他にはないデザイン性と高級感漂う
当店オリジナルの高品質パーティション。

内装の第一印象
ただ 、それだけで

さまざまな場所で ご使用いただいております。

お客様の心を
つかみます。
ネイルサロン

エステティックサロン

アパレルショップ

「お客様を魅了する
高品質でオシャレな空間造り。」
リフォーム

新規オープン

オフィス・個人オフィス

ペットショップ

整体院・カイロプラクティック

こちらはほんの一例です。
他にもたくさんのお客様に
ご使用いただき、
お喜びの声を
いただいております。

クリニック

間仕切り

当店の『デザインパーティ ション』なら、
工事要らず ・ 簡単設置
たった 1～ 2 日で完成 できます。
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カ フェ

OFFICE

・会議室・応接室の仕切り

HOME

・バックオフィススペース

SHOP

・テーブル席の間仕切り
・バックヤード空間
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・子供部屋、書斎の間仕切り
・リビングの目隠し

SALON

・個室スペース、

・着替え、待合ブース

パネル専門メーカーが作る 、不燃パネル。
安心の日本製。国内の自社工場にて全行程生産しています。

マグネット使用できます。

両面
マグネット
ＯＫ！

ショップやサロンのメニュー表やポスター
を掲示したり、ご家庭での予定表を貼ったり
さまざまな活用が可能です。

当店のデザインパーティションは２タイプ。
設置場所や用途に合わせてお選びいただけます。

天井つっぱり式
天井に突っ張るタイプのパーティションです。
部屋をふたつに分けて壁のように使ったり、
間仕切りとしてもお使いいただけます。
直列・コーナー・3 方向・4 方向と連結可能 。

・メニュー表
・ポスター
・予定表
・写真

安心の日本製

パネルの構造
スチール製の厚さ 0.4 ㎜の薄い鉄板の中に、ハチの巣状
の芯材をサンドイッチ構造に加工したパネルです。
パネル外面には壁紙クロス（ 両面 ）、側面には枠加工が
施されています。
表面材（ 厚み 0.4 mm ）

表面材の上に壁紙を貼ります。

枠 材（ 白・黒・茶）

枠材のカラーは、壁紙の
デザインによって異なります。

※こちらは壁紙クロスを
貼っていな状態です。

表面材：ガルバリウム鋼板
芯 材：ハニカムコア
枠 材：塩ビエッジ
壁 紙：SANGETSU クロス

Made in Japan

パネル専門メーカーが作る、不燃パネルを
使ったこだわりのデザインパーティション。
当社はクリーンルーム関連の不燃パーテーションパネル
を主に営業展開しているパネル製造メーカーです。
長年の信頼と技術力を武器に、日本全国の電機メーカー・
自動車メーカー・製薬会社等の最新鋭工場や、研究施設
に納入しています。
高技術を最大限に生かした、高品質でデザイン性のある
オリジナルのパーティションを、日本国内の自社工場にて
全行程生産しています。

「天井つっぱり式」の詳細は、11 ページをご覧ください。

自立 式
自立式で、置くだけのパーティションです。
個室の仕切りや目隠しが出来ます。
設置も簡単なので用途に合わせて移動が可能。
直列での連結が可能です。

木製品やその他の加工品に比べ 、耐久性に優れ 、長く
ご使用いただいた場合でも、反り・曲がり・割れなどの
破損や変形がほとんど発生しないのが特徴となります。

当店のデザインパーティション（ パネル ）は 、
国土交通大臣認定
認定番号

NM-2221

不燃 認定を取得しています。
※壁紙クロスは不燃・準不燃のものを使用 ( デザインによって異なります。)
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「自立式」の詳細は、17 ページをご覧ください。
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選べるデザインカラー９種類
※デザインの種類は予告なく変更となる場合がございます。

Design：茶木目メイプル

サンプル帳
No.2 G 02

どんなテイストにも調和する
ナチュラルでオシャレな木目柄

多彩な デザイ ン
「定番カラー」から「個性派」まで、
お好みでお選びいただけます。

デザイン

こだわり の表面「デザイン＋機能性 」 サンプル帳
壁装材メーカー「SANGETSU（サンゲツ）」の 高品位 壁紙を採用。

「デザイン＋機能性 」により、コーディネートの幅を広げます。

ございます。

デザインクロスの一部を
無料でお送りします。
※詳しくは 10 ページ

※デザインカラーは、「天井つっぱり式」「自立式」共通となります。
掲載されている画像は「天井つっぱり式タイプ」です。

Design：白木目シャビー

サンプル帳
No.1 G 01

アンティークな白木目で
上品な「大人可愛い」を

シンプルな木目はオシャレでなじみやすいデザインです。
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【準不燃・防カビ・表面強化・ウレタンコート】

