K

ȵɋɂ

id’s

ᄏᥴᄏⲊǛᏱǦǞǹȚȵɋɂȿɲʀɂ⾰
⾰
Ǚᐯǽ୕ǞⶲǤǺ▚╹ǤțǮہẐ῭ོמǽȪȬɎɨǶǨƹ

Ƭピペブプ

Ƭピペブヘ

ȵɋɂɗɻȴʀɤɋȷɁビヴࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂɗɻȴʀɘɁȹɋɐヒヴࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒプパパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇプレㄈ
լǦԑ⿉ビプパjピベペjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjフヘパjペピブ
ԑᶱȽȬɂ⿉フブブjフピブjフブブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペブプヒビ
ヘ⾷ヒパブビブフ⾸

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒブパパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇプレㄈ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベビパjフビパjペブブ
ԑᶱȽȬɂ⿉フパブjピペブjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヸ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペブヘヒヒ
ヘ⾷ピパパビフブ⾸

Ƭピペブベ

Ƭピペブペ

ȵɋɂɗɻȴʀɘɁȹɋɐビヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂɗɻȴʀɘɁȹɋɐフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjヒビブパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇベフㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇヒパレㄈ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒヒビブjプペパjフヘベ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘブjピプブjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヸバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペブベヒパ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjヒブフブ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇベフㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇヒパレㄈ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパパjフヘブjペフブ
ԑᶱȽȬɂ⿉プベピjフプパjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヸバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペブペヒペ
ヘ⾷ペパパピプパ⾸

ヘ⾷ピブビペベフ⾸
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ƪৃ⒅ǛẇフパㄎǹǽǶ͙ǽૐԃǷ˔ȈǵȑɁɋȵɲΈǠȍǨƹ

ざ ȵ゜ɂ
Kid’s

Ƭピベヘビ

Ƭピペヘペ

Ƭピヘピヘ

ȵɋɂɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂȵɭʀɞɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒパビブ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒパブベjブピペjフベプ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブビビjピフピjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベヘビパフ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フフパjフパパjヒパピパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjピピビjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブベヘjフピパjペフパ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヘパjフヒビjフブヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペヘペヒピ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フブパjブプパjヒパピパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブペピjブベプjペフピ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヘフjブプヘjフブペ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘピヘヒペ

プ⾷ビブヘブプフ⾸

ベ⾷ビパパヒヘブ⾸

フドベブビプヘヘナ

●おもちゃの整理に、
お子様の手の届く高さです。
ƪྍǦӱțہẐǺƹ

ƪǙȑǰȒǽᄏᥴǺƸǙᐯǽཆǽ୕ǞⶲǤǶǨƹ

押入れ収納に

押入れ収納に

Ƭピベヘピ

Ƭピヘブブ

ȵɋɂɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂɛɋȸɘɁȹɋɐフࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjプペベ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒビヒブjプベヘjフペヒ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘパjピペブjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベヘピパピ

ӱᄋ⿉ヒ
ȽȬɂ⿉ベヘパjブプパjヘビパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペパパjフピパjブプベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘブブパベ
Ʒ
⾷ピパパブパヒベ⾸
プ⾷プブビプヘブ⾸

Ƭピペピフ

Ƭピペピブ

Ƭピペピプ

ȵɋɂɜɋȻɵɘɁȹɋɐャプࢪ

ȵɋɂɜɋȻɵɘɁȹɋɐャブࢪ

ȵɋɂɜɋȻɵɘɁȹɋɐモフࢪ

ӱᄋ⿉ビフ
ȽȬɂ⿉ヒヘフjビヒヒjビフビ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ヒピパjヒベブjプブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘビブjフブブjヘフブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペピフパピ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビフフjビペヘjピピピ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ヒペパjビプブjペパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフブjプヒパjプベブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペピブパビ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ビヘベjピフビjピベヒ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピパブjヒパブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパパjブヘパjヘベパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペピプパヒ

ヘ⾷ブパブフヒヒ⾸

ヘ⾷ヒパブベヒヘ⾸

ヘ⾷ピブビピビプ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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ƪہẐǽᬶય
⾷լǦヒХǑǮș⾸⿉
ƷヺȿɫɌプ 」 ベኣƸɐɴʀɒʀ フ 」 プኣ

