
0120－832－323

〒923－8502  石川県小松市工業団地1－93　 https://www.comany.co.jp/

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM

このカタログは、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

コマニー株式会社

A1001-①・26-1000

○このカタログの内容は2019年2月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。第1版

パネル色：Ｆ３０・J７２４０、フレーム色：F30 パネル色：Ｆ３０・J２５８０、フレーム色：F30

※社名ロゴ部分はカッティングシートです。（別途工事）
パネル色：Ｆ３０・J７２４０、フレーム色：シルバー

パネル色：FPT13（腰上ガラス）・ガラス、フレーム色：シルバー

Ｃ＆Ｌ typeF／パネル色：Ｆ30・ガラス、フレーム色：シルバー
ＭＵＰ／パネル色：J7240・Ｆ30・ＦＰT14・ガラス、ドア色：ＦＰT14、フレーム色：Ｆ30

パネル色：J１９７５、フレーム色：シルバー
パネル色：Ｆ３０、フレーム色：Ｆ３０

ホワイトフレームとパネルカラーの組み合わせは自在。
企業イメージや使用目的に合わせて演出します。

Ｃ＆Ｌ typeF／パネル色：ＦＰT13、フレーム色：Ｆ20
ＭＵＰ／パネル・ドア色：ＦＰT13・ガラス、フレーム色：Ｆ20

パネル色：F30、フレーム色：Ｆ３０

C&L
カラーアンドローパーティション

Color & Low Partition

不燃パネルタイプ



企業のブランドイメージをスタイリッシュに演出。
スチールパネルのローパーティションＣ＆Ｌは、ハイパーティションとの相性が良く、
空間全体のイメージに統一感を生み出します。
シャープなエッジと多彩なパネルカラーは、訪れる人に企業のセンスを印象付けます。

グリーン購入法に適合
していることを示します。
JOIFA（一般社団法人
日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再
生材を使用しています。

■アクセントカラー29

豊富なパネルカラーバリエーションで、思い通りのイメージを演出します。

フレームは標準でホワイトを設定。オプションで、シルバーとブラックもご用意しています。
パネルとのコーディネートで一体感を出すことができます。

■塗装対象部位：笠木類・ポスト類・安定脚・巾木・スタッド・枠類

ガラスタイプ・腰上ガラスタイプとの組合せで、より表情豊かな
オフィスを作ることができます。

■笠木・ガラス枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■パネル厚：５０mm
■ガラス対応厚：３～６mm

オプションカラー
シルバー（マット処理）

ガスケット
Ｆ１４近似色

Ｆ２０（ブラック）

ガスケット
Ｆ２0近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。
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Ｊ１２6０
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パネルカラーバリエーション Panel Color Variation

フレームカラー Frame Color

多種多様なジョイントを活かして、空間レイアウトの自由度を高めます。

ジョイントバリエーション

パネルが倒れるのを防ぐ安定脚と、絵画やポスターなどを
かけられるパネルフックの設置が可能です。

アクセサリー

Joint Variation

Accessory

標準カラー
Ｆ３０（ピュアホワイト）

ガスケット
Ｆ30近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。

D05-90B
ピンク

D25-90B
イエロー

D45-90B
グリーン

D65-90B
ブルー

F17

■パステルカラー ■ライトグレー ■エココート鋼板

パネルバリエーション Panel Variation ドアバリエーション Door Variation

オフィス内の目的や用途に合わせて柔軟に対応するため、幅8種類・高さ9種類のバリエーションをご用意しました。

パーティション自体がホワイトボードになっているので、壁面にそのまま描くことができ、ボードを置くスペースが不要です。
ホワイトボードが身近にあることで、社員同士の知識・情報共有やコミュニケーションを深めるのに役立ちます。
取り外しができるマグネット式の粉受け（オプション）が付いているので、マーカーやイレーザーを置くことができます。

サイズバリエーション Size Variation

カラーホワイトボードパネル（塗装仕上げ）　                          ★オプション White Board Panel

パネルそのものに、プロジェクター映写用のスクリーン機能を備えているので、空間の有効活用になります。
スクリーン部は特殊な塗装を採用し、映像のチラつきがなく、大画面投影ができます。

