
ウイルス・細菌対策製品





ニューノーマルの時代に、家具から安心・安全を。

家具は、人と毎日接するものです。

これからの時代をもっと安心・安全に過ごす為に、

アダルでは感染予防に役立つ製品をご用意しています。
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AC Eletta CS

シンプルでモダンデザインが人気のウッドチェア。
程よい硬さの座り心地で、幅広いシーンでご利用頂けます。

チェア

エーシーエレッタシーエス

ウッドチェア

チェア01色

アームチェア ￥62,000
定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

￥44,500 (限定張地・消費税別途)

チェア ：W450×D540×H770×SH450
アームチェア：W530×D540×H770×SH450×AH650

備考

仕様
背・座 ：ビニールレザー
脚 ：ビーチ材

チェア 01色：W6013-101 / 06色：W6013-106

アームチェア 01色：W6013-1W1 / 06色：W6013-1W6

チェア06色

アームチェア01色 アームチェア06色

ウイルス・細菌対策製品

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※木製部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

01色
(ナチュラル)

06色
(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)



ウイルス・細菌対策製品 メタルチェア

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ナチュラル色(N)

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機能の付いた
メラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

AC Hookback

バックや傘を引っ掛けられる背のフックは、遊び心を感じるユニークなデザイン。
抗ウイルス・抗菌機能のメラミンを使用することで、安心感もプラス。

エーシーフックバック

￥32,000定価

寸法

(消費税別途)

W500×D530×H780×SH440

仕様
背・座 ：抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板
脚 ：スチール（ブラックメラミン焼付塗装）
スタッキング：4脚まで可

チェア M3509-10XK

機能が分かりやすい
シール付

次亜塩素酸ナトリウムが
使用できます。



AC Rail

シンプルでスタイリッシュなデザイン。
フォーマルなシルバー脚とカジュアルなブラック脚をお選び頂けます。

チェア

エーシーレイル

メタルチェア

チェア シルバー脚：M6013-10S /ブラック脚 ：M6013-10K

アームチェア シルバー脚：M6013-1WSS /ブラック脚：M6013-1WKK

アームチェア ￥64,000
定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

￥47,000 (限定張地・消費税別途)

チェア ：W450×D540×H770×SH450
アームチェア：W530×D540×H770×SH450×AH650

備考

仕様
背・座 ：ビニールレザー
脚 ：スチール（シルバー / ブラック)

チェア シルバー脚 アームチェア ブラック脚

チェア ブラック脚

ウイルス・細菌対策製品

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



AC Ray

包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
モダンでスタイリッシュなデザインは、オフィスに合います。

チェア

エーシーレイ

チェア M6015-10Q

アームチェア M6016-1WQ

アームチェア ￥67,000
定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

￥62,800 (限定張地・消費税別途)

チェア ：W500×D540×H810×SH470
アームチェア：W550×D540×H810×SH470

備考

仕様

背・座 ：ビニールレザー
脚 ：アルミニウム（ミガキ）ナイロン樹脂キャスター付

回転可

チェア アームチェア

ウイルス・細菌対策製品 メタルチェア

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



AC Kuruba

ゆったりと包み込まれるような感覚が魅力のラウンジチェアです。

エーシークルバ

ラウンジチェア

01色：W9104-1WV1

￥72,000定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

W660×D600×H750×SH420×AH640

備考

仕様
本体 ：ビニールレザー
脚 ：ビーチ材

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

/ 06色：W9104-1WB6

01色 06色

※木製部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ウイルス・細菌対策製品

01色
(ナチュラル)

06色
(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)チェア



￥144,000 (限定張地・消費税別途)

￥85,000 (限定張地・消費税別途)

AC Montes

限られた空間でも置けるコンパクトサイズ。
ステンレスの角パイプが、空間をすっきりと見せます。

1人掛

エーシーモンテス

ソファ

1人掛：H9005-1WBC 2人掛：H9005-2WBC

2人掛
定価

寸法
チェア ：W670×D550×H750×SH440
アームチェア：W1170×D550×H750×SH440

備考

仕様
背・座 ：ビニールレザー
フレーム：ステンレス（ミガキ）

2人掛1人掛

ウイルス・細菌対策製品

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ソファ



AC Othello

コンパクトなサイズ感と、メンテンナンス性に優れたソファ。
全てを張り包むことで、アームも次亜塩素酸やアルコールの消毒が可能。

エーシーオセロ

1人掛：S9047-1WWW 2人掛：S9047-2WWW

定価

寸法
1人掛ソファ：W660×D600×H720×SH410×AH600
2人掛ソファ：W1200×D600×H720×SH410×AH600
3人掛ソファ：W1660×D600×H720×SH410×AH600