ƪۄǲཆǛ͛ǓǵƸǜլǦȓǨǓɘɁȹɋɐ⾰
ƪ᳒Ȏ⦔Ǽヰレ⾰

ざ ȵ゜ɂ
Kid’s
ャ

ヺ

Ƭペビフフ
ȳɱɝɳɜɋȻɵɘɁȹɋɐモフ

Ƭピペププ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ビヘベjピフビjピベヒ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピパブjヒパブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパパjブヘパjヘベパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペビフフヒプƸンバフペパプヒピヘペビフフビピ
ヺバフペパプヒピヘペビフフピパ
フ⾷ヘブビピビブ⾸

Ƭピペヘベ

ȵɋɂヹュɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȵɋɂɷȬɑہẐȹʀɁピᔲȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフビパjプヘパ
լǦԑ⿉ビフブjピブヘjヒヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパベjフヘベjベペベ
ԑᶱȽȬɂ⿉フプパjピフパjフピプ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉プビブjフヒパjヘピパ
լǦԑ⿉ブビパjピブパjヒヘブ
፧غȽȬɂ⿉ベピブjプピパjプペブ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペププヒペ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペヘベヒフ
ヘ⾷ヘブヘヒヘヘ⾸

ピ⾷ベパブペピヘ⾸

Ƭピヘプヒ

Ƭピヘプビ

ȿɁɎɨɤɋȷɁヒࢪȵɫɁɇʀ͛

ȿɁɎɨɤɋȷɁビࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ペ
ȽȬɂ⿉ピブブjビピベjピプパ
ሱԑ⿉ビペパjヒヘブjビブヘ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘブパjピヘベjペピパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヸɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ チ バフペパプヒピヘピヘプヒビピ
ンチ バフペパプヒピヘピヘプヒピパ
ヸチバフペパプヒピヘピヘプヒブフ
ヺチ バフペパプヒピヘピヘプヒフヘ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉フヘビjピブパjピプパ
ሱԑ⿉フヒパjビペパjビブヘ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘピブjブパパjペピパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヸɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ チ バフペパプヒピヘピヘプビビビ
ンチ バフペパプヒピヘピヘプビピペ
ヸチバフペパプヒピヘピヘプビブピ
ヺチ バフペパプヒピヘピヘプビフプ
フ⾷ピパパヘヒヘ⾸

チ

Ƭペパヘプチ

ヸ

ン

ヺ

フ⾷ピパパブビヘ⾸

チ

ヺ

Ƭペパヘヘチ

ャ

ヺ

Ƭペパヘペチ

ャ

ャ

ン

ン

Ƭペパベパチ

ン

ヺ

ȵɋɂɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ビヮࢪ

ȵɋɂɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ピヮࢪ

ȵɋɂɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ロロࢪ

ȵɋɂɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ピロࢪ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ピペパjブピパjビピパ
լǦԑ⿉ピビブjフブブjヒベヘ
፧غȽȬɂ⿉ヘペパjブフパjヘパパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペパヘプヒヘƸンバフペパプヒピヘペパヘプビフ
ヺバフペパプヒピヘペパヘプピヒ
フ⾷ペブヘヘビフ⾸

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ピペパjブピパjピパパ
լǦԑ⿉ピビブjフブブjビブブ
፧غȽȬɂ⿉ヘペパjブフパjペヒパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペパヘヘヒプƸンバフペパプヒピヘペパヘヘビピ
ヺバフペパプヒピヘペパヘヘピパ
フ⾷ピブビピピパ⾸

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjビピパ
լǦԑ⿉ピビブjプヘブjヒベヘ
፧غȽȬɂ⿉フパパjヘブパjペピパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペパヘペヒフƸンバフペパプヒピヘペパヘペビヒ
ヺバフペパプヒピヘペパヘペピベ
Ʒフ⾷プベベプピブ⾸

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjピパパ
լǦԑ⿉ピビブjプヘブjビブブ
፧غȽȬɂ⿉フパパjヘブパjペヒパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペパベパヒパƸンバフペパプヒピヘペパベパビヘ
ヺバフペパプヒピヘペパベパピフ
Ʒフ⾷ヘブヘフフヒ⾸

Ƭペビピフチ

ン

ヺ

ȵɋɂɇɝɘɁȹɋɐ╦ヒࢪ
ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉プパヘjフビパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベフブjプヒパjププパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