キャスター付きなので自由に移動ができ、
用途に応じた空間へすぐに展開可能です。

エントランスや受付など、使い方は様々。
各用途に応じてお選びいただけます。

プロジェクターパネル（塗装仕上げ）　★オプション Projector Panel

1WAYジョイント 2WAYジョイント 3WAYジョイント 4WAYジョイント エンド（END） 壁レール

段差ジョイント用カバー フリージョイント（2WAY）
★オプション

フリージョイント（3WAY）
★オプション

レイアウトにドアを取り入れることで個室を作ることができます。
ドアパネルはプレーンタイプのほか、窓付きのドアパネルも
ご用意しています。

■ドア枠・窓枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■ドアパネル厚：３２mm

パネルフック
ステンレス製バレル研磨仕上

安定脚
標準色：F30（ピュアホワイト）

※安定脚が必要となるレイアウトが
　あります。詳しくは営業員までお問
　い合わせください。

スチールタイプ ドアパネルモジュール
Ｗ：900
Ｈ：1790・1940・2150

引戸
Ｗ：900・1100

（有効開口：682・882）
Ｈ：2150

プレーン 窓付き

・窓付き・プレーン
・戸袋部：スチールタイプ
　　　　ガラス枠タイプ

腰上ガラスタイプ ★オプション

ガラスタイプ※

※H890は標準設定しておりません。
※ガラスは強化ガラスもしくは合わせ
　ガラス（飛散防止フィルム貼り）を
　推奨します。
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腰パネル高さ

※ドアチェック付（パラレル型）も
　オプションで対応可能です。

※片引きタイプのみです。
※レイアウト制限があります。
　詳しくは弊社営業員までお問合せ下さい。

■パネルカラー

■パネルモジュール
　Ｗ：900・1000・1100・1200
　Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

不燃パネルタイプ C&L typeF Incombustible Panel

※上記品番は、コマニーオリジナル品番です。

FPT11（薄茶）FPT12（白茶）FPT13（濃茶）FPT14（茶） FPY15（黒茶）FPY16（灰茶）

■パネルの幅モジュール ■パネルの高さモジュール

W450 W600 W700 W800 W900 W1000 W1100 W1200

H2150
H1940

H1790

H1490
H1640

H1340
H1190

H1040
H890

どこでもジョイント
★オプション

Ｆ３２
ホワイト

▲ミーティングスペース横にホワイトボードを設置した例

パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用
し、不燃性能を備えた質の高いローパー
ティションです。
万が一の時にも火災の延焼や有毒ガス
の発生を抑えます。
不燃材料の個別認定を取得しています
ので、内装制限がある場所でもご使用い
ただけます。

オフィスのスペースを、有効に使うことができます。
自由な位置に仕切りが取り付けられるため、いままでムダにしていたスペースを有効に使え
るようになりました。また、取り付け部への加工が不要なうえに、解体や再組立といった面倒
な手間もいりません。レイアウトの決定後でも、パネルの追加や移動が簡単に行えます。

■パネルモジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

※商品を末永くご使用いただくために、定期的に固く絞った布で、水拭きをして
　汚れを落としてください。
※マーカーとイレーザーとの組合せによっては、消えにくくなるケースがございます。
※汚れが落ちにくくなってきたら、傷んだパネルを修復するリペアコートをおすすめ
　します。

■パネルカラー

ＦW01
ホワイト

ＦW02
ピンク

ＦW03
イエロー

ＦW04
グリーン

ＦW05
ブルー

国土交通大臣認定
不燃材料　NM-4115

実用新案権取得済

キャスタータイプ　★オプション Caster Type

■対応モジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790
■対応面材：スチール
 カラーホワイトボードパネル
 プロジェクターパネル
 ガラス枠
 （ポリカーボネイト樹脂板t3両面マット処理）
※腰上ガラスには対応できません。 

■フレームカラー：Ｆ３０（ピュアホワイト）
■キャスター：樹脂製　ブラック
■キャスターブラケットカラー：シルバー

※写真はシルバーフレーム仕様です。
★オプション

カウンタートップ･カウンター天板　★オプション Counter Board

■対応モジュール
　 Ｗ：450・600・700・800・900・1000・

1100・1200
　 カウンタートップ：
　 　パネルＨ：890・1040・1190・1340
　 カウンター天板：
　 　パネルＨ：1490・1640・1790・1940・2150
　 奥行き：400mm
■カウンター天板据付高さ：床より900mm
■耐荷重：１５㎏
■カウンター色：ホワイト（BMF1414）・

木目（BMD2726）
■ソフトエッジ色：シルバー
■カウンターブラケット色：シルバー

カウンタートップ
※写真はBMF1414色です。

カウンター天板
※写真はBMD2726色です。

豊富なカラーパターンで空間を彩るクロスタイプのローパーティションもご用意しております。
空間のテーマに合わせて、クロスは208種類、フレームカラーは３種類からお選びいただけます。

詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。



企業のブランドイメージをスタイリッシュに演出。
スチールパネルのローパーティションＣ＆Ｌは、ハイパーティションとの相性が良く、
空間全体のイメージに統一感を生み出します。
シャープなエッジと多彩なパネルカラーは、訪れる人に企業のセンスを印象付けます。

グリーン購入法に適合
していることを示します。
JOIFA（一般社団法人
日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再
生材を使用しています。

■アクセントカラー29

豊富なパネルカラーバリエーションで、思い通りのイメージを演出します。

フレームは標準でホワイトを設定。オプションで、シルバーとブラックもご用意しています。
パネルとのコーディネートで一体感を出すことができます。

■塗装対象部位：笠木類・ポスト類・安定脚・巾木・スタッド・枠類

ガラスタイプ・腰上ガラスタイプとの組合せで、より表情豊かな
オフィスを作ることができます。

■笠木・ガラス枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■パネル厚：５０mm
■ガラス対応厚：３～６mm

オプションカラー
シルバー（マット処理）

ガスケット
Ｆ１４近似色

Ｆ２０（ブラック）

ガスケット
Ｆ２0近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。

F30
ピュアホワイト
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パネルカラーバリエーション Panel Color Variation

フレームカラー Frame Color

多種多様なジョイントを活かして、空間レイアウトの自由度を高めます。

ジョイントバリエーション

パネルが倒れるのを防ぐ安定脚と、絵画やポスターなどを
かけられるパネルフックの設置が可能です。

アクセサリー

Joint Variation

Accessory

標準カラー
Ｆ３０（ピュアホワイト）

ガスケット
Ｆ30近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。

D05-90B
ピンク

D25-90B
イエロー

D45-90B
グリーン

D65-90B
ブルー

F17

■パステルカラー ■ライトグレー ■エココート鋼板

パネルバリエーション Panel Variation ドアバリエーション Door Variation

オフィス内の目的や用途に合わせて柔軟に対応するため、幅8種類・高さ9種類のバリエーションをご用意しました。

パーティション自体がホワイトボードになっているので、壁面にそのまま描くことができ、ボードを置くスペースが不要です。
ホワイトボードが身近にあることで、社員同士の知識・情報共有やコミュニケーションを深めるのに役立ちます。
取り外しができるマグネット式の粉受け（オプション）が付いているので、マーカーやイレーザーを置くことができます。

サイズバリエーション Size Variation

カラーホワイトボードパネル（塗装仕上げ）　                          ★オプション White Board Panel

パネルそのものに、プロジェクター映写用のスクリーン機能を備えているので、空間の有効活用になります。
スクリーン部は特殊な塗装を採用し、映像のチラつきがなく、大画面投影ができます。

キャスター付きなので自由に移動ができ、
用途に応じた空間へすぐに展開可能です。

エントランスや受付など、使い方は様々。
各用途に応じてお選びいただけます。

プロジェクターパネル（塗装仕上げ）　★オプション Projector Panel

1WAYジョイント 2WAYジョイント 3WAYジョイント 4WAYジョイント エンド（END） 壁レール

段差ジョイント用カバー フリージョイント（2WAY）
★オプション

フリージョイント（3WAY）
★オプション

レイアウトにドアを取り入れることで個室を作ることができます。
ドアパネルはプレーンタイプのほか、窓付きのドアパネルも
ご用意しています。

■ドア枠・窓枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■ドアパネル厚：３２mm

パネルフック
ステンレス製バレル研磨仕上

安定脚
標準色：F30（ピュアホワイト）

※安定脚が必要となるレイアウトが
　あります。詳しくは営業員までお問
　い合わせください。

スチールタイプ ドアパネルモジュール
Ｗ：900
Ｈ：1790・1940・2150

引戸
Ｗ：900・1100

（有効開口：682・882）
Ｈ：2150

プレーン 窓付き

・窓付き・プレーン
・戸袋部：スチールタイプ
　　　　ガラス枠タイプ

腰上ガラスタイプ ★オプション

ガラスタイプ※

※H890は標準設定しておりません。
※ガラスは強化ガラスもしくは合わせ
　ガラス（飛散防止フィルム貼り）を
　推奨します。
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腰パネル高さ

※ドアチェック付（パラレル型）も
　オプションで対応可能です。

※片引きタイプのみです。
※レイアウト制限があります。
　詳しくは弊社営業員までお問合せ下さい。

■パネルカラー

■パネルモジュール
　Ｗ：900・1000・1100・1200
　Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

