
当社常備色として下記カラーを用意しております。
※ 基本仕様は無塗装です。●カラーバリエーション

ブラウン ステイン着色メープル ステイン着色  クリアー

サンプル以外の色も特注にて
対応いたします。

※カタログと実際の製品の色彩
と多少異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

※写真はオプションパーツの
メッシュパネル　H30（55771）使用イメージ。

●大型什器・備品運賃表〈１台当り〉 （税別）

エリア
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関東・甲信越・
北陸・近畿

中国・四国

東北・九州

北海道
沖縄

都道府県
愛知･岐阜･三重

東京･神奈川･千葉･埼玉･茨城･
栃木･群馬･山梨･静岡･長野･
新潟･富山･石川･福井･滋賀･
京都･大阪･奈良･和歌山･兵庫

鳥取･岡山･島根･広島･山口･
香川･徳島･愛媛･高知

福島･宮城･山形･岩手･秋田･
青森･大分･福岡･宮崎･熊本･
佐賀･長崎･鹿児島

北海道

沖縄本島

※離島または海外など該当外は別途ご相談 （単位　円）

運賃 運賃

通常の運賃のご請求とは別に、この運賃マークが付いている大型商品は、
別途運賃をご請求させていただきます。
左表「大型什器・備品運賃表（税別）」をご確認ください。
表内の金額がご請求額となります。

商品の出荷におおむね２～４週間かかります。ご確認ください。

屋内以外の場所では設置をさけてください。

組立てに簡単な工具が必要な組立仕様です。

ネジ・ビスは使わない、はめ込み式のノックダウン構造。

受注
見積

ノック

屋内
組立

運賃
運賃

商品単価は別途見積りとなりますので、お問い合わせください。

マ
ー
ク
の
見
方

ミニ四脚棚
13（43194）　6,000円
約45×16×H45cm
  

箱型ディスプレイ台（1個）
12（44050）　　6,500円
約43×30×H30cm
  

果実箱型小物入れ
08（44054）　イ　8,000円
約65×35×H16cm
  09（44053）　ロ　7,500円
約53×30×H16cm
  

10（44052）　ハ　5,500円
約43×25×H11cm
  11（44051）　ニ　7,500円
約43×35×H16cm
  

傾斜型ミニ飾り棚
14（43188）　      6,500円
約45×36×H50cm/棚奥行約12cm

  

ミニ衣桁型飾り台
15（43192）　      6,200円
約50×22×H45cm

  

傾斜型ミニ飾り棚　スタンド型
16（43189）　      　　7,800円
約45×36×H50cm

  

飾り棚 3段小物入れ付
02（43172）　45,000円　約90×30×H135cm
  

ノック
飾り棚 3段
01（43173）　44,000円　約120×30×H120cm
  

ノック

枠組み風背板付什器（棚3段）
03（43262）　90,000円　約90×45×H180cm
  

運賃組立

※棚の角度が変えられます。

りんご箱型小物入れ

07（43184）キャスターなし 7,500円
約60×30.5×H30cm
  

06（43183）キャスター付　 9,000円
約60×30.5×H34.5cm 　※キャスター（φ3cm）
  

小上がり風展示台

05（43220）小　         　　56,000円
約90×90×H45cm
  

04（43171）　　         　　85,000円
約180×90×H45cm
  

※ストッカー別売

運賃

搬入・設置費を別途ご請求いたします。搬入

04
05

0607

08

09

10

11

12

13 14 15 16

03

0201

岐阜県産 東濃桧でつくった合板を使用したシリーズです。
木の風合いや小口の美しさをそのまま生かして、
什器やディスプレイ備品をつくりました。

　
■ナチュラルな雰囲気のお店づくり、食品・雑貨などの展示に最適です！
　合板にすることで生まれた小口の積層や、節・木目など、
　素材そのままの風合いを最大限に生かしたシリーズです。
■お店や商品に最適なサイズや陳列方法を選べる
　多彩なラインナップをご用意しました。
■什器の柱の部分は、東濃桧間伐材の無垢材を使用しています。

　

