
安心・快適なオフィスのイゴコチ

アイデア編

ウイズコロナ・アフターコロナ対策を

働き方改革のチャンスにつなげる

テレワークを有効活用したオフィス外での仕事空間と、オフィス空間を含めたワークプレイス戦略
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はじめに

「安心・快適なオフィスのイゴコチ」を

お客様と一緒に考え実現します。

オフィスでのウイズコロナ・アフターコロナ対策として、マスクや検温、除菌な

どの衛生面でのルールや、ソーシャルディスタンスを保てるデスクスペースの

幅や運用など、できることから始まっています。

緊急事態宣言による急激な対応で増加したテレワークは、三密な通勤

やオフィス環境を避ける手段として有効です。しかし、日本の住環境の狭

さや家族全員が在宅という特殊環境により、在宅勤務での課題も出てい

ます。また、オフィスでしかできない職種、オフィスの方が効率的な作業も

あり、従業員が安心・安全に働ける環境を整備する必要があります。

ウイズコロナ、アフターコロナのステージにおいて、私たちの生活文化は

大きく変わろうとしておりますが、そのことは同時にオフィスのあり方を見直

すチャンスであると捉えることもできます。

私たちプラスでは、ワークプレイス戦略を見直し、様々なデザイン提案を

おこなってまいります。お客様と共に、直近のコロナ対策をはじめ健康経営

やウェルビーイングなどの課題を一緒に考え安心・快適で楽しく、スマート

な仕事空間を実現いたします。
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ウイズコロナ・アフターコロナの働く環境の変化

緊急事態宣言の環境

テレワークの浸透
緊急事態宣言により、在宅勤務や分散出社などの導入によって、一気にテレワークが普及。

この経験から、環境さえ整えば在宅勤務の方が個人の集中作業はしやすく、会議もオンライ

ンでも可能なことがわかりました。

そして、ウィズコロナでの働き方は、テレワークを活用しながら、オフィスと自宅をうまく使い分ける

ように変わっていく必要があります。

ステイホームによる働き方の課題
ステイホームにより、育児家庭では、学校も休業のため家族全員が自宅にいるという特殊な

状況に。自宅のリビングで、親は仕事、子どもは勉強で一緒にいる家族もいました。それぞれ

個室などがあればよいですが、日本の住居環境では難しいのが現実です。（右上へ）

ウィズコロナの環境 アフターコロナの環境

子 子

父 母

自宅

資料作成

場所があっても、ネットワーク環境やデスク、チェアなど環境を整える必要もあります。平日の

日中、親が家にいる状況が休日とは違うと低学年の子供に理解させるのは難しいことで

しょう。また、従来の在宅勤務では、日中を子供は保育園や学校、学童保育施設で過ご

し、親は就業時間内は家事や育児をせず、仕事をするのが基本でした。しかしステイホー

ム中は働く場所と時間と育児の場所と時間が重なり、その負担が増えてしまったことが課題

となりました。

経験を活かして・コロナ後の働く環境
緊急事態宣言解除後は、夫婦とも家でオンライン会議ということも少なくなり、それぞれの
状況に応じて働く場所を選べるようになります。家族全員がテレワーク、オンライン環境に慣
れたことで、新しい働き方、生活環境に移行していくでしょう。

オンライン授業宿題

状況をみながら分散で移動
新たな働く環境の整備

自律したスケジュール管理
業務に応じた場所の選択

オンラインのコミュニケーション普及
人と人との会話の内容重視

ステイホーム
試行錯誤で新たな働き方を模索

母

子

父 子

自宅

学校

会社会社

テレワーク
分散出社

テレワーク
分散出社

オンライン授業
分散登校

会社

学校

塾・学童保育

会社

オンライン補習

自宅

在宅勤務

サテライトオフィスコワーキングスペース

父 母

子

子

オンライン会議

働く場が自宅のみ
（4人家族の例）

自宅と会社を使い分け 働く場の選択肢が増える(多様化)
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働き方のニュースタンダード

