Partition Kit Catalog

Partition Kit 概要
コストパフォーマンスに優れたビニールパーティションキット。
大型のパーティションが、リーズナブルな価格で製作可能です。
ご注文時、ご希望の型番に幅、高さなどをご指定いただくだけで、寸法変更も可能です。
設置したい場所に、ぴったりサイズのパーティションをご注文いただけます。
パーティション枠使用部材【LECO FRAME】

レコフレームは、締結要素に重点を置いて開発した構造用アルミフレームです。

最大の特徴である、独自の接続方式【T ロック結合】が美しい外観、スピーディーな組立を提供します。

組立て【T ロック結合】
レコフレームの組立ては、【T ロック】と【テーパーボルト】という二種類の部品のみで組立てられます。
差し込ん締めるだけの簡単結合。

T ロック

テーパーボルト

T ロックを溝に入れる。

テーパーボルトを締める。

接続完了。

飛沫防止部材
飛沫防止には、視認性、透明性が高く、軽量な一般間仕切りカーテン用フィルム ( ビニール ) を使用。
パーティションを設置しても、空間を明るく保ち、圧迫感を感じることはありません。

ビニールは、弊社フレームの溝に専用の溝カバー (SC25) を使用し、網戸張りを行なう要領で張り付けます。
各型番には専用の組立説明書が付き、その中でビニール張り付け方法も記載しております。

その他部材
本体下面 ( エンドキャップ ) に取付ける、クッションシート。目立たない透明タイプをご用意しております。
取付けることにより、設置場所（机上等）を傷つけずにパーティションをご使用・設置いただけます。

寸法指定方法
既定のサイズではないパーティションも、下記の例を参考に型番、各寸法を各型番ごとの最大値以下で

ご指定いただくだけで、簡単にご注文可能です。最大値を一つでも超える場合は別途見積（設計）となります。
VPH3 で、各幅が 1500 ㎜、高さ 750 ㎜、奥行を 750 ㎜と 650 ㎜で製作したい。最大値の範囲内のため別途見積なし。

型番
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VPH3 で、各幅が 1200 ㎜、高さ 700 ㎜、奥行を 900 ㎜で製作したい。最大値の範囲外のため別途見積（設計）が必要。

型番

1200
VPH3 の最大値

1200

1200

WaWbWc：1800 ㎜以下

H：850 ㎜以下

700

900

Da+Db：1770 ㎜以下

900

【VPI 1】 パーティションキット

縦型

空間のセパレートに最適。

Ｗ( 幅 )：940ｍｍ

Ｈ 高
(さ
)１８００㎜

任意の高さで取りつけ可能
D( 奥行 )：0.2H+6 ㎜

VPI1-W940-H1800
価格：￥7.200-（税別）
VPI1 - W□□□㎜ - H□□□㎜
□内 最大値 W：940 ㎜以下 H：1800 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。
(D は自動算出になります。希望の寸法がある場合は、別途見積になります。）

【VPW 1】 パーティションキット

横型

各種窓口、会計レジなどに最適。

Ｗ( 幅 )：1770ｍｍ

Ｈ 高
(さ
)９００㎜

任意の高さで取りつけ可能
D( 奥行 )：0.2H+6 ㎜

VPW1-W1770-H900
価格：￥6.900-（税別）
サイズバリエーション
VPW1-W600-H900
価格：￥5.300-（税別）

VPW1-W1000-H900
価格：￥6.000-（税別）

VPW1 - W□□□㎜ - H□□□㎜

VPW1-W1400-H900
価格：￥6.500-（税別）

□内 最大値 W：1770 ㎜以下 H：970 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。
(D は自動算出になります。希望の寸法がある場合は、別途見積になります。）

【VPF 1】 パーティションキット

折り畳み式

採用活動、面接会場、急な来客時などに最適。

)９４０㎜

)１６００㎜

Ｈｂ 高
(さ

Ｈａ 高
(さ

折り畳み状態（収納時）
Ｗ( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：W/2-3ｍｍ

VPF1-W1200-Ha1600-Hb940
価格：￥17.900-（税別）
サイズバリエーション
VPF1-W900-Ha700-Hb580
価格：￥13.900-（税別）

VPF1-W1800-Ha1800-Hb940
価格：￥20.200-（税別）

VPF1 - W□□□㎜ - Ha□□□㎜ - Hb□□□㎜
□内

最大値 W：1800 ㎜以下 Ha：1600 ㎜以下 Hb：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

(D は自動算出になります。希望の寸法がある場合は、別途見積になります。）

【VPC 1】 パーティションキット

C１型

各種窓口、オフィス、事務所などに最適。

Ｈ 高
(さ

任意の高さで取りつけ可能

)７００㎜

Ｗ( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPC1-W1200-H700-D800
価格：￥11.300-（税別）
サイズバリエーション
VPC1-W1400-H700-D800
価格：￥11.500-（税別）

VPC1-W1800-H700-D800
価格：￥12.000-（税別）

VPC1 - W□□□㎜ - H□□□㎜ - D□□□㎜
□内

最大値 W：1770 ㎜以下 H：850 ㎜以下 D：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPC 2】 パーティションキット

コの字形式でのプレゼン発表などに最適。

C２型

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ

VPC2-Wa1200-Wb1200-H700-D880
価格：￥22.800-（税別）

D( 奥行 )：880ｍｍ

サイズバリエーション
VPC2-Wa1800-Wb1800-H700-D880

VPC2-Wa1400-Wb1400-H700-D880
価格：￥23.300-（税別）

価格：￥24.400-（税別）

VPC2- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - H□□□㎜ - D□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 D：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPC 3】 パーティションキット

