
SIKIL でのテナント有効活用プラン
　①シェアオフィス
　②トランクルーム
   ③仮眠室（クローズドブース）

それぞれの SIKIL 採用メリットと
構築シミュレーションプラン

SIKIL de KOMOL



About SIKIL

◆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

特許取得済

SIKIL とはどのような家具なのか

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。

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



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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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



40 坪オフィスシミュレーションプラン

Sample planing

130.52㎡130.52㎡

1545 1845

1575

・・・SIKIL / SIKIL デスク

エントランス

ソファスペース

ワークブース

リフレッシュエリア

貸会議室

貸会議室

携帯電話ブース

会議室（小）

SIKIL ブース　16 席
フォンブース　2
会議室　3 室
その他　2 エリア



Perspective image

1545 1845

1545 1845

※画像はイメージです実際とは異なる場合があります。

Ｗ900Ｈ700・1100

W600H1100

W600H700

W900H1100

W900H700

W300H1800

W900H900

W900Ｈ1800　ドア

W900H900　吸音パネル

吸音パネル

吸音パネルタイプ

ブースデスク 携帯電話ブース



Perspective image

1545 1845

1545 1845

※画像はイメージです実際とは異なる場合があります。

Ｗ900Ｈ700・1100

W600H1100

W600H700

W900H1100

W900H700

W300H1800

W900H900

W900Ｈ1800　ドア

W900H900　吸音パネル

標準パネルタイプ

ブースデスク 携帯電話ブース



トランクルームの構築 /運営は
SIKIL を軸にしたプランニングをおすすめします。
トランクルームの構築 /運営は
SIKIL を軸にしたプランニングをおすすめします。

SIKIL を採用した場合の 5つのメリットSIKIL を採用した場合の 5つのメリット

コストパフォーマンスとスピード施工が
特徴なので参入ハードルが低くなる

システムパネルの組み合わせで
フレキシブルな対応が可能

間仕切りの工事が不要で
テナント工事を少なくできる

運用後のレイアウト変更も職人を雇わずに利用者だけで
おこなうこともできます

原状回復工事が不要。必要なくなった什器も
リサイクルができます
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提案効率

工具不要

短納期 低ｺｽﾄ

職人不要

2700 ㎜までの天井高だと上部パネルと専用突っ張り棒の組み合わせでフレキシブルに対応が可能です。
つまり範囲内の現場であれば、造作家具のような設計提案や工場での制作や現場で切断したりするなどの職人による調整が全く必要ありません。

システムパネルの組み合わせでH2700㎜までの天井高のテナントに
フレキシブルな対応が可能
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コストパフォーマンスとスピード施工が
特徴なので参入ハードルが低くなる
コストパフォーマンスとスピード施工が
特徴なので参入ハードルが低くなる
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SIKIL は、量産品の据え置き型パーティションなので優れたコストパフォーマンス
を実現しています。また、建築施工のような正確な現場調査の必要はなく設計プラン提
案もパネルサイズ展開の組み合わせでおこなうので通常の施工提案よりスピーディにできま
す。もちろんニーズに合わせたある程度の加工調整も可能です。

SIKIL は、量産品の据え置き型パーティションなので優れたコストパフォーマンス
を実現しています。また、建築施工のような正確な現場調査の必要はなく設計プラン提
案もパネルサイズ展開の組み合わせでおこなうので通常の施工提案よりスピーディにできま
す。もちろんニーズに合わせたある程度の加工調整も可能です。

突っ張り棒の調整、固定方法 テナントの天井高に合わせて組み合わせを調整

天井高の多少の誤差ならば突っ張り棒で無段階調整が可能

回し易い大き目のノブで無段階
調整が可能。

上下伸縮で範囲内の高さを簡単
に調整。

パネルの高さ +118 ～ +350 ㎜を自由に調整できます。
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◆パネルの高さ組み合わせ
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◆突っ張り棒の無段階調整範囲



提案効率提案効率 工具不要

短納期職人不要 低ｺｽﾄ

2 の理由から設置する人は専門技術をようした職人などではない荷物搬入業者などにな

りますので、間仕切り工事などのテナント施工が必要なく、ほぼ電話、電気、LAN
などの配線工事だけで済みます。

運用後の利用者パターンやニーズに合わせて、ブースの大きさ、数などを再レイアウトが可能です。
たとえば標準ボックス（サイズは別紙参照）2 つ分のスペースのニーズが多ければ、パネルの組み合わせを変更などで拡張したりす
ることも可能です。追加パネルの発注もスピーディに対応させていただきます。そしてそれらを専門の施工業者を介さずに運営者で
も変更することも可能です。

間仕切りの工事が不要で
テナント工事の工程を少なくできる

運用後のレイアウト変更も職人を雇わずに利用者だけで
おこなうこともできます
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◆パネルの組み合わせによるボックス構成例
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低ｺｽﾄエコ