オフィスオフィス以外

ABW    

テレワーク

：その日の業務内容やオフィスの空き状況により、時間と場所を選択。

：ソロワークはより集中できる環境を整えることで効率化でき、コミュニケーションを中心にした

グループワークは、目的に応じてオンラインと対面を使い分け。

自宅・
サテライトオフィス等

・通勤時間の減
・接触機会の減
・個人作業に注力ができる
・ワークライフバランスが
取りやすい
・ON/OFFの切替が難しい

自宅・
サテライトオフィス等

・移動時間の減
・接触機会の減
・ペーパーレスで、決まった
時間で実施ができる
・どこからでも参加可
・音漏れ等、周囲に気遣
う必要がある

会議室・ミーティングエリア・集中ブース等
（オンラインで）
オンラインでもできる情報共有や確認等

・ペーパーレスで、決まった時間で実施
・確認事項は進めやすく、履歴も残しやすい
・どこからでも参加でき、録画すれば後から確認も可能
・報告、連絡を主とした会議に最適

会議室・ミーティングエリア・多目的スペース等
（Face to Faceで）
人と人が会って共想するクリエイティブな会話

・新たな企画やアイデアを創造する
・現場や現物の状況を五感で確認する
・デジタル、アナログの色々なデバイス、メディア、手書きな
どの手段でアウトプットできる
・不足の内容を、合間や事後に話し合える

執務エリア

・臨席と一定の距離を保った、デスク環境
・オフィスでしかできない共同作業
・各種来客対応
・オフィスにしかないプロ仕様の機器やシステムを利用した業務
・情報共有が容易
・非定型なコミュニケーションが生み出す、連帯感や会社への帰属意識
の醸成
・通勤時間を要す

集中ブース（集中作業用）

・静かに資料を広げて作業
・リラックスして構想・企画
・集中して資料や文章を作成

リフレッシュスペース

・気分転換やクールダウンを

状況に応じて場所を自由に選択できる働き方を実現する必要性が増大



4

©PLUS Furniture Company All rights reserved.

仕切り01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

距離 空気 ソロワーク グリーン 集中ブース

テレワーク オンライン会議 コミュニケーション 非接触 受付 予約・履歴管理

ウイズコロナ・アフターコロナのオフィスのキーワード

人が集まるオフィス
・オフィスでないとできない職種・業務
・人と人の会話や現物の確認・共有が必要な会議
・オフィスでしかできない窓口業務

オフィスでのソロワーク
・在宅ではできない集中作業
・チームで連携しながら行う個別作業
・在宅よりもモチベーションの上がる環境で作業

オフィスとオフィス外のコミュニケーション
・オンライン会議環境の充実
・不安や疎外感を抑制したコミュニケーション

コロナ対策を含めた働き方と仕事空間の変革

安心・快適なオフィスをつくるための12のキーワード

ウイズコロナ・
アフターコロナ対策

働き方改革
テレワーク

健康経営
ウェルビーイング

ABW
いつでもどこでも

場所と時間を選べる

安全な仕事空間の確保
安心・集中してソロワーク
安全なコミュニケーション

リフレッシュ
コミュニケーション
健康増進

＋ ＋

以前までの働き方
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ウイズコロナ・アフターコロナ対策のスケジュール・イメージ

新しいツール、オフィス、ワーク
スタイルの具体化

二度目の冬のウイルス対策

2020年 2021年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

工事

IT投資・運用改善

緊急事態宣言の
段階的解除

夏の猛暑 冬のウイルス

ウイズコロナの対策
テレワーク実施

2021年の新たなオフィス
スタンダード

STEP 2. 短期的なリニューアル計画

STEP 3. 根本的なワークプレイス戦略見直し

デザイン

アフターフォロー
情報収集 次のオフィス改善計画

オフィスとオフィス外の仕事・空間の検討
新ワークスタイルの検討（週休3日制など）

予算化

移転・分散計画

新オフィスプロジェクト
実施予算化

最小限の投資で
オフィス改善 予算化

テレワーク環境の日々の改善

デザイン 工事工事を伴う改善計画

4月

物件選定

STEP 1. 
すぐにできる家具・備品の設置

オフィスでの業務を安全に行えるよう、すぐできることから、中長期の計画、予算化、工事が必要なオフィス空間全般にわたるものもあります。

また、夏の猛暑や次の冬にも備え、オフィスの規模やビル設備、業務に応じた計画が必要です。

状況は刻々と変化していくため、
先を見通しての対策が求められます。
計画性をもってスケジュールを組む必要があります。
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オフィス改善のステップ

