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SP-６-７３（ステン）

SP-６-７３（ゴールド）

SP-６-７４（ステン）

SP-６-７４（ゴールド）

SP-６ ４連タイプ内部構造

●本体骨組一体化キャスター

●Cチャン（アルミ押型）
会場イメージに合わせて２色のカラーの
Cチャンをご用意致しております。

●回転カム

当社のパーテーション（SP-６シリーズ）は移動時
の衝撃に耐えられるようパネル内部に角パイプを
うめこみ、スチール脚（クロームメッキ）を一体
化させた強固な構造でお客様に提供致しており
ます。

ゴールド

ステン

３曲パーテーション（ゴールド）
□３枚折りたたみ式

￥190,000（税別）SP-６-６３（ゴールド）　□外寸法／W１８００×H１８００

￥236,000（税別）SP-６-７３（ゴールド）　□外寸法／W２１００×H２１００

￥284,000（税別）SP-６-８３（ゴールド）　□外寸法／W２１００×H２４００

B０６５１０１

B０６５１０３

B０６５１０２

３曲パーテーション（ステン）
□３枚折りたたみ式

￥180,000（税別）SP-６-６３（ステン）　□外寸法／W１８００×H１８００

￥224,000（税別）SP-６-７３（ステン）　□外寸法／W２１００×H２１００

￥270,000（税別）SP-６-８３（ステン）　□外寸法／W２１００×H２４００

B０６５３０１

B０６５３０３

B０６５３０２

宴会場・会議室等お部屋のイメージに合わせたパネルをご用意致します。

お問い合わせください。

４曲パーテーション（ゴールド）
□４枚折りたたみ式

￥280,000（税別）SP-６-６４（ゴールド）　□外寸法／W２４００×H１８００

￥340,000（税別）SP-６-７４（ゴールド）　□外寸法／W２８００×H２１００

￥400,000（税別）SP-６-８４（ゴールド）　□外寸法／W２８００×H２４００

B０６５５０１

B０６５５０３

B０６５５０２

４曲パーテーション（ステン）
□４枚折りたたみ式

￥260,000（税別）SP-６-６４（ステン）　□外寸法／W２４００×H１８００

￥320,000（税別）SP-６-７４（ステン）　□外寸法／W２８００×H２１００

￥380,000（税別）SP-６-８４（ステン）　□外寸法／W２８００×H２４００

B０６５７０１

B０６５７０３

B０６５７０２
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4曲パーテーション

Cチャンクロームメッキ

３曲パーテーション（ツキ板仕様A）
□３枚折りたたみ式　□ナラ　□Cチャンナラツキ板貼り

￥260,000（税別）SPT-６-６３A　□外寸法／W１８００×H１８００

￥300,000（税別）SPT-６-７３A　□外寸法／W２１００×H２１００

￥340,000（税別）SPT-６-８３A　□外寸法／W２１００×H２４００

B０６６５０１

B０６６５０３

B０６６５０２ ３曲パーテーション（ツキ板仕様B）
□３枚折りたたみ式　□バーズアイメープル　□Cチャンバーズアイメープルツキ板貼り

￥420,000（税別）SPT-６-６３B　□外寸法／W１８００×H１８００

￥480,000（税別）SPT-６-７３B　□外寸法／W２１００×H２１００

￥540,000（税別）SPT-６-８３B　□外寸法／W２１００×H２４００

B０６６６０１

B０６６６０３

B０６６６０２

会場イメージに
合わせたクロス生地を
ご提案致します

4曲パーテーション デザインパネルA
□外寸法／W２８００×H２１００
□ツキ板塗装仕上　□Cチャンステン

￥500,000（税別） B０６５３０４SP-６-74DA

4曲パーテーション デザインパネルB
□外寸法／W２８００×H２１００
□ダイノックシート貼り仕上　□Cチャン茶焼付塗装

￥600,000（税別） B０６５３０５SP-６-７４DB3曲パーテーション デザインパネルC
□外寸法／W２１００×H２１００ 
□ダイノックシート貼り仕上
□Cチャンクロームメッキ仕上

￥500,000（税別） B０６５３０６SP-6-７3DC

高さ別寸対応可能です。お問い合わせください。

SP-G

パーテーション　WP-２８-２１B
□外寸法／W２８００×H２１００
□４枚折りたたみ式

￥220,000（税別） B０６３１０２

パーテーション　WP-２８-２１A
□外寸法／W２８００×H２１００
□４枚折りたたみ式

￥220,000（税別） B０６３１０１B０６３１０１

Cチャン・パネルにツキ板を
貼り合わせたタイプです。
会場のイメージを一新します。
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MAGNET PARTITIONP.A.T申請商品 MAGNETPARTITION 1曲パーテーションシリーズ

