
産業廃棄物業者
（認定事業者）

クライアント様

商品ディスプレイ什器や
演出ツール etc...に加工

プラサイクルの循環図

2. 3.

1. 製造・再加工

使用 粉砕

廃棄される粉砕を、板材として再製造。
その板材を使用して、様々なツールや什器に加工。

専門業者が回収

粉砕品として購入

PLACYCLE

商品タイプ： 
穴有

穴有
サイズ：
L
 
S
類似商品と比較する
お届け日
： 6月29日（火）まで
お届け先
：東京都江東区豊洲3
お届け先の変更

直送品 この商品は 株式会社ワーズウィズ からお届けいたします。
出荷元ごとのご注文金額が¥1,000（税込）以上で配送料無料
※大変申し訳ございません。この商品は沖縄県・離島が配送エリア外となります。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。

直送品のため、以下の点にご注意ください。

・この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりＰＤＦファイルにて印刷することが可能です。
・アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
・ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

数量

1
カゴに入れる
マイカタログへ登録

LOHACOでのご注文
[卓上パーティション（アクリル・樹脂タイプ）]

卓接客空間やオフィスの飛沫対策に。ご要望に合わせて選べるアイテムを豊富に揃えました。

商品の高さで選べます
高さ400～500mm未満
高さ500～600mm未満
高さ600～700mm未満
高さ700～800mm未満 
高さ800～1000mm未満
アイテム一覧

パネル上下可動式
商品・価格一覧はこちら

窓付き
商品・価格一覧はこちら

ポリプロピレン製
商品・価格一覧はこちら

他のシリーズを見る用途やスペース、ワークスタイルにあった
デスク／机／デスク周り収納／テーブルがきっと見つかります。
デスク・テーブルショップ

オフィスデスク ショップ(スチールデスク・木製デスク・フリーアドレス・エグゼクティブ・上下昇降)オフィス デスク周り収納 ショップ(サイドキャビネット・脇机・デスク下ワゴン・プリンタラック・テレフォンアーム)オフィス テーブル ショップ(会議テーブル・キャスター付テーブル・折りたたみテーブル・作業台)幅・奥行から選ぶオフィスデスク・テーブル ショップ
類似商品と比較
類似スペック品を探す 
商品名
価格（税抜き）
お申込番号
レビュー
メーカー名
質量
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）本商品：ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）
￥14,980

1
 カゴへ
X909995
ワーズウィズ
4.3kg
エージ 飛沫フェンスガード110 幅1120×奥行200×高さ710mm クリア/ホワイト AG-CRN110-CL （飛沫防止・飛沫対策）1台（直送品）エージ 飛沫フェンスガード110 幅1120×奥行200×高さ710mm クリア/ホワイト AG-CRN110-CL （飛沫防止・飛沫対策）1台（直送品）
￥16,800

1
 カゴへ
X887701
エージ
4.3kg

【組立設置込】コクヨ 飛沫防止パネル アクリル ブリッジ脚 幅1000用 幅980×奥行255×高さ600mm ブラック 1台（直送品）【組立設置込】コクヨ 飛沫防止パネル アクリル ブリッジ脚 幅1000用 幅980×奥行255×高さ600mm ブラック 1台（直送品）
￥18,480

1
 カゴへ
AH56322
コクヨ
4.7kg
サンワサプライ デスクパーティション クランプ式 幅1600×奥行55×高さ410mm フロスト調 SPT-DP160 1個（直送品）サンワサプライ デスクパーティション クランプ式 幅1600×奥行55×高さ410mm フロスト調 SPT-DP160 1個（直送品）
￥22,530

1
 カゴへ
X798111
サンワサプライ
4.7kg
サンワサプライ デスクパーティション クランプ式 幅1400×奥行55×高さ410mm フロスト調 SPT-DP140 1個（直送品）サンワサプライ デスクパーティション クランプ式 幅1400×奥行55×高さ410mm フロスト調 SPT-DP140 1個（直送品）
￥31,020

