
区分

【会社概要】 株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 会社URL： https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/

所在地：〒710-0145　倉敷市福江7-1 TEL：086-485-2700　FAX：086-485-2701

区分

【会社概要】 株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 会社URL： https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/

所在地：〒710-0145　倉敷市福江7-1 TEL：086-485-2700　FAX：086-485-2701
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

11,000円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL 電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
素材/板厚/加工方法　　　塩化ビニル樹脂(PVC)　/ 板厚3㎜　/　接着加工
寸法/重量　　　　　　　　　幅50㎝　高さ　60cm　奥行 40cm　/　約4.5㎏
※医療機関向けの参考価格です。側面に補助穴の追加、寸法変更等対応します。

商品名
飛沫感染防止ボックス
（エアロゾルボックス）

希望小売価格

新型コロナウイルス感染防止対策関連岡山県内企業製品情報

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名 飛沫感染防止パネル（透明）
希望小売価格

個別にお問合せ下さい
(税込)

【商品の特徴・使用例】
素材/板厚　パネル部分：ポリエチレンテレフタレート(PET)/ 板厚3㎜　足部分：アクリル/板厚15mm
寸法/重量　幅90㎝　高さ　50cm　　/約1.7kg
※窓あき、形状などカスタマイズ可能です。

パテーション(ボックス型)
【写真】

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL 電話等でお問合せください

https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/
https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/


区分

【会社概要】 フジモト工業株式会社 会社URL： http://www.fujimoto-kogyou.jp/

所在地：〒714-2111　井原市芳井町吉井3603 TEL：0866-72-0334　FAX：0866-72-0408

区分

【会社概要】 株式会社内外プロセス 会社URL： http://www.naigai-net.co.jp/

所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-183 TEL：086-296-5805　FAX：086-296-3304
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

商品購入URL 電話等でお問合せください

パテーション

（令和2年9月24日現在）

【商品の特徴・使用例】
・社名やロゴ、文字を印刷できます
・用途に伴った4タイプのサイズラインナップ
・軽量発砲パネルを使用し転倒してもケガの心配がありません

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL http://www.naigai-net.co.jp/ondemand/partition.html

希望小売価格
上記のとおり

(税込)

パテーション
【写真】

商品名 飛沫ガードパーテーション
希望小売価格

4,400円～
(税込)

【商品の特徴・使用例】
厚さ3.0mmx900x600(窓無し）のアクリル板を使用。スタンドは3.0mmのSUS304材にて加工。
スタンドのデザインは希望があれば希望により加工可能。
できればデータを頂きたいですが、ない場合こちらでデータの製作も可能ですが、別途料金が発生します。
アクリル板の窓加工が必要な場合も別途料金が発生します。
値段はアクリル板もこちらの手配の場合(アクリル板1枚 スタンド2個）

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品名 飛沫防止用ガード

【写真】

【値段】

・アクリル板もこちらの手配

の場合(アクリル板1枚 スタ

ンド2個）

1台 12,540円/個(税込)

10台で10,290円/個(税込)

・アクリル板無しの場合（ス

タンド2個）

1台7,950円/個(税込)

10台で6,840円/個(税込)

600Ｓ（Ｈ600×Ｗ900） 600Ｍ（Ｈ600×Ｗ1200）

http://www.fujimoto-kogyou.jp/
http://www.naigai-net.co.jp/
http://www.naigai-net.co.jp/ondemand/partition.html


区分

【会社概要】 オーティス株式会社 会社URL： https://otis-group.com/

所在地：〒719-3225　真庭市中原202-13 TEL：0867-42-3690　FAX：0867-42-3694

区分

【会社概要】 株式会社双葉店飾社 会社URL： http://www.gradis28.co.jp/index.html

所在地：〒700-0951　岡山市北区田中126-101 TEL：086-244-1133　FAX：086-244-1199
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://clearshield.thebase.in/

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名
Clear Shield

（クリアシールド）

希望小売価格
7,000円

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
コミュニケーションを妨げることなくスペース確保でき、プライバシーにも配慮できる仕切板です。
隣同士、対面での飛沫感染予防にご活用ください。サイズ500mm×500mm×150mm
幅900mmのLサイズ、ウッドとアルミのスタンドが選べます。

パテーション
【写真】

商品名 飛沫感染防止パネル
希望小売価格

6,600円
(税込)

【商品の特徴・使用例】
表面にオリジナルの印刷が可能です。（横８０㎝×縦６５㎝）

https://otis-group.com/
http://www.gradis28.co.jp/index.html
https://clearshield.thebase.in/


