
次に何をすべきかへの示唆：
コロナ収束後の働く環境とは

コロナ収束後にオフィスへ従業員を迎え入れるためのご提案



仕事を再始動する上で、多くの企業は徐々に従業員をオフィスに
戻すということが必要になってきます。
しかし、社員をオフィスに戻すためには感染防止について考慮し、
様々な方法でオフィスを改造する必要があります。

【現状レイアウト】

【ポストコロナオフィス提案】

ポストコロナ期のオフィス空間を
ご提案させて頂きます。

−社員を感染リスクを減らすための⼯夫−
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最低限の距離を確保
オフィス全ての場所において最
低限の距離、2Mを保てる場所を
作る事。

デスク間の距離確保
相互に距離を保てるよう再配置。

オープンエリアの活用
5名以上の会議の場合は、可動式
のホワイトボードやその他の家
具を駆使して他のエリアとの境
目を作りつつオープンエリアに
て行う。

シェアードスペースの削減
個人で所有するスペースを増や
す。

家具の再配置
正面に向かないよう、例えば90
度に角度を変える等の工夫を行
う。

高さ方向への配慮
最低限の距離感である2Mを保
てない場合は他者との境目に高
いスクリーン等を設置。

セパレーションを追加
スクリーン、収納、植物や
パーティションを使って分割
する。

可動式スクリーン
従業員自身で移動可能なスク
リーン設置を行う。

密 度：人々の密集具合
幾何学：どのような家具設置を行うか
分 割：スクリーン、パネル及びバリアの活用

従業員を迎え入れる準備としてのキーワードは、
密度、幾何学そして分割です。
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レイアウトサンプル
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ZK Series
【ZKシリーズ】

W D H SH 品番 定価
900 700 1135 420 JL-ZK121PF ¥260,600
900 700 1135 420 JL-ZK121PV ¥260,600

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならず
フォーカス＋活力の回復ができます。

一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、活力の回復や集
中度を必要とするモードにお勧めです。
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レイアウトサンプル

一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、活力の回復や集
中度を必要とするモードにお勧めです。

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならず
フォーカス＋活力の回復ができます。
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YC Series 
【YCシリーズ】

W D H SH 品番 定価
920 760 1300 420 JL-YC111P ¥489,900

W D H 品番 定価
470 130 270 JL-YCCS ¥16,600

■クッション（別売り）

■プライベートブース
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一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、
活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

レイアウトサンプル

W D H SH 品番 定価
1000 760 1120 410 M3002-1RJC OPEN

W D H SH 品番 定価
1000 760 1120 410 M3002-1LJC OPEN

■1人掛（右肘）

■1人掛（左肘）

Seravia
【セラビア】

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならず
フォーカス＋活力の回復ができます。

※価格は営業担当者にお問い合わせください。
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一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、
活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

レイアウトサンプル
ブースソファの向きをそろえることで、飛沫感染防止ができます。

CALMS 
【カームス】

W D H SH 品番 定価
両パネル 870 730 1310 450 CALMSWD両面パネル OPEN

片側パネル 790 730 1310 450 CALMSWD片側パネル OPEN

※価格は営業担当者にお問い合わせください。
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PL Series 
【PLシリーズ】

レイアウトサンプル

W D H SH 品番 定価
1500 600 750-1000 430 JL-PL25BL□ ¥168,300

■W1500ソファ
(張地ランクB)(台輪カラーBL)(PL２タイプ)の場合

■サイドパネル 右用
(張地ランクB)の場合

■W750バックパネル
(張地ランクB)の場合

W T H 品番 定価
500 30 1300 JL-PL9500BR ¥41,900

W T H 品番 定価
750 30 1300 JL-PLBP0713□ ¥46,000

密閉された会議室を使わずに、プライバシーを確保した打合せや、
WEB会議に使用できます。

セミクローズの空間で密にならずにプライバシーの必要な打ち合わせが
可能です。
また、ブースソファの向きをそろえることで飛沫感染防止ができます。
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PR Series
【PRシリーズ】

