


東明産業株式会社はグループ会社の東明工業株式会社が製作する防災備蓄用

アイテムや、コロナの飛沫感染防止商品の販売を行っています。

また、これらを製作する為の材料メーカーや仕入先の商品も取り扱ってお

り、幅広くご提案をさせて頂くようにしております。





100cm

200cm

30cm

清潔感Up

　圧迫感の軽減

　　光の反射で明るさUp

清潔感Up

　圧迫感の軽減

　　光の反射で明るさUp

白段ボールを使う訳白段ボールを使う訳

用途により多彩な
　　　バリエーションで組立て可能！

押し込むだけで
　　簡単ジョイント！

セット内容
　　本体段ボール　　　8枚

　　ジョイント部材　 　20個

　　ワッシャー　　　　　20個

　　H型フレーム　　　　8枚

　　白クラフトテープ　1巻

　　軍手　　　　　　　　　1双

　　マジックペン　　　　1本

備蓄サイズ：107×15×108cm
重量　　　　：19.1kg

着替え用スペースの
　　　敷板としても...
　　　　　　使い方はあなた次第！

H型フレームで
　高さ2mにも対応！

組立簡単！

避難所用簡易間仕切り



標準パネル8枚使用

標準パネル8枚を上下に重ねて使用

標準パネル6枚+ハーフパネル装備

標準パネル4枚使用

大部屋モード

個室/フルカバーモード

個室/プライバシーモード

個室

避難所における使用を想定したEベッド+との組み合わせ設置例



190cm

80cm

30cm

自治体様での採用実績

防災関連企業様からの

お問い合わせ多数！自治体様での採用実績

防災関連企業様からの

お問い合わせ多数！

コンパクトな収納！コンパクトな収納！

災害時・赴任先などで活躍する段ボールベッド！

Handy cardboard bed for disaster or relocation!

天板を開けて収納が可能！

✓貴重品、洋服など収納可能

✓段ボールなので廃棄が容易。100%リサイクル可能

✓備蓄時は省スペース　127×10×88(cm)　11.7(kg)

✓空気の層があるので暖かい

✓医学会の呼吸器系分野で推奨されている高さ30cmに設定

✓平面荷重約6tに耐えられる高強度

Storage space available for valuables and clothes

Cardboard thus easy to discard, 100% recyclable

Requires little space to store: 127 x 10 x 88 (cm)   11.7(kg)

Corrugated layers keep you warm

30cm height as medically recommended by respiratory specialists

Highly durable, plane maximum load 6ton

Storage space available!

Selected by local governments

Inquired by many disaster prevention agencies!
Compact package!

Easy fa
bric

atio
n!

組立簡単！

E Bed +

災害用ダンボールベッド
Cardboard Bed for Evacuees



自治体様での採用実績

防災関連企業様からの

お問い合わせ多数！自治体様での採用実績

防災関連企業様からの

お問い合わせ多数！

備蓄セット備蓄セット

緊急時・アウトドアなど、どこでも使える段ボールトイレ！

重量物梱包に使われている強化段ボールで製作

組立簡単！

少ないパーツ！

コンパクトパッケージ

凝固剤(マイレット等)別途ご用意ください。

Easy fabrication!

Fewer parts!

Compact package!

Reserve kit

Selected by local governments

Inquired by many disaster prevention agencies!

Cardboard toilet for emergencies, outdoor, and more!

Made of reinforced cardboard for heavy package

Emergency Toilet Kit

E Toilet

✓工具不要、簡単組立

✓重量物梱包用素材なので高強度(平面荷重1t以上)

✓段ボールなのに耐水試験(1時間の水没試験)をクリア

✓段ボールなので廃棄が容易。100%リサイクル可能

✓パッケージサイズ 41.5×11.5×44(cm)　1.66(kg)

No tool needed. Easy fabrication

Material for heavy package, high strength (plane maximum load 1ton or more)

Albeit cardboard, passed waterproof test (submerged for one hour)

Cardboard thus easy to discard, 100% recyclable

Package size 41.5 x 11.5 x 44.0 (cm)   1.66(kg)

Solidifier (e.g. “Mylet”) needs to be supplied

備蓄セットでは、自治体や企業に多く選ばれている

「マイレット」を100回分お付けします。

消臭効果が優れており、可燃ごみとして処分が可能。

洋式トイレでも使えます。

The reserve kit comes with 100 pieces of “Mylet”, selected by

many local governments and companies. Mylet is an excellent

odor eliminator and can be disposed of as combustible waste.

