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敷地内の間隔確保や座席の使用制限に

フィットライトテープ強粘着No.736 マンゴー

コンクリートやアスファルト、化粧ブロックに

1 剥がしやすく、糊残りが少ない
一度貼った後でも位置の調整や張り替えをしてもベタベタしない！

2 粗面によく張り付く
屋外用に開発されたテープなので、粗面によく張り付く！

3 特徴的なカラーで視認性抜群
一般的な養生テープの色とは違い、鮮やかなマンゴー色で注意喚起に

4 熱に強く破れにくい
紫外線に当たっても劣化しにくく、踏みつけてもちぎれにくい

荷重140㎏の台車踏みつけ
実験動画を配信中！

■一カ月放置後の比較

しなやかな風合いで周りを邪魔しない、屋内使用に
スマートカットテープNo.833

1 油性ペン、ボールペンで文字がサラサラ書ける
椅子や机に文字を書き込んでサッと貼り付けられる！

2 手でキレイにカットできる
フィルム基材でハサミを使わず手で
カットできるから作業がスピーディ

Copyright 2020 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD All Right Reserved

3 マットな風合いの5色カラー展開
貼る場所や景観を邪魔しない
ナチュラルな風合い

スマートカットテープミニでさらに
使いやすく(W15/25mm・規格品)

養生テープ

出荷単位 30巻/ケース
サイズ W50ｍｍ×25ｍ
品 番 N736Y03

出荷単位 30巻
サイズ W50ｍｍ×25ｍ
品 番 N833■03

■は色記号
M :ミドリ
Q :オレンジ
P :ピンク
L :ソラ
T :半透明

品 番 J5TY■CU



目に見えるから、確実に実践できる

フロア誘導シート「簡易貼付タイプ」

ソーシャルディスタンス対策

1 転圧だけで貼付できます

2 デザインパターンからお選びいただけます

3 簡単に貼り付けて、不要になればはがすことも可能です

フロア誘導シート

製品
コード

サイズ

A-1 H300×W300mm

A-2 φ300mm

A-3 H260×W300mm

A-4 H160×W400mm

B-1 H300×W300mm

B-2 φ300mm

製品
コード

サイズ

B-3 H260×W300mm

B-4 H160×W400mm

C-1 H100×W400mm

C-2 H100×W400mm

D-1 H300×W300mm

出荷単位：各5枚入り/1SET

デザインパターン一覧

●足元シールでの注意喚起で距離がとれます

●シールで示すことで並ぶ場所をわかりやすく



換気と快適な業務環境の両立

1 網戸、窓枠に貼るだけで11℃遮熱効果アップ

2 赤外線・紫外線カットで室内を快適に保ち
冷房の使用頻度軽減になります

3 汚れても洗って繰り返し使えます

遮熱クールアップ
出荷単位 1,000×2,000mm(2枚入り)

サイズ 10セット単位

取り付けカンタン！ 網戸に枠に取り付けます

サーモグラフィー比較

独自のコーディング技術

masa技術とは、織物・編物・不織布
などにナノ単位の優れた金属薄膜を
コーティングする技術です。
金属をナノメートルの薄さでコー
ティングした機能性テキスタイルは
素材の特性（風合い、物性、通気
性）を変えずに様々な機能を付与す
ることができます。

※夏季限定商品のため、在庫なくなり
次第終了とさせていただきます



くしゃみや咳による飛沫飛散防止

3種類のラインナップをご用意しました。使用場面、着用者に合わせて選べます！

スタイリッシュなデザイン

こんな方にお勧め

フェイスガード

製品名 フェイスガードタイプＡ
サイズ H225mm×W265mm

材質 シート：PET(片面防曇処理)

フレーム：ABS製(緩衝材付き)

入り数 ①シート+フレーム 1セット〜
②シートのみ 50枚/セット 1セット

タイプＡ
医療施設でも実績があるバンド仕様！
タイプＮ

マスクの上から簡易的に使用可能
タイプＰ

製品名 フェイスガードタイプＮ
サイズ H243mm×W265mm

材質 シート：PET(片面防曇処理)

入り数 10個

1 フェイスガードとバンドの一体型タイプ

製品名 フェイスガードタイプＰ
サイズ H132mm×W248mm

材質 シート：PET(片面防曇処理)

入り数 シートのみ 100枚/セット

1 医療従事者・受付・レジ・接客業・
製造業・花粉症の方 など

2 メガネやゴーグルをつけたまま
装着可能

こんな方にお勧め

2 コスト重視の方に

こんな方にお勧め

1 一時的な用途やフィルムによる目のチラツキ
が気になる方

学校・企業訪問・工場見学・レストランの厨房・
接客業・介護施設 他



クリアな視界で場所を選ばない

飛沫防止パーテーション

簡易固定式 屋内用 飛沫防止パーテーション（ＶＢ-Ｌ）

飛沫防止対策

1 工具不要で連結材をはめ込むだけの簡単設置

2 耐衝撃性にすぐれ、1ｍの高さから落としても割れにくい

3 デスクレイアウトや使い方にあわせて配置や長さを変更できます

製品規格 品番・カナコード サイズ(mm) 重量 材質
VB-L1600 H570×L1600×Ｗ500 6Kg PET樹脂

セット内容 部品名 サイズ(mm) 数量 材質
①Ｌ型パネル t3×110×850×570 2 PET樹脂
②Ｆパネル t3×500×570 2 PET樹脂
③連結材 L=100 8 ステンレス+ABS樹脂

