）

（堅牢タイプ）

 （パーティクルボードタイプ）CB-30

CB-K
●高圧メラミン化粧板に9ｍｍパーティクルボードを裏打ちしたパネル堅
牢タイプです。
●学校など耐久性を要求される場所や、駅、商業施設など公共性の高
い場所に最適です。

●活発な子供たちの使用を考え、ブースのコーナー
を丸くし、指はさみ防止機能で安全性と耐久性の
高い学校用トイレブースです。
●木質部に再・未利用木材を使用したエコマーク認定トイレブースです。

エコマーク認定番号
第14 115 001号

使用契約者名：コマニー株式会社

木質部に再・未利用材を100％使用
ホルムアルデヒド放散量  平均値0.3mg/L以下
木材保存剤不使用
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ビルトインタイプ
　躯体内にユニットを内蔵するスッキリした納まり。
先付タイプ
　躯体開口部にユニットを納める方式。
後付タイプ
　壁にユニットを面付けする、最も経済的な納まり。

ドアユニット納まり種類

シリーズ
躯体付HD

一 般 戸 スチール製
タイプ

スチール製
タイプ

ビルトイン

先　　　付

後　　　付

木製タイプ 先　　　付

ビルトイン

後　　　付

防 火 戸

特 殊 用 途

特定防火設備

木製タイプ 防 火 設 備

防 火 設 備

ビルトイン

ビルトイン

ビルトイン

2連引戸／煙感連動／放射線防護 他

（窓付：EA-9243）

（窓付：EB-9282）

（窓無：EB-9280）

（窓付：EB-9278）

（窓無：EB-9281）

（窓付：EB-9279）

（窓付：EB-9283）

先　　　付

後　　　付

ビルトインタイプ 後付タイプ

操作が快適で静かな自閉式引戸。
機能性、安全性、システム性を追求。

HDシリーズ（自閉式）
［  吊　戸  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

スチール製タイプ
●特定防火設備仕様や各納まりの防火設備仕様を揃えたタイプです。

●床にレールがないため、運搬車・車いす・ベッドなどの出入りが想定さ
れる医療施設に最適です。

●閉鎖時のスピードコントロールやクッション材の取り付けなど、安全へ
の配慮がなされています。

パスボックスやエアシャワーなどの各種設備に対応可能。

歩行用天井パネル。天井内設備のメンテナンスが容易。

大空間のクリーンルームを構成する、天井、床、壁面。

シリーズ
CR

分割パネル
パーティション

CR-1
国土交通大臣認定

不燃材料 NM-3212

不燃壁面パネル
CR-S

国土交通大臣認定
不燃材料 NM-3212

CR-C2
国土交通大臣認定

不燃材料 NM-4115

天井パネル
CR-C1

国土交通大臣認定
不燃材料 NM-3212

クリーンルーム パーティション CR
［  クリーンルーム  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●全て当社の一貫した生産ラインで加工し、現場で組み立てるだけの
　工事のため、築造式に比べて短工期で済みます。

●清浄度はもちろん、帯電防止やアウトガス対策など、高度なテクノロ
　ジーで理想のクリーンルームを提供します。

●既存の室内をクリーンルームに変更するなど、増改築にも容易に対応
　できます。

情報関連技術からバイオクテクノロジーまで、
先端技術を支える高機能の超清浄空間を提供。
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メイクアップ スライドドア MSD（自閉式）
［  吊　戸  ］

［  吊　戸  ］

ドア厚32mmの軽くてスリムなパーティション付
オフィス用吊戸。
●床面にレールがなく、開閉が容易なメイクアップスライドドアは誰もが
　使いやすく人にやさしいユニバーサルデザインです。