Ƭペビピパチ

ャ

ヨ

ȵɋɂɇɝɘɁȹɋɐ╦ビࢪ
ȳɱʀ⿉ャɿヨɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉チャバフペパプヒピヘペビピフヒペƸヨチバフペパプヒピヘペビピフビプ
ンバフペパプヒピヘペビピフピピƸヺチバフペパプヒピヘペビピフフパ
ピ⾷ベブビピヒプ⾸

ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉プパヘjフビパjピプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベフベjプヒヒjヘブピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャɿヨɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉チャバフペパプヒピヘペビピパヒピƸヨチバフペパプヒピヘペビピパビパ
ンバフペパプヒピヘペビピパピヘƸヺチバフペパプヒピヘペビピパフフ
ピ⾷ベブヘプヒプ⾸
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ƪȳɱɝɳǽǪǽǪগǞȢǷ᳒Ȏ⦔ǼǛ
ǶǨƹ

ƪȳɱɝɳǽǪǽǪତǞȢǷ᳒Ȏ⦔ǼǛ
ǶǨƹ

ƪ྾ǰ⣌ȂǛᆂǹɗɻɑɳ͛⾰
ƪɝɇȑǦǲǚșɵɋȷǶǜǵƸɴɀɫʀᵱ
ǶȑયൺہẐチヂヂ

チ
Ƭペビフビチ

チ
Ƭペビフピチ

ざ ȵ゜ɂ
Kid’s

ƪ྾ǰ⣌ȂǛᆂǹɗɻɑɳ͛⾰
ƪɝɇȑǦǲǚșɵɋȷǶǜǵƸɴɀɫʀᵱ
ǶȑયൺہẐチヂヂ

チ
Ƭピブパパ

ン

ヺ

チ
Ƭピブパヒ

ャ

ヺ

ȳɱɝɳǽǪǽǪତǞȢ

ȳɱɝɳǽǪǽǪগǞȢ

ӱᄋ⿉ビフ
ȽȬɂ⿉ビヘブjピブベjヒヒヒ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフパjブプブjプピパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピブパパヒヘ
ンバフペパプヒピヘピブパパビフ
ヺバフペパプヒピヘピブパパピヒ
プ⾷ピパブプヘ⾸

ӱᄋ⿉ヒベ
ȽȬɂ⿉ビヘブjピブベjビヒパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベブパjフピパjヘピパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピブパヒヒプ
ンバフペパプヒピヘピブパヒビピ
ヺバフペパプヒピヘピブパヒピパ
プ⾷プパパペベ⾸

ƪⳒࠔⲲǽᄏᥴЄᶩǺƹ
ƪピブパ㎖ᾫⳟᄦǽЄᶩǺƹ

積み重ねてもロック付でずれにくい!!

ン

ン

ヺ

ャ

ȳɱɝɳɁȵɋɟȻɻɎɒロࢪ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ピベピjビブパjビビパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘペビjブビパjププヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペビフビヒベ
ンバフペパプヒピヘペビフビビブ
ヺバフペパプヒピヘペビフビピビ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉フヘパjピヒヘjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉プフブjフヘブjヒパフパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペビフピヒヘ
ンバフペパプヒピヘペビフピビフ
ヺバフペパプヒピヘペビフピピヒ
フ⾷ヒブビピヒベ⾸

ヺ

Ƭビヒビビ

フ⾷プパパパビビ⾸

ƪɴɐɳɐⳒݨǽᄏᥴǺƹ
ƪピブパ㎖ᾫⳟᄦǽЄᶩǺƹ

チ

ャ

ヺ

Ƭビヒビピ

チ

ャ

ȵɋɉɻہẐɤɋȷɁチヴȽȬɂ

ȵɋɉɻہẐɤɋȷɁチヮȽȬɂ

ȵɋɉɻہẐɤɋȷɁチロȽȬɂ

ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプヒピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘビヒビヒヒヘ
ンバフペパプヒピヘビヒビヒビフ
ヺバフペパプヒピヘビヒビヒピヒチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjビピピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプベヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘビヒビビヒプ
ンバフペパプヒピヘビヒビビビピ
ヺバフペパプヒピヘビヒビビピパチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビペピjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペパヘjブパパjプパベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉⿉チャバフペパプヒピヘビヒビピヒブ
ンバフペパプヒピヘビヒビピビビ
ヺバフペパプヒピヘビヒビピピペチ