4 透明性に優れるPET製透明材

※本製品は「簡易固定式」の屋内向けパーテーションです。
定期的に固定部の安定性を確認ください。



4 ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています

突発的な業務対応や現場の省人化に

ワークメイト34

「製函」「封緘」2つの機能を1台でこなせる半自動製函封緘機

1 キャスター付きでフレキシブルなライン組が可能なコンパクト設計

2 左右の操作勝手変更も簡単

3 短時間でケースを作り溜めするのに最適です

4 入口側に作業台を標準装備しているので、内容物を詰めたあと、
上面貼り封緘機として利用できます

みかん生産者さまの
導入活用動画配信中！

スタンダードなストレッチ包装機
ストレッチ包装機 TS75

製函封緘機/ストレッチ包装機

5 青果物、食品、ほか製函現場と梱包現場がはなれている場合などに

箱詰めしたら後ろの内フラップを
折り込むだけ

設定画面

TS75作動動画を配信中！

1 包装物のコーナーでフィルムが局部的に薄くなるという問題がなくなり
異型包装物への対応能力が高くなります

2 タッチパネル・シーケンサ搭載で、インバータ制御により、包装条件の入力、
機械の運転状況等をスクリーン上に表示します

３ ターンテーブル回転数およびスブールキャリッジ昇降スピードを
任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿がえらべます



ペーパータオルの廃棄に

エコポリペール

※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。
※クリアのフタに関しては再生ポリプロピレンは使用していません

エコポリペール丸型＃60

1 蓋つきで、湿ったペーパーも臭い漏れせずに保管可能

2 使いやすいスタンダード設計

他にもバリエーションに富んだ容器を
ご用意しております！

クリア

セキスイは日本で最初にプラスチックゴミ容器をつくりました。
1961年東京オリンピックに先駆け、セキスイは「街を清潔にする運動」を提唱。
ポリペールが日本全国で大活躍しました。以来、現在まで愛用数日本一を誇ります。



2 除去効果…ウイルス除去効果99.9％実現

はたらくひとの衛生環境を守りたい

ウイルス除去・除菌スプレー

ＮＯＷＣＡＲＥ（ナウケア）

1 即効性…短時間で効果を発揮

ドアノブ・手すり・電話機・スイッチなど、手がよく触れるところにスプレーするだけ！

3 持続性…一度のスプレーで約1カ月効果持続

事業者様向け

NOWCAREは、ノイラミン酸と
類似したイオン基を有したポリマーで
ウイルス（エンベロープ有）を捕捉し、
体内の受容体表面の結合を防止します

※本資料は事業者向けのご提案資料です。
※医薬・医薬分野の法令等の規定により、一般消費者に対しては

具体的な疾病、ウィルスの名称を挙げて効果・効能を謳うこと
は出来ませんので、ご留意ください。



お問い合わせは最寄りの営業拠点まで

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−3−6 PMO新日本橋 ８F TEL 03-6744-5774 FAX 03-6744-5807
南関東グループ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−3−6 PMO新日本橋 ８F TEL 03-6744-5774 FAX 03-6744-5807

コンシューマー営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−3−6 PMO新日本橋 ８F TEL 03-6744-5783 FAX 03-6744-5807
環境資材グループ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−3−6 PMO新日本橋 ８F TEL 03-6744-5783 FAX 03-6744-5807
耐火資材営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−3−6 PMO新日本橋 ８F TEL 03-6744-5806 FAX 03-6744-5807
北関東営業所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6号館 3F TEL 048-668-6350 FAX 048-668-6351
北陸グループ 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6号館 3F TEL 048-668-6350 FAX 048-668-6351
北海道営業所 〒060-0809 北海道札幌市北区北九条⻄3丁目10-1 小田ビル ５F TEL 011-700-5566 FAX 011-700-5567
東北営業所 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁目の⻄町8-1 斎喜センタービル ６F TEL 022-287-3915 FAX 022-287-3906
中部営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル ８F TEL 052-229-8700 FAX 052-204-6337

静岡グループ 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル ８F TEL 052-229-8700 FAX 052-204-6337
大阪営業所 〒530-8565 大阪市北区⻄天満2-4-4 堂島関電ビル 5F TEL 06-6365-4614 FAX 06-6365-4223

中四国営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル ６F TEL 082-553-0165 FAX 082-553-0166
四国グループ 〒732-0052 広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル ６F TEL 082-553-0165 FAX 082-553-0166
九州営業所 〒810-0011 福岡市中央区高砂2-8-1 オヌキ高砂ビル ５F TEL 092-522-3549 FAX 092-522-3530

営業拠点

積水マテリアルソリューションズ株式会社 第一営業本部 事業企画室発 行 元
積水マテリアルソリューションズHP ：https://www.sekisui-ms.co.jp/
包装機器と資材のことなら セキスイパック：https://www.sekisui-pack.com/

／
ご紹介しきれなかった製品を
弊社HPでご覧になれます

＼