●各種パーティションに取り付け可能。スマート意匠の外付けタイプ
　吊戸です。

イーアシストドア EAD（自動）

スリムで経済的な自動ドア。
電子制御で安全性・信頼性を向上。
●起動スイッチに光電スイッチを使用したタッチレススイッチ方式を採用し、
使いやすく安全な設計です。

●多彩なセンサーとの組み合わせでオフィスや工場、医療施設など幅
　広くご利用いただけます。

木目調のスライドドアとガラスパーティションの組み合わせで、軽くスマートな空間を演出。

木製タイプ（やさしいドア）
●木ならではのぬくもり、あたたかさを感じさせる木質系の建具です。

●やさしくて、あったかい居住スペースが求められる高齢者施設でご好
評をいただいています。

HDシリーズ（自閉式）
［  吊　戸  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

ビルトインタイプ 2連引戸

詳細につきましては、別途「ドアプロダクツカタログ」をご参照ください。
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【SD特定防火設備・防火設備仕様】

ドアパネル（厚さ40ｍｍ）

枠
 

表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
沓摺   冷間圧延ステンレス鋼版

SD

【LSD一般仕様】

ドアパネル
（厚さ40ｍｍ）

枠
 

表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 充填材 ペーパーコア
 適用ガラス厚 ｔ3.0mm～6.8mm
 ドアエッジ アルミニウム合金押出形材
沓摺   冷間圧延ステンレス鋼版

【LSD特定防火設備仕様】

ドアパネル
（厚さ40ｍｍ）

枠
 

表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板
 充填材 難燃コア
 適用ガラス 超耐熱結晶化ガラス
 ドアエッジ 冷間圧延鋼版
沓摺   冷間圧延ステンレス鋼版

LSD

軽量スチールドア LSD／スチールドア SD
［  鋼製建具（躯体付）  ］ 詳細につきましては、別途「ドアプロダクツカタログ」をご参照ください。

豊富なパネルパターンの一般タイプと防火タイプ。
●窓、ガラリのパターンと組み合わせにより、さまざまなデザインバリエー
　ションをご提供しています。

LSD
一　　般

特定防火設備

SD 特定防火設備・防火設備

片開き

親　子
（窓付：EA-9240）
（窓無：EA-9242）

（窓付：EA-0284）
（窓無：EA-0253）

両開き
（窓付：EA-9239）
（窓無：EA-9241）

建設省告示仕様
窓付：第1360号
窓無：第1369号（ ）

窓やガラリを多彩にデザインでき、採光や室
内視認性、通気等に対応。

片開きドア、親子ドア、両開きドアなど、さま
ざまな用途に対応可能。

FCD

パーティション付けタイプ

建築躯体付けタイプ

EUP-Synchron

MUP-Synchron

SW-Synchron

LSD

【FCD仕様】
EUP/SW/MUP
LSD

EUP/SW/MUP

LSD

ガラス
飛散防止フィルム
ガラス押え

溶融亜鉛メッキ鋼板
溶融亜鉛メッキ鋼板
カラー鋼板
溶融亜鉛メッキ鋼板
溶融亜鉛メッキ鋼板
ペーパーコア
透明耐熱強化ガラス
3M指定スコッチティント※等（片面貼付必須）
難燃性シーリング材

FCD

軽量スチールドア（避難安全検証法対応  防火設備）FCD
［  鋼製建具（パーティション付・躯体付）  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

イメージ

●遮煙性能を高める下部ドアボトム装置を設定。窓ガラスには、透明の
　耐熱強化ガラスを標準設定しています。
●さまざまなオフィス空間とのコーディネートを可能にする多彩なバリエー
　ションをご用意しています。

遮炎性能に遮煙性能を合わせ持ち、
避難安全検証法に対応する防火設備ドア

■ 防火設備（遮炎20分）
　 国土交通大臣認定　EB‐1902
　 国土交通大臣認定　EB‐2041（窓付）

防火性能

授乳室に使用した例。電話ボックスに使用した例。

誰にでも開閉操作が簡単な折り戸です。

緊急開放機構付きで、非常時でも安心です。

■小さな動きで開閉操作【特許取得済】

ドアの内側に人が倒れていて
ドアが開けられない

緊急時に戸先側のドアパネル
が外側に開く

室内側

通路側

専用工具で金具を外し、
ドアを開放することができ
ます。

開閉に必要な
動きが小さい

＜ディアード＞
開閉に必要な
動きが大きい

＜普通の折り戸＞

ディアード 躯体付タイプ DRD
［  折  り  戸  ］ 詳細につきましては、別途「ドアプロダクツカタログ」をご参照ください。

誰にでも安心してお使いいただけるユニバーサル
デザインに配慮した常閉タイプの折り戸です。
●デッドスペースが少ないので、引き込みスペースのとれない出入口に
　最適です。
●機能的かつ優れたジョイント部は、なめらかな開閉動作と軽い操作性
　を実現しました。　　　　

