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プラザクリエイト について
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事業内容

写真・プリント関連、モバイル関連 等、製造から販売まで 
    様々な領域で事業を展開。

パレットプラザ 
写真プリントショップ

スタジオパレット  
写真スタジオ SoftBankショップ  

携帯電話・スマートフォン

つくるんです  
ウッドパズル ・ミニチュアハウス 
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新たな価値を 
世の中に提案する 

「  みんなの広場をつくる。」 
株式会社プラザクリエイト
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ニューノーマル時代の 
働き方を提案

プラザクリエイト × Zoom 共同企画製品 
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ニューノーマル時代の課題と 
これからの働き方
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※「オンライン会議の実態調査」調査概要 
調査方法：インターネット調査 調査期間：2020年12月16日~12月18日 
調査対象：オンライン会議を実施したことのあるビジネスパーソン400人(男性336人/女性64人) 現在、発生している問題

9



10

社員が、各自で対処している問題

One-Bo導入で 

働く準備からの解放
・準備の時間や心配を削減し、 
　生産性を向上。 
・働きやすいオフィスをつくり、 
　従業員満足度や採用力を向上。



One-Bo 発表
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2021.01.26 

新製品 One-Bo 発表
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日本経済新聞 他、多数メディアに掲載

Yahooニュース PHILE WEB 「いい感じに、働こう」。プラザクリエイトからリモート時代のパーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo」登場 
https://news.yahoo.co.jp/articles/8148a1f4ad7919ce681f11b6c783ae5aafebe1d5日本経済新聞 プラザクリエイト、オフィス向け個室ボックス　Zoomと

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ272PS0X20C21A1000000/

日経MJ 2021年2月26日

日刊工業新聞 2021年2月4日
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One-Bo 導入企業  
  ご導入いただいた企業様を、一部ご紹介いたします。（順不同）



  One-Bo は、 
  オンライン会議のための個室ボックスです。

一言でいうと
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VISION 

   みんなの広場をつくる。

 
技 
術 
転 
用 他社にはない 

ユニークな 
3つの特徴
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製品の特徴
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スマートガラス

室内のボタン1つでON/OFFを切替可能。

個室感を演出する 
スマートガラス

01

※ 大阪市では、消防の判断により利用不可の場合があります。
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スマートガラス

ラッピング・ドアステッカーでオフィスに 
合ったデザインを実現。アートモデルで 
意味ある空間づくりも可能。

独自デザインで 
理想のOne-Boへ

02
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スマートガラス
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個室ブースに対応したスプリンクラー 
を用いて、消防法にも準拠しています。

設置のための 
工事不要。
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製品詳細
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(※2) (※2)

　　 設置までの日数 
ご依頼から1～2ヶ月を 
目安にお考えください。 

　　 大量発注の場合 
ご依頼から設置完了まで 
3～4.5ヶ月を目安に 
お考えください。 

許可取得の手続きについては、 
プラザクリエイトの 
ワンボ運営チームが責任を持って 
サポートいたします。

許可を得るまでの手順

　　 設置までの日数 
ご依頼から1～2ヶ月を 
目安にお考えください。 

　　 大量発注の場合 
ご依頼から設置完了まで 
3～4.5ヶ月を目安に 
お考えください。 

許可取得の手続きについては、 
プラザクリエイトの 
ワンボ運営チームが責任を持って 
サポートいたします。

許可を得るまでの手順

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。 
※2（）内の数値はスプリンクラーを含めた場合の高さです。

価格については、 
営業担当者までお問い合わせください。

　One-Bo

遮音性について   オンライン会議での自分の声や、周囲の話し声を気にする必要はありません。
（完全遮音ではなく、消防法基準に則り、92db以上のアラームの基準音圧がボックス内では 
   65db以上で聞こえる仕様になっています。）

内部（天井・壁） 

 

外部（天井・壁・板） 

スマートガラス 

本体内部音圧 

スプリンクラー有タイプ：国土交通省認定品  
不燃材料認定品 NM-3951（1）不燃メラミン化粧板 

スプリンクラー無タイプ：メラミン樹脂加工 
パーティクルボード（難燃材仕上げ） 

メラミン樹脂加工パーティクルボード 
（難燃材仕上げ） 

強化ガラス（高分子分散型液晶） 

65db以上（警報音圧基準：92db）

One-Bo 仕様 

(※1)
（F） （F）

設置場所によっては、消防署への設置申請と 
スプリンクラーの取付が必須になります。
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　One-Bo Ciel