すぐできることから、レイアウト変更や移転・リニューアルの計画までご提案いたします。

仕事空間の見直し

将来的な予算化・プロジェクト化
・オフィスのリニューアル計画や移転検討

・テレワーク環境を充実させるための空間整備・IT投資の検討

・設備工事（換気・空調・自動ドアなどのB工事）の依頼検討

・働き方や運用ルール見直しのプロジェクト化

・レイアウト変更、家具入替えの検討

・パネルや造作、個室ブースの設置検討

・個室の間仕切り、空気清浄器などの検討

・ビデオ会議や履歴管理の検討

すぐにできる家具や備品の整備

・家具や備品、除菌グッズの購入・備蓄

STEP1.
プラスの商品提案

STEP2.
プラスの

デザイン提案

STEP3. プラスと
一緒に考える
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ソロワーク

オフィスのとなりの人は、
画面かもしれません

アイデア：オフィス環境の工夫

距離：ソーシャルディスタンス

日本のオフィスで距離をとるには工夫が必要

仕切り

飛沫の飛散防止とコミュニケーションの両立を

集中ブース

除菌や利用ルールの徹底で快適空間

グリーン

緑の仕切りで癒しと集中の心理的効果を

空気

風通しを良くし、換気設備を見直したい

01． 02． 03．

04． 05． 06．
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アイデア：オフィス環境の工夫

いつでもつながる・みんなが見られる環境

段階的に非接触の設備を導入

感染対策をして会議を実現

安心・安全にお客様を迎える

オンライン会議 コミュニケーション

非接触 受付

テレワーク

いつでも、どこでも、多様で選択できる

予約・履歴管理

07． 08． 09．

10． 11． 12．

最適な場所の選択と予約・管理
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Let’s CHECK your office
STEP1.家具や備品の整備

すぐにできる家具や備品の追加、入れ替え。

まずは、対策の必要な場所、対策ポイントを整理しましょう。

不特定多数の人が利用する場所。

衛生管理の視点が不可欠。

多目的室／セミナー室

仕事のしやすさを考えながら

快適・安心な執務環境を。

デスクまわり

リモート会議の導入で

安心＆生産性アップを。

会議室

不特定多数の人が利用する場所。

衛生管理の視点が不可欠。

多目的室／セミナー室

お客様を安心してお迎えできるように。

会社への信頼にもつながります。

受付・ロビー

備蓄品のストック場所として

収納を見直しましょう。

バックヤード

人が集まり会話する場所。

飛沫の飛散を抑えます。

ミーティングスペース

02  仕切り01  距離 03  空気 04  ソロワーク 05  グリーン 06  集中ブース

07  テレワーク 08  オンライン会議 10  非接触 11  受付 12  予約・履歴管理

安心・快適なオフィスをつくるための12のキーワード

09  コミュニケーション
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Reception & Lobby
STEP1.家具や備品の整備

お客様を、安心してお迎えできるように。

会社への信頼にもつながります。

Level

1

Level

1
Level

2
Level

3
置くだけ 施工して設置 レイアウト見直し

レベルの目安

Level

2

スクリーンで仕切る
動線を分け、飛沫飛散を抑える。

Recommend Items

AIR FRET エアフレット

クロス着脱式のスクリーン。

クロスはドライクリーニングできます。

＊2020カタログP.159

ローパーティションで仕切る
動線を分け、飛沫飛散を抑える。

Recommend Items

TF PANEL ティーエフパネル

光触媒（酸化チタン）コートした素材を表層材に採用。

屋内照明の光で活性酸素を生み出すことにより、空気中

の汚れ成分を分解・防臭、抗菌などの機能を発揮ます。

＊2020カタログP.145

今すぐできる：家具による感染対策-01
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STEP1.家具や備品の整備

仕事のしやすさを考えながら

快適・安心な執務環境を。

Desk space

Recommend Items

SH エスエイチ

パソコンモニターが収まるサイズです。

＊2020カタログP.132

Recommend Items

Genela ジェネラ

デスクトップパネルなど、

オプション豊富なシステム家具です。

＊2020カタログP.039

Level

1

パネルや机上棚を追加する

ご使用のデスクに取り付け可能なオプション品を活用。

使いやすさを高めながら、飛沫飛散を抑制。

Level

2

机上棚で仕切る
飛沫飛散を抑えます。集中力アップ効果も。

Level

3
テーブルタイプのデスクに入れ替え
座る場所を限定しないので、

適切な距離をおいて仕事ができる。

Level

1
Level

2
Level

3
置くだけ 施工して設置 レイアウト見直し

レベルの目安

任意の場所に取り付け可能なサイドパネル

アイデア：家具による感染対策-02
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STEP1.家具や備品の整備

