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ビニールカーテン納入事例 

 

 

フィルム製造工場 照明器具製造会社 機械部品製造工場 農業資材倉庫 

プラスチック加工工場 文具製造工場 食品加工工場 

成型品製造工場 食品加工工場 文具製造工場 

～施工までの流れ～ 



カーテンタイプ 

カーテンタイプ加工例 

特に加工を施さず、コストを 

抑えるシンプルな形状です。 

折返して生地を2重にする事で補強

になり、裂けや切り傷を抑えます。 

出入り口部でよく使われる形状です。下部には

バタつきを抑えるために重しのチェーンを  

入れております。 

切欠き 

ハトメ（折返し＆ﾀｰﾎﾟﾘﾝ補強付) 

マ
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重しチェーン 
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使用場所の間口・要望に合わせたオリジナルビニールカーテンを１枚からお作り致します。 

小さいビニールカーテンでも、大きいビニールカーテンでも作成可能です。 

ス
リ
ッ
ト 

折
返
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・節電目的 

・スペース作り 

・ほこり除け 

・防虫 等 

・飛沫対策 ビニールカーテンの主な使用目的として、 

最近ではレジや受付の飛沫対策が増えており

ます。 

工場内や倉庫内では、節電目的（空調効率

アップ）やスペース作りに使用される事が多

いです。 

食品工場ではHACCPやISO22000、FSSC22000の

導入時の採用実績もございます。 

データセンターの節電（空調効率アップ）に

も使用されています。 



抗ｳｲﾙｽ抗菌＆帯電防止防炎 一般透明 

防炎透明 

防虫＆防炎 

帯電防止＆防炎透明 

その他 

主な厚み 

0.2mm、0.3mm、0.5mm、1,0mm 

主な厚み 

0.3mm 

主な厚み 

0.3mm、0.5mm、1.0mm 

主な厚み 

0.3mm、0.5mm、1.0mm 

主な厚み 

0.3mm、0.5mm、1.0mm 

その他に遮光(不透明)や 

UVカット、耐寒、不燃などの 

フィルムもあります。 

防炎透明 

０．３ｍｍ 

上：ハトメ 

右左：折返し 

下：折り返し 

四隅にハトメ 

会議室の飛沫対策としてエンビパイプにＳカンや 

結束バンドを使用して設置をしました。 

防炎透明 

０．５ｍｍ 

上：ハトメ 

右左：折返し 

下：チェーン 

倉庫内の作業エリアをカーテンで囲う事で、 

区画内の空調を効かせ節電に貢献しました。 

防炎透明 

主な厚み 

0.3mm、0.5mm 

防虫＆防炎 

主な厚み 

0.3mm、0.55mm 

帯電防止＆防炎透明 

主な厚み 

0.3mm、0.5mm～0.55ｍｍ 

その他 

その他に耐熱や耐寒、耐候の 

フィルム、糸目の細かい 

フィルムもあります。 

防虫＆防炎 

０．５ｍｍ 

上：ハトメ 

左右はポール

を使用 

防炎透明 

０．４２ｍｍ 

上：ハトメ 

間にポールを 

入れて補強 

倉庫の外に置いてある荷物を雨から防ぐために 

カーテンを取付けました。 

【注意】糸入り透明カーテンを屋外でカーテンとして使用する 

場合は、ポールを付け補強する事をお勧め致します。 

●屋内向け ・レジや受付  ・会議室  ・作業エリア周り  ・機械周り 

         ・区画整理  ・暗室  ・簡易ブース  etc... 

●屋内向け ・作業エリア周り  ・機械周り  ・簡易ブース   

●屋外向け ・出入り口  ・外部の雨除け etc... 