フ⾷プパブパヒペ⾸

ƪヤュȓヤュンɩɏȫȪǹǸǽہẐǺƹ

チ

フ⾷ビブヘビヒフ⾸

ƪャプȽȬɂǽȻɧɋȷቊȓᄙಔቊǽᄏᥴǺƹ

ン

チ

ヺ

ャ

チ

ヺ

Ƭピヘパヘチ

Ƭピヘパベ

ɣɛʀہẐɤɋȷɁチヴȽȬɂ

ɣɛʀہẐɤɋȷɁチヮȽȬɂ

ɣɛʀہẐɤɋȷɁチロȽȬɂ

ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプヒピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘパプヒペ
ンバフペパプヒピヘピヘパプビプ
ヺバフペパプヒピヘピヘパプピピチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjビピピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプベヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘパヘヒベ
ンバフペパプヒピヘピヘパヘビブ
ヺバフペパプヒピヘピヘパヘピビチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビペピjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペパヘjブパパjプパベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘパベヒヘ
ンバフペパプヒピヘピヘパベビフ
ヺバフペパプヒピヘピヘパベピヒチ

ƪⰴˁȓˁ᭭ǹǸǽہẐǺ⾰

Ƭピヘヒヘ

チ

フ⾷ペブヘビヒヒ⾸

ƪヵȿɫɌȓ᮲əɻǹǸǽہẐǺ⾰

ン

ヺ

Ƭピヘヒベチ

チ

フ⾷ベブヘビヒパ⾸

ャ

ン

フ⾷ブブヘビヒヒ⾸

ƪヺȿɫɌǽہẐǺɜɋɇɲ⾰

ャ

ヺ

Ƭピヘヒペ

チ

⒘ⲲہẐɤɋȷɁチヴȽȬɂ

⒘ⲲہẐɤɋȷɁチヮȽȬɂ

⒘ⲲہẐɤɋȷɁチロȽȬɂ

ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプヒピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘヒヘヒブ
ンバフペパプヒピヘピヘヒヘビビ
ヺバフペパプヒピヘピヘヒヘピペチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビヒブjフベブjビピピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベペブjブパパjプベヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘヒベヒフ
ンバフペパプヒピヘピヘヒベビヒ
ヺバフペパプヒピヘピヘヒベピベチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビペピjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペパヘjブパパjプパベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘヒペヒピ
ンバフペパプヒピヘピヘヒペビパ
ヺバフペパプヒピヘピヘヒペピヘチ

フ⾷ブパブパヒブ⾸

ン

ƪɛɏȲȓュヷュǽᄏᥴǺƹ
ƪɃɳɛɏȲȹʀɁȑہẐƹ

Ƭピヘパプ

フ⾷フパブパヒブ⾸

ヺ

ȳɱɝɳɁȵɋɟȻɻɎɒヮࢪ

ƪɑɴɋȿɻȸǹǸǽЄᶩǺƹ
ƪブパパ㎖ᾫⳟᄦǽЄᶩǺƹ

チ

Ƭビヒビヒ

Ａ４サイズの書類をたっぷり収納！

フ⾷ペブヘビヒプ⾸

ャ

ン

フ⾷ヒブヘビヒヒ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸

17̲和泉化成̲総合カタログ̲04-13.indd 7

7

2017/06/02 10:46:31

A
H

nimal

Ȫɓɦɳ⾵ɗɋɜʀ

appy

Ƭペピブビワ

Ƭペピブピワ

Ƭペピブプワ

Ƭペピブフワ

ワユヸɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ワユヸɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ワユヸɷȬɑہẐピᔲȵɫɁɇʀ͛

ワユヸɗɻȴʀɤɋȷɁビヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フブパjブプパjヒパピパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブペピjブベプjペフピ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヘフjブプヘjフブペ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピブビヒフ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjプペベ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒビヒブjプベヘjフペヒ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘパjピペブjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピブピヒピ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉プビブjフヒパjヘピパ
լǦԑ⿉ブビパjピブパjヒヘブ
፧غȽȬɂ⿉ベピブjプピパjプペブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピブプヒパ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjヒヒフパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇベフㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇヒパレㄈ
լǦԑ⿉ビプパjピベペjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペペパjプペパjフヘベ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘブjピビパjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピブフヒビ

ベ⾷ペブビプヘヒ⾸

ベ⾷ペブヘヒヘブ⾸
ベ⾷ペブビプヘヒ⾸

ベ⾷ビパブパプピ⾸
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ƪǚǮǴǠǛᏱǦǞǹȚہẐȹʀɁ⾰
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰

ƪピᲷⲲǽǸǕȅǳⲨǛǚȞǓǓہẐȹʀɁƹ
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰
ƪہẐǽᬶય⾷լǦヒХǑǮș⾸⿉ヺȿɫɌプ 」 ベኣƸɐɴʀɒʀ フ 」 プኣ