密閉された会議室を使わずに、プライバシーを確保した打合せや、
WEB会議に使用できます。

レイアウトサンプル

■二人掛両側パネル（張地ランクB）

■三人掛両側パネル（張地ランクB）

W D H SH 品番 定価
1560 620 1300 430 JL-PR112WF ¥221,900
1560 620 1300 430 JL-PR112WV ¥221,900

W D H SH 品番 定価
1860 620 1300 430 JL-PR113WF ¥248,600
1860 620 1300 430 JL-PR113WV ¥248,600

セミクローズの空間で密にならずにプライバシーの必要な打ち合わせが
可能です。
また、ブースソファの向きをそろえることで飛沫感染防止ができます。
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パネルとソファを組み替えることでスペースを自由に仕切れます。
スペースを分割することで密な空間を避けることができます。

レイアウトサンプル

ソファを90度向きを変え、背面
側面にパネルを置く事でスペース
の分割が出来ます。
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Island Sofa 
【アイランドソファ】

Room Divider
【ルームディバイダー】

W D H SH 品番 定価
1020 1040 480 395 JL-PMA1010AP-□□ ¥276,200

W D H 品番 定価
1200 435 1415 JA-PMA1214 ¥159,000
900 435 1415 JA-PMA9014 ¥151,000
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簡単組立、置くだけの飛沫感染予防対策

仕 様
• ベース：スチール
• アクリル板/塩ビ板
※アクリル板はアルコールで拭くとヒビ割れを起こす恐れが

あります。

(アクリル板)※
品 番 JA-KUCS608A
(塩ビ板)※耐アルコール
品 番 JA-KUCS608E
定 価 ¥22,400
サイズ 900W/240D

600-700H 最大100mmまで
無段階調整可能

コストパフォーマンスが高い飛沫感染対策用パネル
窓無し窓付き

吸音効果で集中できる空間を作れる飛沫感染対策用パネル
品 番：JA-DRBST600GY
定 価：¥9,600
サイズ：620W×500D×500H

品 番：JA-DRBST800GY
定 価：¥10,000
サイズ：820W×500D×500H

品 番：JA-DRBST1000GY
定 価：¥11,000
サイズ：1020W×500D×500H

品 番：JA-PT0606-C(KH-80)
定 価：¥8,000
サイズ：600W×150D×600H

【450Wタイプ】
品 番：JA-PT0405-Z
定 価：¥7,000
サイズ：450W×120D×575H

【600Wタイプ】
品 番：JA-PT0605-Z
定 価：¥8,000
サイズ：600W×120D×575H

【750Wタイプ】
品 番：JA-PT0705-Z
定 価：¥9,000
サイズ：750W×120D×575H

600Wタイプ
JA-PT0605-Z

スチールベースで安定感があり、⼯具不要の組み立て式クリーン。

仕 様
・パネル：吸音フェルト

（18mm厚）
・脚部：スチール

仕 様
・パネル： PET（1mm厚）
・サイズ：W600xH600xD150
・耐熱温度：60℃程度
※アルコール、次亜塩素酸ナトリウム
（消毒剤等）が使えます。

※耐熱温度60℃程度です。
直射日光が当たる場所での使用はお
控えください。

※別途詳細資料がございます。営業担当者にお問い合わせください。 《10》



オフィスの飛沫感染防止にスクリーンでブースを区切りましょう。
消毒が可能な耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応した可動スクリーンです。

アルコールや次亜塩素酸で拭き掃除が
できるので、よりクリーンな環境を
維持することができます。

■仕様
・フレーム：アルミ
・キャスター：ウレタン（ストッパー付き）
・サイズ：900W×500D×1650Hmm

マグネット付き
なので直線やL字の
簡易連結ができます。

スクリーンを重ねて
ネスティング可能

PP樹脂板（半透明） ホワイトレザー グリーンレザー

片側スタンドで３輪キャスターの
ため、スタンドが邪魔になりにく
い設計です。

3輪 Screen

品番 価格 寸法 W×D×H(㎜) 重量(㎏)
PP樹脂板 JA-KP9016P ¥42,400 900×500×1650 5.5 

ホワイトレザー JA-KP9016WH ¥48,500 900×500×1650 7.0 
グリーンレザー JA-KP9016GR ¥48,500 900×500×1650 7.0 
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可動式スクリーンで個人のスペースを確保しつつ、
パネル面がホワイトボードなのでさまざまな活発な「ひらめき」
「書くことでのイノベーション促進」「発想空間」がつくれます。
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VPNseries Panel
【VPNシリーズパネル】