保管物への虫混入を防ぐ目的でカーテンを取付けました。 

NEW 

はRoHS2対応品もございますのでお問合せ下さい。 

はRoHS2対応品もございますのでお問合せ下さい。 



アコーディオンタイプ 

蛇腹になっているため 

綺麗に折り畳めます。 

専用ハンガー 

■一般透明 

■防炎透明 

■帯電防止＆ 

 防炎透明 

■防虫＆防炎 

厚みは１．３ｍｍ（折れ部分は０．４ｍｍ）のみになります。 

折り畳み式のため開いた際の収納が 

カーテンタイプに比べスマートです。 

また、見た目も綺麗ですので意匠性が 

欲しいエリアの間仕切りにも最適です。 

●屋内向け ・作業エリア周り ・機械周り 

      ・区画整理 etc... 

【注意１】アコーディオンタイプは屋内用です。 

 屋外での御使用はお控え下さい。 

【注意２】高さは最大４ｍまでを推奨しております。 

ｶｰﾃﾝﾀｲﾌﾟの収まり ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾀｲﾌﾟの収まり 

ｶｰﾃﾝﾀｲﾌﾟは 

膨らむ傾向が 

あります。 

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾀｲﾌﾟは 

折り畳まれ 

比較的ｽﾏｰﾄです。 



のれんタイプ 

厚みは2.0ｍｍと3.0ｍｍ、幅は200ｍｍと300ｍｍになります。 

詳しくは御問合せ下さい。 

開閉する手間がないため荷物を持ったままの出入りや、 

台車を押したままの出入りが可能です。 

冷凍冷蔵倉庫の出入り口や防虫対策が必須なエリアの 

出入り口等にお使い下さい。 

●屋内向け・エリア間の扉裏・機械周り・区画整理 

●出入り口・シャッター裏 ・搬入口の扉裏 etc… 

【注意】風の強い場所での御使用はカーテンが巻き上げ 

られてしまう可能性がありますので御注意下さい。 

■御指定の長さにカットして納品も可能です。 

 カットし生地に専用ハンガーを付けた状態でも 

 納品可能です。 

■スライド式の部材も御座います。 

生地同士の重なりになります。 

冷凍倉庫扉裏 

シャッター裏 機械回り 

搬入口裏 

下地 

専用フレーム 

200mm専用ハンガー 

300mm専用ハンガー 

フレーム断面 



蓄光テープとは、光（自然光・人工光）を吸

収・蓄積し、暗くなると発光するテープで

す。ビバ蓄光テープは、特殊コーティング

「ビバコート」を表面に有しているため、高

耐久で床面等にも安心して使用できる災害・

安全対策製品です。輝度と残光時間はJIS規

格（JC級）の基準をクリアしており、高輝

度・長残光で実用性も高い商品です。 

総厚（μm）：460±5 

寸法（巾）：25mm 

巻m数   ：1m、5m、10m 

種類   ：青色蓄光 

絞    ：グロス 

ロット  ：1巻 

      ※1m巻は12巻/ケース 

総厚（μm）：460±5 

寸法（巾）：50mm 

巻m数   ：1m、5m、10m 

種類   ：青色蓄光 

絞    ：グロス 

ロット  ：1巻 

      ※1m巻は12巻/ケース 

上記以外にも様々な種類がございます。是非お問い合わせ下さい！ 

品番：LTS50 

総厚:306±5mm 

サイズ:50mm×20ｍ 

色（艶）：計10色 

黄・青・赤・緑・オレンジ・ 

トラ・黒・グレー・茶・ 

白（グロス） 

ロット：12巻/ケース 

品番：LTS100 

総厚:306±5mm 

サイズ:100mm×20ｍ 

色（艶）：計4色 

黄・オレンジ・トラ・ 

白（グロス） 

ロット：6巻/ケース 

ビバスーパーラインテープ 
商品規格 

キズや汚れが付きにくく、美観が長持ちします。光沢や

発色も良いため、区画整理や通路表示、位置表示、停止

位置の明示など高い明示性が求められるシーンに幅広く

ご使用頂けます。 

ビバ 通常品 

ビバクリアフィルム 
さまざまな平滑面を強力に保護する「超耐久保護フィルム」 