1
 カゴへ
X798116
サンワサプライ
4.1kg
岐阜プラスチック工業 テクセルSAINT デスクトップパーティション 幅1400mm用 L型 高さ500mm（飛沫防止）1セット(2枚入)（直送品）岐阜プラスチック工業 テクセルSAINT デスクトップパーティション 幅1400mm用 L型 高さ500mm（飛沫防止）1セット(2枚入)（直送品）
￥15,700

1
 カゴへ
X858096
岐阜プラスチック工業
4.3kg
オカムラ 飛沫防止パネルセット コノ字 （飛沫対策） 幅1400×奥行450×高さ500mm 8TFPGN GG57 1セット（3台入）（取寄品）オカムラ 飛沫防止パネルセット コノ字 （飛沫対策） 幅1400×奥行450×高さ500mm 8TFPGN GG57 1セット（3台入）（取寄品）
￥81,900

1
 カゴへ
U233335
オカムラ
4.8kg
オカムラ 飛沫防止パネルセット コノ字 幅800×奥行450×高さ600mm クリア 8TFPBK GG57 1セット(3台入)（取寄品）オカムラ 飛沫防止パネルセット コノ字 幅800×奥行450×高さ600mm クリア 8TFPBK GG57 1セット(3台入)（取寄品）
￥67,200

1
 カゴへ
U832023
オカムラ
4.8kg
常磐精工 パーテーションスタンド600X1100ハイ HBPH600X1100 1台（直送品）常磐精工 パーテーションスタンド600X1100ハイ HBPH600X1100 1台（直送品）
￥26,473

1
 カゴへ
U931307
常磐精工
4kg
常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ450X900 HBP3F450X900 1台（直送品）常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ450X900 HBP3F450X900 1台（直送品）
￥21,746

1
 カゴへ
U931287
常磐精工
4.2kg
常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ450X900ロウ HBPL3F450X900 1台（直送品）常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ450X900ロウ HBPL3F450X900 1台（直送品）
￥21,746

1
 カゴへ
U931311
常磐精工
4.1kg
常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ600X900ロウ HBPL3F600X900 1台（直送品）常磐精工 パーテーションスタンド三面タイプ600X900ロウ HBPL3F600X900 1台（直送品）
￥25,528

1
 カゴへ
U931313
常磐精工
4.9kg
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）の商品詳細

?
商品情報の誤りを報告
商品の特徴 【飛沫防止・飛沫対策に！】飛沫防止パーテーションです。脚のビスで固定します。シンプルだけど高級感のあるパーテーションです。W400×H100mmの開口付きです。
商品仕様 メーカー ワーズウィズ ブランド waazwiz（ワーズウィズ）
寸法 幅900×奥行200×高さ600mm 質量 4.3kg
材質 アクリル樹脂 製造国 日本製
組立目安 お客様組立品：必要人数：1人、必要時間：10分、必要工具：プラスドライバー 梱包数 1梱包
保証期間 1年 幅 900 mm
奥行 200 mm 高さ 600 mm
その他商品仕様 ●付属品:m4ビス サイズ L
商品タイプ 穴有    

「商品タイプ」「サイズ」 違いで 全4商品 あります。

ワーズウィズ アクリル パーテーション 奥行200×高さ600mmの全商品を見る

類似スペック品を探す 
備考 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品詳細情報 
家具・インテリアが探しやすい！アスクルの総合家具TOPページはこちら。 newwindow
レイアウト・各種工事・納期のご相談まで！アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 newwindow
※ご注意【免責】
アスクルでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様（容量、パッケージ、原材料、原産国など）が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
この商品を見た人はこちらも検討されています
旺尚社陳列製作所 アクリルセーフティパネル小窓付き クローム…
旺尚社陳列製作所 アクリルセーフティパネル小窓付き クローム…
￥12,800（税抜き）