災害用トイレセット



防災用簡易トイレ

シリーズeウォッシュシリーズシリーズシリーズeウォッシュeウォッシュeウォッシュ

eウォッシュトイレ

・ 災害時やトイレの故障時、 キャンプなどのアウトドアでお使い頂ける簡易トイレ。

・ 素材の強さを活かし部品の形状をシンプルに。

・ 組立て易さと材料使用量削減を実現。

・ 梱包サイズのミニマム化及び軽量化を実現。 より備蓄効率が向上します。

・ 簡単に分解が可能で部品毎に清掃可能です。 軽量で移動も簡単です。

・ 座面部分を差込み式にした事で、 座面の安定感と袋の固定が可能に。

・ 座面端面のモール（端部保護用）を標準取り付け。

・ 梱包サイズ ： 40×43×6（厚み）

・ 座面部分を差込み式にした事で、 座面の安定感と袋の固定が可能に。

・ 座面端面のモール（端部保護用）を標準取り付け。

＊製品の改良により実際のサイズと多少異なる可能性があります。

35 38.5

41

部品点数は3点！

【差込み式】

ここが進化！！

モール付きで
端面を保護！！







飛沫感染対策！

某ラーメン店で採用頂きました！

洗える
　清潔感のある白
　　圧迫感の軽減
　　　光の反射で明るさUP

洗える
　清潔感のある白
　　圧迫感の軽減
　　　光の反射で明るさUP

半透明もあります！半透明もあります！

商品説明

●飲食店のカウンター席等にピッタリの商品になります。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●脚付きの置き型タイプになりますので設置が簡単。

●清潔感があり軽量なプラスチック段ボールを使用しております。

　 汚れた際も水洗いし繰り返し使用できます。

●カウンター用に脚の配置が奥寄りになっており、手前側のスペースが広く取れます。

●【寸法】  Sサイズ ： 450×550×150mm(脚部含む)

　　　　　　 Mサイズ ： 550×550×150mm(脚部含む)

　　　　　　　Lサイズ ： 650×550×150mm(脚部含む)

※上記サイズ以外のオーダーも承ります。プリントも可能です！

卓上用間仕切り卓上用間仕切り

カウンター席タイプカウンター席タイプ



奥行き
 S ： 600mm
M ： 700mm
 L ： 800mm

高さ
 S,M,L共通：550mm

幅
 S,M,L共通：150mm

飛沫感染対策！

某ラーメン店で採用頂きました！

洗える
　清潔感のある白
　　圧迫感の軽減
　　　光の反射で明るさUP

洗える
　清潔感のある白
　　圧迫感の軽減
　　　光の反射で明るさUP

半透明もあります！半透明もあります！

商品説明

●飲食店のテーブル席等にピッタリの商品になります。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●脚付きの置き型タイプになりますので設置が簡単。

●清潔感があり軽量なプラスチック段ボールを使用しております。

　 汚れた際も水洗いし繰り返し使用できます。

●テーブル用に脚を中央に配置しており、手前側のスペースが広く取れます。

●【寸法】  Sサイズ ： 600×550×150mm(脚部含む)

　　　　　　 Mサイズ ： 700×550×150mm(脚部含む)

　　　　　　　Lサイズ ： 800×550×150mm(脚部含む)

※上記サイズ以外のオーダーも承ります。プリントも可能です！

卓上用間仕切り卓上用間仕切り

テーブル席タイプテーブル席タイプ



奥行き：

450～640mm

幅：

150mm

高さ：

550mm

最小奥行き時最小奥行き時

最大

190mm

最大奥行き時最大奥行き時飛沫感染対策！

長さが調整できます！

清潔感のある白

　光の反射で明るさUP

清潔感のある白

　光の反射で明るさUP

商品説明

●長さ調整ができます。既製品ではサイズが

　 合わなかったカウンター等にもジャストサイズで

　 合わせることが可能に！

　 (カウンターサイズ：450～640mm対応)

