ＷＳ２

Ｍ３６

＃３３

ステンレスと木調を組み合わせた屋内向けタイプ。

丸みをもったやさしいデザインの傘立て。

スチール製のシンプルな傘立て。

●レインスタンドＷＳ１
サイズ：間口500ｘ奥行238ｘ高さ510mm
収納本数：12本 材質：ステンレス・集成材他
￥67,520／台（税込） ￥62,500／台（税抜）

●レインスタンドＭ２４
サイズ：間口655ｘ奥行325ｘ高さ500mm
収納本数：24本 材質：スチール他
￥36,720／台（税込） ￥34,000／台（税抜）

●レインスタンドＸ＃２４
サイズ：間口625ｘ奥行265ｘ高さ510mm
収納本数：24本 材質：スチール他
￥25,488／台（税込） ￥23,600／台（税抜）

●レインスタンドＷＳ２
サイズ：間口684ｘ奥行280ｘ高さ510mm
収納本数：24本 材質：ステンレス・集成材他
￥83,700／台（税込） ￥77,500／台（税抜）

●レインスタンドＭ３６
サイズ：間口945ｘ奥行325ｘ高さ500mm
収納本数：36本 材質：スチール他
￥55,080／台（税込） ￥51,000／台（税抜）

●レインスタンドＸ＃３３
サイズ：間口840ｘ奥行265ｘ高さ510mm
収納本数：33本 材質：スチール他
￥28,728／台（税込） ￥26,600／台（税抜）

※お客様組立製品。

※お客様組立製品。

＃４５

３０Ｓ
＃１２Ａ

さまざまな場所で使用可能な汎用型の傘立て。

さまざまな場所で使用可能なステンレス製の傘立て。

本体の折り畳みが可能なの傘立てです。

●レインスタンド＃１５
サイズ：間口320ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：15本 材質：スチール他
￥20,520／台（税込） ￥19,000／台（税抜）

●レインスタンド９Ｓ
サイズ：間口270ｘ奥行300ｘ高さ510mm
収納本数目安：9本 材質：ステンレス他
￥38,448／台（税込） ￥35,600／台（税抜）

●レインスタンド＃１２Ａ
サイズ：間口580ｘ奥行345ｘ高さ557mm
収納本数目安：12本 材質：アルミ他
￥23,220／台（税込） ￥21,500／台（税抜）

●レインスタンド＃３０
サイズ：間口610ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：30本 材質：スチール他
￥28,080／台（税込） ￥26,000／台（税抜）

●レインスタンド１５Ｓ
サイズ：間口485ｘ奥行300ｘ高さ510mm
収納本数目安：15本 材質：ステンレス他
￥44,064／台（税込） ￥40,800／台（税抜）

●レインスタンド#１８Ａ
サイズ：間口816ｘ奥行345ｘ高さ557mm
収納本数目安：18本 材質：アルミ他
￥27,432／台（税込） ￥25,400／台（税抜）

●レインスタンド＃４５
サイズ：間口900ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：45本 材質：スチール他
￥34,560／台（税込） ￥32,000／台（税抜）

●レインスタンド３０Ｓ
サイズ：間口920ｘ奥行300ｘ高さ510mm
収納本数目安：30本 材質：ステンレス他
￥52,920／台（税込） ￥49,000／台（税抜）

※お客様組立製品。

※お客様組立製品。

Ｐ１８

フレームにアルミを使用した落ち着いたデザイン

本体の折り畳みが可能な傘立てです。（受注生産品）

アルミ製の落ち着いたデザインの傘立てです。

●レインスタンド＃１８
サイズ：間口515ｘ奥行250ｘ高さ460mm
収納本数目安：18本 材質：スチール他
￥24,300／台（税込） ￥22,500／台（税抜）

●アルミＵＭＢＲＥＬＬＡ ＳＴＡＮＤ
サイズ：上直径227ｘ高さ450mm
材質：アルミニウム他
￥11,880／台（税込） ￥11,000／台（税抜）

●アルミレインスタンドＰ９
サイズ：間口300ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：9本 材質：アルミ他
￥45,360／台（税込） ￥42,000／台（税抜）
●アルミレインスタンドＰ１８
サイズ：間口560ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：18本 材質：アルミ他
￥58,536／台（税込） ￥54,200／台（税抜）
●アルミレインスタンドＰ２７
サイズ：間口820ｘ奥行300ｘ高さ500mm
収納本数目安：27本 材質：アルミ他
￥70,848／台（税込） ￥65,600／台（税抜）

