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フロアシート .Ａ

フロアシート .Ｂ
【ゴムマットタイプ】

【再剥離シールタイプ】
推奨設置面：パンチカーペット

タイルカーペット

推奨設置面：絨毯
大理石
フローリング

素材：ポリ塩化ビニール

素材：ゴムマット・ＰＥＴ合成紙・ラミネート

サイズ：Φ300・W300×H300. 他～

※ロゴ・イベント名等、掲載可能
　ご相談ください。

※ロゴ・イベント名等、掲載可能
　ご相談ください。

サイズ：Φ300・W300×H300. 他～ ※デザイン例 P.02 参照

P.01



P.02

こちらでお待ち下さい
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ep 
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※イベントや御宴席のポスターやイメージに沿ったデザインに変更可能
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適切な距離を保ちましょう

Keep Your Distance
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■ フロアシート

距離を保ちましょう

PHYSICAL DISTANCING
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フィジカルディスタンシング推奨表示板 .Ａ

素材：スチレンボード

サイズ：W450×H450

【スタンド自立式】

※スタンド含む

※スタンド（リース）

※ロゴ・イベント名等、掲載可能
　ご相談ください。

※デザイン例 P.04 参照

P.03



P.04

マスクの着用に
ご協力下さい

アルコール消毒を
お使いください

適切な距離を
保ちましょう

２m

エスカレーターは間隔を
あけてご利用ください

距離を保ちましょう 適切な距離を
保ちましょう

２m

手指消毒にご協力下さい

マスクの着用にご協力下さい

1 2 43

5 6 7 8

9 10 11 12

450×450
■フィジカルディスタンシング推奨表示板 .Ａ ※イベントや御宴席のポスターやイメージに沿ったデザインに変更可能

physical distancing
フィジカル ディスタンシング

PHYSICAL DISTANCING

フィジカルディスタンシング！
あせらずゆったり行きましょう

1m



フィジカルディスタンシング推奨表示板 .B

【ベルトパーテーション設置式】

Φ300. 他～サイズ：

※リース
※ベルトパーテーション別途

素材：スチレンボード・ラミネート

※両面仕上げ

P.05

※デザイン例 P.06 参照



P.06

1 2

43

300×200

こちらでお待ち下さい

■ フィジカルディスタンシング推奨表示板 .B
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椅子使用禁止サイン .Ａ

椅子使用禁止サイン .Ｂ

椅子使用禁止サイン .Ｃ

素材：再剥離シール
W250×H180サイズ：

背面 W400×H500

W400×H400サイズ：

背もたれ面 W400×H150サイズ：

※使用する椅子のサイズ・材質により
　設置方法や素材を検討致します。

※製作する枚数により価格が異なります

【ハトメ加工・ゴム止め】

【ベルクロ止め】

P.07

素材：出力紙1
素材：クロス2

素材：ユポ紙1
素材：クロス2
素材：布地・昇華プリント3

Ａ

※デザイン例 P.09 参照

Ｂ

Ｃ

※ロゴ・イベント名等、掲載可能
　ご相談ください。



机使用禁止サイン .Ａ

机使用禁止サイン .Ｂ

素材：再剥離シール・ラミネート

素材：出力紙

※アクリルスタンド（リース）

【天板貼り付けタイプ】
W400×H150サイズ：

※両面表示
Ａ5横 W211×H155サイズ：

【アクリルスタンドタイプ】

P.08

Ａ

Ｂ

※デザイン例 P.09 参照



P.09

■ 使用禁止サイン ※イベントや御宴席のポスターやイメージに沿ったデザインに変更可能

1 2

1

1

2

2

43

3

1 2

3

1 2

43

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

感染予防対策として
間隔をあけてお座り
いただいております

感染予防対策実施中

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

感染予防対策として
間隔をあけてお座り
いただいております

感染予防対策実施中

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

250×180椅子使用禁止サイン .Ａ

背面 400×500  背もたれ面 400×150椅子使用禁止サイン .C

400×400椅子使用禁止サイン .B

400×150机使用禁止サイン .Ａ

机使用禁止サイン .B 211×155

只今この席はご使用いただけません
新型感染症予防のため

フィジカルディスタンシングにご協力ください

只今この席はご使用いただけません

新型感染症予防のため
フィジカルディスタンシングにご協力ください

只今この席はご使用いただけません
新型感染症予防のため

フィジカルディスタンシングにご協力ください

只今この席はご使用いただけません

新型感染症予防のため

フィジカルディスタンシングにご協力ください

只今この席はご使用いただけません

新型感染症予防のため

フィジカルディスタンシングにご協力ください

只今この席はご使用いただけません

新型感染症予防のため

フィジカルディスタンシングにご協力ください

フィジカルディスタンシング フィジカルディスタンシング

フィジカルディスタンシング

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

感染予防対策として
間隔をあけてお座り
いただいております

感染予防対策実施中
フィジカルディスタンシング

こちらの座席は
ご使用をお控え下さい

感染予防対策として
間隔をあけてお座り
いただいております

感染予防対策実施中
フィジカルディスタンシング

フィジカルディスタンシング



手指消毒液設置台 .Ａ

手指消毒液設置台 .Ｂ

素材：白段ボール加工

手指消毒液表示付き
Ｗ300×Ｈ900×Ｄ300サイズ：

テーブル：W400×H700×D400
アクリルスタンド A6：W105×H157

サイズ

※消毒液別途

※消毒液別途
※アクリルスタンド表示のみの発注可能

※テーブル・アクリルスタンド（リース）

アクリルスタンド表示付き ※両面表示

【組み立て式・段ボールタイプ】

【テーブル設置タイプ】

P.10
※デザイン例 P.11 参照

Ａ

Ｂ



P.11

アルコール消毒を
お使いください

手指消毒にご協力下さい

感染予防対策として
手指消毒にご協力下さい。

感染予防対策として
手指消毒にご協力下さい

■ 手指消毒液設置台

手指消毒液設置台 .Ａ

手指消毒液設置台 .B

消毒液表示 300×300

105×157

1 2 3

1 2 3

※イベントや御宴席のポスターやイメージに沿ったデザインに変更可能



卓上間仕切り .Ａ

素材：スチレンボード ( 黒 又は 白 )
　　　透明 PET（難燃材）

サイズ： Ｗ600×Ｈ500/H650×Ｄ250

素材：透明塩ビ
※サイズにより価格が異なります。

Ｗ600×Ｈ600サイズ：

卓上間仕切り .Ｂ

H500　( リース )
H650　( リース )