内部（天井・壁） 

外部（天井・壁・板） 

スマートガラス

メラミン樹脂加工パーティクルボード 
（難燃材仕上げ） 

メラミン樹脂加工パーティクルボード 
（難燃材仕上げ） 

強化ガラス（高分子分散型液晶）

One-Bo 仕様 

設置工事費 

運賃

ご希望台数により別途お見積もり 

配送地域により別途お見積もり

設置工事費・運賃について 

One-Bo Ciel は天井がない製品のため、 
管轄消防署への設置申請は原則不要です。



　標準装備

24

換気ファンについて  ※ Ciel にはファンは付きません。 
空気を循環させ、室内をクリアに保ちます。もちろん、換気ファンの音が
オンライン会議のMTGのノイズになることはありません。 

スマートガラスについて 
どのタイプでもスマートガラス機能は標準で装備されています。 

製品保証期間について 
納品後1年間となっています。（詳細は保証書に記載しています）

構造：金属フレーム・樹脂7枚羽根（軸流ファン）サイズ：12cm×12cm×2.5cm 
風量：(L) 1.5 / (M) 1.8 / (H) 2.3 M3 （3段階切替） 
電流：(L) 0.13 / (M) 0.2 / (H) 0.27 A　電源：DC 12V/1A

One-Bo 標準装備 スプリンクラー（住宅用下方放出型自動消火装置） 

　スプリンクラー 仕様

総務省消防庁の定めた点検基準に則った定期的（半年に1回）
な点検が必要です。 

既にご契約をされている消防設備のメンテナンス業者等と 
ご協議・調整をお願いいたします。点検には別途費用がかかる
場合がございます（お客様負担）。

※ スプリンクラーは、設置後の取り付け（後付け）ができません。 
※ Ciel にはスプリンクラーは取付できません。

　One-Boの移動

ハンドフォーク等をお持ちであれば 
One-Boの移動も簡単に行えます。 
One-Bo下部のカバーを外すことで 
ご利用いただけます。 
※ 消防署へ設置申請を提出している 
　 場合には、再申請が必要です。
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　オプション

ラッピング 

各種カラーや木目調のデザインをご用意しています。 
AIデータ入稿またはデザイン作成依頼により、オリジナルの 
デザイン制作も可能です。 

※ One-Bo設置納期とは別に1ヶ月程度の制作期間が必要です。

ドアステッカー 

複数台設置時のナンバリングや企業ロゴ等、自由なデザイン 
ステッカーを作成します。 

※ 制作期間は内容により異なりますので、ご相談ください。

1.00 用 ハイチェア モニター取付金具 

内部壁面へモニターの取付金具 
をご用意。（取付作業も実施） 
モニター本体はお客さまにて 
ご準備いただきます。

吸音パネル 

工具不要で取り外し可能。 
One-Bo 室内での反響音が気になる方にプラスオンできる 
おすすめオプションです。

消防申請代行 

One-Bo設置にあたり、 
スプリンクラー必要有無の確認 
と消防署への申請、ビル管理会社 
への申請を代行します。 

現地調査 / 検査立会 

設置場所と搬入経路の調査、 
消防署の署検査時の立ち会いを 
行います。

サイズ 
重量 
材質 

560～780mm（アジャスタ式） 

約6kg 
鉄・プラスチック

　　 設置までの日数 
ご依頼から1～2ヶ月を 
目安にお考えください。 

　　 大量発注の場合 
ご依頼から設置完了まで 
3～4.5ヶ月を目安に 
お考えください。 

許可取得の手続きについては、 
プラザクリエイトの 
ワンボ運営チームが責任を持って 
サポートいたします。

許可を得るまでの手順

光触媒抗菌 

LED等の屋内照明にも反応し、抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚 
・防カビ効果を発揮します。 