原状回復工事が不要。必要なくなった什器も
リサイクルができます

間仕切りのテナント工事が必要ないという理由から事業撤退時の原状回復工事費を大幅に削減することが可能です。また
テナント移転などでも再利用ができます。各部材ごとに痛んだ部分をリペアもできますので運用コストも下げることがで
きます。リサイクルの面でもゴミが出ず商品の大半が再利用出来、環境にも配慮しております。

今後の展開

55

扉の鍵は、デフォルトでシリンダーキーを採用しています。電子錠やスマートロックなどにも変更が可能です。
鍵の管理、運用方法が変わると、トランクルーム自体の運用の在り方も変えることが可能になります。

【たとえば、1 ブースを月額性で 1 人（1 社、1 グループなども）での契約形態から契約者が使いたいときに使い

たい時間だけを施設利用できるサブスクリプション方式などにも変更できることが考えられます。】

場所や利用者のニーズを分析して運用方法を変えれば、さらなる収益化を図ることが可能です。
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よくある薄暗くて単調なイメージのトランクルームをカ
ラーパネルを採用することでクリーンで明るいイメージ

に改善できます。イメージを良くすることで　単身の
女性客やユーザーの施設の利用の仕方にま
で影響を及ぼすことも考えられます。

コーポレートカラーやボックスの区切りをはっきりするため。
よくある薄暗い雰囲気を改善してクリーンで明るいトランクボックスを構築できます。

カラー展開

パネルごとに色を変えることができますので様々なパターンのボックスを構築できます



17
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1 ボックス標準仕様（仮）1 ボックス標準仕様（仮）
W1200xD900ｘ天井高（~H2450）W1200xD900ｘ天井高（~H2450）

前面

ボックスｘ4 の組み合わせイメージ
上面

側面 背面



お客様のニーズに合わせてレイ
アウトやブースの大きさを自由
に簡単に変えることができます。

小ブース
W1200xD900

中ブース
W1200xD1800

大ブース
W2400xD2400

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
平面図



1

1 内観イメージ

2 鳥瞰イメージ

3 鳥瞰イメージ

3

2

シミュレーションプラン
イメージパース（レイアウト -A）
シミュレーションプラン
イメージパース（レイアウト -A）



NEW BOOTH＆
NEW DOOR

ドアフレームを金属から
木製に変更、さらなる軽
量化を実現しました。
また、連結部の支柱を両
側から片側に変更するこ
とにより、柔軟な組み合
わせに対応可能になりま
した。

完全にクローズドな空間
を構築できるようになり
ました。WEBミーティング
ブース、仮眠室など中の
音だけでなく外からの音
も減少。

天面にパネルを取付可能になった
新しいクローズドブース
軽量化、連結の柔軟性を高めた
新しいドア



SIKIL de KOMOL
FEATURES

クローズドブースも工具なしで
簡単に組み立てることが

できます
パネル1枚がとても軽く、組み立
ての際にドライバー、ハンマー
などの工具が要らないため、誰
でも少人数で組立ができます

01. Easy to assemble

他のSIKILパーツと共用増設可能
です。ブースとして使わなくな
ったら別の用途に簡単に転用で
きます

Common parts02.

利用しない場合に解体するとコ
ンパクトに保管できます。

Compact storage03.



コの字型ブース

ミーティングや
リフレッシュ

給茶コーナー、簡易な物置控
室など

コーナーブース

コピーコーナー、共用収納
エリア、展示ブースなど

ブースデスク

コールセンター、自習室、
図書館、個別学習塾など

携帯電話ブース

まわりの音が気になる
オフィスや声を出せない
施設内などに

WEBミーティング

吸音パネルを取り付け
天面パネルも取り付けた
クローズド空間

仮眠室

デスク付きの仮眠室で
休憩とコンセントレートワー
クを

パーツはほぼすべて共通で、
ブースとしての用途がなく
なったとしてもレゴブロッ
ク感覚でほかのバリ
エーションに組み換
えができます

モジュール家具を

目指して



NAPPING ROOM
作業スペースを完備したコンパクトな
仮眠室。

BED:土台ベッドKOKI mattress

天面：ポリカーボネイト
サーキュレーター、LEDライト

吸音パネル

中身にスプリングコイルを使用
そうすることで、そのままでも

ベッドとしてもご使用していただけます
さらにスプリングコイルを使用することにより

寝心地だけでなく寝床として
重要な通気性にも長けています

DESK SIZE :　W900 X D450
BED SIZE : W800 X D 195 X H300

ROOM SIZE : W1866 X D 2466 X H1843



WEB MEETING 
ROOM
WEBミーティングに適した消音効果
のある個室ブース

天面：ポリカーボネイト
サーキュレーター、LEDライト

吸音パネル

WEBミーティングだけでなく

集中作業のための個室ブーストしてもお使いいただけます

DESK SIZE :　W900 X D450
ROOM SIZE : W966 X D 1866 X H1843



SIKIL de KOMOL
SCENE IMAGE


