
システムパーティションを活用した
シェアオフィスシミュレーション
SIKIL をメイン什器としてオフィス構築



シェアオフィスの構築 /運営は
SIKIL を軸にしたトータルプランニングをおすすめします。

SIKIL パーティションとデスクを軸にしたメリット

物流部門の負担軽減
作業者の負担軽減

によるトータルコスト削減

ゾーニング
プランニングがスムーズ

間仕切りの工事が
不要で工期を
短縮できる

その他必要什器を
レンタルでそろえると

さらに効率的

原状回復工事が不要
保管、転用もでき
リペアも簡単
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工具
不要

組替
自由

パネルと支柱がマグネットでパチッと簡単に仮組でき
固定用のフックとゴムを差し込むだけ!!1時間におよそ100枚は組立可能！

丸い支柱にマグネットで引っ付けてから固定するだけなので
直線、L字、T字、十字組でも簡単に組み立て、組替、レイアウト変更が行えます!!

ロック用フック
ロック用フック

支柱（連結タイプ）

連結強化用シリコンゴム

アンダーロックピンをパネル底凹部に
はまるようベースプレートをさす。

■ 直線連結 ■ 3 方向連結（T 字）■ 2 方向連結（L 字） ■ 4 方向連結（十字）

SIKIL とはどのような家具なのか

1.

◆運用、管理の効率化の観点から開発した新しいパーティションシステム

◆工具不要、組立簡単なFree-Joint Systemで機能性とデザイン性を両立

・大まかに分類すると３工程で組み立てることができる容易さ　（金具がないので工具も必要ありません）

1 パネルをベースプレート
に差し込む

3 枚のパネルスリットに
天板を差し込む

アンダーロックピンで
パネルを固定する2 3

仕様場所や利用目的によって適切なパネルの高さをお選びください。

Panel Variation
様々なタイプのパネルがありますので、
お好みのシーン、レイアウトを展開することができます。 高さのバリエーションは、

1,200、1,500、1,800、2,100 の 4 つと高さ
300、600、700、900 のジョイントパネルを揃えております。

Free-Joint System

全方向共通の円柱ポールで90°2・3・4方向共通で連結できます。（連結固定用フックは必要です。）

直線ジョイント Lジョイント Tジョイント 十字ジョイント

支柱の形を円柱にし、ジョイント方法をマグネットと連結固定用フックですることにより組立、組替が誰でも
簡単にスムーズにおこなえます。また、90度2方向・3方向・4方向にも単一部材で簡単に組むことができます。
最後に連結強化用シリコンゴムを差込んで連結固定用フックのずれを防ぎます。

特許取得済

マグネット固定 連結強化用シリコンゴム連結固定用
フック

マグネット

Free-Joint System
支柱の形を円柱にし、ジョイント方法をマグネットと連結固定用フックですることにより組立、組替が誰でも
簡単にスムーズにおこなえます。また、90度2方向・3方向・4方向にも単一部材で簡単に組むことができます。
最後に連結強化用シリコンゴムを差込んで連結固定用フックのずれを防ぎます。
マグネット固定 連結強化用シリコンゴム連結固定用

フック
マグネット

SIKIL とはどのような家具なのか

設置時間の短縮と少ない部材点数でさまざまな組合せを展開できる運用性の高さそのようなコンセプトをもとに
オリジナルパーティションシステム「SIKIL シキル」が誕生しました。

円柱形の支柱を採用することにより組立組替がフレキシブルなパーティションです。
連結部分の円柱は目立たせないようなるべく径を小さくし、パネルの支柱との設置部分も円柱に沿うようなR形状にしました。そのことによりある程度任意の位置での連結が可能になり組立時の効率を飛躍的に向上させることができました。
またいろいろなパターンの組替ができることによりさまざまなシーンでの対応が可能です

運用、管理の効率化の観点から新しいパーティションシステム

レンタル用として開発した運用、管理を効率化の観点パーティションシステム

支柱の形を円柱にし、ジョイ
ント方法をマグネットと固定
ピンにすることにより組立、
組替が誰でも簡単にスムーズ
におこなえます。
また、90度2方向・3方向・
4 方向にも単一部材で簡単に
組むことができます。

設置時間の短縮と少ない部材点数でさまざまな組合
せを展開できる運用性の高さ
そのようなコンセプトをもとに
オリジナルパーティションシステム
「SIKIL シキル」が誕生しました。