●軽量プラスチック素材を使用しており、

　 持ち運びが容易で、レイアウト変更が簡単にできます。

●汚れても水拭き・水洗いして清潔に保てます。

　 市販のアルコールでの拭き取りも可能。

　 (アルコールを使用する場合は濃度にご注意ください。)

●【寸法】  奥行き　×　高さ　×　幅(脚部を含む)

　　　　450～640 × 550 × 150mm

卓上用間仕切り卓上用間仕切り

カウンター席タイプカウンター席タイプ

長さ調整機能(スライド式)付き長さ調整機能(スライド式)付き



奥行き：

700～900mm

幅：150mm

高さ：

550mm

最小奥行き時最小奥行き時

最大

200mm

最大奥行き時最大奥行き時飛沫感染対策！

長さが調整できます！

清潔感のある白

　光の反射で明るさUP

清潔感のある白

　光の反射で明るさUP

商品説明

●長さ調整ができます。既製品ではサイズが

　 合わなかったテーブル等にもジャストサイズで

　 合わせることが可能に！

　 (テーブルサイズ：700～900mm対応)

●軽量プラスチック素材を使用しており、

　 持ち運びが容易で、レイアウト変更が簡単にできます。

●汚れても水拭き・水洗いして清潔に保てます。

　 市販のアルコールでの拭き取りも可能。

　 (アルコールを使用する場合は濃度にご注意ください。)

●【寸法】  奥行き　×　高さ　×　幅(脚部を含む)

　　　　700～900 × 550 × 150mm

卓上用間仕切り卓上用間仕切り

テーブル席タイプテーブル席タイプ

長さ調整機能(スライド式)付き長さ調整機能(スライド式)付き



※使用イメージ

750mm

450mm

150
mm

650mm

1000mm

400mm

サイズ

商品説明

●ハイタイプになっており、 上からの飛沫も防げます。

●底板の上に Note PC 等を置けるので作業も可能です。

　 更に、 重り代わりにもなり、 安定性が増します。

●中央の窓には透明フィルムを貼付しています。

●窓サイズ、 受付口サイズはご要望にお応え可能です。

　 ※製品の構造上、 不可能な場合がありますので

　　　お問い合わせください。

投票所の受付用として

採用実績あり！

・ T市から100 台ご注文！

・ 他複数のお見積り中！

受付⽤パーテーション受付⽤パーテーション
～受付け時の飛沫感染対策に～

白段ボール製白段ボール製



窓には透明フィルムが
貼ってあります

寸法図 75サイズ：750mm
90サイズ：900mm
120サイズ：1200mm

75サイズ：558mm
90サイズ：708mm
120サイズ：1008mm

全サイズ共通：60mm

全サイズ共通：
370mm

全サイズ共通：
630mm

全サイズ共通：
200mm ※写真は120サイズを使用しております

飛沫感染防止

廃棄らくらく

圧迫感軽減

簡単設置

商品説明

●受渡し口がある為、対面での使用にピッタリの商品になります。

　 受付、商談、面談でのご使用に！

●オフィス/店舗でのコロナウイルス対策等にご活用頂けます。

●清潔感のあるホワイト段ボールを使用している為、圧迫感が少なく軽量。

●不要になった際も簡単に廃棄できます。

●【寸法】　　　　　幅　　　×　　高さ　×　奥行き(脚部含む)

75サイズ　：　750mm×630mm×200mm　(窓：558mm×370mm)

90サイズ　：　900mm×630mm×200mm　(窓：708mm×370mm)

120サイズ：1200mm×630mm×200mm　(窓：1008mm×370mm)