人が集まり会話する場所。

飛沫の飛散を抑えることがポイント。

Meeting space

スクリーンやホワイトボードで仕切る
動線を分け、飛沫の飛散を抑制。

Level

1

Recommend Items

AIR FRET エアフレット

クロス着脱式のスクリーン。

クロスはドライクリーニングできます。

＊2020カタログP.159

ALKU アルク

移動が楽なホワイトボード。

＊2020カタログP.382

オープンスペース内にあるミーティングスペースは

テーブル同士や動線との間を、スクリーンなどで仕切ると効果的。

ホワイトボードを仕切りがわりに使用すれば利便性も高まります。

適切な距離が保てるよう、チェアの数を調整しましょう。

パーティションホワイトボード

シャープでスリムなデザインです。

木目タイプもラインアップ。

＊2020カタログP.385

Level

1
Level

2
Level

3
置くだけ 施工して設置 レイアウト見直し

レベルの目安

今すぐできる：家具による感染対策-03
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Working lounge
STEP1.家具や備品の整備

働き方改革も視野に入れ、デスクスペースを縮小。

その代わりに多様な選択肢をオフィスの中に。

Recommend Items

WORK MOVE ワークムーブ

電動昇降式のデスクです。

＊2020カタログP.059

Level

3

昇降デスクの導入
オープンな作りなので空調の流れをスムーズ。

頭の切り替えにもGOOD！座りっぱなしの予防にも。

パーソナルブースの設置
一人で利用できる場所を用意。

Recommend Items

COVO コーヴォ

セミクローズドタイプの一人用ブース。

空気がこもりません。

＊2020カタログP.277

FIZZ BOX フィズボックス
＊2020カタログP.253

ファン内蔵の一人用ボックス。

電話やWeb会議にも。

Kolo Solo コロソロ

＊2020カタログP.254

個室をつくる
デスクとワークチェアを備えた

パーソナルスペース。

集中業務やWeb会議を快適に。

Level

1
Level

2
Level

3
置くだけ 施工して設置 レイアウト見直し

レベルの目安

今すぐできる：家具による感染対策-04
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Conference/Meeting room
会議室は、リモート会議の導入により

安心＆生産性をアップ。

STEP1.家具や備品の整備

モニターの設置
リモート会議のできる環境を整備。椅子の数も調整を。

Level

1

Recommend Items

TA-AV600

32〜60インチテレビに対応。

高さを3段階で固定できます。

＊2020カタログP.336 Level

1
Level

2
Level

3
置くだけ 施工して設置 レイアウト見直し

レベルの目安

チェアの交換
座面の張り地に耐アルコール・耐次亜塩素酸素材を使用。

アルコール消毒などメンテナンスを容易に。

Level

1

ゲストも利用する多目的室やセミナールームは

衛生管理のしやすさがポイント。

Recommend Items

Cheddar-C チェダーシー

＊2020カタログP.224

ビニルレザータイプ

MC-650

＊2020カタログP.236

クッションタイプ

404 F トーネット

＊2020カタログP.252

オーク形成合板

FS-60X フォルナサリグ

＊2020カタログP.253

ポリプロピレン

今すぐできる：家具による感染対策-05
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STEP1.家具や備品の整備

光触媒スチールパネルについて

太陽光でも。LEDの光でも。

光さえあれば「光触媒」が働きつづけます。

TF PANEL 光触媒スチールパネルは光触媒（酸化チタン）をコー

トした鋼材を表層材に使用しています。太陽光のほか、屋内の蛍光

灯やLED照明の可視光によって酸化チタンが活性酸素を生みだし、

空気中の汚れ成分を分解・防臭、さらに抗菌といった機能を発揮しま

す。

❶抗ウイルス：インフルエンザウイルスなどを不活性化します。

❷抗菌・抗カビ：菌・カビの発育抑制効果があります。

❸防臭：アンモニア臭、硫化水素臭、メチルカプタン臭などの防臭効果があります。

❹VOC分解：シックハウスの一因であるアセトアルデヒドを分解します。

❺静電気防止：表層材の静電気を抑え、チリ・ホコリの付着を防ぎます。

光触媒プレコート鋼板の効果

抗ウイルス

抗菌

抗カビ
VOC

分解

静電気

防止
防 臭

清潔感のある
ホワイト色

番外

根腐れを起こしにくいハイドロカルチャーポットと、水や

りがしやすい自動灌水鉢のセット。

＊2020カタログP.553

デスクまわりに植物の効能を。

グリーンには、リラックスなどの心理的作用のほか、

空気清浄の効果もあります。

Greenを

オフィスに活かそう

今すぐできる：家具による感染対策-06
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より働きやすいオフィス空間をサポートする、IT関連ツール