1人掛ソファ

2人掛ソファ ￥98,000 (限定張地・消費税別途)

￥70,000 (限定張地・消費税別途)

3人掛ソファ ￥138,000 (限定張地・消費税別途)

3人掛：S9047-3WWW

仕様 張地 ：ビニールレザー

3人掛

1人掛

2人掛

備考

ウイルス・細菌対策製品 ソファ

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

ソファ



AC Seravia

プライバシーを守るパーテーション付のソファ。シートの片側は視線を遮る
パーテーション、もう片方の肘は、テーブルとしてご利用頂けます。

エーシーセラビア

右肘・白 ：M3002-1RXW

￥185,000定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

W1000×D760×H1120×SH410×AH570

仕様

本体 ：ビニールレザー
脚 ：アルミダイキャスト（HL仕上）
天板 ：抗ウイルス・抗菌機能付きメラミン化粧板

1人掛(左肘)

ウイルス・細菌対策製品 ソファ

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌
機能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムやアル
コールでメンテナンス可能な高機能レザーを使用。長

く、安心してお使い頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の優しい雰囲
気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び頂けます。

01.

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02.

03.

04.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

1人掛(右肘)

ナチュラル色(N)

ホワイト色(W)

右肘・木目：M3002-1RXN

左肘・白 ：M3002-1LXW

左肘・木目：M3002-1LXN
1人掛



AC Seravia

プライバシーを守るパーティション付きソファ。背とパーティションの間に隙間が
あることで、完全にクローズではない、セミオープンの空間を実現できます。

エーシーセラビア

両パーテーション：M3002-2WJC

右パーテーション：M3002-2RJC

定価

寸法
両パーテーション ：W1370×D760×H1120×SH410
右・左パーテーション：W1280×D760×H1120×SH410

備考

仕様
本体 ：ビニールレザー
脚 ：アルミダイキャスト（HL仕上）

左パーテーション：M3002-2LJC

両パーテーション

右・左パーテーション ￥198,000 (限定張地・消費税別途)

￥234,000 (限定張地・消費税別途)

2人掛(両パーテーション) 2人掛(右パーテーション)

ウイルス・細菌対策製品 ソファ

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

2人掛



AC Dylan

メンテンナンス性に優れたソファ。
木目のパネルが特徴的で、モダンな空間に馴染むソファです。

エーシーディラン

抗ウイルス・抗菌機能付きソファ

定価

寸法
1人掛ソファ：W800×D710×H700×SH430
2人掛ソファ：W1360×D710×H700×SH430
3人掛ソファ：W1920×D710×H700×SH430

1人掛ソファ

2人掛ソファ ￥255,000 (限定張地・消費税別途)

￥185,000 (限定張地・消費税別途)

3人掛ソファ ￥285,000 (限定張地・消費税別途)

仕様

張地 ：ビニールレザー
側面 ：抗ウイルス・抗菌機能付きメラミン化粧板
脚 ：アルミニウム鋳物（ブラック）

ナチュラル色

1人掛 2人掛 3人掛

※金属分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

1人掛：S8002-1WX 2人掛：S8002-2WX 3人掛：S8002-3WX

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムや
アルコールでメンテナンス可能な高機能レザーを
使用。長く、安心してお使い頂けます。

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用
していることが、お客様にも分かるよう、商品１
点に付き１枚ずつシールを貼っています。

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・
抗菌機能付きビニールレザー

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付
メラミン化粧板を使用しています。

傷や汚れにも強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した
場合などでも、抗ウイルス・抗菌機能の付いたメ
ラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウ
イルスの数を減少させます。

01.

02.

03.

04.