受け渡し口がある為、

書類の受け渡しが可能です！

白段ボール製白段ボール製

75/90/12075/90/120



10枚

1500mm

650mm 660mm

400mm

200mm

サイズ

差し込んで結合するだけの

組立簡単な自立タイプです。 10 枚 1 セットとなります。

パーテーション内の人の有無が

確認できる小窓が付いています。

また、外からの視線は気になりません。

イベント会場役所/オフィス予防接種

待合い パーテーション
-Waiting Partition-



セット内容

センターパネル

1セット：1枚

サイドパネル

1セット：2枚

計3枚で1セットです。

電源コードも通せます！

プライベート空間の確保！

ウイルス対策！

商品説明

●一般的なオフィス机(1200×700mm)にピッタリの商品になります。

●3面がしっかりと仕切れる為、目隠し(セキュリティの向上)に役立ちます。

●段ボールを使用しているので、軽量かつ不要になった際の廃棄が容易です。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●付箋を貼って使用するなど、様々な用途でご使用頂けます。

●【寸法】 外寸 ： 1200×990×600mm　　　内寸(参考) ： 1105×950×600mm

　　※上記サイズ以外のオーダーも承ります！プリントも可能です！

使用イメージ

様々な用途で
　　　　　お使いいただけます！！

うれしいストッパー付き！

清潔感Up

　圧迫感の軽減

　　光の反射で明るさUp

清潔感Up

　圧迫感の軽減

　　光の反射で明るさUp

白段ボールを使う訳白段ボールを使う訳

デスク用間仕切りデスク用間仕切り



セット内容

センターパネル
1セット：1枚

サイドパネル

1セット：2枚

計3枚で1セットです。

差込むだけの簡単組立！

飛沫感染防止！

商品説明

●センターパネルに窓を設け、視認性が向上しました。

●段ボールを使用しているので、軽量かつ不要になった際の廃棄が容易です。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●付箋を貼って使用するなど、様々な用途でご使用頂けます。

●【寸法】 外寸　　　　  ： 1200×750×630mm

　　　　　　 内寸(参考) ： 1085×710×630mm

　　※上記サイズ以外のオーダーも承ります！プリントも可能です！

使用イメージ

PC等のコード類が通せる

切欠きを広げました！！

窓が付きました！！

うれしいストッパー付き！

デスク用間仕切りデスク用間仕切り



セット内容

センターパネル

1セット：1枚

サイドパネル

1セット：2枚

計3枚で1セットです。

差込むだけの簡単組立！

飛沫感染防止！

商品説明

●全パネルに窓を設け、視認性が向上しました。

●段ボールを使用しているので、軽量かつ不要になった際の廃棄が容易です。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●【寸法】 外寸 ： 1200×750×630mm　　　　 内寸(参考) ： 1085×710×630mm

●【窓寸法】センター ： 1008×370mm　　　　　 サイド ： 530×370mm

　　※上記サイズ以外のオーダーも承ります！プリントも可能です！

使用イメージ

切欠き幅が広く、

コード類がらくらく通せます！

視認性向上！
全面に窓を設けました！

ストッパー付き！

デスク用間仕切り



900mm

590mm

寸法図 板厚：3mm

清潔感

飛沫感染防止

圧迫感軽減

簡単設置

商品説明

●受付、商談、面談など対面での使用にピッタリの商品になります。

●オフィス/店舗でのコロナウイルス対策等にご活用頂けます。

●アクリル素材を使用している為、圧迫感が少なく清潔感があります。

●アルコールなどの溶剤で拭き取ると白濁したり、ひび割れが発生することがあります。

●【寸法】　　幅　　　×　　高さ　×　奥行き(脚部含む)

　　　　　　900mm×590mm×150mm

脚を差し込むだけで

簡単に設置できます

アクリルアクリル



900mm

250mm 250mm400mm

80mm

590mm

寸法図 板厚：3mm

清潔感

飛沫感染防止

圧迫感軽減

簡単設置

商品説明

●受渡し口がある為、対面での使用にピッタリの商品になります。

　 受付、商談、面談でのご使用に！

●オフィス/店舗でのコロナウイルス対策等にご活用頂けます。

●アクリル素材を使用している為、圧迫感が少なく清潔感があります。

●アルコールなどの溶剤で拭き取ると白濁したり、ひび割れが発生することがあります。

●【寸法】　　幅　　　×　　高さ　×　奥行き(脚部含む)

　　　　　　900mm×590mm×150mm(窓：400mm×80mm)