ナチュラルな素材の中にも、存在感を出したい方におすすめ。

Design：インダストリアル

【不燃 ・防カビ】

サンプル帳
No.3 G 03

洗練された空間を演出する
クールなコンクリート

都会的でオシャレな、コンクリート風のデザインです。
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【不燃 ・防カビ】

Design：赤レンガ浪漫 2

Design：黒煉瓦ヴィンテージ

サンプル帳
No.4 C 06

レンガ

本物がそこにあるかのような
凹凸感で室内にアクセントを

お部屋のイメージを一新する 、まるで本物のような立体感。

Design：白煉瓦モダン

主役級の立体的な黒煉瓦が、
スタイリッシュ空間に導きます。

【不燃・防カビ】

【不燃・防カビ】

サンプル帳
No.7 A08

始まりを感じさせる
純白のパーティション

存在感を放ちつつ
レンガ
インテリアに馴染む白煉瓦
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大人気のレンガシリーズに、スタイリッシュな「黒レンガ」が登場！

Design：リアルホワイト 2

サンプル帳
No.5 F03

大人気の「赤レンガ浪漫」に続き『白煉瓦 ( レンガ )』が登場！

サンプル帳
No.6 F04

【不燃・防カビ】

クセのない白は、明るく清潔感のある開放的な空間を演出します。
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【準不燃・防カビ・表面強化】

Design：セピアブラック

選べるデザインカラー

サンプル帳
No.8 F05

※ご注文時に下記よりデザインをお選び下さい。
（パネル両面とも同じデザインとなります。）

光で表情を変える
ナチュラルな黒褐色
G 01． 白木目シャビー

G 02． 茶木目メイプル

準不 燃

不燃

G 03． インダストリアル
不 燃

C 06．赤レンガ浪漫 2

F 03．白煉瓦モダン

不燃

不燃

発光前

F 04．黒煉瓦ヴィンテージ
不燃

癖がなくインテリアにもシックに馴染みやすいブラック。

Design：銀 河（ 蓄光）

【不燃・防カビ・抗菌・表面強化・汚れ防止】

発光前

発光後

サンプル帳
No.9 D02

A 0 6 ．リアルホワイト

F 0 5．セピアブラック
不燃

準不 燃

無料

発光後

D 02．銀 河（ 蓄 光 ）
準不 燃

デザインサンプル帳
お送りします。

お客様に安心してお買い求めいただきたいから 、

クロスサンプル（現物）を
「無料」にて郵送しています。

シンプルなホワイトから
驚くような夜空の立体空間へ

デザインサンプル帳は、
１冊で全てのデザインをお楽しみいただけます。
実際に手に取り、触って「色・柄・質感」を感じてください。

必要
事項

① お名前

③ お電話番号

② ご住所

④ メールアドレス

※デザインの種類は
時期により変更する
場合がございます。

ご希望の方は上記の「必要事項 ①〜④」を記載の上 、こちらのメールアドレス
paneluna@ekc-network .com まで、メールをお送りください。

太陽光・蛍光灯の光を蓄え、
消 灯 後 、約 2 0 分間 柔らかな光を発します。
ブラックライトを当てると 永続的に光ります。
※蓄光クロスの特徴
蓄光クロスに使用している顔料は、太陽や蛍光灯などの紫外線を
含んだ光を吸収、蓄積することにより、暗所でこれを放出し発光
する性質を持っています。LED 照明は 紫外線をほとんど含まない
ため 、太陽や蛍光灯に比べ 、同じ照度でも光を蓄えるのに時間が
かかりますので 、蓄光クロスに対する光源としては不向きです。

シンプルな白の壁が、奥行き感のある夜空に変身します。
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【蓄光・準不燃・防カビ】

デザインサンプル帳のお申込みメールを確認後、弊社より確認のメールをお送り致します。
デザインサンプル帳郵送の手配を致しますので到着までお待ちください。
※郵便のため、確認メールからお届けまでに数日かかる場合がございますのでご了承ください。

設置方法、 ご注文方法
についてのご相談承り ます。
メールまたは お電話にて、
お気軽にお問い合わせください。

T E L ：054 -644 -4442（ 平日 10：00 〜 17：00

土日祝日は休業日）

M AI L：Paneluna@ekc-network.com

（ 24 時間受信可能 。メール確認後 、翌営業日以内にご返信致します。）
※ 当店 及び配送業者による組立て・設置の出張サービスは 行っておりません 。

−１０−