機能性とデザイン性を両立

円柱形の支柱を採用することにより組立組替がフレキ
シブルなパーティションです。
連結部分の円柱は目立たせないようなるべく径を小さ
くし、パネルの支柱との設置部分も円柱に沿うような
R 形状にしました。そのことによりある程度任意の位
置での連結が可能になり組立時の効率を飛躍的に向上
させることができました。
またいろいろなパターンの組替ができることによりさ
まざまなシーンでの対応が可能です

全方向共通の円柱ポールで90°2・3・4方向共通で連結できます。（連結固定用フックは必要です。）
直線ジョイント Lジョイント Tジョイント 十字ジョイント

マグネット固定 連結強化用シリコンゴム連結固定用フック マグネット

Free-Joint System 特許取得済

マグネット固定

連結強化用シリコンゴム

連結固定用フック

マグネット

Free-Joint System 特許取得済

ASY TO ASSEMBLE 組立簡単

工具
不要

組替
自由

パネルと支柱がマグネットでパチッと簡単に仮組でき
固定用のフックとゴムを差し込むだけ!!1時間におよそ100枚は組立可能！

丸い支柱にマグネットで引っ付けてから固定するだけなので
直線、L字、T字、十字組でも簡単に組み立て、組替、レイアウト変更が行えます!!

ロック用フック
ロック用フック

支柱（連結タイプ）

連結強化用シリコンゴム

アンダーロックピンをパネル底凹部に
はまるようベースプレートをさす。

■ 直線連結 ■ 3 方向連結（T 字）■ 2 方向連結（L 字） ■ 4 方向連結（十字）



誰でも簡単に組み立てることができる SIKIL デスクで
驚きの設置時間短縮を実現

1.

◆金具なし、工具いらずで組立簡単デスク

・大まかに分類すると３工程で組み立てることができる容易さ　（金具がないので工具も必要ありません）

1 パネルをベースプレート
に差し込む

3枚のパネルスリットに
天板を差し込む

アンダーロックピンで
パネルを固定する2 3



シェアオフィスと
抜群に相性が良い SIKIL デスク
◆オプションなど増設が簡単にできる

・デスクトップパネルやサイドパネルの取り付けも工具、金具なしで簡単に取り付け取り外しができます

・ローパーティションとの連動も同様におこなえてデスクをより拡張して使うことができます

・通常のデスクタイプから仕切りパネル付のキャレルデスク、パーソナルワークブースまでの
  可変が容易なので多様なシェアオフィスのご要望を満たせます

デスクトップパネル デスクトップ＆サイドパネル パーソナルブース

2.

クローズドワークブース



E-PANEL をメイン什器
としてオフィス構築する
と「プランニング」「施工」
「運用」「撤去」が効率的
に行えます。と簡単な図
解で説明

#1

間仕切りの B/C 工事が不
要なので、ほぼ電話、電
気、LANの配線工事だけ
で済みます。ローパー
ティションなのでゾーニ
ング提案もスムーズにで
きる

#2

通常のデスクタイプから
仕切りパネル付のキャレ
ルデスク、パーソナル
ワークブースまでの可変
が容易なのでシェアオ
フィスの要望を満たしや
すい

#3

E-PANELその他オプショ
ンの携帯電話ブース、受
付カウンターとその他必
要什器を羅列

#4

#1～ 4のことをふまえ
て簡易なシミュレーショ
ンプラン

#5

よりイメージが伝わりや
すくするための鳥瞰パー
ス

#6

E-PANEL をメイン什器として、レンタルを活用したシェアオフィス構築

※川嶋様が作成されました資料の後に続くページ構成になります。ナンバーはページではございません。

レンタル什器を活用した
シェアオフィスシミュレーション

レンタル什器を活用した
シェアオフィスシミュレーション

その他必要什器も
もちろんすべてレンタルで
そろえることができます。

シミュレーションプラン
平面図

シミュレーションプラン
鳥瞰イメージパース

E-PANEL でプランニング

シェア /レンタルオフィスと
抜群に相性が良い
E-PANEL デスク

運用、管理の効率化の観点から
新しいパーティションシステム

設置時間の短縮と少ない部材点数でさまざまな組合
せを展開できる運用性の高さ
そのようなコンセプトをもとに
オリジナルパーティションシステム
「SIKIL シキル」が誕生しました。