座席予約・在席確認・履歴管理アプリ

●執務エリアのソーシャルディスタンスと三密対策

●限られたデスクとスペースでも、テレワークや分散出社の運用をサポート

●リアルタイムで空席・利用状況の把握

●オフィス内の席の予約と利用者の履歴を管理

既存のデスクをIoT化。スマホで予約やチェックイン。
PaperBeaconを設置し、空席状況や利用者の履歴管理ができ、オフィス
の席の有効利用と、万一、感染者が出た場合の対策に役立ちます。

オンライン会議カメラ・音響

acendo book

スケジューリングパネル

会議室のテレワークと三密対策

オンライン会議で、距離をとっても会話の音質が
よく、表情も見やすい。

会議室の空き状況と予約を管理

スケジュールソフトと連動し、利用制限のある会
議室を、有効利用できます。

換気などで遮音できない会議の音対策

密閉を避けるため、ドアを開けた会議室やオープ
ンミーティングで、快適な音によりマスキングします。

Control 60

三密対策

分散出社
サポート

利用履歴
管理

空席の確認

予約登録

利用者検索

・・・

1週間先まで

予約が可能。

サウンドマスキング
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重要な運用ルール

【参考資料】
厚生労働省：新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省：新しい生活様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

（1）一人ひとりの基本的感染対策
□人との間隔は、できるだけ2m（最低1m）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。

□会議はオンライン
□名刺交換はオンライン
□対面での打合せは換気とマスク

デスクまわり
・飛沫の飛散防止にパネルを設置
・対面しないように、対角や横並びに席を配置
・各自が2mの距離を確保できる間隔で席を配置
・距離を確保できない場合、2席に1席など距離を空ける運用
・デスクの利用前後の消毒
・デスクを予約制にし、利用人数・空席状況・履歴を管理
・スケジュールを共有し、オフィスの在席率と在宅勤務者を管理
・窓が開く場合は、1時間に2回以上、窓を開け換気

応接室・会議室
・部屋の利用前後の手洗い
・対面にならず、人との間隔を空ける
・透明なデスクトップパネルを設置
・オンライン参加を併用し、分散する
・ディスプレイや会議システム、音響設備の設置
・換気や三密を避けるため、ドアを開ける
・会話や音漏れ対策に、周囲のデスクや部屋を空ける
・会話や音漏れ対策に、サウンドマスキングを設置
・空気清浄機やグリーンなどを設置
・ドアノブ、共用のテーブル、イスなどは、頻繁に消毒

ミーティングスペース／休憩・休息スペース
・対面せずに、マスクを着用 半円テーブルや仕切りなどの検討
・利用前後の手洗い テーブルやイスなどの共用物品の消毒
・できる限りオンラインミーティング
・ディスプレイの設置やオンライン会議システムの導入
・感染対策などの啓蒙、情報発信

受付・ロビー
・事前予約制にし、来場者の確認
・三密にならないように、時間や利用する応接室などを調整
・非接触の受付システムを導入
・カメラでの録画や検温システムの導入
・マスクの着用や検温、手洗い
・呼び出しの電話やタッチパネルを頻繁に消毒
・来場者や面会相手、時間の記録

内閣官房：新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html

日本経済団体連合会：オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html#ref5

（4）働き方の新しいスタイル
□テレワークやローテーション勤務
□時差通勤でゆったりと
□オフィスはひろびろと

「新しい生活様式」の実践例より抜粋 ①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い
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あとがき

安心・快適なイゴコチの先へ

このたびの新型コロナ危機を脱するための治療・予防方法ができるまでには年単位の期間が必要といわれています。過ぎ去るのを待つには長すぎます。
今必要なことは、目前の課題に対処しつつ（ウィズコロナへの適応）、次の変革に向けた一歩を踏み出すこと（アフターコロナへの準備）でしょう。

ウィズコロナへの適応

●感染リスクの回避
まず必要なのは、ウイルス感染のリスクを下げるために既存オフィスを改善し、その運用を見直すことです。

●柔軟な働き方選択肢の提供
テレワーク環境をオフィス環境と同様に整備することは、仕事のパフォーマンス向上と社員の安全・健康の維持に貢献します。場所と時間を柔軟に選べる勤務制度を導
入することも重要です。

