
カウンター席や
狭いテーブル席に！

場所を選ばず、設置も簡単

1241610 ￥ 2,000
飛沫防止ガードﾊEBM

窓付きパテーションボード/2Way(蓋付き) ｶ

SPB-30 W900×600mm 1241650
品番

SPB-31 1241660W600×600mm
￥ 14,000
価格商品コード

￥ 12,000
●窓（開口部）が必要のない時は上下を逆さにして使用が可能です。
また、品物などの出し入れが無い場合は安全の為、蓋ができます。

サイズ
3mm
3mm

アクリル板厚
パーテーションボード/2Way(縦・横兼用) ｶ

SPB-40 600×450mm

縦使用イメージ

横使用イメージ

1241620

SPB-42 450×300mm 1241640

品番

SPB-41 1241630600×360mm
￥ 10,000

￥ 6,500

価格商品コード

￥ 9,000

●透明アクリル板は必要に応じて縦・横でご利用ください。

サイズ
3mm

3mm
3mm

アクリル板厚

新しい生活様式のご案内
安心して食事をしていただく為に

フロアースタンド 
商品コード 価格

20721 -B 3802400 ￥3,200
20722  ブラック 1100750 ￥3,200
外寸：400×280×H1,400

。すまきで節調でま㎜005,2～004,1はさ高のドンタス ●
㎜082×043：ズイサスーベ ●

。すまきでグンキッタス ●
。すまめ挟でま厚㎜01 ※

■ﾀ
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サイズ：360×80×505mm
スタンド：ステンレス
パネル：PP
●底面を両面テープ等で固定することにより
更に安定感が増します。

￥7,500
サイズ：140×70×H93
0482600

トイネボーカリポ／ムルィフ ：質材
フレーム／ポリプロピレン

●洗浄による繰り返しの使用が可能です。
●耳ひものアジャスタ機能でサイズ調整可能です。

クリスターマスク(10袋入)  

1240160 ￥ 3,300
ｶ

材質　本体
クッション
ベルト

サイズ

フェイスシールド(10枚入り)
FS-330-220

：330×220×0.25(T)mm
：PET
：ポリウレタン
：ゴム、ポリエステル

接客業、サービス業など
対面で作業する全業種におすすめです。

顔との接触面は
スポンジなので
痛くなりにくいです。

（ クスマトッケチエ トッケスマ 10枚入） ■ﾊ
サイズ：135×Ｈ90  0163910 ￥6,800  
フィルム部：130×Ｈ65
材質：フィルム、フレーム／ポリカーボネイト
セット内容：透明マスク、収納ポーチ、クリーンクロス
●くもり止め加工　●傷が付きにくいハードコーティング
●抗菌加工　●水洗い可能（フィルム部）
●耳掛け長さ 調整可能

マスケット用交換フィルム （50 枚入）  
0163920￥18,750  ■ﾊ

マスクと組合せて
wガードの感染対策

笑顔が見える高機能透明マスク

20721

20722

 
※パーテーションボードは特注サイズ承ります。



2本使用例

4方向パーテーション
としても使えます

スタッキング時

3本使用例

ベルトパーティション 51354  ■ﾅ
商品コード 価格

赤 3825110 ￥13,500
青 3825120 ￥13,500
外寸：φ360×H800  重量：5㎏
ベルト長さ：1,800    ステンレス
●片方ベルト＋ベルト受け×3
●スタッキング可能

女性でも持ち運び便利な軽量品タイプ。
ベルトは従来品の倍の長さがあり、本数が減らせコストダウン。

フロア用STAYサインシート ｶ

●取り付ける際は、取り付け面の汚れを
拭き取ってください。

●裏面のシールをはがす時は
セロテープ等ではがしてください。

AS-841 364×257mm 1242450

AS-843 400×100mm 1242470

品番

AS-842 1242460297×210mm
￥ 1,900

￥ 1,700

価格商品コード

￥ 1,800

サイズ

貼るサインシート

●取り付ける際は、取り付け面の汚れを拭き取ってください。
●裏面のシールをはがす時はセロテープ等ではがしてください。

ｶ

AS-834 100×150mm

AS-846 100×150mm
AS-849 100×150mm 1242400

品番 サイズ 価格商品コード

AS-835 1241680100×150mm
￥900

￥900
￥900

￥900
1241690

1241670

AS-834

AS-846 AS-849

AS-835

1242410 ￥ 400

貼るサイン
シート専用スタンド ASS-12 ｶ

サイズ ：W110×H160×D40mm/1t
材質 ：塩ビ１m厚　白

ミニミニサイン

●材質：塩ビ/片面マット板

ｶ

SI-28　山型 W30×H20×D15mm 1242430
品番

SI-29　L 型 1242440W60×H60×D20mm
￥ 220
価格商品コード

￥ 300

サイズ

お会計時の接触防止に

18-8 オーバル キャッシュトレー 
外寸 商品コード 価格

大 225×92×H9 7550600 ￥1,200
小 177×82×H9 7550700 ￥1,050

薬液ボトルを置いた状態

ピュアハイジーン PH- 01 B ■ﾀ
5091720￥20,800

※ ボトル対応可能サイズ 
D85×W95×H215～255
●ボトルを選ばない自動薬液噴霧器
●台座の高さを変えると色々なサイズの
　ボトルがご使用になれます。

外　　 寸 165×138（トレー設置時280）×H314
重　　 量 1.4㎏（電池、空ボトルを除く）
材　　 質 ABS樹脂
電　　 源 アルカリ乾電池（単1）4本　※付属電池は確認用
使用環境 温度5～40℃　湿度20～80％
付 属 品 専用空ボトル（1,000㎖）、壁面用取付ビス
※オプションでACアダプターもあります。

テーブル付サインスタンド　Ａ４縦 ﾀ

シルバー W246×H1210×D460mm 3002280
品番 外寸 価格商品コード

ブラック 3002290W246×H1210×D460mm
3.2kg
重量

3.2kg
￥15,000
￥16,500

●メディア有効サイズ=A4(297×210mm) 
●テーブル=アクリル板厚5mmテーパー加工
●底面の裏側に1.1kgの重りをセットしてあるので、安定感もあります。
●テーブルの奥側中心あたりにボトル落下防止のヒモなどを
結びる穴を開けています。

アルコール消毒推奨ポスター付

1242420 ￥ 700
卓上サイン　UP128-1 ｻ

サイズ：W120×H40×D120mm

手をかざすだけで自動噴霧

安心、予防を見える形に

床に貼るだけ、簡単設置

AS-842

AS-843

AS-841
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〒959-1277　新潟県燕市物流センター 3-20
TEL  : (0256) 63-2569
Email : info@ebematsu.co.jp
HP : https://www.ebematsu.co.jp/


