
シート寸法の算出方法 

①設置個所の開口寸法を測ります。 

幅（Ｗ）          ｍｍ × 高さ（Ｈ）          ｍｍ 

□ 片開きの場合（×１枚） 
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□ 両開きの場合（×２枚） 
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②カーテンスタイルを決め、シート寸法を算出します。 

片開き 両開き 

③【ビニールカーテンレールセット】 参考図 

●シート 

透明シート 糸入シート 

●レール 

寸法 ： Ｗ40ｍｍ×Ｈ30ｍｍ 
材質 ： アルミ 
仕上 ： アルマイト 
長さ ： 4000ｍｍまで 
     （4000ｍｍ超はジョイントになります。） 

●キャップ 

材質 ： スチール 
仕上 ： ユニクロメッキ 
＊レールの端部に取付けます。 

●ワンタッチフック 
材質 ： スチール 
仕上 ： ユニクロメッキ 
＊キャップとシートを繋ぎます。 

●ワンタッチランナー 

材質 ： スチール/樹脂 
仕上 ： ユニクロメッキ 
許容荷重 ： 10kg 

●天井ブラケット 

材質 ： スチール 
仕上 ： ユニクロメッキ 
＊900ｍｍピッチ以内で取付けてください。 
＊レールの端部、ジョイント部には必ず 
 取付けてください。 

●ジョイント 

材質 ： スチール 
仕上 ： ユニクロメッキ 
＊レール断面の穴に挿し込みます。 
＊ジョイント部には必ず２本使用します。 

●継カバー 

材質 ： スチール 
仕上 ： ユニクロメッキ 
＊レール同士の繋ぎ目にジョイントと共に 
 使用します。 

※カーテンの種類は、用途によってかわります。 
  都度ご相談ください。 



開口寸法 
幅（W） 

セット内容 
～750mm ～1650mm ～2450mm ～3350mm ～4000mm 

高さ 
（Ｈ） 

～2000mm 
22,800円 32,500円 43,500円 54,500円 61,200円 

27,400円 35,200円 50,800円 58,600円 69,000円 

～2500mm 
24,400円 35,000円 47,100円 58,900円 67,200円 

30,200円 38,300円 58,300円 64,700円 76,800円 

～3000mm 
26,000円 37,100円 50,700円 63,700円 73,300円 

33,000円 41,400円 61,800円 70,800円 84,600円 

～3500mm 
27,600円 39,500円 54,300円 68,500円 79,400円 

35,800円 44,500円 67,300円 76,900円 92,400円 

～4000mm 
29,200円 41,900円 57,900円 73,300円 85,500円 

38,600円 47,600円 72,800円 83,000円 100,200円 

開口寸法 
幅（W） 

セット内容 
～1500mm ～3300mm ～4900mm ～6700mm ～8000mm 

高さ 
（Ｈ） 

～2000mm 
39,400円 57,400円 80,000円 101,000円 111,100円 

  

48,500円 63,600円 94,900円 114,000円 130,300円 

～2500mm 
42,600円 62,200円 87,200円 110,600円 121,300円 

54,100円 69,800円 105,900円 125,200円 145,900円 

～3000mm 
51,800円 67,000円 94,400円 120,200円 134,500円 

59,700円 76,000円 116,900円 138,400円 161,500円 

～3500mm 
49,000円 71,800円 111,600円 129,800円 146,700円 

65,300円 81,200円 127,900円 148,600円 177,100円 

～4000mm 
51,200円 76,600円 108,800円 139,400円 185,900円 

70,900円 88,400円 138,900円 162,800円 192,700円 

・シート：１枚 
 
 
・レール：１本 
   （開口寸法（W）－10mm） 
・キャップ：２個 
・ワンタッチフック：１個 
・ランナー：１～１９個 
   （200～250mmピッチ程度） 
・天井ブラケット：２個～６個 
   （900mmピッチ以内） 