操作表示シール
（点字付シール）

■片手で簡単ロック【特許取得済】

両手で操作
＜普通の折り戸＞

片手で操作
＜ディアード＞

【特許取得済】

戸当りに仮止め用マグネットが付いていて、片手で簡単にロックできます。

ロック 押さえ ロック

窓

充填材

表面材

ドア枠

ド
ア
パ
ネ
ル

イメージ

※使用可能フィルムは、別途単品カタログにてご確認ください。

対応商品
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スモットエックス  Smot-X（分煙ユニット）
［  その他  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●ダクト設備工事のいらない屋内排気式分煙ユニット。

●基本型4パターン・横型3パターンの中から最適なサイズをお選びいた
だけます。

分煙対策のポイントを押さえた喫煙ルーム。
喫煙・非喫煙者双方の満足度を大幅にアップします。 ダクト工事不要

パーティション
工場から出荷された部材を設置場所で
組み立てるだけ。短時間で設置可能。
原状復帰も簡単。解体・再組立てが
容易なので移設が必要な時もスムース
に対応。

割れ防止フィルム
ガラスの割れと飛散防止を兼ね備えた
フィルム。1kgの鉄球を1.5mの高さから
落としても割れない特殊コート層により、
ブラシ傷や擦り傷など細かな傷を自己
修復。

スマートキューブ（携帯電話用ブース）
［  その他  ］

●騒 し々い場所でも静かな場所でも､快適に通話できるように､また､周り
　の人への迷惑を最小限におさえるように､音漏れ対策をしています。

●工場生産品ですので廃棄物がほとんど出ず、短時間で設置できます。

●ガラスとカラーパネルを自由に組み合わせることができ､設置環境に
　応じたデザインをご提案します。

公共施設、病院などの携帯電話の利用可能エリアに
することで、快適な通話環境を構築します。

※天井パネルをつける場合は、ブース内が暗くなりますので、ガラスパネルタイプの選定を
　おすすめします。
・設置場所が暗い場合、ブース内に照明を取り付けることも可能です。
　詳しくは営業員までお問い合せください。（別途工事）

パネル
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

 充填材 不燃処理コア
 ガラス枠 冷間圧延鋼板
ガラス ガラス押え シリコンシーリング
 適用ガラス厚 5mm（飛散防止フィルム貼／現地工事）
 表面材 カラー鋼板／冷間圧延鋼板

ドアパネル
 充填材 不燃処理コア

 ガラス押え ガスケット（硬・軟質塩化ビニール）
 適用ガラス厚 5mm（飛散防止フィルム貼／現地工事）
笠　木  アルミニウム合金押出形材
巾　木  溶融亜鉛メッキ鋼板
ポスト  アルミニウム合金押出形材
スタッド  冷間圧延鋼板
天井パネル ※  不燃ボード

【スマートキューブ仕様】

リモートキャビン  Remote cabin
［  その他  ］

●長時間利用も快適に作業できるようブースやデスクのサイズにこだわっ
て設計。

●ブースやデスクには抗ウイルス効果のあるHealth Bright Evolution®
（37ページ参照）を塗布。

　※Comfort classのみオプション　
●大掛かりな工事不要の組み立て式。Health Bright Evolution®塗布

後、30分でお使いいただけます。　
●天井はオープン仕様とクローズド仕様の2タイプをご用意しています。

集中できる快適な空間をつくり、
フレキシブルな働き方をサポートします。

高性能プラズマ脱臭機が空気を浄化
し、室内へ排気できるため、排気設備が
不要。設置場所が限定されず、短期間
で設置可能です。100Vアース付コン
セントひとつでOK。特殊な工事は不要
です。

