
防炎タイプの注意点

透明ビニールの注意点
・納期は在庫があれば正午までのご注文で翌日出荷となります。
   （お急ぎの場合は、別途ご相談ください。）
・基本的に、関東・関西・東海エリアは翌日には到着いたしますが、
   運送会社や、コロナウイルスなどの影響により延長となる場合が
   ございます。着日の指定は承れませんのでご了承ください。
・送料は数量、お送り先によって別途お見積書に記載いたします。

在庫状況の注意点

納期・送料について

注意事項 (必読 )

防炎タイプの場合は、参照画像のように透明カー
テンに防炎シールを貼り付けしております。防
炎であることを証明するシールとなりますので､
剥がさずにご利用ください。殺菌･除菌スプレー
などで清掃を行う際は、シールを剥がさないよ
うにご注意ください。

糸入り透明ビニールシートは、シート反物から加工する段階において、
シート同士が密着してしまう事を防ぐために、（ビニール同士がひっ
ついて離れなくなるため）人体に影響はない軽量の植物性の白い粉（コ
ンスターチやベビーパウダー）をシートに振っております。

･

コロナウイルス対策の需要によって、透明ビニールカーテンやシートが
日々在庫が流動的となっており、安定確保が困難な状況となっております。

即納タイプの糸入り透明ビニールシートの在庫なども
ご注文・ご発注時の状況によっては欠品の可能性もございますので、
予めご了承をお願い致します。

･

･

糸入り透明ビニールカーテン
防炎
タイプ

在庫品･即納タイプ！

マジックテープ仕様で
複数枚と容易に連結できます

裾の部分はハサミでカットできるから調整して好きな場所に設置できます!

即納タイプの
既製サイズは2種類
幅 940ｍｍ ⁄ 幅 1,970mm
高さ 2,200mm 共通

2仕様の 4商品

マジックテープの取り付け方（同梱版）

STEP４
まず、マジックテー
プを貼る前にクロ
スなどで拭いてく
ださい

STEP３STEP２STEP１
付属のマジックテー
プを用意します

連結したい部分に
マジックテープを
貼っていきます

最後にマジック
テープを貼りつけ
たビニールシート
を連結させます



052-766-6960お見積依頼は
こちら ➡ 枚中 枚目

FAXが2枚以上の場合は
通し枚数をご記入ください。

月 日

FAX送信日

※ FAX番号のお掛け間違えにご注意ください。

ご担当者名

納入先ご住所 納入先宛名

納入先ご連絡先

電話番号

FAX番号

屋号／社名

同上

同上
審査に別途2～3営業日
いただいております

銀行振込（前入金）

クレジットカード

締払い
（末締/翌月末銀行振込）

ご
希
望
の
決
済
方
法

〒 -

※本用紙を複数枚でFAX・メールいただく場合、2枚目以降は貴社名欄のみ記載してください。※平日24時間以内
に返信がない場合、送信エラーの可能性がございます。左記の電話またはメールにてご連絡をお願い致します。

メールでのお問い合せ

info@vinypro.com0120-441-723
電話でのお問い合せ【 電話受付 平日9:00～17:30 】

※ 株式会社チームライクは、産業繊維資材 EC サイト『 ビニプロ .com 』https://vinypro.com の運営会社です。

在庫品･即納タイプ 糸入り透明ビニールカーテンのご案内

■在庫品・即納タイプ糸入り透明ビニールカーテン 税別価格 数 量

￥4,900- 枚

送料別途となります。また、在庫状況によってご注文時に欠品の場合がございます。予めご了承ください。

注意事項 (必読 )

商品の到着後について
即納タイプの糸入り透明ビニールシー
トの到着後は折りジワが入っている場
合があります
商品到着後は吊るしていただくと徐々
にシワが抜けてゆきます。製品の特性
上、予めご了承ください。

防炎であることを証明するシール
となりますので、剥がさずにご利
用ください。
殺菌・除菌スプレーなどで清掃を
行う際は、シールを剥がさないよ
うにご注意ください。