C３型

ロの字形式での会議などに最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPC3-Wa1200-Wb1200-Wc1200-H700-D880
価格：￥32.300-（税別）
サイズバリエーション
VPC3-Wa1400-Wb1400-Wc1400-H700-D880
価格：￥33.000-（税別）

VPC3-Wa1800-Wb1800-Wc1800-H700-D880
価格：￥34.500-（税別）

VPC3- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wc□□□㎜ - H□□□㎜ - D□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 D：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPC 4】 パーティションキット

C４型

スクール形式でのセミナーや講演会に最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗd( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPC4-Wa1200-Wb1200-Wc1200-Wd1200-H700-D880
価格：￥41.600-（税別）
サイズバリエーション
VPC4-Wa1400-Wb1400-Wc1400-Wd1400-H700-D880
VPC4-Wa1800-Wb1800-Wc1800-Wd1800-H700-D880

価格：￥42.500-（税別）

価格：￥44.600-（税別）

VPC4- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wb□□□㎜ - H□□□㎜ - D□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 D：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPC 5】 パーティションキット

C５型

同向式 ( 並列式 ) レイアウトのオフィスに最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ
Ｗd( 幅 )：1200ｍｍ
Ｗe( 幅 )：1200ｍｍ

VPC5-Wa1200-Wb1200-Wc1200-Wd1200-We1200-H700-D880
価格：￥50.800-（税別）
サイズバリエーション
VPC5-Wa1400-Wb1400-Wc1400-Wd1400-We1400-H700-D880
VPC5-Wa1800-Wb1800-Wc1800-Wd1800-We1800-H700-D880

価格：￥52.200-（税別）
価格：￥54.700-（税別）

VPC5- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wc□□□㎜ - Wc□□□㎜ - Wc□□□㎜ - H□□□㎜ - D□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 D：940 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

D( 奥行 )：880ｍｍ

【VPH 1】 パーティションキット

H１型

相談窓口などの対面形式の座席に最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

D( 奥行 )：880ｍｍ
Ｗ( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPH1-W1200-H700-Da880-Db880
価格：￥19.500-（税別）
サイズバリエーション
VPH1-W1400-H700-Da880-Db880
価格：￥19.800-（税別）

VPH1-W1800-H700-Da880-Db880
価格：￥20.200-（税別）

VPH1 - W□□□㎜ - H□□□㎜ - Da□□□㎜ - Db□□□㎜
□内

最大値 W：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 Da+Db：1770 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPH 2】 パーティションキット

H２型

対面形式 ( 少数 ) での商談などに最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

D( 奥行 )：880ｍｍ
Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPH2-Wa1200-Wb1200-H700-Da880-Db880
価格：￥32.500-（税別）
サイズバリエーション
VPH2-Wa1400-Wb1400-H700-Da880-Db880
価格：￥32.900-（税別）

VPH2-Wa1800-Wb1800-H700-Da880-Db880
価格：￥34.100-（税別）

VPH2- W□□□㎜ - H□□□㎜ - Da□□□㎜ - Db□□□㎜

□内

最大値 WaWb：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 Da+Db：1770 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPH 3】 パーティションキット

H３型

島型 ( 対向式 ) レイアウトのオフィスに最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

VPH3-Wa1200-Wb1200-Wc1200-H700-Da880-Db880
価格：￥46.000-（税別）
サイズバリエーション
VPH3-Wa1400-Wb1400-Wc1400-H700-Da880-Db880

価格：￥46.900-（税別）

VPH3-Wa1800-Wb1800-Wc1800-H700-Da880-Db880

価格：￥48.200-（税別）

VPH3- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wc□□□㎜ - H□□□㎜ - Da□□□㎜ - Db□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 Da+Db：1770 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPH 4】 パーティションキット

オフィス、事務所のスタイルに合わせて。

H４型
Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

Ｗd( 幅 )：1200ｍｍ

D( 奥行 )：880ｍｍ

VPH4-Wa1200-Wb1200-Wc1200-Wd1200-H700-Da880-Db880
価格：￥59.700-（税別）
サイズバリエーション
価格：￥60.600-（税別）

VPH4-Wa1400-Wb1400-Wc1400-Wd1400-H700-Da880-Db880

価格：￥62.700-（税別）

VPH4-Wa1800-Wb1800-Wc1800-Wd1800-H700-Da880-Db880

VPH4- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wc□□□㎜ - Wd□□□㎜ - H□□□㎜ - Da□□□㎜ - Db□□□㎜

□内

最大値 WaWb：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 Da+Db：1770 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

【VPH 5】 パーティションキット

H５型

大会議室などの広い部屋に最適。

Ｈ 高
(さ
)７００㎜

Ｗa( 幅 )：1200ｍｍ
Ｗb( 幅 )：1200ｍｍ
Ｗc( 幅 )：1200ｍｍ

Ｗd( 幅 )：1200ｍｍ
D( 奥行 )：880ｍｍ

Ｗe( 幅 )：1200ｍｍ

D( 奥行 )：880ｍｍ

VPH5-Wa1200-Wb1200-Wc1200-Wd1200-We1200-H700-Da880-Db880
価格：￥73.000-（税別）
サイズバリエーション
VPH5-Wa1400-Wb1400-Wc1400-Wd1400-We1400-H700-Da880-Db880

価格：￥74.300-（税別）

VPH5-Wa1800-Wb1800-Wc1800-Wd1800-We1800-H700-Da880-Db880

価格：￥76.800-（税別）

VPH5- Wa□□□㎜ - Wb□□□㎜ - Wc□□□㎜ - Wd□□□㎜ - We□□□㎜ - H□□□㎜ - Da□□□㎜ - Db□□□㎜

□内

最大値 WaWbWc：1800 ㎜以下 H：850 ㎜以下 Da+Db：1770 ㎜以下にて、ご希望の寸法でご注文いただけます。