床固定
滑り止めシート装着の移設が容易な床
置きタイプ。床と部材（柱）を固定し、地
震などが発生した場合、ブースが動い
てしまうことによる煙感知器やスプリン
クラー等の配管の破断を防ぐ床固定
タイプ。設置場所の条件に応じて、利
便性・安全性ともに優れた2タイプから
お選びいただけます。

タイプ一覧

カラーバリエーション
●パネル・スタッド・巾木カラー　F30
※その他指定色も対応可能です。詳しくは営業員までお問い合わせ下さい。
※吸音パネルは、F30色のみの対応となります。

プレーンパネル ガラスパネル オープン枠
吸音パネル

（Q-PANE） 窓付きドアパネル

※ドアパネルは
　ステッカー表示あり

キャプス  CAPS
［  その他  ］

キューパネ  Q-PANE　
［  その他  ］

オフィスの音環境改善にさらなる快適空間を追求します。

●会話帯域に対する吸音性能を発揮するために大小の穴をバランス良
く配置しています。〔特許申請中〕

●大小の穴をランダムに配列することで、日常会話の音域をバランス良く
吸音。

●パネルの構成材料は、それぞれで不燃材料となっており、内装制限の
適用を受ける場所でもご使用いただけます。

取扱可能商品 ■ EUP-Synchron、SW-Synchron、DP-60S、DP-80

優れた吸音性能をもつ、高性能吸音パーティション。

●反響音・残響音を吸収し、より会話が聞き取りやすく、外部に音が漏れ
にくい空間を実現します。

●様々な用途や目的に合わせ、最適なパーティションとの組み合わせで
ご使用いただけます。

取扱可能商品 ■ EUP-Synchron、SW-Synchron、
　　　　　　 　 SL-Synchron、PL-Synchron、SS

クラス  ………………………………………………………………………

カラータイプ  ………………………………………………………………

床材は含まれません。 チェアは別途となります。
天井クローズド仕様は消火設備付き天井パネルがつきます。

■ ハンドル
レバーハンドルとワンタッチハンドルからお選びいただけます。

■ デスク
デスク埋め込み式コンセントが含まれます。

■ 配線口（側面巾木２ヶ所）

■ 抗ウイルスコーティング剤 塗布※
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※Comfort classのみオプション

■コンフォートクラス
Comfort class

■ビジネスクラス
Business class

■ファーストクラス
First class

■ブラックアウトタイプ ■オールブラックタイプ ■ウッドモダンタイプ

■リモートキャビンダブル
Remote cabin VV

■ドアクローザー

天井オープン仕様
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［コマニー 性能試験］

シースタイル  C-style

プレゼン
テーション
する

アイデアを
共有する

軽く
話し合う

歩きながら
考える

ブレーン
ストーミング
する

ディス
カッション
する

プレゼン
テーション
する

プロジェクトを
共有する

ディス
カッション
する

じっくりと
考える

［  その他  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●床工事・天井工事なしで、空間をフレキシブルに仕切ことができます。

●ポール内部、ビーム上部に配線が通せ、スッキリとした空間を保てます。

●フルオープンから小会議スペースまで、移動スクリーンを用いて目的に
　あわせて変化するオフィス空間づくりが可能です。

●スチールパネルやガラスパネルなどもご用意しています。

シーンに合わせて空間を変化させる、
クリエイティブブース。

グリーン購入法に適合している
ことを示します。JOIFA（一般社
団法人日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再生材を
使用しています。

ヘルスブライトエボリューション  Health Bright Evolution®（抗菌・抗ウイルスコーティング）
［  その他  ］ 詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

●抗菌、抗ウイルス、防カビなど様々な効果があります。

●木、スチール、ガラスなど素材を選ばず塗布が可能です。

●Health Bright Evolution®の効果は約5年です。

室内や什器に塗布することで、安心・安全の空間へ。
天然ミネラル100％の抗菌・抗ウイルスコーティング。

コミュニケーションスペース
移動スクリーンを格納したオープンスペースは、ワー
カーが自由に行き交い雑談を交えながらアイデアを形
にしていく開放的な発想の場となります。