Ｗ＝開口寸法幅（W）×1.05 
Ｈ ＝開口寸法（H）－80mm 

④ビニールカーテンレールセット価格表 

・シート：２枚 
 
 
・レール：１～２本 
   （開口寸法（W）－10mm） 
・キャップ：２個 
・ワンタッチフック：２個 
・ランナー：２～３８個 
   （200～250mmピッチ程度） 
・天井ブラケット：２個～１１個 
   （900mmピッチ以内） 
・ジョイント（開口寸法4.0m以上）：２本 

Ｗ＝開口寸法幅（W）×1.05 
Ｈ ＝開口寸法（H）－80mm 

■片開き価格表 

■両開き価格表 

⑤オプション部材価格表 

開口寸法 1セット価格 セット内容（取付ビス付） 

高さ 
（Ｈ） 

～2000mm 23,960円 ・サイドポール：１本 
・押えバー：１本 
・ＭＧベルト：１本 
・ＭＧベルト止金具：１個 
・取手：２個 
・ＭＧベルト片開用枠：１本 
・間仕切用ランナー：１個 

～2500mm 27,610円 

～3000mm 31,260円 

～3500mm 34,910円 

～4000mm 38,560円 

開口寸法 1セット価格 セット内容（取付ビス付） 

高さ 
（Ｈ） 

～2000mm 39,920円 ・サイドポール：２本 
・押えバー：２本 
・ＭＧベルト：２本 
・ＭＧベルト止金具：２個 
・取手：４個 

・間仕切用ランナー：２個  

～2500mm 45,220円 

～3000mm 50,520円 

～3500mm 55,820円 

～4000mm 61,120円 

開口寸法 1組価格 

高さ 
（Ｈ） 

～2000mm 15,000円 

～2500mm 20,000円 

～3000mm 25,000円 

～3500mm 30,000円 

～4000mm 34,000円 

開口寸法 価格 

幅 
（Ｈ） 

～750mm 3,800円 

～1650mm 7,500円 

～2450mm 11,300円 

～3350mm 15,000円 

～4000mm 17,000円 

開口寸法 価格 

幅 
（Ｈ） 

～1500mm 7,600円 

～3300mm 15,000円 

～4900mm 22,600円 

～6700mm 30,000円 

～8000mm 34,000円 

●マジックテープ 

両開きカーテンの召し合わせ部に取付け、風で開くのを防ぎます。 

●間仕切ポールセット 

カーテンの先頭に取付け、風による煽りや開きを防ぎます。 
取手での開閉で操作性がアップします。 

●チェーン 

カーテンの下端に取付け、風に 
よる煽りを防ぎます。 

【ビニールカーテンレール構成図】 

【片開きセット】 

【両開きセット】 

【間仕切ポール組立図】 

※運賃梱包費込 （レール：Ｄ40、シート：ｔ＝0.3mm） 

上段：透明 
下段：糸入 



施工事例 



ビニールカーテンの提案ができる主な現場 

近年、その応用性の高さから、ビニールカーテンが利用される現場が非常に増えてきております。 

省エネで空調も間仕切、厚さ、寒さ対策での間仕切、居酒屋でのインテリアとしての間仕切、 

オフィスでの喫煙ブース設置の際の間仕切・・・等、使い方は非常に多種多様です。 

採寸、施工も簡単に行うことができますので是非一度ご提案願います。 

ビニールカーテン間仕切の注意点 

■施工の際のご注意 
 
＊下地は必ずご確認ください。 
  軽天に取付ける際は必ず重量をご確認ください。 
  業務用のカーテンレール、ビニールカーテンとなりますので重量が重くなります。 
 
＊シャッターやエクステリアに取付けを行われますと、有事の際、メーカーからの保証ができない 
  場合がございます。ご確認の上、お取付け願います。 
 
＊ビニールカーテンを屋外で使用する際、強風にご注意ください。 
  風によりランナーやレールが落下する可能性がございます。強風の際はシートを畳む等の対策 
  を行ってください。 