＊天然素材のため、色や木目にばらつきがございます。

芯材まですべて
東濃桧を使用しています。

■ 年輪の幅が均等で、木目が美しい。
■ “つや” があり、時がたつにつれ光沢が増す。
■ 美しいピンク色。
■ 木の香りが良い。
■ “ねばり”が強く、優れた強度を持っている。
■ 真円、通直で、製品生産時のくるいが少ない。

東濃桧の特徴

ひのき

桧プライウッドシリーズ

東濃桧の
合板使用

HINOKI
 Plywood

＊ 表示は平成25年6月現在のものです。
　予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。
＊ 上記価格は税抜き価格です。
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バーレル6個使用時イメージ

HP バーレル単品 （無塗装）
05（55787）大　    　　 　 9,200円
約60×47×H23.5cm   
内寸約55.2×45×H22.3cm

バーレルやBOX、棚板は
角度が替えられます。
（水平と斜め）

運賃

HP 多目的ワゴン用　天板（フラット）
03（55774）　    　　　　　3,800円
約89.8×69.8×t1.2cm
（約89.8×34.9×t1.2cm/2枚）   

オプションパーツ

付属の傾斜用サン木を使用すれば、
天板に傾斜をつけられます。

棚板、天板は裏返して、使用することもできます。
商品のこぼれ止めに。

板を交差させた脚に
天板をのせるだけ
板を交差させた脚に
天板をのせるだけ

組立簡単！

運賃

※写真はクリアー ※写真はメープル

HP 多目的ワゴン （無塗装）
01（55770）　    　　　 89,000円
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立 運賃 屋内受注
HP 多目的ワゴン （ブラウン）
02（55775）　    　　　　　　　　　　 105,000円
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立
運賃 屋内
受注

HP テーブル什器 角
（無塗装）
07（55760）　    　18,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット
   

受注
HP テーブル什器 丸 （無塗装）
08（55764）　    　　　　　 18,800円
大：約φ85×H50cm
小：約φ44.5×H30cm　セット
   
HP テーブル什器 丸 （クリアー）
09（55765）　    　　　　　 27,500円
大：約φ85×H50cm
小：約φ44.5×H30cm　セット
   

受注

受注

HP テーブル什器 角 棚板付 （無塗装）
10（55762）　    　　　       　　　　19,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット
   
HP テーブル什器 角 棚板付 （メープル）
11（55763）　    　　　　   　　　　 28,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット
   

受注

受注

HP BOX什器 片面 H120 （無塗装）
01（55782）　    　　　　 　　41,000円
約66×45×H119cm   
※BOX（小）：内寸約55.2×27.5×H22.3（9）cm/1個
　BOX（大）：内寸約55.2×42.7×H22.3（9）cm/2個 付
※キャスター付

組立 運賃受注
HP バーレル什器 片面 H120 （無塗装）
02（55780）　    　　　　        52,000円
約66×54×H119cm   
※バーレル：内寸約55.2×45×H22.3cm/3個 付
※キャスター付

組立 運賃受注

HP BOX什器 両面 H120 （無塗装）
03（55783）　    　　　　 　　53,000円
約66×60×H119cm   
※BOX（小）：内寸約55.2×27.5×H22.3（9）cm/6個 付
※キャスター付

組立 運賃受注
HP バーレル什器 両面 H120 （無塗装）
04（55781）　    　　　　       73,000円
約66×92×H119cm   
※バーレル：内寸約55.2×45×H22.3cm/5個 付
※キャスター付

組立 運賃受注

HP BOX什器 片面 H180 （無塗装）
06（55785）　    　　　　        51,000円
約66×50×H174.5cm   
※棚板：内寸約60×33.7cm/1枚
　BOX（小）：内寸約55.2×27.5×H22.3（9）cm/1個
　BOX（大）：内寸約55.2×42.7×H22.3（9）cm/2個 付
　ステージ：内寸約60×50cm

組立 運賃受注
HP バーレル什器 片面 H180 （無塗装）
07（55784）　    　　　　　    62,000円
約66×54×H174.5cm   
※棚板：内寸約60×33.7cm/1枚
　バーレル：内寸約55.2×45×H22.3cm/3個 付
　ステージ：内寸約60×50cm