専門スタッフがお伺いします。（1台あたり約1時間で完了） 
抗菌効果持続期間は1年間が目安です。



お見積もりの構成について

項目 費用

One-Bo 本体

　 価格については 
　 営業担当者へ 
 　お問い合わせ 
 　ください。

配送費用

設置費用

申請代行 ※ お客様側での実施も可能

オプション

項目

オプション各種 
ラッピング、ドアステッカー 
吸音パネル、光触媒抗菌 
ハイチェア、モニター取付金具 等

その他作業

ご購入後の費用

項目

スプリンクラー交換

その他 修繕

※ スプリンクラーは5年に1回の交換が 
　 必要です。 

※ 製品の保証期間は1年間となっています。
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上記が、ご購入時に必要となる費用です。



DESIGN 
ラッピング オプション 

（オリジナルデザイン入稿可能）



ART  
One-Bo × アート 
（独自ライセンス）



設置にあたって

29



　1. ヒアリングシートご入力 
　　　   指定のヒアリングシートに必要項目の入力をお願いします。 

　2. 正式な見積もり提出 
　　　   プラザクリエイトまたは販売店より、お見積書を提出します。  

　3. ビル管理会社、消防への申請 
　　　   One-Bo設置のための必要な手続きを実施します。（代行可能）　 

　4. 設置日決定 
　　　   調整の上、設置日程を決定します。 

　5. ご納品 
　　　   ご指定のスペースにOne-Boを設置します。

One-Bo (F) 設置の流れ

設置までの日数

ご依頼から1～2ヶ月を 
目安にお考えください。

大量発注の場合

ご依頼から設置完了まで 
3～4ヶ月を目安に 
お考えください。

30

One-Bo (F) One-Bo Ciel



　項目

　実施内容 ヒアリングシート記入 
（天井高、通路の幅 等）

ビル管理会社への連絡、 
設置場所の資料、製品仕様の提出

消防署への連絡、届出・申請、 
設置場所の資料、製品仕様の提出

　備考 ヒアリングシート記入後に正式な 
お見積書が発行されます。

お客様でしか実施できない作業（捺印等）以外は、全て 
プラザクリエイトが実施します。   
※ 代行申請をご利用されない場合は、お客様側での実施となります。

One-Bo (F) 設置にあたっての確認ポイント

31

One-Bo (F) One-Bo Ciel



One-Bo (F) 申請代行について

32

可動式ブースOne-Bo特例申請願出に 
　関する提出書

概要 
 
One-Bo設置のためのビル管理会社および消防署への申請手続きを代行します。 

お客様側で実施いただくこと 

1 ビル管理会社様への事前連絡（お客様 - ビル管理会社） 
　　オフィスの契約者様であるお客様より、「個室ブースのメーカーであるプラザクリエイトまたはプラザクリエイト 
　　の提携先より、連絡があります」とお伝えいただきますようお願いいたします。 
　　（事前の連絡が無い場合、ビル管理会社様が不信に思われます。） 
　　※ プラザクリエイトが申請業務を委託する場合があり、その際は代行業務開始前にお伝えいたします。 

2 図面の用意と設置位置の記入（お客様 - プラザクリエイト） 
　　オフィス図面（天伏図）上にOne-Bo設置場所、One-Boと非常用スピーカーの距離を記載し、書類（PDFデータ） 
　　の送付をお願いします。非常用スピーカーの位置がご不明な場合は、設置場所のみを記入し、ご送付ください。 
　　 
その他、消防およびビル管理会社の指示にもとづく代行が出来ない作業については、お客様にお願いいたします。

注意事項と補足 

※　代行申請開始後、お客様都合による注文のキャンセルは出来ません。 
※　申請が通らなかった場合には、注文はキャンセルいたします。その場合、申請代行の料金は不要です。 
※　消防からの通知書（One-Bo設置の許可が下りたときに出る書類）発行後、通常は消防署からプラザクリエイトに連絡が入り、 
　　プラザクリエイトが受け取ります。受け取った通知書は、投函式のレターパックでお客様にお送りします。

実施手順 

1 「One-Bo 申請代行 情報確認（申請代行依頼）」 
   を提出（ご注文を希望する段階） 
2 ビル管理会社へ連絡 
3 設置位置の記入した図面を提出 
4 手続きを開始