次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを
使用した清掃が可能。長く、安心してお使い頂け
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の
関係上、特定のウイルス名が表記出来ない為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロ
ープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液体制が強いと言われています。

A

ウイルス・細菌対策製品

ソファ



AC Modulex

中央に置き台を配置することで、ソーシャルディスタンスが自然と取れるソファ。
シンプルなデザインで、幅広い空間にご使用頂けます。

エーシーモジュレックス

抗ウイルス・抗菌機能テーブル付きソファ

￥194,000定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

W1900×D600×H800×SH420

備考

仕様

座 ：ビニールレザー
脚 ：ビーチ材（01色）
荷置き台：抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板

ソファ S0001-10X

※木製部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ナチュラル色(N)

ホワイト色(W)

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌
機能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムやアル
コールでメンテナンス可能な高機能レザーを使用。長

く、安心してお使い頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の優しい雰囲
気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び頂けます。

01.

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02.

03.

04.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

ウイルス・細菌対策製品



AC Hip Bar Ⅱ

「立つ」でもなく、「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチ。
限られたスペースでの使用に最適です。

エーシーヒップバー Ⅱ

ベンチ

シルバー：M9049-20KS / ブラック：M9049-20WK

￥67,000定価

寸法

(限定張地・消費税別途)

W1180×D130×H730

備考

仕様

座 ：ビニールレザー
脚 ：スチール（シルバー粉体塗装 / ブラック粉体塗装）
床固定タイプ

※施工（床固定）が必要な商品です。詳しくは担当者へお問合せ下さい。

ブラック脚

シルバー脚

ウイルス・細菌対策製品

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ヒップバー



03.

04.

AC Raftel

シンプルなデザインのテーブル。抗ウイルス・抗菌機能付きのメラミン化粧板を
使用し、清潔にご利用頂くことが可能です。

エーシーラフテル

抗ウイルス・抗菌機能付きテーブル

定価

品番
・

寸法

W1600：T8005-16X / W1600×D800×H720
W1800：T8005-18X / W1800×D800×H720
W2000：T8005-20X / W2000×D1000×H720
W2400：T8005-24X / W2400×D1000×H720

仕様
天板・側板：抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板
アジャスター付

W1800 ￥235,000 (消費税別途)

W1600 ￥220,000 (消費税別途)

W2000 ￥250,000 (消費税別途)

W2400 ￥265,000 (消費税別途)

ナチュラル色

W2400

オプションで電源/USBユニット取付可能

仕様
コンセントプレート：アルミニウム合金
電源コード2ｍ、ACコンセント1口、USBコンセント1口
付き。ACコンセントの差込口は埃防止シャッター付き。
USBコンセントの定格出力は最大2Aです。
定価25,000円

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

01. SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

02. 次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを使用し
た清掃が可能。長く、安心してお使い頂けます。

ウイルス・細菌対策製品



01.

03.

04.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

AC Table

スタンダードなデザインのテーブル。抗ウイルス・抗菌機能付きのメラミン化粧板
を使用し、清潔にご利用頂くことが可能です。

エーシーテーブル

定価

W600 ：ナチュラルT0001-60N / ホワイトT0001-60W

W600×D750×H720

W1200 ：ナチュラルT0002-12N /ホワイトT0002-12W

W1200×D750×H720

W1200 ￥114,100 (消費税別途)

W600 ￥65,500 (消費税別途)

W600 W1200

品番
・
寸法

仕様

ナチュラル色(N)

ホワイト色(W)

天板 ：抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板
エッジ ：抗ウイルス・抗菌機能付樹脂エッジ
脚 ：スチール（角ベース）

抗ウイルス・抗菌機能付きエッジを使用

メラミンと類似色の抗ウイルス・抗菌機能の付いた樹脂
エッジを使用。耐久性やメンテナンス性に優れ、飲食店
だけでなく、病院やオフィスなど、幅広いシーンでご利
用頂けます。

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02. 次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを使用し
た清掃が可能。長く、安心してお使い頂けます。

ウイルス・細菌対策製品 抗ウイルス・抗菌機能付きテーブル

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



AC Table

スタンダードなデザインのテーブル。抗ウイルス・抗菌機能付きのメラミン化粧板を
使用し、清潔にご利用頂くことが可能です。

エーシーテーブル

品番
・
寸法

W1500 ：ナチュラルT0003-15N /ホワイトT0003-15W

W1500×D750×H720

W1800 ：ナチュラルT0003-18N /ホワイトT0003-18W

W1800×D750×H720

仕様
天板 ：抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板
エッジ ：抗ウイルス・抗菌機能付樹脂エッジ
脚 ：スチール（4本角パイプ脚）

定価
W1500 ￥172,400 (消費税別途)

W1800 ￥218,000 (消費税別途)

W1500・W1800

ナチュラル色(N)

ホワイト色(W)

01.