組立 運賃受注
HP 棚什器 片面 H180 （無塗装）
08（55786）　    　　　           46,000円
約66×50×H174.5cm   
※棚板：内寸約60×33.7cm/4枚 付
　ステージ：内寸約60×50cm

組立 運賃受注

多目的ワゴン 陳列什器

テーブル什器

受注

メッシュパネル
04（55771）H30
         4,500円
約90×30cm

※取り付けサン木1本付     ※メッシュフック別売 

05（55772）H60
        6,500円
約90×60cm

06（55773）H90
        7,700円
約90×90cm

受注
※仕切りはイメージ

キ
ャ
ス
タ
ー
付

05

07 09 11

ボルトやネジなどを使わず、板を組み合わせてつくったテーブル什器です。
出し入れが簡単で、収納スペースをとらないのが特徴です。

多目的に使える、
車輪がアクセントのワゴン。
移動もスムーズです。

上部はサインスペース
として利用できます

片
　　面

片
　　面

両
　　面

＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。 ＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。

HINOKI
 Plywood

HP ser ies02 HP ser ies 03



HP ５面体DP BOX （無塗装）
01（55810）　40cm　   　4,800円
約40×40×H40cm
   02（55811）　30cm　   　3,000円
約30×30×H30cm
   03（55812）　20cm　   　2,000円
約20×20×H20cm
   04（55813）　15cm　   　1,500円
約15×15×H15cm
   

HP ４面体DP BOX
（無塗装）１個

09（55807）　30cm　
　　　　2,100円
約30×30×H30cm
   

HP アイアンスタンド付BOX （無塗装）
10（55800）　　　   　　　  10,500円
約37×37×H39cm
BOX約35×35×H15cm
/内寸約32.7×32.7×H13.7cm
   

HP ラウンドトレー
13（55803）　　メープルクリア仕上げ　2,500円
約φ22（φ20）×H2.4cm
   14（55804）　　無塗装　   　　　  2,000円
約φ22（φ20）×H2.4cm
   

HP すのこ
11（55801）　メープルクリア仕上げ　　4,600円
約38.5×30×H3cm
   

※サイズ表記は縦目使用時です。
   

12（55802）　無塗装　　   　　　 3,900円
約38.5×30×H3cm
   

HP 変形４面体DP BOX
●小　約30×30×H37.5cm
●中　約60×30×H37.5cm
●大　約90×30×H37.5cm
  

HP 持ち手付き　木箱
●深　約40×35×H30cm
●浅　約40×35×H20cm
  

HP 楕円プレート
●薄型　　約40×27×ｔ1.2cm
●厚型　　約40×27×ｔ2.4cm
●底板付　約40×27×ｔ2.4cm

HPトレイ
●小　　約27×36.5×H6cm
              （内高H3.2cm)

  

HP ラウンドプレート
●薄型　　約φ25×ｔ1.2cm
  

●厚型　　約φ25×ｔ2.4cm
  

●大　　約31×42×H6cm
             （内高H3.4cm)
  

HP ラウンドリング
　約φ25×H6cm
  

●底板付　　約φ25×H6cm
  

裏面使用

マグネット付

HP 木枠
●大　　約31×42×H6cm
  

HP 傾斜型　スリット入りBOX
約45×45×H20（15）cm

  

HP バーレル単品 （無塗装）
05（55787）　大　   　　　 　9,200円
約60×47×H23.5cm/内寸約55.2×45×H22.3cm
   06（55788）　小　   　　　 　6,950円
約40×30×H15cm/内寸約35.2×27.5×H13.6cm
   
HP バーレル用スタンド （無塗装）
07（55805）　大用　   　　　 4,700円
約58×44×H20cm
   08（55806）　小用　   　　　 2,400円
約37×27×H10cm
   ※簡単に分解できるので、収納にも便利です。

※写真は（55807）３個使用

アイアン傾斜３段ディスプレイベース
15（25941）　　　   　　　 　　   13,000円
約30×34×H41cm
   ※リング内径約φ20cm　※ベースのみ
※写真は（55803）を３個使用