●業務プロセスのデジタル化
業務データやフローの電子化を進めることも不可欠です。ペーパーレス化を図り、押印などの決済手続きをデジタル化することは、接触感染のリスクを下げ、テレワークを後
押しします。

アフターコロナへの準備

●新しい働き方を継続できる環境の整備
危機の収束後、身についた働き方を最大限に活かせるように、仕事環境の見直しを始めましょう。オフィスを分散型へと再編し、所有と利用を柔軟に組み合わせるワーク
プレイス戦略に移行できれば、柔軟な働き方を支援しながら、その後もやってくる危機への備えにもなります。分散型の働き方にはマネジメントの仕組みの見直しも重要で
す。仕事と成果の見える化、ジョブ型の評価制度、健康経営への取り組みなど、どれも時間のかかる作業だからこそ、早めに検討を始める必要があります。

「アイディア編」はこの先を見据えながらも、私たちがすぐに取りかかるべき「ウィズコロナへの適応策」として家具やツールのアイデアを中心にまとめました。
まず仕事場での安心と快適を取り戻し、その先を考える場を整えてまいりましょう。

私たちプラスはニュースタンダードにおけるオフィスを次のステップに進めていくために情報発信を続け、オフィスにイゴコチを取り戻し、その先の実現にむけて
共に考えてまいります。



Reception & Lobby Desk space

パネルAP
飛沫防止対策。動線を分け、飛沫飛散を抑える。

仕事のしやすさを考えながら、
快適・安心な執務環境を。

パネルGP
一人ひとりブースで区切ることで、飛沫飛散を抑制。集中力アップの効果も。

デスクトップパネル各種

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=285 https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=283

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=42

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=285?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=283?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=42?idea_document


Desk space

・MRフリースタイルデスク

テーブルタイプのデスクに入れ替え。
座る場所を限定しないので、適切な距離をおいて仕事ができる。

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=90

・NSフリーアドレスデスク

・マルチパーパステーブル
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=105

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=149

     

    

     

   

スマホで予約やチェックインが可能。空席状況や利用者の履歴管理ができ、
オフィスの席の有効利用と、万一感染者が出た場合の対策に役立ちます。

・座席予約/在席確認/履歴管理アプリ

三密対策
分散出社
サポート

  履歴
管理

https://kagu.plus.co.jp/suwary/

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=90?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=105?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=149?idea_document
https://kagu.plus.co.jp/suwary/?idea_document


https://garage.plus.co.jp/products/list.php?catego
ry_id=289

CT触媒と光触媒の違い
CT…Change Transfer (電荷移動型自動酸化還元半導体)の略

光触媒のグリーンは光のあたる所に置く必要があり、
屋内では窓からの光と照明の光を利用することになります。

それに比べ、CT触媒は太陽や照明などの光をまったく必要とせずに、
空気と触れているだけで、消臭、抗菌効果を発揮します。
暗い場所でも効果があるため、土日不在で光の入らない会社・事務所
でも効果を発揮します。

Meeting space

片面掲示板タイプ

オープンスペース内にあるミーティングスペースは、
ホワイトボードを仕切り代わりに使用すれば利便性も高まります。

連結タイプ ブラックフレームタイプ

Green デスクまわりに植物の効能を。
グリーンには、リラックスなどの心理的作用の他、空気清浄の効果もあります。

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?catego
ry_id=288

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?catego
ry_id=287

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=186

https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=289?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=288?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=287?idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/list.php?category_id=186?idea_document


New Item ウィズコロナのニュースタンダードオフィスに向けて、
新商品を発売しました！

パネル各種

・アクリルパネル
W900×H600

・アクリルパネ間口タイプ
W950×H620

・PET素材折り畳みタイプ
W580×H600

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?
product_id=167145

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?
product_id=167147

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?
product_id=167143

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167145&idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167147&idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167143&idea_document


New Item

・HAG Capisco Puls

・ペダル式消毒液スタンド（足踏み式）・WEB会議アイテム

ウィズコロナのニュースタンダードオフィスに向けて、
新商品を発売しました！

AKGコンデンサーマイク

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167135

https://garage.plus.co.jp/products/
detail.php?product_id=167138

https://garage.plus.co.jp/products/
detail.php?product_id=167133

https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167135&idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167138&idea_document
https://garage.plus.co.jp/products/detail.php?product_id=167133&idea_document
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