
プラテーション®、プラパール®、プチプチ®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。■ 製造元
TM

OFFICE/営業所
■ 販売元

ラテーションプ

platition -1807-1500
■バリエーション

プラパール®のオリジナルカラーの他にも、特注色や印刷、ラミネートなどの加工も可能です。
お気軽にご相談ください。
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プラパール®は、「キャップ」とよばれる円柱状の
凸凹したシートを上下から平たいシートで挟んだ、
軽量で剛性に優れたプラスチックボードです。
燃やしても、ダイオキシンや塩化水素などの有害ガスを発生しない
ポリオレフィン製なので、環境にやさしく、リサイクル性にも優れています。

バック

ライナー

とは？

資源を守るため、リサイクルできる素材で作られて
います。 安心 完全燃焼した場合、有毒ガス（塩化
水素・ダイオキシン）を発生しません。

安心

紙や木と違い、水に強く、
濡れてもささくれや破れなどの劣化がありません！
屋外でも問題なく使えます。

安全

水玉模様で方向性が無いから、
どんな方向からの力でも折れにくい！
潰れても、ある程度は復元します。

強い

中身が空気なので、とても軽い！
同じ大きさの合板と比べると、
重さは約1/4です。

軽い
こんなに大きくても、
女性１人で楽に持てます！キャップ

１枚約3.6kg※と非常に軽く、
組立てに工具は要りません。
女性でも簡単に組み立てられます。

軽くて簡単！

プラテーション®の素材、
「プラパール®」はプチプチ®同様、
内部に空気の粒があり、
防音や断熱の効果もあります。

目隠し！防音！断熱！

連結はもちろん、
L字、T字、十字に繋げることが可能で、
レイアウトが自由に変えられます。

レイアウト自在！

プラスチックだから汚れに強く、
汚れてしまっても
拭いてキレイにできます。

汚れにくい！

※Ｄ型ダブル高さ1500mmの場合

PLATITION
プラテーション®
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ホワイト ブラック グレー イエロー ブルー

木目
（ダークブラウン）

木目
（ナチュラル）

防炎仕様
※面材に、日本防炎協会認定の
　「防炎プラパール®」を使用。

不織布 ホワイトボード

【東京本社営業所】
【名古屋本社営業所】
【札 幌 出 張 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
【北 陸 営 業 所】
【滋 賀 出 張 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 営 業 所】

〒102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1条 10丁目 1－10
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３番４３号 アクス原町ビル１０３
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木９２２番地２号
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町一丁目２番 サンクレスト伊勢佐木４Ｆ
〒390-0841 長野県松本市渚１丁目６番１５号 カワセビル２０５
〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目３番１０号 大成住宅ビル７Ｆ  ７０４
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番５号 本町サミットビル５Ｆ
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３５６番地１号

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0280-57-4981
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-28-4257
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-957-0031

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0280-57-4980
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-28-4257
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-36-3930
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-957-0030

・連結せずに１枚で使用する場合、バランスがとれずにたわんで倒れる可能性があります。使用方法については、弊社担当営業にご確認、ご相談ください。
・保管は水平にして保管してください。斜めに立てかけると反る危険があります。
・本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。
・高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

ご注意ください



＜プラテーション®＞

サイドロックタイプ
・非常に軽量なパーティション。
・女性でも簡単にレイアウト変更可能。
・工具不要の簡単組立。
・耐水性に優れ、屋外での使用も可能。
・シンプルなスライド構造で、床の凹凸も調節簡単。
・印刷可能。

スライドタイプ
・一般的なアルミ製パーティションに比べ、重さは約半分！
・工具を使わず、組み立てが簡単。
・耐水性に優れ、屋外でも使用可能。　
・リサイクル性に優れた、ALLポリプロピレン製。
・印刷可能

■レイアウトパターン

立って目線の隠れる
【1500タイプ】

立って目線の隠れる
【1050タイプ】

立って目線の隠れる
【1550タイプ】

完全に目線の隠れる
【1850タイプ】

MAX
Ｈ2,000×W1,550ｍｍ

MAX
Ｈ2,000×W1,550ｍｍ

※H2,000mm以上は、ご相談ください。 ※H2,000mm以上は、ご相談ください。

座って目線の隠れる
【1000タイプ】

接続パーツを、
横からパチッとはめるだけ。

脚パーツを、
横からパチッとはめるだけ。

とにかく簡単！ 
横から「パチッ」とはめるだけ！！

スライドジョイントで、
しっかり固定！

接続パーツを、
上からスライドさせるだけ。

ジョイントパーツ ジョイントパーツ

ジョイントパーツ ジョイントパーツ

Ｉ字 Ｌ字

Ｔ字 十字

■レイアウトパターン

ジョイントパーツ

Ｉ字

ジョイントパーツ

Ｌ字

ジョイントパーツ

Ｔ字

ジョイントパーツ

Ｙ字

ジョイントパーツ

十字

構　造

Ｄ型ダブル

Ｄ型ダブル ＋ 発泡材

厚み

約 12 mm

幅

800mm

約 22 mm

高さ

1,500mm

1,000mm

1,000mm

1,500mm

重量

約 3.6 kg

約 2.4 kg

約 2.6 kg

約 3.8 kg

プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）
プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）

プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）
発泡材
プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）

● 本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません。 ● 規格以外のサイズも対応できます。詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

■規格 ■オプション

天面に取付け、連結時の
ぐら付きを軽減をします。

構　造

Ｄ型ダブル

Ｇ型ダブル

厚み

約 12 mm

幅

800mm

約 18 mm

高さ

1,850mm

1,050mm

1,050mm

1,850mm

重量

約 4.5 kg

約 2.6 kg
1,550mm 約 3.8 kg

約 3.4 kg

約 6.0 kg
1,550mm 約 5.0 kg

プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）
プラパール®（PDPPZ-1500g/m2）

● 本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません。 ● 規格以外のサイズも対応できます。詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

■規格

プラパール®（PGPPZ-2000g/m2）
プラパール®（PGPPZ-2000g/m2）

PLATITION ＜プラテーション®＞PLATITION

■オプション

端部にはめて、
きれいにカバーします。