パネルを主体に構成し、外部の視線をシャットアウトし
た中会議室としてプロジェクトメンバーとのミーティング
やプレゼンテーションを行うことができます。

中央の移動スクリーンを活用して独立したスペースを
確保し、少人数でのミーティング、ひとりで集中して考
えるなどにふさわしい空間を構築します。

基本パターン

中会議スペースOpen Close 小会議スペース
オプションパターン

パーティション ドア トイレ

施工時写真

Health Bright Evolution®は、
下記の効果が期待できます。

食中毒の原因とされる大腸菌、
黄色ブドウ球菌などを予防

抗菌
接触感染するインフルエンザ
ウイルスなどを5分で不活性化

抗ウイルス
カビの増殖を抑制

防カビ

酢酸・ギ酸・硫化水素など、
臭いの基となる物質を分解

消臭
ホルムアルデヒドなどVOC
（揮発性有機化合物）を分解

VOC分解
イオン導電性によりホコリが

付着しにくい

防汚
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あらゆる空間には、それぞれの目的に応じた使いやすさが求められます。
あらゆる場所のさまざまなご利用シーンに対応し、より創造性の高い空間づくりを実現する。
そのために私たちは、社会の成長とともに空間に求められる新しい価値と、
そこで過ごす人々の快適性を追求しています。

快 適 空 間 が 豊 か な 時 間 を 届 け ま す 。

【オフィス空間】

●小、中、高等学校、大学 ●専門学校
●養護学校 ●幼稚園、保育園

【教育施設空間】【医療施設・福祉施設空間】

●総合病院 ●福祉施設 ●高齢者施設 ●養護施設 ●庁舎、会館 ●美術館・博物館
●駅、空港 ●ホテル

●オフィス全般 ●各種工場 ●研究所

【工場施設空間】
快 適 空 間 のご 提 案

【公共施設空間】

O�ce

Hospital & Welfare Educational

Factory

Public

【素材選定】

【設 計】

【製 造】

【施工・据付け】 【物 流】

【使 用】

【回収・リサイクル】

◇エコマテリアルの使用

◇リサイクル・リユース
◇ロングライフ
　（リデュース）設計

◇廃棄物の発生抑制
◇再資源化

◇輸送効率の向上
◇配送資材・保護材のリユース◇端材発生の抑制　◇端材の再資源化

◇ロングライフ化
◇資産のリユース推進

◇徹底した
　分別減量化リサイクル

E C O
C I R C L E

【コマニーエコサークル】
循環型社会の実現を目指す

高耐震間仕切 EUP-Synchron（イーユーピーシンクロン） UD折り戸 Dear-d（ディアード）

高 耐 震 間 仕 切

製 造 段 階はもとより、回 収・リサイクルにいたるあらゆる段 階で

すべての 企 業 活 動を厳しい目でチェックしながら、

地 球 環 境 保 全 のためのさまざまな取り組みを実 践しています。

私 たちは 地 球 環 境 に 配 慮した
信 頼 性 の 高 い 商 品を 追 求して います 。

従来の常識に囚われない革新的な耐震技術の研究。

多様な人々によりそった使いやすさの研究。

産学協同研究や生活者、専門家とのコラボレーションを推進し、先進的な製品づくりに取り組んでいます。

私たちは耐震技術の革新や製品のＵＤ配慮を推進し、
より安心・安全な空間づくりに貢献しています。

【産学協同の耐震性研究】
研究成果を日本建築学会で発
表。また、「高耐震間仕切シンクロ
ン」を発売し、お客様の安心・安
全空間づくりに貢献しています。

【トイレ空間のＵＤ研究】
フィールドワークを重視し、生活者
や障害者団体の協力を得て、使
いやすい製品づくりを進めていま
す。また、オールジェンダー配慮トイ
レの研究にも取り組んでいます。
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【試験方法】
落下体高さは各衝撃体共
30cm一定とする。
試験体記号の1C～50Eは
衝撃位置を表わす。

×：質量1kgの衝撃体の衝撃位置
△：質量50kgの衝撃体の衝撃位置

□ 吸 音 性 能
パネルにランダムに配列された大小の穴により、オフィス空間での会
話の音域をバランス良く吸音します。内装制限の適用を受ける場所で
もご使用いただけます。