マーカーボードタイプ(片面マーカーボード・片面クロス)
H W 品番 定価

1526 900 VPN-9015MBP/C ¥83,000
1676 900 VPN-9016MBP/C ¥84,300
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ホワイトボード/ホワイトボード
W D H 品番 定価

880 476 1600 JA-PA9016W ¥111,400
1800 JA-PA9018W ¥114,500

レイアウトサンプル

レイアウトサンプル
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オフィスの飛沫感染防止に、
吸音性能のあるスクリーンでブースを区切りましょう。

MITSCO3は吸音性能の高いパネルシステム。
片面用と両面用のタイプがあります。
ベースはラウンドベースと
移動が簡単なキャスター付きベースの2種類。

片面用タイプ 両面用タイプ

レイアウトサンプル

MITESCO３【ミテスコ】
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HANARE 1人用ブース
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遠隔地との
ミーティング

WEB会議システムの導入により、
遠方とのコラボレーション促進と同時にオフィスの在席率を軽減をします。

レイアウトサンプル
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天井が空いており、空気が自然換気され密室になりません。

※価格は営業担当者にお問い合わせください。
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※空間を仕切ることで飛沫感染を予防する目的です。新型コロナウイルスに対する直接的な効果はありません。

ホテリング形式の運用で接触を減らすことができます。

その日の仕事にあわせて空間やサービスを事前に予約し、
オフィスに来たら「チェックイン」してその空間を期間限定で占有します。
しかし、数名は使い回すのではなく、１日につき１名が使うルールにする。
また使用前後に消毒を必ず行うという条件も必須です。

■コーナー型デスク

WorkLet’s
【ワークレッツ】
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レイアウトサンプル

720H
W1 W2 D1 D2 品番 定価

1625 1625 725 725 JD-W1616F ¥330,800
ダクトカバー JD-EDCS15S×2 ¥24,000

¥354,800
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床面からH1200の高さでデスク回りを囲み、
対面では無く一方向を向くことで飛沫感染防止になります。

ブース型にすることで更にフォーカス（集中）ワーキングが可能になります。
レイアウトサンプル
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VPNseries Panel
【VPNシリーズパネル】

※価格は営業担当者にお問い合わせください。
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ベンチ型デスクのオフィスで必要な対策とは・・・

現在、スクリーン等を設置していない場合・・・

飛沫感染を防ぐためフロントとサイドに十分な高さの仕切りを設けましょう。

フロントとサイドにH630mmの
スクリーンを設置することで
飛沫感染防止対策に役立ちます。

Case1：ハーフアクリルパネルを設置し仕切りを設ける

Case2：アクリルパネルを設置し仕切りを設ける

※イラストはハーフガラスパネル追加時

※価格は営業担当者にお問い合わせください。

※別途詳細資料がございます。
営業担当者にお問い合わせください。
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ハンズフリードアでドアノブやハンドルに触れることによる感染防止
磁⽯の力で開閉するリニアエンジン搭載で既設開き⼾からの改修も可能。

各種センサーに対応可能

無目センサー ICカードリーダー ドア横取り付け型センサー フットセンサー

外付けタイプのアキュドア
ユニットは、既存の開き⼾
からの改修が可能です。

扉の開閉時に必要なデッドスペースがなく、
スペースの有効活用ができます。

扉を開けた時の衝突を防ぐことができます。

引き⼾のメリット

リニアサポートシリーズ吊り下げ式引き⼾
アキュドアユニット・リニアサポートシリーズはリニアエンジン
を搭載した自動開閉ドアユニットです。
非接触リニアエンジンはモーター音がなく静かに開閉するので、
オフィス内の静粛性を維持できます。

無目センサーやICカードリーダー等、様々なセンサーと連動することでドアノブやハンドルに触れることなく開閉が可能です。
認証系のセンサーとの組み合わせのより、入退出管理等のセキュリティー対策としても最適です。

