
デスクスクリーン
オフィス・学校・福祉施設・店舗での飛沫予防対策に！

6枚セット

置くだけ簡単設置

コミュニケーションを疎外しない
クリアな仕様で、H495mmでも
圧迫感がありません。

手軽にメンテナンス

水洗いや中性洗剤でのメンテ
ナンスが容易で衛生的です。 仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm                                   

               脚 ：スチール・ABS・発泡ポリエチレン、色：クリア

品番 価格（6枚セット） サイズ（mm）

H50-0649P ¥27,800（税込） W600×D180×H495

H50-1049P ¥29,800（税込） W1000×D180×H495

H50-1249P ¥34,800（税込） W1200×D180×H495

H50-1449P ¥39,800（税込） W1400×D180×H495

デスクスクリーン H50

ハイタイプデスクスクリーン H80 4枚セット

タイプ 品番 価格4枚セット） サイズ（mm）

ハイタイプ
（H800固定）

H80-1080P ¥34,800（税込） W1000×D230×H800

H80-1280P ¥39,800（税込） W1200×D230×H800

H80-1480P ¥44,800（税込） W1400×D230×H800

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm                                   
               脚 ：スチール、色：クリア

※100枚以上で特注サイズ承ります。



ハイタイプも
選べます！デスクスクリーン C60 〈コの字タイプ〉

6枚セット（H595）
2枚セット（H800）

コの字型に曲げ加工を施し、3方向をしっかりガード。
市松型に配置することで、個人個人を仕切ることが可能です。

ケーブルを避ける20㎜
の隙間があります。

ハイタイプも
選べます！デスクスクリーン PA50/PA80 〈ポリカ脚タイプ〉

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm

W600・1000用脚

タイプ 品番 価格（6枚セット） サイズ（mm）

H595
タイプ

C60-0660P ¥39,600（税込） W600×D600×H595

C60-1060P ¥42,000（税込） W1000×D600×H595

C60-1260P ¥46,800（税込） W1200×D600×H595

C60-1460P ¥51,600（税込） W1400×D600×H595

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 5mm

タイプ 品番 価格（2枚セット） サイズ（mm）

H800
タイプ

C60-0680P ¥33,200（税込） W600×D600×H800

C60-1080P ¥34,000（税込） W1000×D600×H800

C60-1280P ¥35,600（税込） W1200×D600×H800

C60-1480P ¥37,200（税込） W1400×D600×H800

タイプ 品番 価格（6枚セット） サイズ（mm）

H495
タイプ

PA50-0649P ¥27,800（税込） W600×D180×H495

PA50-1049P ¥29,800（税込） W1000×D180×H495

PA50-1249P ¥34,800（税込） W1200×D250×H495

PA50-1449P ¥39,800（税込） W1400×D250×H495

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm 仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 5mm

6枚セット（H495）
4枚セット（H800）

W1200・1400用脚 H800用脚

※100枚以上で特注サイズ承ります。

タイプ 品番 価格（4枚セット） サイズ（mm）

H800
タイプ

PA80-0680P ¥32,800（税込） W600×D300×H800

PA80-1080P ¥34,800（税込） W1000×D300×H800

PA80-1280P ¥39,800（税込） W1200×D300×H800

PA80-1480P ¥44,800（税込） W1400×D300×H800

ケーブルを避ける20㎜
の隙間があります。



デスクスクリーン C80 〈コの字タイプ〉

正面パネル下部には100㎜の
隙間があります。

受付、カウンターに最適な高さ調節タイプ

デスクスクリーン H60A  〈カウンタータイプ〉

Ｈ60Ａタイプはパネル下部の隙間は10㎜/60㎜/110㎜/
160mm/210㎜となります。

H60Aタイプ（可動式）

ハイタイプ2枚セット

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 5mm

品番 価格（2枚セット） サイズ（mm）

C80-0660P ¥33,200（税込） W880×D400×H800

C80-1060P ¥34,000（税込） W980×D400×H800

C80-1260P ¥35,600（税込） W1180×D400×H800

C80-1460P ¥37,200（税込） W1380×D400×H800

高さ調整
タイプ4枚セット

タイプ 品番 価格（4枚セット） サイズ（mm）

高さ可動
タイプ

H60A-0659P ¥23,800（税込） W600×D230×H605～805

H60A-0959P ¥29,800（税込） W900×D230×H605～805

H60A-1059P ¥29,800（税込） W1000×D230×H605～805

H60A-1259P ¥34,800（税込） W1200×D230×H605～805

H60A-1459P ¥39,800（税込） W1400×D230×H605～805

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm                                  
               脚 ： スチール、色：クリア

※100枚以上で特注サイズ承ります。



クロススクリーン X145 〈クロスタイプ〉

ﾈｼﾞ止めﾀｲﾌﾟ

ハイタイプも
選べます！2枚セット

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm（H500）、5mm（H800）

パネルを直行させるだけで簡単に設置できます。

タイプ 品番 価格（2枚セット） サイズ（mm）

H495タイプ X50-1485-50P ¥24,800（税込） W1400×D850×H495

H800タイプ X80-1485-80P ¥29,800（税込） W1400×D850×H800
仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 5mm
         キャスター : ナイロン 50φ

品番 価格 サイズ（mm）

S1890 ¥25,000（税込） W900×D545×H1850

スクールスクリーン

学校や塾での飛沫対策に

お問い合わせ
ご注文は

〈 アイリスオーヤマグループ 〉 コールセンター

TEL：079-508-1674

レジスクリーン 〈ネジ止めタイプ〉 レジスクリーン 〈スタンドタイプ〉

スーパーコンビニ等のレジでの飛沫対策に

品番 価格 サイズ（mm）

W600タイプ ¥8,800（税込） W600×H900～1200

W900タイプ ¥9,800（税込） W900×H900～1200

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm

ネジ止めだけで高さ4段階に調節可能です。

パネル固定 支柱固定

スーパーコンビニ等のレジでの飛沫対策に
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300mm / 400mm
500mm / 600mm

レジカウンターの天板に
取り付けて使用します。

品番 価格（2セット） サイズ（mm）

ST2000 ¥47,600（税込） W948×D250×H1800～2000

仕様 / パネル ： ポリカーボネート製 3mm （900×600mm）

2セット

パネルの高さは2000/1900/1800の位置に調節可能です。
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※100枚以上で特注サイズ承ります。

FAX. 048-851-7732　URL.http://www.shimachu.co.jp
〒338-8511 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

株式会社島忠 法人営業部 お問合せはこちら ▶

TEL048-851-7731