防炎シールの取り扱いについて

【防炎】糸入り透明ビニールカーテン　厚み0.25mm
  W940mm × Ｈ2200mm  ハトメ5か所

※幅はおおよそのサイズとなります
※裾の部分はハサミで自由にカットしてご使用ください

◆ビニールのため多少の伸び縮みがございます。

マジックテープありタイプ

折り返しなし（切りっぱなし）
※高さをご自由にカットしご使用ください

ハトメ真鍮25番ハトメ5ヵ所
テープ補強（白）
補強ロープ入り

高さ（H）

折返し
裏面へマジックテープ加工
（メス）2,000mm
テープ補強（白）
　

折返し
表面へマジックテープ加工
（オス）2,000mm
テープ補強（白）
　

940
200P (211)50 50

2,200

横幅（W）

防炎シールは右上



052-766-6960お見積依頼は
こちら ➡ 枚中 枚目

FAXが2枚以上の場合は
通し枚数をご記入ください。

月 日

FAX送信日

※ FAX番号のお掛け間違えにご注意ください。

ご担当者名

納入先ご住所 納入先宛名

納入先ご連絡先

電話番号

FAX番号

屋号／社名

同上

同上
審査に別途2～3営業日
いただいております

銀行振込（前入金）

クレジットカード

締払い
（末締/翌月末銀行振込）

ご
希
望
の
決
済
方
法

〒 -

※本用紙を複数枚でFAX・メールいただく場合、2枚目以降は貴社名欄のみ記載してください。※平日24時間以内
に返信がない場合、送信エラーの可能性がございます。左記の電話またはメールにてご連絡をお願い致します。

メールでのお問い合せ

info@vinypro.com0120-441-723
電話でのお問い合せ【 電話受付 平日9:00～17:30 】

※ 株式会社チームライクは、産業繊維資材 EC サイト『 ビニプロ .com 』https://vinypro.com の運営会社です。

在庫品･即納タイプ 糸入り透明ビニールカーテンのご案内

送料別途となります。また、在庫状況によってご注文時に欠品の場合がございます。予めご了承ください。

■在庫品・即納タイプ糸入り透明ビニールカーテン 税別価格 数 量

￥6,900- 枚

マジックテープありタイプ

注意事項 (必読 )

商品の到着後について
即納タイプの糸入り透明ビニールシー
トの到着後は折りジワが入っている場
合があります
商品到着後は吊るしていただくと徐々
にシワが抜けてゆきます。製品の特性
上、予めご了承ください。

防炎であることを証明するシール
となりますので、剥がさずにご利
用ください。
殺菌・除菌スプレーなどで清掃を
行う際は、シールを剥がさないよ
うにご注意ください。

防炎シールの取り扱いについて

【防炎】糸入り透明ビニールカーテン　厚み0.25mm
  W1970mm × Ｈ2200mm  ハトメ10か所

※裾の部分はハサミで自由にカットしてご使用ください

◆ビニールのため多少の伸び縮みがございます

ハトメ真鍮25番ハトメ10ヵ所
テープ補強（白）
補強ロープ入り

40

1,970
200P (208)50 50

2,200

防炎シールは右上

横幅（W）

高さ（H）

折返し
裏面へマジックテープ加工
（メス）2,000mm
テープ補強（白）
　

折返し
表面へマジックテープ加工
（オス）2,000mm
テープ補強（白）
　

折り返しなし（切りっぱなし）
※高さをご自由にカットしご使用ください



052-766-6960お見積依頼は
こちら ➡ 枚中 枚目

FAXが2枚以上の場合は
通し枚数をご記入ください。

月 日

FAX送信日

※ FAX番号のお掛け間違えにご注意ください。

ご担当者名

納入先ご住所 納入先宛名

納入先ご連絡先

電話番号

FAX番号

屋号／社名

同上

同上
審査に別途2～3営業日
いただいております

銀行振込（前入金）

クレジットカード

締払い
（末締/翌月末銀行振込）

ご
希
望
の
決
済
方
法

〒 -

※本用紙を複数枚でFAX・メールいただく場合、2枚目以降は貴社名欄のみ記載してください。※平日24時間以内
に返信がない場合、送信エラーの可能性がございます。左記の電話またはメールにてご連絡をお願い致します。