可動子
（永久磁⽯）

ドア

コントローラー固定子（コイル）

アキュライド
レール

ドアハンガー

※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《18》



CLIPPER

H1829とH1422の2タイプ

持ち運び可能で簡単にスペース
を区切ることができる。
必要ないときは折りたたんで
端に立てかけることも可。

軽くて持ち運びが簡単な折りたたみスクリーン

※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《19》



Brody

集中をサポートするパーソナルブース

※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《20》



Lagunitas

スクリーン付ソファとデスク
スクリーン高さH1270
メッシュスとクロス選択可能

背もたれのスクリーンが周囲から
やわらかく仕切ってくれるソファ

※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《21》



Umami

モジュラー式ソファとパネルで様々な
レイアウトに対応可能

※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《22》



埋込式非接触充電パッド

【特徴】
・非接触充電に対応したスマホを置く

だけで充電できます。
・この製品はワイヤレス充電の

“Qi(チー)”に準拠しています。
“Qi”マークの付いた端末ならプレートに
置くだけで簡単に充電できます。
※“Qi(チー)”及びチーマークは、

Wireless Power Consortiumの商標です。

天板の中に内蔵できる非接触仕様の充電パッドです

※6mmの厚さまで対応できます。
木部天板のみ取付が可能です。

■本体仕様

・寸法：直径80mm×高さ34mm

・給電方式：ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」
・対象端末：ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
・出力：5V/1A

・消費電力：充電スタンバイ時 0.05W

・ACアダプター：入力 AC100-240V AC(50-60Hz)／1A

※正しい位置に機器が置かれていない場合、高温になることがあります。

■図面

置くだけで充電できる非接触充電パッド
ケーブルなどに触らないので感染リスクを低減できます

※価格は営業担当者にお問い合わせください。《23》



• 通路は時計回りの一方通行に設定します。
• 床面にエリアを表示しその範囲に入らない様にビジュアルでソーシャルディスタ

ンスを示します。

• 通路に一方通行のサインを掲示

オフィスの導線ルールを作る事で感染防止に繋がります。
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ONE-WAY ONLY. 

WELCOME TO THE
ONE-WAY MEETING ROOM

会議室での入退室の方法をポスターなどで掲示しましょう。
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消毒・クリーニングできる素材の家具を選びましょう
こまめに消毒することで、感染リスクを低減できます

以下の素材は一般に耐薬品性が高く、消毒してお使いいただけます。
※必ず製品ごとの注意事項をご確認ください。
・メラミン化粧板
・スチール 塗装仕上げ他
・アルミ 塗装仕上げ他
・ポリ塩化ビニル樹脂（PVC）※硬質のみ

・突板
仕上げによっては消毒剤で塗膜が溶けますので、目立たないところで試してから
ご使用ください。

・ファブリック・ビニールレザー
消毒剤がシミになる場合がありますので、目立たないところで試してからご使用
ください。

・アクリル、ポリスチレン樹脂（PS）、ABS樹脂
アルコール系消毒剤を使用すると、クラック（細かいひび割れ）や白濁の原因に
なります。

・PET樹脂
高濃度のアルコール（20%程度以上）を使用すると融解します。

【消毒できる素材】

【消毒前に注意が必要な素材】
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商品に関するお問い合わせは各営業所ま
でお願いします。

株式会社くろがね⼯作所
www.kurogane-kks.co.jp

東 京 〒105-0014 東京都港区芝1-10-13 芝日景有楽ビル
TEL. 03-5439-9111 / FAX. 03-5439-9115

札 幌 〒060-0001 札幌市中央区北一条⻄7丁目3（北一条第一生命ビルディング）
TEL. 011-281-2373 / FAX. 011-281-2367

名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目20-27（御幸ビル）
TEL. 052-253-6985 / FAX. 052-253-6986

大 阪 〒550-0013 大阪市⻄区新町1丁目4-24（大阪四ツ橋新町ビル）
TEL. 06-6538-1012 / FAX. 06-6538-7434

高 松 〒760-0007 香川県高松市中央町1-5（MBSビル）
TEL. 087-835-6311 / FAX. 087-835-6312

広 島 〒733-0001 広島市⻄区大芝3-13-5（イトービル3）
TEL. 082-962-1462 / FAX. 082-962-4662

山 口 〒753-0074 山口市中央5-15-20（オデオンK）
TEL. 083-928-6115 / FAX. 083-928-6108

福 岡 〒810-0012 福岡市中央区白金1丁目2-21（Wビルディング渡辺通）
TEL. 092-523-1440 / FAX. 092-523-1442