One-Bo (F) One-Bo Ciel



設置ができない 
場所

必要な設備

33

One-Bo (F) One-Bo CielOne-Bo (F) 設置場所について



　1. ヒアリングシートご入力 
　　　   指定のヒアリングシートに必要項目の入力をお願いします。 

　2. 正式な見積もり提出 
　　　   プラザクリエイトまたは販売店より、お見積書を提出します。  

　3. 設置日決定 
　　　   調整の上、設置日程を決定します。 

　4. ご納品 
　　　   ご指定のスペースにOne-Boを設置します。

One-Bo Ciel 設置の流れ

34

設置までの日数

ご依頼から2週間～1ヶ月を 
目安にお考えください。

大量発注の場合

ご依頼から設置完了まで 
3～4ヶ月を目安に 
お考えください。

One-Bo (F) One-Bo Ciel



お客様の声
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株式会社アクセア様 

One-Boはコワーキングスペースに最適。 
もっと多くの場所に設置されるべき。 

One-Boを設置して本当に良かったです。既存のお客様から
のご要望に応えることも出来ましたし、それ以上に、多く
の新規のお客様が増え、継続的にご利用していただいてい
ます。 

また、One-Boは導入も簡単でお店への設置も特別な工事が
なく、すごくスムーズでした。One-Bo設置により、席数数
は若干減ってしまったものの、One-Boを利用するお客様が
多く、日々このような個室ボックスの需要の高さを実感し
ています。 

株式会社GMOブライツコンサルティング 様 

オンライン会議の環境が整い、現在は 
常に誰かがOne-Boを使用している状態 

完全防音ではないとのことで心配していた遮音性です
が、オンライン会議をするにあたっての防音性能は十分
だと感じました。集中できる環境はしっかり整います。
ボックス内は白一色なので映像に写る背景にも清潔感が
あります。 

One-Boを設置してからしばらく経ちましたが、現在は
どの時間帯でも常に誰かが使用している状況です。会議
室不足の問題は解消され、オンライン会議スペース確保
のためのスケジュール調整をしなくてよくなったことも
あり、「オフィス内のスペースを効率よく活用できてい
る」と社員にも好評です。

武藤工業株式会社 様 

会議やMTGの質がかなり上がるので、 
費用対効果はとても良い。 

個人の消費者感覚ですと50万~60万と言われたら、値段と
しては高いなと思いますが、 オフィスに設置されることに
よってもたらされる利益のことを考えると、決してすごく 
高いとは思いません。企業や組織という視点で考えると、
会議やMTGの質がかなり上がる ので、むしろ安いほうかな
と私は思います。 

また、オンライン会議を実施するための個室ミーティング
ボックスは他社製品でもいくつかありますが、One-Boは 
その中でも圧倒的に低価格ですし、必要な機能はしっかり
揃っていると感じています。費用対効果という点で考える
と、とても良いものではないかと思いますね。

36※ 利用インタビューより一部抜粋しています。全文はこちら（https://www.one-bo.com/user/）

https://www.one-bo.com/user/


One-Bo ショールーム
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TOKYO 〒104-6027  
東京都中央区晴海一丁目8番10号 
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＸ棟 27階 
Google Map 
https://goo.gl/maps/52bvPmwe4ezAPW8x8

プラザクリエイト 本社オフィス 
※ 事前にご予約をお願いいたします。

※ 勝どき駅（大江戸線）より徒歩約8分

38

https://goo.gl/maps/52bvPmwe4ezAPW8x8


〒541－0041 
大阪府大阪市中央区北浜一丁目３番１４号 
リバーポイント北浜 1階 
Google Map 
https://goo.gl/maps/QE21d8hpbDa4cApW8

※ 北浜駅（京阪/堺筋線）より徒歩約2分
OSAKA
NEW WORK PLAZA「One-Labo」 
※ 事前にご予約をお願いいたします。

39

https://goo.gl/maps/QE21d8hpbDa4cApW8


お問い合わせは、お電話または 
Webサイトよりお願いいたします。  

株式会社 プラザクリエイト  
0120-008-286  
11:00-18:00  ※ 土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く 

One-Bo 
Webサイト 
https://www.one-bo.com

40