メールでのお問い合せ

info@vinypro.com0120-441-723
電話でのお問い合せ【 電話受付 平日9:00～17:30 】

※ 株式会社チームライクは、産業繊維資材 EC サイト『 ビニプロ .com 』https://vinypro.com の運営会社です。

在庫品･即納タイプ 糸入り透明ビニールカーテンのご案内

■在庫品・即納タイプ糸入り透明ビニールカーテン

【防炎】糸入り透明ビニールカーテン　厚み0.25mm
  W940mm × Ｈ2200mm  ハトメ5か所

税別価格 数 量

￥4,900- 枚

送料別途となります。また、在庫状況によってご注文時に欠品の場合がございます。予めご了承ください。

注意事項 (必読 )

※幅はおおよそのサイズとなります
※裾の部分はハサミで自由にカットしてご使用ください

商品の到着後について
即納タイプの糸入り透明ビニールシー
トの到着後は折りジワが入っている場
合があります
商品到着後は吊るしていただくと徐々
にシワが抜けてゆきます。製品の特性
上、予めご了承ください。

防炎であることを証明するシール
となりますので、剥がさずにご利
用ください。
殺菌・除菌スプレーなどで清掃を
行う際は、シールを剥がさないよ
うにご注意ください。

防炎シールの取り扱いについて

◆ビニールのため多少の伸び縮みがございます。

折り返しなし（切りっぱなし）
※高さをご自由にカットしご使用ください

マジックテープなしタイプ
※マジックテープは同梱されています

高さ（H）

940
200P (211)50 50

2,200

横幅（W）

ハトメ5ヵ所
テープ補強（白）
ロープ補強入り

ハトメ真鍮25番

防炎シールは右上

折返し
テープ補強（白）
　

折返し
テープ補強（白）
　



052-766-6960お見積依頼は
こちら ➡ 枚中 枚目

FAXが2枚以上の場合は
通し枚数をご記入ください。

月 日

FAX送信日

※ FAX番号のお掛け間違えにご注意ください。

ご担当者名

納入先ご住所 納入先宛名

納入先ご連絡先

電話番号

FAX番号

屋号／社名

同上

同上
審査に別途2～3営業日
いただいております

銀行振込（前入金）

クレジットカード

締払い
（末締/翌月末銀行振込）

ご
希
望
の
決
済
方
法

〒 -

※本用紙を複数枚でFAX・メールいただく場合、2枚目以降は貴社名欄のみ記載してください。※平日24時間以内
に返信がない場合、送信エラーの可能性がございます。左記の電話またはメールにてご連絡をお願い致します。

メールでのお問い合せ

info@vinypro.com0120-441-723
電話でのお問い合せ【 電話受付 平日9:00～17:30 】

※ 株式会社チームライクは、産業繊維資材 EC サイト『 ビニプロ .com 』https://vinypro.com の運営会社です。

在庫品･即納タイプ 糸入り透明ビニールカーテンのご案内

送料別途となります。また、在庫状況によってご注文時に欠品の場合がございます。予めご了承ください。

■在庫品・即納タイプ糸入り透明ビニールカーテン  税別価格 数 量

￥6,900- 枚

注意事項 (必読 )

マジックテープなしタイプ
※マジックテープは同梱されています

注意事項 (必読 )

商品の到着後について
即納タイプの糸入り透明ビニールシー
トの到着後は折りジワが入っている場
合があります
商品到着後は吊るしていただくと徐々
にシワが抜けてゆきます。製品の特性
上、予めご了承ください。

防炎であることを証明するシール
となりますので、剥がさずにご利
用ください。
殺菌・除菌スプレーなどで清掃を
行う際は、シールを剥がさないよ
うにご注意ください。

防炎シールの取り扱いについて

【防炎】糸入り透明ビニールカーテン　厚み0.25mm
  W1970mm × Ｈ2200mm  ハトメ10か所

※裾の部分はハサミで自由にカットしてご使用ください

◆ビニールのため多少の伸び縮みがございます

ハトメ真鍮25番

折り返しなし（切りっぱなし）
※高さをご自由にカットしご使用ください

防炎シールは右上

1,970
200P (208)50 50

2,200

横幅（W）

ハトメ10ヵ所
テープ補強（白）
補強ロープ入り

高さ（H）

折返し
テープ補強（白）
　

折返し
テープ補強（白）
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