
■ さまざまな商空間を自在にレイアウト可能

▲ 空港

▲ 受付窓口

Beltrac®はLavi Industries社の登録商標です。

◀▲ 映画館

イベントスペースシステム

新たなビジネスチャンスを創造する
ベルトリールパーティション

インラインテーブル

バスケット

リジッドレール

パンフレットホルダー

オープンワイヤーメッシュ

スリムフレーム

ベルトラック

アクリルボール

A4サイン

NEW!

▲ イベント会場

空港、イベント会場、映画館、百貨店、
レンタル業、小売店、銀行など、幅広い用途で
人の流れを制御しつつ販売空間を創出

イベントスペースシステム

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

変幻自在!変幻自在!

シリーズ



イベントスペースシステム

 50-3000型、50-3002型
■ 特　長
●本システムの基本となるベルトラック（ベルトリー
ル）です。
●�別途オープンワイヤーメッシュやスリムフレームなど

のアクセサリーを組み合わせることで、さまざまな空
間を創出できます。
●支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能

です。
●ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの
50-3002型があります。
●本体仕上げは2種類、ベルト色は各々2色あります。
●ベルトを装備したものはベルト1段・2段の2タイプ
があります。
●ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きです。

■ 主材料
　支柱：アルミニウム合金
　ベースカバー：ステンレス鋼（SUS304）
　ベース：鋳鉄

■ 特　長
●後付タイプのフック抜け止めです。
●いたずらや不意にフックが外れる危険性を防止でき

ます。
●ベルトフックは、赤いレバーを反時計廻りに回転さ
せながら、上に引き抜けます。

■ 主材料
� �鋼、亜鉛合金－塗装／ブラック

注文コード 品番 本体仕上 ベルト段数/色 ￥定価/本（税抜）
290-021-522 50-3000A-SA-RD サテン仕上 1段/レッド 35,700
290-021-521 50-3000A-SA-BU� サテン仕上 1段/ブルー 35,700
290-021-524 50-3000A-WB-RD 塗装/ブラック 1段/レッド 35,700
290-021-523 50-3000A-WB-BU 塗装/ブラック 1段/ブルー 35,700
290-021-526 50-3000DL-A-SA-RD� サテン仕上 2段/レッド 53,500
290-021-525 50-3000DL-A-SA-BU�� サテン仕上 2段/ブルー 53,500
290-021-528 50-3000DL-A-WB-RD�� 塗装/ブラック 2段/レッド 53,500
290-021-527 50-3000DL-A-WB-BU�� 塗装/ブラック 2段/ブルー 53,500

注文コード 品番 ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-297 50-910LK�� 970

注文コード 品番 本体仕上 ベルト段数/色 ￥定価/本（税抜）
290-021-529 50-3002A-SA サテン仕上 無し 32,500
290-021-530 50-3002A-WB 塗装/ブラック 無し 32,500
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視A図

50-3000A-SA-BU 50-3000DL-A-SA-RD 50-3002A-SA

■ ベルトラック 50-3000型

■ 本体色見本 ■ ベルトカラー

■ ベルトラック 50-3002型（ベルト無し）※支柱のみのタイプです。

サテン レッドブラック ブルー

フック抜け止め

※上図はベルト2段タイプです。

減 速 減 速

減 速

ベルト巻き取り
減速機能付！！

いたずら防止！！

ベルトフック

イベントスペースシステムの選定方法

人の流れ

②オープンワイヤーメッシュ

③スリムフレーム

①ベルトラック

④A4サイン

■ 選定例

■ 注　意
　可動式のため、利用者の安全を考慮してレイアウトしてください。

人の流れと共に商空間を創り出す

1 人の流れや創出空間を考慮しレイアウトを決めてください。

2 ベルトラック間をつなぐアクセサリーを選定してください。

3 ベルトラックヘッド部に装着するアクセサリーを選定してください。

〈左例の構成アイテム〉
① ベルトラック
（ベルト1段タイプ）

50-3000A-XX-XX
※XXにて仕上、色を指定

9本×￥35,700

② オープンワイヤーメッシュ
（W1226×H1226）

50-NX102-GB 2枚×￥23,300

③ スリムフレーム
（W1165×H634）

50-SFP404H-SA-CL 2枚×￥58,000

④ A4サイン SIGNFRAME-EU-A4SV-S-SA 1個×￥17,000

左例図合計 ￥500,900
（税抜）

※ワイヤーメッシュ用バスケット・フック等は含んでおりません。



イベントスペースシステム

スリムフレーム

インラインテーブル

ワイヤーユーティリティー

仕様①

仕様②

50-NX102-GB

809326-BK 809328-BK

GWH4-BK

50-NX103-GB

■ 使用例

■ 使用例■ グラフィック挿入方法

■ 使用例

注文コード 品番 サイズ（mm） ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-300 50-NX102-GB�� W1226×H1226 23,300
290-021-301 50-NX103-GB� W616×H1226 14,000