不燃パネルタイプ C&L typeF Incombustible Panel

※上記品番は、コマニーオリジナル品番です。

FPT11（薄茶）FPT12（白茶）FPT13（濃茶）FPT14（茶） FPY15（黒茶）FPY16（灰茶）

■パネルの幅モジュール ■パネルの高さモジュール

W450 W600 W700 W800 W900 W1000 W1100 W1200

H2150
H1940

H1790

H1490
H1640

H1340
H1190

H1040
H890

どこでもジョイント
★オプション

Ｆ３２
ホワイト

▲ミーティングスペース横にホワイトボードを設置した例

パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用
し、不燃性能を備えた質の高いローパー
ティションです。
万が一の時にも火災の延焼や有毒ガス
の発生を抑えます。
不燃材料の個別認定を取得しています
ので、内装制限がある場所でもご使用い
ただけます。

オフィスのスペースを、有効に使うことができます。
自由な位置に仕切りが取り付けられるため、いままでムダにしていたスペースを有効に使え
るようになりました。また、取り付け部への加工が不要なうえに、解体や再組立といった面倒
な手間もいりません。レイアウトの決定後でも、パネルの追加や移動が簡単に行えます。

■パネルモジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

※商品を末永くご使用いただくために、定期的に固く絞った布で、水拭きをして
　汚れを落としてください。
※マーカーとイレーザーとの組合せによっては、消えにくくなるケースがございます。
※汚れが落ちにくくなってきたら、傷んだパネルを修復するリペアコートをおすすめ
　します。

■パネルカラー

ＦW01
ホワイト

ＦW02
ピンク

ＦW03
イエロー

ＦW04
グリーン

ＦW05
ブルー

国土交通大臣認定
不燃材料　NM-4115

実用新案権取得済

キャスタータイプ　★オプション Caster Type

■対応モジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790
■対応面材：スチール
 カラーホワイトボードパネル
 プロジェクターパネル
 ガラス枠
 （ポリカーボネイト樹脂板t3両面マット処理）
※腰上ガラスには対応できません。 

■フレームカラー：Ｆ３０（ピュアホワイト）
■キャスター：樹脂製　ブラック
■キャスターブラケットカラー：シルバー

※写真はシルバーフレーム仕様です。
★オプション

カウンタートップ･カウンター天板　★オプション Counter Board

■対応モジュール
　 Ｗ：450・600・700・800・900・1000・

1100・1200
　 カウンタートップ：
　 　パネルＨ：890・1040・1190・1340
　 カウンター天板：
　 　パネルＨ：1490・1640・1790・1940・2150
　 奥行き：400mm
■カウンター天板据付高さ：床より900mm
■耐荷重：１５㎏
■カウンター色：ホワイト（BMF1414）・

木目（BMD2726）
■ソフトエッジ色：シルバー
■カウンターブラケット色：シルバー

カウンタートップ
※写真はBMF1414色です。

カウンター天板
※写真はBMD2726色です。

豊富なカラーパターンで空間を彩るクロスタイプのローパーティションもご用意しております。
空間のテーマに合わせて、クロスは208種類、フレームカラーは３種類からお選びいただけます。

詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。



企業のブランドイメージをスタイリッシュに演出。
スチールパネルのローパーティションＣ＆Ｌは、ハイパーティションとの相性が良く、
空間全体のイメージに統一感を生み出します。
シャープなエッジと多彩なパネルカラーは、訪れる人に企業のセンスを印象付けます。

グリーン購入法に適合
していることを示します。
JOIFA（一般社団法人
日本オフィス家具協会）
※パネルの芯材に再
生材を使用しています。

■アクセントカラー29

豊富なパネルカラーバリエーションで、思い通りのイメージを演出します。

フレームは標準でホワイトを設定。オプションで、シルバーとブラックもご用意しています。
パネルとのコーディネートで一体感を出すことができます。

■塗装対象部位：笠木類・ポスト類・安定脚・巾木・スタッド・枠類

ガラスタイプ・腰上ガラスタイプとの組合せで、より表情豊かな
オフィスを作ることができます。

■笠木・ガラス枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■パネル厚：５０mm
■ガラス対応厚：３～６mm