□ 衝 撃 性 能

性 能 試 験
コマニーでは全商品を対象に各種の性能試験を行い、
独自の厳しい合格基準に適合した商品のみをご提供しています。
下記の例に限らず、全ての商品を安心してご使用いただけるよう
徹底した性能確認、品質確認を継続実施しています。

JIS A6512（可動間仕切）に基づき試験を行い、適合しています。

□ 耐 震 性 能
製品の耐震性能を把握するため、振動台上に実大試験体を施工し、地
震波加振試験を実施した結果、優れた耐震性能が確認されています。

1C

1E

50C

50E

使用上有害な表面の割れ、
はがれのないこと。

構成部材の折れ、曲がりがなく、両面に
使用上有害な割れ、はがれのないこと。

質量1kgの衝撃体
（硬い物体）

質量50kgの衝撃体
（軟らかい大きな物体）

試験体記号 衝撃体の種類 判定基準

JIS規格判定基準

■試験体の設置／音源室側および受音室より、試験開口と
　　　　　　　　試料の隙間は油粘土で処理した。
■測定年月日／EUP 平成28年1月27日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■測定年月日／SW 平成28年1月28日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■試験機関／東京都立産業技術研究センター
■試験方法／JIS A1416に準拠

■試験体／EUP
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）
■試験体／SW
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）

　　　  CAPSパネル
■試験体／吸音パネル（穴あき鋼板＋グラスウールボード）
■試験体の設置／試料表面と床面を平行に設置
■測定年月日／平成28年3月17日
■試験機関／石川県工業試験場
■試験方法／JIS A1409に準拠
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□ 遮 音 性 能（EUP・ＳＷ）

EUP・SWは、パネル内部空間を空気層とした二重壁構造で遮音性に
優れています。さらに遮音性を高めるために、内部空間に充填材（グラス
ウール）を入れることも有効です。

新しい発想から生まれた
高耐震間仕切  Synchron（シンクロン）

◀振動台と試験体

スチールパーティション
震度７三次元加振試験映像公開中

▲試験動画

品質試験への取り組みを

動画でご覧いただけます。

◀振動台と試験体

コマニーでは、従来の耐震基準に加え、大地震による天井の想定外の
動き、パーティション損傷のメカニズムと耐震対策の効果を実験により
徹底的に追求した、シンプルで実効性の高い耐震システムを開発しま
した。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータです。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータですので、現場における施工後の遮音
性能については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）に
よって変化します。

［有効性を確認した耐震性能］

※「間仕切の耐震性能に関する基準 2007年版」（日本パーティション工業会）より

シンクロンの耐震性

有効性の確認

変形追従の検討
耐力上の検討

従来の
耐震設計基準※
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【試験方法】
落下体高さは各衝撃体共
30cm一定とする。
試験体記号の1C～50Eは
衝撃位置を表わす。

×：質量1kgの衝撃体の衝撃位置
△：質量50kgの衝撃体の衝撃位置

□ 吸 音 性 能
パネルにランダムに配列された大小の穴により、オフィス空間での会
話の音域をバランス良く吸音します。内装制限の適用を受ける場所で
もご使用いただけます。

□ 衝 撃 性 能

性 能 試 験
コマニーでは全商品を対象に各種の性能試験を行い、
独自の厳しい合格基準に適合した商品のみをご提供しています。
下記の例に限らず、全ての商品を安心してご使用いただけるよう
徹底した性能確認、品質確認を継続実施しています。

JIS A6512（可動間仕切）に基づき試験を行い、適合しています。

□ 耐 震 性 能
製品の耐震性能を把握するため、振動台上に実大試験体を施工し、地
震波加振試験を実施した結果、優れた耐震性能が確認されています。

1C

1E

50C

50E

使用上有害な表面の割れ、
はがれのないこと。

構成部材の折れ、曲がりがなく、両面に
使用上有害な割れ、はがれのないこと。

質量1kgの衝撃体
（硬い物体）

質量50kgの衝撃体
（軟らかい大きな物体）

試験体記号 衝撃体の種類 判定基準

JIS規格判定基準

■試験体の設置／音源室側および受音室より、試験開口と
　　　　　　　　試料の隙間は油粘土で処理した。
■測定年月日／EUP 平成28年1月27日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■測定年月日／SW 平成28年1月28日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■試験機関／東京都立産業技術研究センター
■試験方法／JIS A1416に準拠