機能性とデザイン性を両立

円柱形の支柱を採用することにより組立組替がフレキ
シブルなパーティションです。
連結部分の円柱は目立たせないようなるべく径を小さ
くし、パネルの支柱との設置部分も円柱に沿うような
R 形状にしました。そのことによりある程度任意の位
置での連結が可能になり組立時の効率を飛躍的に向上
させることができました。
またいろいろなパターンの組替ができることによりさ
まざまなシーンでの対応が可能です

・高さのバリエーションは、1,200、1,500、1,800の 3つと高さ300、600、900のジョイントパネルを揃えております。
・2,100の高さは、1,800パネル上部に300パネルをジョイントさせます。

パネル展開例

コバヤシ産業株式会社 / 天板屋 
HPアドレス  http://www.kobayashi-ind.com/ 
Eメール　　 tenbanya@kobayashi-ind.com
【本社】 〒543-0054 
大阪市天王寺区南河堀町10番14号
TEL：06-6775-2555（代表） FAX：06-6775-2558

コバヤシ産業株式会社 
HPアドレス  http://www.kobayashi-ind.com/ 
Eメール　　 tenbanya@kobayashi-ind.com
【本社】 〒543-0054 
大阪市天王寺区南河堀町10番14号
TEL：06-6775-2555（代表） FAX：06-6775-2558

コバヤシ産業株式会社  〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町10番14号  TEL：06-6775-2561 
FAX：06-6775-2559     Eメール tenbanya@kobayashi-ind.com

HPアドレス  http://www.kobayashi-ind.com/ 

運用、管理の効率化の観点からうまれた新しいパーティションシステム

設置時間の短縮と少ない部材点数でさまざまな組合せを展開できる運用性の高さ
そのようなコンセプトをもとにできたオリジナルパーティションシステム

E-PANEL をメイン什器としてオフィス構築

その他必要什器も、もちろんすべてレンタルでそろえることができます。

40 坪オフィスシミュレーションプラン

シェア /レンタルオフィスと
抜群に相性が良い E-PANEL デスク

700
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SIKIL デスクの奥行サイズラインナップ

6

7 ◆サイズラインナップ

◆オプションなど増設が簡単にできる
・デスクトップパネルやサイドパネルの取り付けも工具、金具なしで
　簡単に取り付け取り外しができます

・ローパーティションとの連動も同様におこなえてデスクをより拡張
　して使うことができます

◆オプションなど増設が簡単にできる

・通常のデスクタイプから仕切りパネル付のキャレルデスク、パーソナルワークブースまでの
  可変が容易なのでシェアオフィスの要望を満たしやすい

・天板サイズはW900、1050、1200の3タイプ
・奥行サイズは下図の3タイプ

SIKIL Furniture vol.1　SIKIL DESK

700

900

700

750600

553

奥行600デスク 奥行700デスク 奥行900デスク（天板奥行700）

デスクトップパネル デスクトップ＆サイドパネル パーソナルブース

W W W

2.

クローズドワークブース

Sample planing

20140228白銀高輪ステーションビル SCALE 1/100　様
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お問い合わせ 打合せご提案 お届け・設置
レンタル期間中の

サービス 撤去・搬出

加湿空気清浄機

オフィス什器・オフィス家具セット

ユニバーサルテーブル

ホワイトボード両面脚付 _ 無地

平机（オフィスデスク）

応接セット _ ニュードリーム

オフィスチェア（回転椅子）_ 肘付 _ 布 _ ハイバック

コピーＦＡＸ複合機 _ カラー

ロッカー

ビジネスホン

ミーティングチェア

一時預かりロッカー /収納

・・・SIKIL / SIKIL デスク

コピーエリア

エントランス・受付

クローズドワークブース

リフレッシュエリア

ワークブース

リフレッシュエリア

キャレルデスクエリア

キャレルデスクエリア

貸会議室（小）貸会議室（大）



Perspective image

加湿空気清浄機

オフィス什器・オフィス家具セット

ユニバーサルテーブル

ホワイトボード両面脚付 _ 無地

平机（オフィスデスク）

応接セット _ ニュードリーム

オフィスチェア（回転椅子）_ 肘付 _ 布 _ ハイバック

コピーＦＡＸ複合機 _ カラー

ロッカー

ビジネスホン

ミーティングチェア

一時預かりロッカー /収納

・・・E-PANEL / E- デスク

コピーエリア

エントランス・受付

クローズドワークブース

※画像はイメージです実際とは異なる場合があります。

リフレッシュエリア

ワークブース

リフレッシュエリア

キャレルデスクエリア

キャレルデスクエリア

貸会議室（小）貸会議室（大）