オプションカラー
シルバー（マット処理）

ガスケット
Ｆ１４近似色

Ｆ２０（ブラック）

ガスケット
Ｆ２0近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。

F30
ピュアホワイト

Ｊ１２８０

Ｊ１２6０

Ｊ０２８０

Ｊ０５４０

Ｊ０５３０

Ｊ９９５０

Ｊ１９７５

Ｊ１５６０

Ｊ１５３０

Ｊ１５３１Ｊ００５０

Ｊ００８０

Ｊ００７０

Ｊ００６０

Ｊ００４０

Ｊ００３０

F20

F10

Ｊ４５８０

Ｊ４５５０

Ｊ４９３０

Ｊ６９８０

Ｊ７２４０

Ｊ７５３０

Ｊ２５８５

Ｊ２５８０

Ｊ３７８０

Ｊ３５７０

パネルカラーバリエーション Panel Color Variation

フレームカラー Frame Color

多種多様なジョイントを活かして、空間レイアウトの自由度を高めます。

ジョイントバリエーション

パネルが倒れるのを防ぐ安定脚と、絵画やポスターなどを
かけられるパネルフックの設置が可能です。

アクセサリー

Joint Variation

Accessory

標準カラー
Ｆ３０（ピュアホワイト）

ガスケット
Ｆ30近似色

※印刷色は実物の色と異なります。
　色見本によるご確認をおすすめします。

D05-90B
ピンク

D25-90B
イエロー

D45-90B
グリーン

D65-90B
ブルー

F17

■パステルカラー ■ライトグレー ■エココート鋼板

パネルバリエーション Panel Variation ドアバリエーション Door Variation

オフィス内の目的や用途に合わせて柔軟に対応するため、幅8種類・高さ9種類のバリエーションをご用意しました。

パーティション自体がホワイトボードになっているので、壁面にそのまま描くことができ、ボードを置くスペースが不要です。
ホワイトボードが身近にあることで、社員同士の知識・情報共有やコミュニケーションを深めるのに役立ちます。
取り外しができるマグネット式の粉受け（オプション）が付いているので、マーカーやイレーザーを置くことができます。

サイズバリエーション Size Variation

カラーホワイトボードパネル（塗装仕上げ）　                          ★オプション White Board Panel

パネルそのものに、プロジェクター映写用のスクリーン機能を備えているので、空間の有効活用になります。
スクリーン部は特殊な塗装を採用し、映像のチラつきがなく、大画面投影ができます。

キャスター付きなので自由に移動ができ、
用途に応じた空間へすぐに展開可能です。

エントランスや受付など、使い方は様々。
各用途に応じてお選びいただけます。

プロジェクターパネル（塗装仕上げ）　★オプション Projector Panel

1WAYジョイント 2WAYジョイント 3WAYジョイント 4WAYジョイント エンド（END） 壁レール

段差ジョイント用カバー フリージョイント（2WAY）
★オプション

フリージョイント（3WAY）
★オプション

レイアウトにドアを取り入れることで個室を作ることができます。
ドアパネルはプレーンタイプのほか、窓付きのドアパネルも
ご用意しています。

■ドア枠・窓枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／Ｆ３０（ピュアホワイト）
■ドアパネル厚：３２mm

パネルフック
ステンレス製バレル研磨仕上

安定脚
標準色：F30（ピュアホワイト）

※安定脚が必要となるレイアウトが
　あります。詳しくは営業員までお問
　い合わせください。

スチールタイプ ドアパネルモジュール
Ｗ：900
Ｈ：1790・1940・2150

引戸
Ｗ：900・1100

（有効開口：682・882）
Ｈ：2150

プレーン 窓付き

・窓付き・プレーン
・戸袋部：スチールタイプ
　　　　ガラス枠タイプ

腰上ガラスタイプ ★オプション

ガラスタイプ※

※H890は標準設定しておりません。
※ガラスは強化ガラスもしくは合わせ
　ガラス（飛散防止フィルム貼り）を
　推奨します。

1190
1340
1490
1640
1790
1940
2150

880
○
○
○
○
○
○
○

1180
－
－
○
○
○
○
○

パ
ネ
ル
総
高
さ

腰パネル高さ

※ドアチェック付（パラレル型）も
　オプションで対応可能です。

※片引きタイプのみです。
※レイアウト制限があります。
　詳しくは弊社営業員までお問合せ下さい。

■パネルカラー

■パネルモジュール
　Ｗ：900・1000・1100・1200
　Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