ＸＤ－６０
ＸＤ－４５

Ｋ－６０Ｄ

ＰＣ－４４Ｄ

ダイヤルキー付きの傘立てです。

ダイヤルキー付きの傘立てです。

ダイヤルキー付きの折り畳み傘立て。

タグキータイプの折り畳み傘立てです。

●レインスタンドＫ－３３Ｄ
サイズ：間口1255ｘ奥行365ｘ高さ918mm
収納本数目安：33本 材質：スチール他

●レインスタンドＰＣ－３３Ｄ
サイズ：間口1325ｘ奥行400ｘ高さ940mm
収納本数目安：33本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸＤ－３３
サイズ：間口1295ｘ奥行365ｘ高さ870mm
収納本数目安：33本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸ－２０
サイズ：間口880ｘ奥行273ｘ高さ885mm
収納本数目安：20本 材質：スチール他

●レインスタンドＫ－４４Ｄ
サイズ：間口1255ｘ奥行485ｘ高さ958mm
収納本数目安：44本 材質：スチール他

●レインスタンドＰＣ－４４Ｄ
サイズ：間口1235ｘ奥行520ｘ高さ980mm
収納本数目安：44本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸＤ－４４
サイズ：間口1295ｘ奥行530ｘ高さ855mm
収納本数目安：44本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸ－３０
サイズ：間口1280ｘ奥行273ｘ高さ885mm
収納本数目安：30本 材質：スチール他

●レインスタンドＫ－６０Ｄ
サイズ：間口1660ｘ奥行485ｘ高さ958mm
収納本数目安：60本 材質：スチール他

●レインスタンドＰＣ－６０Ｄ
サイズ：間口1645ｘ奥行520ｘ高さ980mm
収納本数目安：60本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸＤ－６０
サイズ：間口1695ｘ奥行530ｘ高さ855mm
収納本数目安：60本 材質：スチール他

●鍵付き折り畳み式傘立てＸ－４５
サイズ：間口1295ｘ奥行365ｘ高さ860mm
収納本数目安：45本 材質：スチール他
●鍵付き折り畳み式傘立てＸ－６０
サイズ：間口1295ｘ奥行530ｘ高さ855mm
収納本数目安：60本 材質：スチール他

自動収納が可能なシンプルな傘袋スタンドです。

自動収納が可能な傘袋スタンドです。

スリムな形状の傘袋スタンドです。

●かさっぱ
サイズ：間口275ｘ奥行365ｘ高さ795mm
袋収納可能目安：1200枚 材質：スチール他
・￥63,720／台（税込）・￥59,000／台（税抜）

●傘美人
サイズ：間口320ｘ奥行320ｘ高さ815mm
袋収納可能目安：500枚 材質：スチール他
￥84,240／台（税込） ￥78,000／台（税抜）

●傘袋スタンドＡ
サイズ：間口307ｘ奥行310ｘ高さ1100mm
材質：スチール他
￥12,960／台（税込） ￥12,000／台（税抜）

※傘袋1200枚付

※傘袋・アルミDUST BOXは別途になります。

※傘袋は別途になります。
●傘美人専用スペア袋（4000枚入り）
￥37,800／台（税込） ￥35,000／台（税抜）

●傘袋スタンド専用スペア袋（2000枚入り）
￥17,280／台（税込） ￥16,000／台（税抜）
●アルミＤＵＳＴ ＢＯＸ
￥8,856／台（税込） ￥8,200／台（税抜）

かさっぱと組合せしやすい傘袋回収器です。

通常時屑入としても使用可能な傘袋スタンドです。

●かさっぱ ふくろポイ
サイズ：間口426ｘ奥行365ｘ高さ770mm
材質：スチール他
・￥38,880／台（税込）・￥36,000／台（税抜）

●傘袋スタンド
サイズ：間口770ｘ奥行400ｘ高さ1050mm（最大時）
袋収納可能目安：400枚 材質：ステンレス他
￥145,800／台（税込） ￥135,000／台（税抜）
※傘袋は別途になります。
●傘袋スタンド専用スペア袋（2000枚入り）
￥8,856／台（税込） ￥8,200／台（税抜）
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□ 本部

〒550-0014 大阪市西区北堀江１−６−７
□ 特販 □ 総務 □ 経理 □ 調達 □ 営業推進

TEL 06-6534-1201㈹

□ 京都工場

〒601-8203

京都市南区久世築山町３８０−２

TEL 075-934-6661㈹

□ 東京営業所

〒120-0022

東京都足立区柳原２−５４−１２

TEL 03-3870-4715㈹

□ 名古屋営業所

〒462-0047

名古屋市北区金城町３−２６−１

TEL 052-911-4306㈹

〒550-0014 大阪市西区北堀江１−６−７
□ 大阪営業所
□ 札幌 □ 仙台 □ 京都 □ 広島 □ 福岡 各地区駐在

TEL 06-6531-7571㈹

樹脂製品の性質上、サイズ表示に多少の寸法変化が起こりますのでご了承ください。商品の色は印刷物の為、実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。 2015.12