積重

１面はOPENで、箱としても利用でき、
伏せて使用すればキューブに見える
不思議なBOX

ひと際目をひく、樽型のBOX。
専用のスタンドをご用意しました。
商品を入れるだけでなく、
立てることでディスプレイ台としても

自由に積んで
簡単にオリジナル棚の
できあがり

合板の特徴を生かし
積層がアクセント
になったすのこ

本やA4サイズの書類などが
立てて置けるサイズです。

中身が見やすい木箱

　木枠を重ねて、
　深さを調節できるトレイ
　マグネット付でしっかりと
　枠を固定します

組み合わせて・重ねて
高さの演出が出来るプレート＆リング

＜横目使用＞

＜縦目使用＞

HP材（桧プライウッド材）　特注制作例

特注作成イメージ

■HP材は 180×90cm が最大寸法と
なります。厚みは 1.2cmがもっとも薄く、
重ねることで、ボリュームのある厚みを
つくることができます。

＊このページの掲載品は、制作例です。
　お客様オリジナルのサイズ・形状で、
　ローコストにて作成いたします。（記載サイズは参考例）
　価格はロット等により変動しますのでお問い合わせください。
　仕上げや細工など、細かい部分まで丁寧に仕上げてまいります。
　お気軽にご相談ください。

ワインや土物、果物、
野菜の陳列にも

HP材（桧プライウッド材）　特注制作例

受注 見積

ディスプレイ備品

ひっくり返せば箱としても使用
できます。
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天然木のナチュラルな風合い、やわらかな色合いが
商品をより魅力的に演出するディスプレイ備品。

HINOKI
 Plywood

＊ 上記価格は税抜き価格です。HP ser ies04 HP ser ies 05



※町屋はうすは組立費が別途必要となります。
※屋内用です。

傾斜型3段棚　角カゴ付
14（43234）　28,000円
約50×40×H90cm
篭サイズ：大 約49×35×H10cm/
中 約44×31×H9cm /小 約40×27×H7cm
  

傾斜型3段棚
15（43235）　24,000円
約25×40×H90cm
  

大入用水ディスプレイセット
09（43228）　    288,000円
約82.5×60×H145cm   

運賃受注

ディスプレイ手桶
10（43229）　    　23,000円
約φ21×H31cm   

受注

樽型ディスプレイテーブル（天板木製）
04（43225）  　　　 143,000円
約φ60×H70cm

運賃受注

運賃受注
樽ディスプレイ什器（天板なし）
05（43226）  　　　 135,000円
約φ50×H70（内高10）cm

※04の天板なし商品です。

溜ざる什器
11（42160）大　         15,500円
約55×55×H80cm/篭：約φ50・48cm
  12（42161）中　           9,900円
約39.5×39.5×H60cm/篭：約φ36・32cm
  13（42162）小　           6,300円
約33×33×H26cm/篭：約φ30cm
  

和装ウッドコンポ 板張り什器（むかし色） 

21（52670）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
23（52672）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  22（52671）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

24（52673）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  

和装ウッドコンポ 格子組什器（むかし色） 

25（52660）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
27（52662）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  26（52661）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

28（52663）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  

和装ウッドコンポ 板張り什器（無塗装） 

09（52684）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
11（52686）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  10（52685）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

12（52687）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  

和装ウッドコンポ 格子組什器（無塗装） 

13（52674）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
15（52676）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  14（52675）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

16（52677）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  

和装ウッドコンポ 障子組什器（無塗装） 

17（52680）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
19（52682）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  18（52681）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