光 飛沫飛散防止パネル
光 飛沫飛散防止パネル
￥6,323～（税抜き）

ナカバヤシ アクリルパーティション 透明 飛沫飛散防止
ナカバヤシ アクリルパーティション 透明 飛沫飛散防止
￥9,800～（税抜き）

アーテック 飛沫防止透明パーテーション 大1.0 窓あきタイ…
アーテック 飛沫防止透明パーテーション 大1.0 窓あきタイ…
￥1,182（税抜き）

アーテック 飛沫防止パネルパーテーションセット 拡張用 机上…
アーテック 飛沫防止パネルパーテーションセット 拡張用 机上…
￥1,300～（税抜き）

トーカイスクリーン飛散低減対策パネル 幅900×奥行203×…
トーカイスクリーン飛散低減対策パネル 幅900×奥行203×…
￥7,900～（税抜き）

東洋ケース アクリルパーテーション　開口部付　透明
東洋ケース アクリルパーテーション　開口部付　透明
￥4,980～（税抜き）

林製作所 サイドパネル （アクリル） 1枚
林製作所 サイドパネル （アクリル） 1枚
￥3,480（税抜き）

友澤木工 飛沫ガードパネル 奥行110mm
友澤木工 飛沫ガードパネル 奥行110mm
￥2,760～（税抜き）

アール・エフ・ヤマカワ アクリルボード アクリル衝立 高さ6…
アール・エフ・ヤマカワ アクリルボード アクリル衝立 高さ6…
￥8,230～（税抜き）

アーテック 飛沫防止三面ガード 飛沫防止 面接 面談 512…
アーテック 飛沫防止三面ガード 飛沫防止 面接 面談 512…
￥1,800（税抜き）

【車上渡し】アールエフヤマカワ 机上アクリルパネル 窓付き …
【車上渡し】アールエフヤマカワ 机上アクリルパネル 窓付き …
￥6,104～（税抜き）

サンケーキコム 新型コロナウィルス飛沫感染対策用アクリル板 …
サンケーキコム 新型コロナウィルス飛沫感染対策用アクリル板 …
￥4,273～（税抜き）

アイリスチトセ デスクスクリーン カウンタータイプ（飛沫防止…
アイリスチトセ デスクスクリーン カウンタータイプ（飛沫防止…
￥23,800～（税抜き）

カーボーイ（CAR-BOY） カーボーイ 飛沫防止アクリルパ…
カーボーイ（CAR-BOY） カーボーイ 飛沫防止アクリルパ…
￥8,096～（税抜き）

1/5
この商品を見たお客様はこちらも見ています
プラス 飛沫防止 卓上パーティション （飛沫対策） 幅582…
プラス 飛沫防止 卓上パーティション （飛沫対策） 幅582…
￥1,500～（税抜き）

フルネス アクリルパーテーション 厚み3mm 高さ600mm…
フルネス アクリルパーテーション 厚み3mm 高さ600mm…
￥2,600～（税抜き）

ワーズウィズ アクリルボード 高さ600mm クリア
ワーズウィズ アクリルボード 高さ600mm クリア
￥3,450～（税抜き）

山善 アクリルパーテーション 透明  幅500×高さ520m…
山善 アクリルパーテーション 透明 幅500×高さ520m…
￥4,480（税抜き）

ワーズウィズ レッサースタンド 幅200×奥行30×高さ17…
ワーズウィズ レッサースタンド 幅200×奥行30×高さ17…
￥1,580～（税抜き）

アスプルンド ASPLUND 飛沫防止用 アクリルパネル 透…
アスプルンド ASPLUND 飛沫防止用 アクリルパネル 透…
￥6,550～（税抜き）

ランブリング アクリルパーテーション H500×W600 A…
ランブリング アクリルパーテーション H500×W600 A…
￥3,900（税抜き）

1/3
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）のレビュー
投稿されたレビューはまだありません。お客様のレビューコメントをお待ちしています。

この商品のレビューを書く レビューをリクエストする 
他のバリエーション
お申込番号 型番 販売単位 商品タイプ サイズ 販売価格(税抜き/税込) 数量/カゴ
X910003 WW-014 1個 穴有 S 
￥10,180
￥11,198