■試験体／EUP
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）
■試験体／SW
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）

　　　  CAPSパネル
■試験体／吸音パネル（穴あき鋼板＋グラスウールボード）
■試験体の設置／試料表面と床面を平行に設置
■測定年月日／平成28年3月17日
■試験機関／石川県工業試験場
■試験方法／JIS A1409に準拠
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□ 遮 音 性 能（EUP・ＳＷ）

EUP・SWは、パネル内部空間を空気層とした二重壁構造で遮音性に
優れています。さらに遮音性を高めるために、内部空間に充填材（グラス
ウール）を入れることも有効です。

新しい発想から生まれた
高耐震間仕切  Synchron（シンクロン）

◀振動台と試験体

スチールパーティション
震度７三次元加振試験映像公開中

▲試験動画

品質試験への取り組みを

動画でご覧いただけます。

◀振動台と試験体

コマニーでは、従来の耐震基準に加え、大地震による天井の想定外の
動き、パーティション損傷のメカニズムと耐震対策の効果を実験により
徹底的に追求した、シンプルで実効性の高い耐震システムを開発しま
した。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータです。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータですので、現場における施工後の遮音
性能については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）に
よって変化します。

［有効性を確認した耐震性能］

※「間仕切の耐震性能に関する基準 2007年版」（日本パーティション工業会）より

シンクロンの耐震性

有効性の確認

変形追従の検討
耐力上の検討

従来の
耐震設計基準※

01 02

あらゆる空間には、それぞれの目的に応じた使いやすさが求められます。
あらゆる場所のさまざまなご利用シーンに対応し、より創造性の高い空間づくりを実現する。
そのために私たちは、社会の成長とともに空間に求められる新しい価値と、
そこで過ごす人々の快適性を追求しています。

快 適 空 間 が 豊 か な 時 間 を 届 け ま す 。

【オフィス空間】

●小、中、高等学校、大学 ●専門学校
●養護学校 ●幼稚園、保育園

【教育施設空間】【医療施設・福祉施設空間】

●総合病院 ●福祉施設 ●高齢者施設 ●養護施設 ●庁舎、会館 ●美術館・博物館
●駅、空港 ●ホテル

●オフィス全般 ●各種工場 ●研究所

【工場施設空間】
快 適 空 間 のご 提 案

【公共施設空間】

O�ce

Hospital & Welfare Educational

Factory

Public

【素材選定】

【設 計】

【製 造】

【施工・据付け】 【物 流】

【使 用】

【回収・リサイクル】

◇エコマテリアルの使用

◇リサイクル・リユース
◇ロングライフ
　（リデュース）設計

◇廃棄物の発生抑制
◇再資源化

◇輸送効率の向上
◇配送資材・保護材のリユース◇端材発生の抑制　◇端材の再資源化

◇ロングライフ化
◇資産のリユース推進

◇徹底した
　分別減量化リサイクル

E C O
C I R C L E

【コマニーエコサークル】
循環型社会の実現を目指す

高耐震間仕切 EUP-Synchron（イーユーピーシンクロン） UD折り戸 Dear-d（ディアード）

高 耐 震 間 仕 切

製 造 段 階はもとより、回 収・リサイクルにいたるあらゆる段 階で

すべての 企 業 活 動を厳しい目でチェックしながら、

地 球 環 境 保 全 のためのさまざまな取り組みを実 践しています。

私 たちは 地 球 環 境 に 配 慮した
信 頼 性 の 高 い 商 品を 追 求して います 。

従来の常識に囚われない革新的な耐震技術の研究。

多様な人々によりそった使いやすさの研究。

産学協同研究や生活者、専門家とのコラボレーションを推進し、先進的な製品づくりに取り組んでいます。

私たちは耐震技術の革新や製品のＵＤ配慮を推進し、
より安心・安全な空間づくりに貢献しています。

【産学協同の耐震性研究】
研究成果を日本建築学会で発
表。また、「高耐震間仕切シンクロ
ン」を発売し、お客様の安心・安
全空間づくりに貢献しています。

【トイレ空間のＵＤ研究】
フィールドワークを重視し、生活者
や障害者団体の協力を得て、使
いやすい製品づくりを進めていま
す。また、オールジェンダー配慮トイ
レの研究にも取り組んでいます。