20（52683）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  

町屋はうす　1.1坪仕様　本体
03（52605）　約237×237×H205cm
  

（52606）駄菓子屋バージョン什器内容
  （43171）小上り風展示台
  

１台
  （43242）ザル什器　平大

  
１台
  （43244）ザル什器　深中

  
１台
  （43245）ザル什器　深小

  
１台
  （43243）ザル什器　深大

  
１台
  （44050）箱型ディスプレイ台

  
１台
  （43195）フック商品スタンド

  
１台
  （43226）樽ディスプレイ什器

  
１台
  （43190）格子組み小物入れ（大）

  
１台
  （43191）格子組み小物入れ（小）

  
１台
  

１台
  

※この商品は大型商品であり、納品設置が
　必要となりますので、運賃は別途見積り
　となります。

和装ウッドコンポ 障子組什器（むかし色） 

29（52664）扉収納仕様
約90×45×H150cm
  

W1200W900
31（52666）扉収納仕様
約120×45×H150cm
  30（52665）ストッカー仕様

約90×45×H150cm
  

32（52667）ストッカー仕様
約120×45×H150cm
  ※障子部分はワーロン紙を使用しております。

※写真は52667※写真は52660※写真は52673

※写真は52683※写真は52674※写真は52684

運賃
受注 見積
組立

運賃受注 見積 組立

●ウッドコンポ　センターメッシュタイプ

01（52464）　W900
約90×48×H156cm
  

両面片面
03（52641）　W900
約90×90×H156cm
  02（52620）　W1200

約120×48×H156cm
  

04（52622）　W1200
約120×90×H156cm
  ●棚板　D33cm×2枚

●キャスター（φ5cm）
 　〈内２ケはストッパー付〉

●棚板　D33cm×4枚
●キャスター（φ5cm）
 　〈内２ケはストッパー付〉

●ウッドコンポ　センターパネルタイプ

05（52465）　W900
約90×48×H156cm
  

両面片面
07（52623）　W900
約90×90×H156cm
  06（52466）　W1200

約120×48×H156cm
  

08（52624）　W1200
約120×90×H156cm
  ●棚板　D33cm×2枚

●キャスター（φ5cm）
 　〈内２ケはストッパー付〉

●棚板　D33cm×4枚
●キャスター（φ5cm）
 　〈内２ケはストッパー付〉

無塗装（基本仕様） クリアー

ブラウン ステイン塗装メープル ステイン塗装

町屋はうす　コーナー展開用
0.8坪仕様　本体
01（52603）　約332×118×H205cm
  

（52604）物産店バージョン什器内容
  （43220）小上り風展示台（小）
  

１台
  （43226）樽ディスプレイ什器

  
１台
  （44051）果物箱型小物入れ

  
１台
  （43262）枠組み風背板付什器

  
１台
  （43245）ザル什器　深型（小）

  
１台
  （43244）ザル什器　深型（中）

  
１台
  （43218）ミニ階段箪笥両引

  
１台
  （43261）釜蓋型飾り棚

  
１台
  

※この商品は大型商品であり、納品設置が
　必要となりますので、運賃は別途見積り
　となります。

搬入受注 見積

搬入受注 見積

町屋はうす　1.6坪仕様　本体
02（52607）　約332×237×H255cm
  

（52608）お茶屋バージョン什器内容
  （43171）小上り風展示台
  

１台
  （43196）ミニはしご什器

  
１台
  （43172）飾り棚3段小物入れ付

  
１台
  （43174）むかしの縁台

  
１台
  （43189）傾斜型ミニ飾り棚（スタンド型）

  
１台
  （43185）格子飾り立て

  
１台
  （43190）格子組み小物入れ（大） １台
  

※この商品は大型商品であり、納品設置が
　必要となりますので、運賃は別途見積り
　となります。

搬入受注 見積

町屋はうす

■昔懐かしい古民家をイメージした、
　素朴で温かみのある色合いが特徴の
　シリーズです。（無垢材使用）

※什器は別売です。

※什器は別売です。 ※什器は別売です。

和装
TYPE

※ストッカーはキャスター付

木製システム什器・ウッドコンポシリーズ

●ウッドコンポは組立式什器です。
●このページに掲載の商品の材質は、
　北欧産の良質なホワイトウッド（パイン/無垢材）です。
●国内生産のため短期間で特注にも応じます。

●ウッドコンポシリーズは当社常備色として下記カラーを
　ご用意しております。（基本仕様は無塗装）

サンプル以外の色も
特注にて対応いたします。

※カタログと実際の色が
多少異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

チャンネルサポート仕様

杉樽 （メープル）中板付
06（42330）４斗樽（72L）　70,000円
約φ58×H56cm/内高約12cm
  07（42331）２斗樽（36L）　48,000円
約φ47×H46cm/内高約11.5cm
  08（42332）１斗樽（18L）　33,500円
約φ39×H34cm/内高約9.5cm
  

受注

01

02
03

09

10

04

06

07

08

11

12

13

14

15

運賃運賃 ＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。運賃 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。06 07
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