注文コード 品番 仕様 サイズ（mm） ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-302 50-SFP401H-S-SA-CL�� ① W940×H484 52,900
290-021-303 50-SFP404H-SA-CL�� ② W1165×H634 58,000

注文コード 品番 サイズ（mm） ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-299 50-BTA107-4BW�� W1213×D305 49,400

注文コード 品番 サイズ（mm） ￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-314 809326-BK�� W610×H102×D305 4,900

注文コード 品番 サイズ（mm） ￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-315 809328-BK�� W305×H153×D153 3,200

注文コード 品番 フック長さ
（ｍｍ）

￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-316 GWH2-BK�� 52 210�
290-021-317 GWH4-BK�� 103 230�
290-021-318 GWH6-BK�� 155 270�
290-021-319 GWH8-BK�� 204 290�

■ 特　長
●20mm幅のアルミフレームによりグラフィックが引き
立ちます。
●グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。
●フレームの角度調整ができます。
●付属の六角棒スパナでベルトラック本体の溝に簡単に
着脱できます。
●仕様①は、フレーム上部のスリットからグラフィック
交換を簡単に行えます。－50-SFP401型
●仕様②は、フレーム上部がネジ止め式のため、いたず
らを防止できます。－50-SFP404型

インラインテーブル（下記掲載）と併用する際は、仕様②
（50-SFP404型）をご使用ください。

■ 主材料
　アルミニウム合金－シルバー、アクリル樹脂

■ 特　長
●パーティションを記入台にする天板です。
●列待ちの間に記入物を済ませることができ、混雑緩和などが期待できます。
●付属の六角棒スパナでベルトラック本体の溝に簡単に着脱できます。
本品をご使用の際は、スリムフレーム（上記掲載）またはリジッドレール（次ペー
ジ掲載）を必ず併用してください。
また、本品は記入台のため、荷物置きなど荷重のかかる用途には使用しないでく
ださい。

■ 主材料
　鋼、アルミニウム合金、木－木目調

バスケット

フック

オープンワイヤーメッシュ

商品陳列などに！！

混雑緩和に！！

広告・告知などに！！

■ 特　長
●ベルトラック本体と組み合わせること
で多種多様な商品やサンプルなどの陳
列が可能です。
●ワイヤーメッシュは付属の六角棒スパ
ナでベルトラック本体の溝に簡単に着
脱できます。

■ 主材料
　鋼－塗装／ブラック



リジッドレール

■ 使用例

注文コード 品番 長さ※
（mm）

￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-304 50-RRA100-4-C  1310 20,700

注文コード 品番 ボール直径
（mm）

￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-313 80-938BWL-SSM  300 20,200

26-AC100-WB

（受注対応品）

A4サイン

アクリルボール

パンフレットホルダー

ベルトラック交換用部品

注文コード 品番 仕様 ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-323 SIGNFRAME-EU-A4SH-S-SA  ヨコ 17,000
290-021-324 SIGNFRAME-EU-A4SV-S-SA  タテ 17,000

注文コード 品番 サイズ（mm） ￥定価/ヶ（税抜）
290-021-298 50-921  W111×H229×D38 9,900
290-021-305 56-8511-MB  W223×H242×D38 15,200

注文コード 品番 ベルト色 ￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-766 RMECH7-RD  レッド 10,000
290-021-767 RMECH7-BU  ブルー 10,000
290-021-768 RMECH7-BLK  ブラック 10,000

注文コード 品番 ￥定価/ヶ
（税抜）

290-021-312 80-910BE10  1,150

イベントスペースシステム

■ 特　長
●支柱を、ベルトよりも安定して連結できる金物です。
●バスケット（受注対応品）を取り付けできます。
●取付部が動くため、角度を調整できます。
●付属の六角棒スパナでベルトラック本体の溝に簡単に着脱できます。
インラインテーブル（前ページ掲載）をご使用の際は、リジッドレールを
併用してください。

■ 主材料
　リジッドレール：アルミニウム合金－シルバー
　バスケット：鋼－塗装／ブラック

■ 特　長
●ベルトラックヘッド部に取り付け

できます。
●A4サイズ用と小型パンフレット

用（A4縦2つ折）の2種類があり
ます。

■ 主材料
　アルミニウム合金、ポリアミド

主材料：ポリアミド主材料：ポリアミド

8ポジション回転ロック付

※長さは支柱の中心間距離です。

50-921

ポール天付タイプは受注対応品です。

56-8511-MB

■ ベルトフック■ ベルトユニット

免責事項：本製品は空間を分けるための製品です。これ以外の用途には用いないでください。

バスケット

リジッドレール

バスケット
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