1
 カゴへ
X910014 WW-015 1個 穴無 L 
￥14,250
￥15,675

1
 カゴへ
X910007 WW-013 1個 穴無 S 
￥9,450
￥10,395

1
 カゴへ

「商品タイプ」「サイズ」 違いで 全4商品あります バリエーション一覧へ
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）に関連するページ
デスク周り収納テクニック
スッキリ変わる！デスク周り収納テクニック
家具働き方提案特集
働き方が変わる。アスクル家具がこたえる。アスクルのオフィス家具特集
ASKUL×ジャーナル スタンダード ファニチャー特集
新しい働き方に、寄り添う家具。journal standard furniture＋ASKUL
ますます商品拡大中！まずはお試しください
アスクルオリジナル 質よし価格よし、使い心地よし。

アクリル・樹脂デスクトップパネル／デスクパーテーションの売れ筋ランキング
ランブリング アクリルパーテーション H500×W600 AG-01 （飛沫防止・飛沫対策） 1個（直送品）
ランブリング アクリルパーテーション H500×W600 AG-01 （飛沫防止・飛沫対策） 1個（直送品）
￥3,900（税抜き）

アーテック 飛沫防止パネルパーテーションセット 拡張用 机上 感染防止
アーテック 飛沫防止パネルパーテーションセット 拡張用 机上 感染防止
￥1,300～（税抜き）

友澤木工 飛沫ガードパネル 奥行110mm
友澤木工 飛沫ガードパネル 奥行110mm
￥2,760～（税抜き）

山善 アクリルパーテーション 透明 幅500×高さ520mm YAP-50 （飛沫防止・飛沫対策）1セット（3枚入）
山善 アクリルパーテーション 透明 幅500×高さ520mm YAP-50 （飛沫防止・飛沫対策）1セット（3枚入）
￥12,960（税抜き）

フルネス アクリルパーテーション 厚み3mm 高さ600mm 透明 （飛沫防止・飛沫対策）
フルネス アクリルパーテーション 厚み3mm 高さ600mm 透明 （飛沫防止・飛沫対策）
￥2,600～（税抜き）

アクリル・樹脂デスクトップパネル／デスクパーテーションのランキングをもっと見る

【デスクトップパネル／デスクパーテーション／机仕切り】のカテゴリーの検索結果
プラス 飛沫防止 卓上パーティション （飛沫対策） 幅582×奥行120×高さ601mm 半透明
プラス 飛沫防止 卓上パーティション （飛沫対策） 幅582×奥行120×高さ601mm 半透明
￥1,500～（税抜き）

ナカバヤシ アクリルパーティション 透明 飛沫飛散防止
ナカバヤシ アクリルパーティション 透明 飛沫飛散防止
￥9,800～（税抜き）

山善 アクリルパーテーション 透明  幅500×高さ520mm YAP-50 （飛沫防止・飛沫対策）1枚
山善 アクリルパーテーション 透明 幅500×高さ520mm YAP-50 （飛沫防止・飛沫対策）1枚
￥4,480（税抜き）

タカラ産業 パーティション 幅400×奥行77×高さ550mm 3000059 （飛沫防止・飛沫対策） 1台
タカラ産業 パーティション 幅400×奥行77×高さ550mm 3000059 （飛沫防止・飛沫対策） 1台
￥3,520（税抜き）

アスカ asmix 飛沫安心ガード サイドパーテーション 幅450×奥行40×高さ662mm クリア×ホワイト CVG05 （飛沫防止）1台（直送品）
アスカ asmix 飛沫安心ガード サイドパーテーション 幅450×奥行40×高さ662mm クリア×ホワイト CVG05 （飛沫防止）1台（直送品）
￥12,900（税抜き）

該当は1279件あります

注目のトピックス！
ワクチン接種　会場備品
デスクトップパネル／デスクパーテーション／机仕切りのカテゴリー
アクリル・樹脂デスクトップパネル／デスクパーテーション スチールデスクトップパネル／デスクパーテーション 布張りデスクトップパネル／デスクパーテーション フェルトデスクトップパネル／デスクパーテーション その他デスクトップパネル／デスクパーテーション
デスク周辺用品のカテゴリー
サイドワゴン／脇机 ファイルラック／ファイルワゴン 机下収納／机下台／デスク下ワゴン 机上台／モニター台／机上ラック／机上棚 デスクトップパネル／デスクパーテーション／机仕切り プリンター台／プリンターラック／プリンターワゴン パソコンラック／パソコンデスク サーバーラック／OA収納／OA什器 デスクライト／デスクスタンド テレフォンアーム／電話台 ケーブルボックス／電源コンセント／配線ボックス その他 デスク周辺用品
オフィス用品