不燃パネルタイプ C&L typeF Incombustible Panel

※上記品番は、コマニーオリジナル品番です。

FPT11（薄茶）FPT12（白茶）FPT13（濃茶）FPT14（茶） FPY15（黒茶）FPY16（灰茶）

■パネルの幅モジュール ■パネルの高さモジュール

W450 W600 W700 W800 W900 W1000 W1100 W1200

H2150
H1940

H1790

H1490
H1640

H1340
H1190

H1040
H890

どこでもジョイント
★オプション

Ｆ３２
ホワイト

▲ミーティングスペース横にホワイトボードを設置した例

パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用
し、不燃性能を備えた質の高いローパー
ティションです。
万が一の時にも火災の延焼や有毒ガス
の発生を抑えます。
不燃材料の個別認定を取得しています
ので、内装制限がある場所でもご使用い
ただけます。

オフィスのスペースを、有効に使うことができます。
自由な位置に仕切りが取り付けられるため、いままでムダにしていたスペースを有効に使え
るようになりました。また、取り付け部への加工が不要なうえに、解体や再組立といった面倒
な手間もいりません。レイアウトの決定後でも、パネルの追加や移動が簡単に行えます。

■パネルモジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790・1940・2150

※商品を末永くご使用いただくために、定期的に固く絞った布で、水拭きをして
　汚れを落としてください。
※マーカーとイレーザーとの組合せによっては、消えにくくなるケースがございます。
※汚れが落ちにくくなってきたら、傷んだパネルを修復するリペアコートをおすすめ
　します。

■パネルカラー

ＦW01
ホワイト

ＦW02
ピンク

ＦW03
イエロー

ＦW04
グリーン

ＦW05
ブルー

国土交通大臣認定
不燃材料　NM-4115

実用新案権取得済

キャスタータイプ　★オプション Caster Type

■対応モジュール
　 Ｗ：900・1000・1100・1200
　 Ｈ：1340・1490・1640・1790
■対応面材：スチール
 カラーホワイトボードパネル
 プロジェクターパネル
 ガラス枠
 （ポリカーボネイト樹脂板t3両面マット処理）
※腰上ガラスには対応できません。 

■フレームカラー：Ｆ３０（ピュアホワイト）
■キャスター：樹脂製　ブラック
■キャスターブラケットカラー：シルバー

※写真はシルバーフレーム仕様です。
★オプション

カウンタートップ･カウンター天板　★オプション Counter Board

■対応モジュール
　 Ｗ：450・600・700・800・900・1000・

1100・1200
　 カウンタートップ：
　 　パネルＨ：890・1040・1190・1340
　 カウンター天板：
　 　パネルＨ：1490・1640・1790・1940・2150
　 奥行き：400mm
■カウンター天板据付高さ：床より900mm
■耐荷重：１５㎏
■カウンター色：ホワイト（BMF1414）・

木目（BMD2726）
■ソフトエッジ色：シルバー
■カウンターブラケット色：シルバー

カウンタートップ
※写真はBMF1414色です。

カウンター天板
※写真はBMD2726色です。

豊富なカラーパターンで空間を彩るクロスタイプのローパーティションもご用意しております。
空間のテーマに合わせて、クロスは208種類、フレームカラーは３種類からお選びいただけます。

詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。



0120－832－323

〒923－8502  石川県小松市工業団地1－93　 https://www.comany.co.jp/

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM

このカタログは、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

コマニー株式会社

A1001-①・26-1000

○このカタログの内容は2019年2月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。第1版

パネル色：Ｆ３０・J７２４０、フレーム色：F30 パネル色：Ｆ３０・J２５８０、フレーム色：F30

※社名ロゴ部分はカッティングシートです。（別途工事）
パネル色：Ｆ３０・J７２４０、フレーム色：シルバー

パネル色：FPT13（腰上ガラス）・ガラス、フレーム色：シルバー

Ｃ＆Ｌ typeF／パネル色：Ｆ30・ガラス、フレーム色：シルバー
ＭＵＰ／パネル色：J7240・Ｆ30・ＦＰT14・ガラス、ドア色：ＦＰT14、フレーム色：Ｆ30

パネル色：J１９７５、フレーム色：シルバー
パネル色：Ｆ３０、フレーム色：Ｆ３０

ホワイトフレームとパネルカラーの組み合わせは自在。
企業イメージや使用目的に合わせて演出します。

Ｃ＆Ｌ typeF／パネル色：ＦＰT13、フレーム色：Ｆ20
ＭＵＰ／パネル・ドア色：ＦＰT13・ガラス、フレーム色：Ｆ20

パネル色：F30、フレーム色：Ｆ３０

C&L
カラーアンドローパーティション

Color & Low Partition

不燃パネルタイプ
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