39 40

周波数（Hz）

125

0.6

0

1.2

1.0

0.8

0.4

0.2

250 500 1000 2000 4000

【吸音率試験データ】

残
響
室
法
吸
音
率

（α ）

50E

150

落
下

の
高

さ

30
0

30
0

15
00

15
00

1C 1E

50C

【試験方法】
落下体高さは各衝撃体共
30cm一定とする。
試験体記号の1C～50Eは
衝撃位置を表わす。

×：質量1kgの衝撃体の衝撃位置
△：質量50kgの衝撃体の衝撃位置

□ 吸 音 性 能
パネルにランダムに配列された大小の穴により、オフィス空間での会
話の音域をバランス良く吸音します。内装制限の適用を受ける場所で
もご使用いただけます。

□ 衝 撃 性 能

性 能 試 験
コマニーでは全商品を対象に各種の性能試験を行い、
独自の厳しい合格基準に適合した商品のみをご提供しています。
下記の例に限らず、全ての商品を安心してご使用いただけるよう
徹底した性能確認、品質確認を継続実施しています。

JIS A6512（可動間仕切）に基づき試験を行い、適合しています。

□ 耐 震 性 能
製品の耐震性能を把握するため、振動台上に実大試験体を施工し、地
震波加振試験を実施した結果、優れた耐震性能が確認されています。

1C

1E

50C

50E

使用上有害な表面の割れ、
はがれのないこと。

構成部材の折れ、曲がりがなく、両面に
使用上有害な割れ、はがれのないこと。

質量1kgの衝撃体
（硬い物体）

質量50kgの衝撃体
（軟らかい大きな物体）

試験体記号 衝撃体の種類 判定基準

JIS規格判定基準

■試験体の設置／音源室側および受音室より、試験開口と
　　　　　　　　試料の隙間は油粘土で処理した。
■測定年月日／EUP 平成28年1月27日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■測定年月日／SW 平成28年1月28日
 （標準仕様 ・ グラスウール充填仕様）
■試験機関／東京都立産業技術研究センター
■試験方法／JIS A1416に準拠

■試験体／EUP
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）
■試験体／SW
　　　　　C.Pタイプ（標準仕様）
　　　　　C.Pタイプ（グラスウール充填仕様）

　　　  CAPSパネル
■試験体／吸音パネル（穴あき鋼板＋グラスウールボード）
■試験体の設置／試料表面と床面を平行に設置
■測定年月日／平成28年3月17日
■試験機関／石川県工業試験場
■試験方法／JIS A1409に準拠
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□ 遮 音 性 能（EUP・ＳＷ）

EUP・SWは、パネル内部空間を空気層とした二重壁構造で遮音性に
優れています。さらに遮音性を高めるために、内部空間に充填材（グラス
ウール）を入れることも有効です。

新しい発想から生まれた
高耐震間仕切  Synchron（シンクロン）

◀振動台と試験体

スチールパーティション
震度７三次元加振試験映像公開中

▲試験動画

品質試験への取り組みを

動画でご覧いただけます。

◀振動台と試験体

コマニーでは、従来の耐震基準に加え、大地震による天井の想定外の
動き、パーティション損傷のメカニズムと耐震対策の効果を実験により
徹底的に追求した、シンプルで実効性の高い耐震システムを開発しま
した。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータです。

注）上記のデータは、試験場において計測したデータですので、現場における施工後の遮音
性能については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々）に
よって変化します。

［有効性を確認した耐震性能］

※「間仕切の耐震性能に関する基準 2007年版」（日本パーティション工業会）より

シンクロンの耐震性

有効性の確認

変形追従の検討
耐力上の検討

従来の
耐震設計基準※
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