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静かで快適なプライベート空間を実現。
オフィスや店舗の空きスペースに置くだけで、

さまざまなシーンで利用可能。

店舗サービスの拡充に 外出先のワークスペースに

シンプルなデザインのPRIVATE BOXなら、あらゆるシーン、あらゆるニーズにフィットします。

ブラック

たとえば図書館や書店など

の施設・店舗に設置すれば、

ひとりで集中できる空間と

して活用可能。読書や勉強、

ちょっとした飲食スペース

など、お客さまの満足度

アップを図ります。

外出時に困るのが、ちょっ

と仕事をしたい時のワーク

スペース。ホテルのロビー

やエントランス、空港や駅

に設置すれば、お客様のご

要望にお応えできるスペー

スになります。

BL ACK
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設置性・メンテナンス性アップ。

電話や話し声、接客など、オフィスや店舗の中はさまざまな音にあふれています。

日東工業が開発した個室ブース「PRIVATE BOX」は、優れた遮音性・防音性を実現。

クライアントとのWeb会議や、1人で仕事に集中したいときなど、

あらゆるワークシーンでご活用いただけます。

リニューアルにより、設置・メンテナンス性が大幅に向上。取り付け時も、取り付けた後も安心です。

ペールホワイト

「壁際設置」に対応 「ボックス内部」からメンテ・調整

●消火装置、換気扇を
　内部からメンテナンス可能

●レベルフットが
　内部から調整可能

ドアの角度変更（図1）や、上面への排気（図2）が可能になり、壁際でも
設置できるようになりました。電源コードも底面から出線できます。

レベルフット

PALE  WHITE

約100°
壁

壁

約85°

排気口
（図2）（図1）
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防火性

堅牢性

耐震性

安全＆快適な個室ブース。

堅牢性

耐震性

防火性

安全
品質
Safetyデータセンターのサーバ

ラックなど、キャビネットの

トップメーカーとして培った

豊富な実績。その高い技術

とノウハウから生まれた

堅牢な個室ブースです。

当社設備にて耐震試験（兵

庫県南部地震波818gal）

を実施。転倒防止板※を

使用することで、転倒の

リスクをさらに低減します。

※免震構造の建物には必ずしも取り付け
　の必要はありません。

内装（天井、壁、扉）は不燃

仕様で、天井に下方放出型

消火装置（熱感知式）を装

備しており、消防法に準拠

しています。

転倒防止板
（オプション）

日東工業のPRIVATE BOXは、「品質」が違います。
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防音性

作業性

換気性

快適
品質

Comfortable

防音性

換気性

作業性

ボックス内部（背面、右側面）

に吸音パネルを設置し、内

から外、外から内への音を

低減。また、非常放送設備

の音圧が65dB以上聞こえ

る安全設計です。

換気扇（低騒音）を装備し、

空気を循環させて室内の

温度上昇を抑制。また、建

築基準法、建築物衛生法、

厚生労働省（新型コロナウ

イルス感染症対策）で定め

られた換気量・換気回数の

基準を満たしています。

デスクサイズ幅984mm・奥

行400mmで、ノートパソ

コンを置いても楽々作業が

可能。デスク横にはUSB

ポート付コンセント、デスク

上天面にはLEDダウンラ

イトを装備しました。

社会環境の変化からWeb会議やリモートワークが増加し、

需要が急速に拡大している個室ブース市場。

“箱づくりのプロフェッショナル”日東工業が開発したPRIVATE BOXは、

働く人たちの「安全」と「快適」を第一に考えた個室ブースです。
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ブラック ペールホワイト

テーブルの高さが選択可能（注文時に選択）搬入経路の広さによって搬入方法を選択可能（注文時に選択）

カラー

仕様［1人用］

納期
区分 タイプ

完成品

現地組立

WPB110 -1223KV2

WPB110 -1223KV2-KD

WPB110-1223V2
1,200mm 2,250mm

（キャスター含む）
1,100mm 約250kg

WPB110-1223V2-KD
オープン価格

品名記号

装備品

ブラック ペールホワイト W H D
外形寸法

製品質量 標準価格

受

受

＝受注品受

消火装置

1人用内部VR映像

コンセント

電源プラグ

下方放出型
（熱感知式）粉末タイプ

［机上］ USB：1口
　　　 AC差込口：2口
［足元］ AC差込口：2口

アース付き3P

※2人用はすべて×2セットになります。

■外装パネル

ブラック

■吸音パネル

ペールホワイト

■テーブル ■カーペット

●完成品タイプ ●現地組立タイプ ●716mm（座り作業） ●996mm（立ち作業）

換気扇消火装置

LED照明

床吸気口

カーペット

吸音パネル

照明・換気扇
スイッチ

コンセント

2,110

1,058 994

テーブル

レベルフット

レバー
ハンドル錠

ガラスドア

屋根ユニット

換気口

2,250

1,200 1,100キャスター

※屋根ユニットのみ現地で取り付け

3本（同一キー）

P R I VAT E  BOX
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個別受注品1人用を2台連結で、2人用に対応可能

仕様［2人用］
納期
区分 タイプ

完成品

現地組立
2,400mm 2,250mm

（キャスター含む）
1,100mm 約460kg 約450kg オープン価格

W H D
外形寸法

対面仕様 Web会議仕様
製品質量

標準価格

受

受

＝受注品受

個室ブースをさらに安全＆快適にするオプションを追加可能 ※2人用は×2セットになります。（モニター取付金具以外）

用途に応じて2つの仕様から選択可能

●LANポート仕様

●扉フィルム

■：貼り付け箇所

・モニター本体は含まれません
・モニターは上限27インチまで取付可能
・1人用・2人用共に1セット

ブラック ペールホワイト

●対面仕様（内観イメージ） ●Web会議仕様（内観イメージ）

2人用内部VR映像

グレー

ブラック

ブラウン

●転倒防止板（左右取付） ●モニター取付金具 ●椅子 ●テーブルカラー

1セット（2コ）

用途に応じて2 の仕様から選択可能

ブラック

可能
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実際の製品をご覧いただけます。
特設サイトの見学予約ページにて
お申し込みください。

特設サイトのご案内 動画のご案内

日東工業（株）の全ての工場（本社･名古屋工場、
菊川工場、掛川工場、磐田工場、中津川工場、唐津工場、
栃木野木工場）東北日東工業（株）は、国際規格の
品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジ
メントシステムISO14001認証取得工場です。

〒480-1189  愛知県長久手市蟹原2201番地
TEL（0561）62-3111（大代）
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
工場／名古屋・菊川・掛川・磐田・中津川・唐津・栃木野木
　　　東北日東工業株式会社

ホームページアドレス https://www.nito.co.jp

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
「取扱説明書」を必ずお読みください。

安全に関する
ご注意

2021年11月発行
●本書からの無断転載は固くお断りいたします。
●仕様などお断りなしに変更する場合もありますのでご了承ください。
●本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、
　弊社は一切の責任を負いかねます。
●詳細などお問合わせは、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。

5210.911 ADP
OM10ILC6SP-678