超耐久フィルム「ビバフィルム」 

光沢のあるグロス、つや消し仕様のマット、エンボス

加工を施したノンスリップの3タイプがあります。床

面はもちろん、さまざまな平滑面の表面保護、美観維

持にご使用頂けます。 

総厚（μm）：112±5、162±5、170±5、258±5 計4種類 

幅（mm）  ：675、1,350           計2種類 

長さ（ｍ）：30 

色    ：クリアー 

絞    ：グロス、マット、ノンスリップ  計3種類 

商品規格 

磁気テープの保護など、マルチに活用できる「超耐久保護テープ」 

AGV（無人搬送車）の磁気テープを汚れやキズから強

力に保護します。また、ちょっとした床面表示や耐久

性が心配なラインテープの部分強化などにご使用頂け

ます。 

傷つきにくく、綺麗に長持ちする「超耐久ラインテープ」 

ビバAGライン保護テープ 総厚（μm）：162±5   ロット：6巻/ケース 

幅（mm）  ：90 

長さ（ｍ）：30 

色    ：クリアー 

絞    ：グロス 

ロット  ：1本から出荷可能 

商品規格 

ビバデザインシート 
傷つきにくく、綺麗に長持ちする「超耐久床表示シート」 

傷に強く、頑固な汚れも薬品で清掃可能な

為、視認性が落ちにくく、明示性が長持ちし

ます。お客様のご希望のオリジナルデザイン

を特注製作する事も可能です。 

ノーマルタイプ 

総厚（μm）：418±5 

寸法   ：別途お問合せ 

種類   ：12種類 

絞    ：グロス 

ロット  ：5枚/セット 

商品規格 

ハードタイプ① 

総厚（μm）：514±5 

寸法   ：1000mm×H150mm 

種類   ：48種類 

絞    ：ノンスリップ 

ロット  ：1枚 

ハードタイプ② 

総厚（μm）：514±5 

寸法   ：650mm×H150mm 

種類   ：48種類 

絞    ：ノンスリップ 

ロット  ：1枚 

ビバ蓄光テープ 

床面で長く使える。高輝度・長残光「耐久蓄光テープ」 
商品規格 



 

御希望のタイプを教えて下さい。(カーテンタイプ・のれんタイプ・アコーディオンタイプ) 

ラインナップより機能をお選び下さい。(例えば防炎透明や帯電防止＆防炎透明など) 

カーテン寸法と枚数を教えて下さい。(御希望の厚み×Ｗ(幅)方向×Ｈ(高さ)方向…枚数) 

カーテンタイプの場合、御希望する加工を教えて下さい。 

 上 ：ハトメ←御希望のピッチ(ハトメの間隔)があれば対応致します。 

 左右：折り返し 

  下 ：重しチェーン  など。 

注意事項 

■印刷の都合により、色味は実際の色と異なる場合があります。 

■プラスチック製品は当該自治体等により定められた方法により廃棄して下さい。 

■軟質ビニールは、温度変化・紫外線・溶剤・ｵｿﾞﾝ等により経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。 

■可塑剤の移行により接触している製品に影響を与える場合があります。 

■軟質ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化いたします。 

■乳製品は軟質ビニールの臭い移りが起こります。その他臭いを吸着し易い素材を扱っている場合には御注意下さい。 

■施工・取付の際は、重量に耐えきれない下地材への取付はお止め下さい。 

■本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。 

 

Bearlon © 2022 

このような商品も扱っております！ 

簡単な絵でも構いません。 

 例 

⇒御不明な点がありましたらご相談下さい。御要望に合った仕様を御提案致します！ 

ビニールカーテンのご相談は・・・ 

                       御問合せ先 

カーテンレール、部材も取り扱いしております。 

取付工事も対応可能ですので御相談下さい。 