区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/

所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820

区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/

所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名 発泡ボードパーテーション
希望小売価格

7,150円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

【商品の特徴・使用例】
どうしてもオフィスで仕事をしないといけない方へ。長期化するコロナ渦に長持ちする仕様。
ダンボール製よりも長持ちするマットラミネート付。サイズ：横幅1200～1500mm（調整可能）、奥行き1000mm、
高さ700mm伸縮自在であらゆるオフィスデスクに対応可能な横幅。
通常のオフィスデスク（奥行き600～800mm）より大きく隣同士の飛散を防ぐ。対面の飛散をふせぐ安心の高さ。

パテーション
【写真】

商品名
飛沫防止パネル

ダンボール製
希望小売価格

6,600円
(税込)

【商品の特徴・使用例】
サイズ：横幅1000～1800mm（調整可能）、奥行き1000mm、高さ800mm
どうしてもオフィスで仕事をしないといけない方へ、伸縮自在であらゆるオフィスデスクに対応可能な横幅。
通常のオフィスデスク（奥行き600～800mm）より大きく隣同士の飛散を防ぐ。対面の飛散をふせぐ安心の高さ。

http://www.pack-road.co.jp/
http://www.pack-road.co.jp/
https://www.pack-road.co.jp/contact/
https://www.pack-road.co.jp/contact/


区分

【会社概要】 株式会社パック・ロード 会社URL： http://www.pack-road.co.jp/

所在地：〒701-0221　岡山市南区藤田566-144 TEL：086-296-2936　FAX：086-296-8820

区分

【会社概要】 株式会社アムス 会社URL： http://www.artetje.co.jp/

所在地：〒710-0003　倉敷市平田837 TEL：086-425-1212　FAX：086-422-6425

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
飲食店のカウンター席に最適。ほど良いプライバシーが保たれます。サイズ・数量パターンが4種類。
フレームと簡易自立スタンド、『感染防止対策実施中』の札付き。
①450×450　8枚/1セット　②450×600　6枚/1セット　③450×900　4枚/1セット　④600×900　3枚/1セット

最低注文個数 3～8個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.pack-road.co.jp/contact/

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名
飛沫防止パネル

ポリカーボネート製

希望小売価格
13,200円

(税込)

パテーション
【写真】

商品名
飛沫感染対策パーテーション60
飛沫感染対策パーテーション90

希望小売価格
6,380円～

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL http://www.artetje.co.jp/

【商品の特徴・使用例】
3mm厚の透明アクリル板が視界を妨げず、木製の台座が安定感と温かさを感じさせます。
飛沫感染対策パーテーション60　 W600×H450×D80mm　　6,380円（税込）
飛沫感染対策パーテーション90　 W900×H450×D80mm　　9,350円（税込）
◎自社倉敷工場での一貫生産のため、別寸や特注品の製造も可能です。

http://www.pack-road.co.jp/
http://www.artetje.co.jp/
https://www.pack-road.co.jp/contact/
http://www.artetje.co.jp/


区分

【会社概要】 光永PRXCEE-ＴＥＣ株式会社

所在地：〒704-8174　岡山市東区松新町609-4 TEL：086-953-4343　FAX：086-953-4345

区分

【会社概要】 友野印刷株式会社 会社URL： https://www.tomono.co.jp

所在地：〒700-0035　岡山市北区高柳西町1-23 TEL：086-255-1101　FAX：086-253-2965

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名
簡易パーティション
（S/M/Lサイズ）

希望小売価格
2,200円～

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
透明ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝで圧迫感なしで安心感アップ。軽量で簡単設置できます。ｵﾌｨｽや飲食店・学習塾などでご使用いた
だいております。お得な3枚ｾｯﾄ価格(税込) Sｻｲｽﾞ\6,270/3枚、Mｻｲｽﾞ\7,920/3枚、Lｻｲｽﾞ\9,240/3枚
ｻｲｽﾞｵｰﾀﾞｰも承りますのでご相談ください。
寸法：Sｻｲｽﾞ約50ｃｍ×30ｃｍ。Ｍｻｲｽﾞ約50ｃｍ×40cm。Ｌｻｲｽﾞ約60ｃｍ×45cm。ｼｰﾙﾄﾞ部材質：PET