03.

04.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

抗ウイルス・抗菌機能付きエッジを使用

メラミンと類似色の抗ウイルス・抗菌機能の付いた樹脂
エッジを使用。耐久性やメンテナンス性に優れ、飲食店
だけでなく、病院やオフィスなど、幅広いシーンでご利
用頂けます。

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02. 次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを使用し
た清掃が可能。長く、安心してお使い頂けます。

ウイルス・細菌対策製品 抗ウイルス・抗菌機能付きテーブル

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



AC Cecil

人気のインダストリアルデザイン。抗ウイルス・抗菌機能付きのメラミン化粧板を
使用し、清潔にご利用頂くことが可能です。

エーシーセシル

定価

品番
・

寸法
W400φ ：L8005-40X / W400φ×H500

W400φ ￥75,000 (消費税別途)

仕様
天板・エッジ ：抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板
脚 ：スチール（ブラック粉体塗装）

ナチュラル色

W400φ

01.

03.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02. 次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを使用し
た清掃が可能。長く、安心してお使い頂けます。

ウイルス・細菌対策製品 抗ウイルス・抗菌機能付きテーブル

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



AC Cecil

人気のインダストリアルデザイン。抗ウイルス・抗菌機能付きのメラミン化粧板を
使用し、清潔にご利用頂くことが可能です。

エーシーセシル

定価

品番
・

寸法

W500 ：L8005-50X / W500×D500×H500
W1200 ：L8005-12X / W1200×D500×H420

W500 ￥58,000 (消費税別途)

W1200 ￥92,500 (消費税別途)

仕様
天板・エッジ ：抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板
脚 ：スチール（ブラック粉体塗装）

ナチュラル色

W500 W1200

01.

03.

SIAA登録！抗ウイルス・抗菌機能付メラミン化粧板を使用。
傷や汚れに強い、高機能商品です。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗ウイルス・抗菌機
能の付いたメラミン化粧板を使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させ
ます。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A

分かりやすいシール付き

抗ウイルス・抗菌の機能が付いている商品を使用して
いることが、お客様にも分かるよう、商品１点に付き
１枚ずつシールを貼っています。

02. 次亜塩素酸ナトリウムで清掃が可能

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリウムを使用し
た清掃が可能。長く、安心してお使い頂けます。

ウイルス・細菌対策製品 抗ウイルス・抗菌機能付きテーブル

※金属部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。



飛散防止パネル

AC Panel
エーシー簡易飛散防止パネル

空間を選ばない、受渡し口付きのシンプルな飛散防止パネル。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムが使用できます。

パーテーション X0001-60H

定価

寸法

￥7,900 (消費税別途)

W600×D150×H600

仕様 本体：A-PET（非晶性ポリエチレンテレフタレート) 透明 1ｍｍ

備考

片面の保護マスキングを剥いで下さい。
曲げ罫線部分を手で曲げて下さい。
何度でも、どちらに曲げても大丈夫です。
一度強く曲げて、戻した方が形状が安定し
ます。側板脚と補助脚は、反対方向に曲げ
てお使い下さい。

耐熱温度は60℃程度
直射日光に当たる場所は、お控え下さい。
硬いもので拭くと傷が付きます。
風邪が強い場所では、お控え下さい。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムが
使用できます。

（注意事項）

（組み立て方法）

※最小ロット15枚

側板脚

曲げ罫線

ウイルス・細菌対策製品



飛散防止パネルウイルス・細菌対策製品

AC Wood Partition
エーシーウッドパーテーション

シンプルなデザインで空間に合わせやすいパーテーション。
アクリルパネルの仕切りになっており、圧迫感が少ないのも特徴です。

パーテーション X0009-60N

定価

寸法

￥35,000 (消費税別途)