MP-７S MP-７G

ゴールド

ステン

セット時収納時

ご使用例

●マグネット
特殊マグネット構造により、ジョイントがスムーズで、
どんな角度でもセットが可能です。

●Cチャン
会場イメージに合わせて
２色のカラーをご用意致しております。

特殊マグネット構造により、どんな角度にもセットが自由です。従来の製品にくらべて、スッキリ美しいラインでセットでき、ジョイント部分に
ゴミの付着等がありません。１枚１枚が単品製品ですのでスペースに合わせて何枚でもご自由にお使いいただけます。

新構造の脚部の採用により、安全性・耐久性は
もちろん、操作性も大幅にUPしました。

●プロペラ脚部

プロペラ脚

マグネットパーテーション
（ゴールド）

￥132,000（税別）MP-６G B０６８３０１

□外寸法／W９００×H１８００

￥145,000（税別）MP-７G B０６８３０２

□外寸法／W９００×H２１００

￥160,000（税別）MP-８G B０６８３０３

□外寸法／W９００×H２４００

マグネットパーテーション
（ステン）

￥120,000（税別）MP-６S B０６８１０１

□外寸法／W９００×H１８００

￥130,000（税別）MP-７S B０６８１０２

□外寸法／W９００×H２１００

￥145,000（税別）MP-８S B０６８１０３

□外寸法／W９００×H２４００

パーテーション修理いたします。お気軽にお問い合わせください。

宴会場・会議室等お部屋のイメージに

合わせたパネルをご用意致します。

お問い合わせください。

マグネットパーテーション デザインパネルA
□外寸法／W２７００×H２１００  ３台連結
□ダイノックシート貼り仕上

￥840,000（税別）B０６８５０１MP-７DA

マグネットパーテーション デザインパネルB
□外寸法／W２７００×H２１００  ３台連結
□金紙貼り仕上

￥450,000（税別）B０６８５０２MP-７DB

裏 面

表 面
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パーテーション
□外寸法／W１８００×H２１００
□フレーム／スチール焼付塗装仕上

￥230,000（税別） B０６６１０１SP-１８-２１A

パーテーション
□外寸法／W１9００×H２１００
□パネル／パネルクロス貼り アイアンパネル
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□キャスター／Φ50ボールキャスター付

￥420,000（税別）B０66107SP-１9-２１

高砂席バックパネル・立札パネル等 光のアレンジを演出
様々なアレンジでご提案できます！

別注対応可能
お問い合わせください。
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LATTICEラティス

ラティス コーディネート１
□外寸法／Ｗ１６５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□F×２個、J×１個

￥150,000（税別）Ｂ０７１７１１

Ｂ０７１７１５

ラティス コーディネート５
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□E×４個

￥216,000（税別）Ｂ０７１７１４

ラティス コーディネート４
□外寸法／Ｗ１６５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□G×２個、J×１個

￥150,000（税別） Ｂ０７１７１６

ラティス コーディネート６
□外寸法／Ｗ２８５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□B×４個、I×１個

￥258,000（税別）

ラティスA
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２２００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０１
￥54,000（税別）

ラティスB
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０２
￥54,000（税別）

ラティスC
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０３
￥54,000（税別）

ラティスD
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０４
￥54,000（税別）

ラティスE
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０５
￥54,000（税別）

ラティスG
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０７

￥54,000（税別）
Ｂ０７１７０８

ラティスＨ
□外寸法／
Ｗ４５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

￥42,000（税別）

ラティスI
□外寸法／
Ｗ４５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７０９

￥42,000（税別）

ラティスJ
□外寸法／
Ｗ４５０×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７１０

￥42,000（税別）
Ｂ０７１７０６

￥54,000（税別）

ラティスF
□外寸法／
Ｗ６００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□スチール焼付塗装

Ｂ０７１７１２

ラティス コーディネート２
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ４７０×Ｈ２１００
□I×４個

￥168,000（税別）
ラティス コーディネート３
□外寸法／Ｗ２１００×Ｄ４７０×Ｈ２２００
□H×２個、A×２個

￥192,000（税別）Ｂ０７１７１３

４本組仕様

※花はイメージです。

お客様のご要望に合わせて、イメージ提案致しております。
ご使用される会場のイメージに合わせて、素材・デザインのプランニング致します。

［オリジナル ラティス・パーテーションのご提案］

立札用パーテーション RP-1
□外寸法／W１８００×H２０００×D７６０
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□スクリーン付

￥440,000（税別） B０６５９０５

立札用パーテーション RP-２
□外寸法／W２７３０×H２３６０×D５００
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□スクリーン付

￥730,000（税別）B０６５９０６

￥640,000（税別） B０７１７１８

立札用ラティス RL-1
□外寸法／W２８００×H２３００×D５００（４本／１セット）
□スチール焼付塗装仕上

立札用パーテーション RP-３
□外寸法／W９００×H２２００×D６００（４本組／W３６００×H２２００×D６００）
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□アクリワーロン付

￥260,000（税別）
￥1,040,000（税別）

B０７１７１７

１台

４台セット価格
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