パテーション

商品購入URL https://shop.tomono.jp/

【商品の特徴・使用例】
横幅7パターン、高さ2パターンあり。発泡ボード製で軽い素材で出来ています。

【写真】

商品名 飛沫ガード
希望小売価格

5,170円～
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

https://www.tomono.co.jp
https://shop.tomono.jp/


区分

【会社概要】 株式会社福井廚房 会社URL： http://www.fukui-chubou.co.jp

所在地：〒700-0953　岡山市南区西市263-1 TEL：086-241-9551　FAX：086-241-2792

区分

【会社概要】 株式会社ホリグチ 会社URL： https://kk-horiguchi.com/

所在地：〒710-1305　倉敷市真備町市場850-4 TEL：086-698-0366　FAX：086-698-2994

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名
飛沫感染対策
パーテーション

希望小売価格
6,600円～

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
・サイズ：　巾９０５ｍｍ＊高さ６１５ｍｍ　（脚部奥行き２４５ｍｍ）
・パネル：　安心の５ｍｍPET樹脂パネル
・脚　部：　木製（固定式）
・上部の木製プレートに社名・ロゴ等刻印可能

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
・側面ステンレス製　正面アクリル製
・使用目的、設置状況に合わせた仕様に高さや幅などは変更可能

パテーション
【写真】

商品名 飛沫防止パーテーション
希望小売価格

22,000円
(税込)

http://www.fukui-chubou.co.jp
https://kk-horiguchi.com/


区分

【会社概要】 株式会社井原アルナ 会社URL： http://www.ibara-aruna.com/

所在地：〒715-0016　井原市岩倉町236-7 TEL：0866-63-1550　FAX：0866-63-1551

区分

【会社概要】 株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 会社URL： https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/

所在地：〒710-0145　倉敷市福江7-1 TEL：086-485-2700　FAX：086-485-2701

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名 飛沫ガードパーテーション
希望小売価格

13,500円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
素材/ﾊﾟﾈﾙ部分：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ(PET)
板厚/3mm 付属 ゴム足付
寸法/幅220㎝　高さ60cm
重量/約4.8kg
※窓あき、形状などカスタマイズ可能です。

商品購入URL https://item.rakuten.co.jp/i-aruna/0007/

【商品の特徴・使用例】
・サイズ：　幅 915ｍｍ　 高さ 620ｍｍ（脚部含む)、ＰＥＴ樹脂  厚み5ｍｍ、脚部　 幅289mm　高さ90mm
・材　質：　ＰＥＴ樹脂、国産ひのき
・　色　 ：　透明
・強度・安定性に優れ、地球環境にやさしい板です。
  脚部は国産ひのきを使用（消臭効果・抗菌作用等に優れ、香りは精神安定効果もあります）

パテーション
【写真】

商品名
折り畳み式

飛沫感染防止パネル

希望小売価格
個別にお問合せ下さい

(税込)

http://www.ibara-aruna.com/
https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/
https://item.rakuten.co.jp/i-aruna/0007/


区分

【会社概要】 タイメック株式会社 会社URL： http://www.timec.co.jp

所在地：〒719-1164　総社市西郡197-1 TEL：0866-93-1678　FAX：0866-93-6993

区分

【会社概要】 株式会社石原パッキング工業 会社URL： http://www.ishihara-j.co.jp

所在地：〒709-0625　岡山市東区上道北方325-1 TEL：086-208-6610　FAX：086-208-6620

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

商品購入URL 電話等でお問合せ下さい

【商品の特徴・使用例】
カバー本体：アクリル　足：ステンレス　　書類受け渡し用窓抜き加工あり
応接テーブルのサイズに合わせた長さに加工します

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名 飛散防止カバー
希望小売価格

個別にお問合せ下さい
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 □可　／　☑否

商品購入URL 会社ホームページよりメール・FAXでご注文下さい

【商品の特徴・使用例】
衝立部分に1ｍｍのPET樹脂を使用しており透明度が高く、軽量かつ高強度となっております。
サイズは幅９００ｍｍ　高さ６００ｍｍ　コストパフォーマンスの良い商品となっております。

パテーション
【写真】

商品名 飛散防止パーテーション
希望小売価格

4,950円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://www.timec.co.jp
http://www.ishihara-j.co.jp


区分

【会社概要】 三乗工業株式会社 会社URL： www.minori-kogyo.co.jp
所在地：〒719-1154　総社市井尻野100 TEL：0866-93-2301　FAX：0866-93-2309

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

商品購入URL https://minoritp.buyshop.jp/

【商品の特徴・使用例】
『無敵のプライベート空間　脱雑音・脱飛沫』
卓上に三密を避ける安心・安全なプライベート空間が簡単につくれます
独自の特殊素材・加工で遮音・吸音効果アップ！
上部の「アッパープロテクター」で飛沫によるウイルスの侵入をブロック！
自分らしいアイデアで、あなただけのこだわりの楽しいワークスペースが創れます！

（令和2年9月24日現在）

パテーション
【写真】

商品名 ミノリ・テーブル・パーテーション
希望小売価格

9,900円　（送料別）
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

https://minoritp.buyshop.jp/