W605×D150×H610

仕様 本体 ：オーク材・アクリル2ｍｍ



AC Calm

飛散防止をデザインする。
空間と調和するパーテーション。

飛散防止機能はそのままに、デザインに拘ったニューノーマ

ル時代のパーテーション「ACカーム」。

穏やかな円を描く優しい印象のボードに、コロンと可愛らし

いフォルムの天然木のベース。空間デザインの一部となる洗

練されたデザインは、人々の心を穏やかに、優しい印象を与

えてくれます。

ボードのエッジにあしらった、デザインステッチがアクセント。

細部にまでこだわり、シンプルながらに洗練されたデザインが特徴的。



AC Calm

飛散防止機能はそのままに、デザインに拘ったパーテーション。
穏やかな円を描いたパネルが空間を優しく演出します。

エーシーカーム（アクリルパネル)

※木製部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

定価

品番
・

寸法

仕様
パネル：透明アクリル3ｍｍ
ベース：アッシュ材

ACカーム1150C ￥38,000 (消費税別途)

ACカーム580CH ￥30,000 (消費税別途)

ACカーム580CL ￥29,000 (消費税別途)

ACカーム1150C

ACカーム1150C

ACカーム580LC ACカーム580HC

ウイルス・細菌対策製品 飛散防止パネル

ACカーム1150C ：01色 X0002-111 / T2色 X0002-11T2
W1150×D103×H650

ACカーム580CH ：01色 X0003-581 / T2色 X0003-58T2
W580×D103×H650

ACカーム580CL ：01色 X0004-581 / T2色 X0004-58T2
W580×D103×H500

01色ツヤ消し
(ナチュラル)

T2色ツヤ消し
(ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ)

※アクリルは透明です。分かりやすいように紙面上、色を付けています。



AC Calm

飛散防止機能はそのままに、デザインに拘ったパーテーション。
穏やかな円を描いたボードが空間を優しく演出します。

エーシーカーム（レザーパネル）

備考

耐次亜塩素酸・耐アルコール機能・抗菌機
能付きビニールレザー

清潔にお使い頂く為に、次亜塩素酸ナトリ
ウムやアルコールでメンテナンス可能な高
機能レザーを使用。長く、安心してお使い
頂けます。

16色から選べるトレンドカラー

トレンドのくすみカラーを使用し、布調の
優しい雰囲気が特徴のビニールレザー。
16色の豊富なバリエーションから、お選び
頂けます。
※次のページよりお選び下さい。

※木製部分は水拭き又は、中性洗剤を薄めたものをご利用ください。

ACカーム580HACカーム1150

ACカーム580H

ウイルス・細菌対策製品 飛散防止パネル

定価

品番
・

寸法

仕様
パネル：ビニールレザー
ベース：アッシュ材

ACカーム1150 ￥54,000 (限定張地・消費税別途)

ACカーム580H ￥44,000 (限定張地・消費税別途)

ACカーム580L ￥43,000 (限定張地・消費税別途)

ACカーム1150 ：01色 X0005-111 / T2色 X0005-11T2
W1150×D123×H650

ACカーム580H ：01色 X0006ｰ581 / T2色 X0006ｰ58T2
W580×D123×H650

ACカーム580L ：01色 X0007-581 / T2色 X0007ｰ58T2
W580×D123×H500

01色ツヤ消し
(ナチュラル)

T2色ツヤ消し
(ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ)



UP-721(糸ｸﾞﾘｰﾝ)

UP-722(糸ｸﾞﾚｰ)

UP-728(糸ﾌﾞﾗｳﾝ)

UP-735(糸ﾜｲﾝ)

UP-723(糸ｸﾞﾚｰ)

UP-729(糸ﾍﾞｰｼﾞｭ)

UP-737(糸ｸﾞﾘｰﾝ)

UP-724(糸ﾌﾞﾗｳﾝ)

UP-730(糸ﾍﾞｰｼﾞｭ)

UP-738(糸ﾍﾞｰｼﾞｭ)

UP-725(糸ﾍﾞｰｼﾞｭ)

UP-731(糸ｸﾞﾚｰ)

UP-740(糸ﾎﾜｲﾄ)

UP-726(糸ﾌﾞﾗｯｸ)

UP-732(糸ｸﾞﾘｰﾝ)

UP-741(ﾎﾜｲﾄ)