脚を差し込むだけで

簡単に設置できます

受渡し口がある為

書類の受渡しが可能です

アクリルアクリル 窓付き



机の厚み

2~4 ㎝

2~4 ㎝

4.3 ㎝
0~1.4 ㎝

7.7~10.1 ㎝

6 ㎝ 4.9 ㎝

3.1 ㎝

寸法

※ 机 / パ ー テ ー シ ョ ン と 接 触 す る 面 に は

　  す べ て ラ バ ー が 付 い て い ま す 。

Ｌ 字 の 金 具
コ の 字 の 金 具

パ ッ ド

ね じ ラ バ ー

ラ バ ー

ノ ブ

セット内容

パーテーションは

0~1.4 ㎝まで

固定できます！

パーテーションは

0~1.4 ㎝まで

固定できます！

2 個
セット

[重量 :200g/個]

※ノブに当たらずに締め付けられます。
また、本製品はクランプのみになります。
パーテーション及びドライバーは
含まれておりませんのでご承知おき下さい。

●注意事項等

ク  ラ  ン  プ ・ ス  タ  ン  ド



壁から
400mm

床から
2000mm

飛沫感染対策

簡単組立設置

オーダーメイド

商品説明

●店舗や職場などの男性用トイレの間仕切りに！

●トイレが取付けられている壁の形状、

　 材質に合わせてオーダーメイドで製作致します。

●清潔感があり軽量なプラスチック段ボール(ホワイト)を使用しております。

●簡単に組立、設置ができます。

●飛沫感染対策にご活用頂けます。

●【寸法】 本寸法はトイレが取付けられている壁の形状によって異なります。

　　　　　　 壁からの長さ ： 400mm(取付け時)

　　　　　　 床からの高さ ： 2000mm(取付け時)

主に飛沫感染防止目的の為、

仕切りは顔の位置に来る様、

設計されます。

(トイレ周りはなるべく

　避けた形状になります)

壁からの出っ張りがない場合は

両面テープ等で壁に直接貼り付ける

仕様になります。

プラスチック段ボール製プラスチック段ボール製

～ for MEN ～～ for MEN ～



1000mm

1200mm

250mm 295mm
200mm

150mm

●印刷ご希望時の注意事項●

・台の背面に文字やイラストが
　印刷できます。
　(最大：200mm×150mm)

・正面個所にオリジナルデザインは
　印刷できません。
　(既定デザインのみになります)

・背面部は印刷なしもできます。
　但し、価格は変わりません。
　またモノクロでもカラーでも
　価格は同じになります。

感染予防

廃棄らくらく

清潔感

簡単設置

商品説明

●ホワイト段ボールを使用している為、清潔感があります。

　 また軽量で移動も簡単に出来ます。

●天板にはプラスチック段ボールを使用している為、

　 汚れても水拭きで清潔に保てます。

●不要になった際も簡単に廃棄できます。

●プリント+ タイプは手洗いの表示および

　 台の背面にお好きな文字やイラストが印刷できます。

裏側には

収納スペースがあります

会社名、ロゴ、QRコード

等がプリントできます！

白段ボール製白段ボール製



【サイズ】　幅280mm×奥行290mm×高さ1145mm
【重　量】　4.5ｋｇ
【使用可能ボトルサイズ】　　幅110ｍｍ×奥行100ｍｍ×高さ170～250ｍｍ

Made in JAPAN !  Made in JAPAN !  
メタル加工職人がメタル加工職人が
手作りで製作!!手作りで製作!!

Made in JAPAN !  Made in JAPAN !  
メタル加工職人がメタル加工職人が
手作りで製作!!手作りで製作!!

キラリ
　と輝

くステ
ンレス

製

キラリ
　と輝

くステ
ンレス

製

キラリ
　と輝

くステ
ンレス

製

キラリ
　と輝

くステ
ンレス

製

足踏み式消毒スタンド足踏み式消毒スタンド足踏み式消毒スタンド





設立 平成10年（1998年）

本社 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目7番5号

 電波学園金山第1ビル3階

 Tel 052-678-8233

 Fax 052-678-8234

東明産業株式会社
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