事務用品／文房具 ファイル トナー／インク／コピー用紙 パソコン周辺機器／メディア OA機器／家電／電池 生活雑貨／キッチン用品 飲料／食品／ギフト／お酒 オフィス家具／収納 衛生／医療／介護
戻る画像
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）の先頭へ
あなたが最近チェックした商品一覧をみる
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900…
ワーズウィズ レッサースタンド 幅200×奥行30×高さ17…
ワーズウィズ レッサースタンド 幅200×奥行30×高さ17…
ワーズウィズ レッサースタンド TEXa 幅200×奥行30…
ワーズウィズ アクリル有孔ボード 幅300×奥行3×高さ30…
ワーズウィズ アクリル有孔ボード 幅300×奥行3×高さ30…
ワーズウィズ アクリルボードS S 穴なし 幅500×奥行3…

【軒先渡し】Y2K Akira オフィスデスク コンパクト …
山善 YAMAZEN スタンディングデスク 幅1200×奥行…
ワーズウィズ Dパーテーション スクエアスワロー 幅900×…
ワーズウィズ Dパーテーション ラウンドスワロー 幅600×…

最近検索したキーワード
飛沫パーテーションパーテーションデスク飛沫パネル WAAZWIZ飛沫パネルスチレン ボード 5mm貼れパネ
急上昇キーワード
1位：クリアファイル　A4　100枚入り2位：アクリル　パーテーション3位：マスク　50枚入り4位：虫よけ　吊るすタイプ5位：OPP袋　シール付

�

ご利用ガイド
注文について
お届けについて
お支払いについて
返品・交換について
ASKUL について
会社案内
投資家情報
環境・社会活動報告
当サイトについて
サイトマップ
ご利用規約
プライバシーポリシー
ご利用環境について
ご利用上の注意
古物営業法に基づく表記
酒類販売管理者標識の掲示
医薬品の販売に関する表示
関連サイト
LOHACO（ロハコ）
ソロエルアリーナ（大企業向け）
パプリ（印刷・スタンプ）
みんなの仕事場
アスクルについてお気軽にご質問ください

アオイくんにチャットで質問
おすすめ特集
コピー用紙特集
 
トナー・インクメガストア
 
電卓特集
 
電池特集
 
タイムカード特集
 
ラミネーター特集
 
業務用掃除機特集
 
ホワイトボードショップ
 
パーテーション(パーティション)特集
 
チェア特集
 
ラック特集
 
ゴミ箱／ダストボックス特集
 
掃除道具・清掃用品
 
洗剤特集
 
スリッパ特集
 
タオル特集
 
ダンボール専門ショップ
 
電動工具の選び方
 
台車ナビ
 
温度計・湿度計専門ショップ
 
マスク特集
 
大人用おむつ特集
 
収納用品特集
 
シャチハタ特集
 
大きい紙袋
 
透明袋
 
白衣・介護ユニフォームショップ
 
ポストイットストア
 
ヘルメット特集
 
オフィスづくりサービス
 
ピンポイントサーチ
 
特集一覧
アスクルは公益社団法人日本通信販売協会の会員です。アスクルは環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001」の認証を取得しています。アスクルは個人情報保護に取り組む企業を示す「プライバシーマーク」を取得しております。
オフィス・現場用品／医療・介護用品の通販アスクル

初めての方へ

トラック
段ボール
カレンダー
初めての方へ

よくわかるアスクルWebサイト

ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）
ワーズウィズ アクリル パーテーション L 穴あり 幅900×奥行200×高さ600mm WW-016 （飛沫防止・飛沫対策）1個（直送品）

販売価格(税抜き) ￥14,980 販売価格(税込) ￥16,478
販売単位：1個

数量

1
カゴに入れる