次亜塩素酸ナトリウムに対して耐性があり、色落
ちしにくい張地です。

アルコール系の薬品を使用しても、硬化しにくく、
一定の風合いを保ちます。

日本自動車車体工業会に難燃性素材として登録さ
れている張地です。

表面に付着した菌（大腸菌、黄色ブドウ球菌、
MRSA）の繁殖を制御します。

UP-732

ティルリ
有効幅122×30M乱
組成：表面PVC・裏地：メリヤス

優しい印象のファブリック調レザー。
トレンドのくすみカラーは、幅広い空間でご利用頂けます。

ウイルス・細菌対策製品 ACカームの張地・ステッチについて

※糸の色はお選びできません。



AC Social Distance mat
エーシーソーシャルディスタンスマット

ソーシャルディスタンスが保てるよう、椅子やテーブルの上に置くマット。
カジュアルな雰囲気で、空間に馴染むようデザインしました。

マット X0010-99W

定価

寸法

￥35,000 (消費税別途)

W300φ×t3

仕様
表面：軟質塩化ビニル樹脂素材
裏面：ウレタン素材

備考

※6枚１セット

ソーシャルディスタンスマットウイルス・細菌対策製品

アルコール清掃は可能ですが、ラッカー系（シンナー）での清
掃は印刷が取れる場合があるのでお控え下さい。



AC hand sanitizer stand
エーシー消毒スタンド

手を使わずに、手指消毒の出来るスタンド。
スタイリッシュなデザインは、幅広い空間でご利用頂けます。

消毒スタンド X0008-99W

定価

寸法

￥85,000 (消費税別途)

W320×D320×H1020

仕様

本体 ：スチール白色塗装
容器台天面：塩化ビニル化粧

容器固定バンド・アジャスター付（消毒液・ボトルは付属していません）

備考

消毒液スタンドウイルス・細菌対策製品



耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌機能付き張地

UP-721

UP-722

UP-728

UP-735

UP-723

UP-729

UP-737

UP-724

UP-730

UP-738

UP-725

UP-731

UP-740

UP-726

UP-732

UP-741

次亜塩素酸ナトリウムに対して耐性があり、色落
ちしにくい張地です。

アルコール系の薬品を使用しても、硬化しにくく、
一定の風合いを保ちます。

日本自動車車体工業会に難燃性素材として登録さ
れている張地です。

表面に付着した菌（大腸菌、黄色ブドウ球菌、
MRSA）の繁殖を制御します。

ソファUP-741・クッションUP721/UP724

ティルリ
有効幅122×30M乱
組成：表面PVC・裏地：メリヤス

優しい印象のファブリック調レザー。
トレンドのくすみカラーは、幅広い空間でご利用頂けます。

ウイルス・細菌対策製品



× 抗ウイルス・抗菌機能付きメラミンについて

3. 抗ウイルス・抗菌機能付きメラミンを使用することで、
清潔感の維持に貢献することが可能です。

2. 手で良く触る場所の清掃が重要になってきます。

紙に熱硬化性樹脂（メラミン樹脂、フェノール
樹脂）を含浸させ高温高圧で成型した厚さ約
1.0mmの化粧材です。

優れた意匠性、表面物性を持ち、天然素材をし
のぐ高機能意匠材です。ウイルテクトでは表面
に抗ウイルス加工を施し、製品上の特定ウイル
スの数を減少させます。

実際にポイントの汚染度を測ってみると、一般の化粧板を使用する施設では、思っている以上に数
値は高くでました。青文字がウイルテクトの数値です。汚染度の数値が低くなっているのがわかり
ます。

万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着した場合などでも、抗菌・抗ウイルス機能の付いたメラ
ミン化粧板とを使用することで、製品上の特定ウイルスの数を減少させます。詳しくは、担当者まで
お問合せ下さい。

1. メラミン化粧板の高い物性に、抗ウイルス性能を付加した商品
です。傷に強く、耐薬品、耐汚染性に優れています。

アダルのACシリーズには、SIAA登録の抗ウイルス・抗菌機能が付いたメラミン化粧板を使用しています。

ご注意

・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。
・本製品は、感染予防を保証するものではありません。
・抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。
また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。

・医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
・表面のツヤが変化するほど、摩擦すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
・表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施して下さい。
・同柄番号でも、一般品とウィルテクトシリーズでは、色味・艶が異なりますので、同一物件の同一面でのご使用は避けて下さい。
・清掃用の消毒薬は、用法用量に従い希釈してご利用下さい。薬品や汚れを放置しておくと変色することがありますので、素早く除去
してください。

＊1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記出来ない
為、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープが無い場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液体制が強いと言われています。

＊3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

A
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