P.12

※サイズにより価格が異なります。

※ご購入も可能です。

※スタンドの高さを
　ロースタンドタイプ（A-1）
　ハイスタンドタイプ（A-2）よりお選び頂けます。

Ｂ

Ａ

Ａ-1：ロースタンドタイプ

Ａ-2：ハイスタンドタイプ



素材：木工・透明 PET（難燃材）

※PET 材の差し替え可能
※サイズ調整可能
※サイズにより価格が異なります。

卓上間仕切り .C

【木工タイプ】
Ｗ590×Ｈ510×D100. 他～サイズ：

素材：ポリカーボネート

※透明・半透明・不透明の 3種より
　お選び頂けます。

※サイズ調整可能
※スタンド裏面滑り止め貼り付け可能

※サイズにより価格が異なります。

卓上間仕切り .D

【ポリカーボネートタイプ】
Ｗ600×Ｈ650. 他～サイズ：

P.13

C

D



素材：スタンド・透明 PET（難燃材）

受付間仕切り .A

【簡易タイプ】

サイズ： Ｗ700（1名用）

※高さ調節可能

※スタンド（リース）

素材：スタンド・透明 PET（難燃材）
サイズ： Ｗ1600（2名用）

※イベント情報等の
　QR コードの貼り付け可能

P.14



素材：透明塩ビ / 透明アクリル
Ｗ700×Ｈ700サイズ：

Ｗ760×Ｈ820×D300サイズ：

受付間仕切り .C

【アクリル下部開口タイプ】

素材：スチレンボード・出力紙
　　　ラミネート・透明 PET（難燃材）

受付間仕切り .B

【スチレンボード下部開口タイプ】

※デザイン変更可能
　ご相談ください。

※サイズにより価格が異なります。

P.15

C

Ｂ

※デザイン例 P.16 参照
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P.16

■

1 2 3

受付間仕切り .B Ｗ760×Ｈ820×D300
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※イベントや御宴席のポスターやイメージに沿ったデザインに変更可能



P.17
※サイズ調整可能
※サイズにより価格が異なります。

※サイズ調整可能
※サイズにより価格が異なります。

素材：アルミポール・ビニールシート

( 机 W1800×2 本分 )
：Ｗ3900×Ｈ2100サイズ

受付間仕切り .D

【受付用自立ポールタイプ】

※防火ビニール使用可能。ご相談ください。

素材：自立スタンド・ビニールシート

( 机 W1500×2 本分 )
：Ｗ3000×Ｈ2100サイズ

受付間仕切り .E

【受付用自立スタンドタイプ】

※防火ビニール使用可能。ご相談ください。

E

D



素材：アルミフレーム・透明塩ビ

Ｗ930×Ｈ1520×D450サイズ：

間仕切りパーテーション .Ａ

【アルミフレームタイプ】

※購入・リース共に可能
　在庫数に限り有、ご相談下さい。

P.18
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素材：スチール枠・透明ボード

※在庫数に限り有、ご相談下さい。

※在庫数に限り有、ご相談下さい。

アクリル片面コーティング
サイズ： Ｗ939×Ｈ1850×Ｄ557

間仕切りパーテーション .B

【透明ボード】

【透明ボード】

間仕切りパーテーション .C

素材：スチール枠・透明ボード
アクリル片面コーティング
サイズ：Ｗ1839×Ｈ1750×Ｄ557

※リース

※リース

P.19

Ｂ

Ｃ



素材：透明アクリル・木工ベース
サイズ： Ｗ1185×Ｈ1500×D400

間仕切りパーテーション .D

【木工タイプ】

※在庫数に限り有、ご相談下さい。

素材：ロールスタンド・ビニールシート
サイズ：Ｗ850×Ｈ2000

間仕切りパーテーション .E

【ロールアップバナータイプ】

P.20
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素材：スチレンボード・アクリル

ソーシャルディスタンス推奨ストラップ

サイズ：Φ120

※価格は素材により異なります。
　ご相談下さい。

P.21



株式会社　カブキヤ
〒111-0032   東京都台東区浅草６-５-５
営業部 ディスプレイ
TEL：03-3876-0861
FAX：03-3876-0151

＊ご注意点＊

・写真に掲載している商品のカラーは、撮影の条件や印刷上、
　実物と多少の差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。

・お客様による商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害について、
　当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

・商品の中には在庫数量により対応しかねる場合もございますので予めご了承ください。

・リースの期間につきましては発注の際にご相談ください。

・直前のキャンセルに関しましては実費の請求を申し受ける場合がございます。

・掲載の商品につきましては梱包・発送費又は搬入搬出人件費・運搬費が別途必要と
　なりますのでご了承ください。

＜対応窓口：E-mail＞
岸　菜々子　kishi@kabukiya.co.jp
板屋越　航　itayagoshi@kabukiya.co.jp

＜ホームページ＞
http://www.kabukiya.co.jp