Ƭピヒブビ
ȪɓɦɳȹʀɁピᔲ

Ƭピヒブヒチ
ȪɓɦɳȹʀɁɿȿɯʀɐ
ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉ピペパjブパパjピビパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブヒブjフパヘjベプヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ざ Ȫɓɦɳ⾵ɗ゜ɜィ
Animal & Happy

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフビパjプヘパ
լǦԑ⿉ビフブjピブヘjヒヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパベjフヘベjベペベ
ԑᶱȽȬɂ⿉フプパjピフパjフピプ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャバワバンバヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヒブビパヘ
フ⾷プベベパフヘ⾸

ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉チャバフペパプヒピヘピヒブヒヒブ
ンバフペパプヒピヘピヒブヒビビ
ヺバフペパプヒピヘピヒブヒピペ
フ⾷ベブヘブヒピ⾸

ƪǚǮǴǠǛᏱǦǞǹȚہẐȹʀɁ⾰
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰

ƪピᲷⲲǽᵔⲨǛǷǵȑǚȞǓǓہẐȹʀɁƹ
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰
ƪہẐǽᬶય⾷լǦヒХǑǮș⾸⿉ヺȿɫɌプ 」 ベኣƸɐɴʀɒʀ フ 」 プኣ

Ƭピパペフ
ɗɋɜʀȹʀɁピᔲ
ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフビパjプヘパ
լǦԑ⿉ビフブjピブヘjヒヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパベjフヘベjベペベ
ԑᶱȽȬɂ⿉フプパjピフパjフピプ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピパペフパフ
ヒ⾷ベベベパフフ⾸

Ƭピパペヒチ
ɗɋɜʀȹʀɁɿȿɯʀɐ
ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉ピペパjブパパjピビパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブヒブjフパヘjベプヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ヨɿヰンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チ ヨチバフペパプヒピヘピパペヒヒフ
ヰンチバフペパプヒピヘピパペヒビヒ
チ ヱチ バフペパプヒピヘピパペヒピベ
パ⾷プブヘブヒヘ⾸

ƪ᳒Ȏ⦔ǼǶǨƹ

ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰

Ƭピパペピチ

Ƭピパペビチ
ɗɋɜʀȹʀɁɿɵɻȸ

ɗɋɜʀȹʀɁɿɧɓ
ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビペピjフベブjヒプピ
ঋᶱȽȬɂ⿉プパパjブヒパjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ヨɿヰンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チ ヨチバフペパプヒピヘピパペピヒビ
ヰンチバフペパプヒピヘピパペピビペ
チ ヱチ バフペパプヒピヘピパペピピプ
パ⾷パパブフヒビ⾸

ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjピビパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフブjフパベjベプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

チ

ȳɱʀ⿉ヨɿヰンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チ ヨチバフペパプヒピヘピパペビヒピ
ヰンチバフペパプヒピヘピパペビビパ
チ ヱチ バフペパプヒピヘピパペビピヘ
パ⾷ブパパペヒヒ⾸

チ

ヱ

ヨ

Ƭペピビビワ

Ƭペピフヘワ

Ƭペピプヒワ

Ƭペピプビワチ

ワユヸɜɋȻɵɘɁȹɋɐャブࢪ

ワユヸɜɋȻɵɘɁȹɋɐモフࢪ

ワユヸɇɝɘɁȹɋɐᘗࢪ

ワユヸɇɝɘɁȹɋɐ ࢪ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ビフフjビペヘjピピピ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ヒペパjビプブjペパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフブjプヒパjプベブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピビビヒピ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ビヘベjピフビjピベヒ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピパブjヒパブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパパjブヘパjヘベパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨバワバヰンバヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペピフヘヒビ
ベ⾷ベブビピビベ⾸

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉プパヘjフビパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベフブjプヒパjププパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ヨ
チ バフペパプヒピヘペピプヒヒビƸヱバフペパプヒピヘペピプヒビペ
ベ⾷フブビピヒヒ⾸

ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉プパヘjフビパjピプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベフベjプヒヒjヘブピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ヨ
チ バフペパプヒピヘペピプビヒヒƸヱバフペパプヒピヘペピプビビベ
ベ⾷ヘブヘプヒブ⾸

ベ⾷パパブベヒベ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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C

hocolat
ȿɯȻɱ

Ƭヘフペビャユ

Ƭヘフペブャユ

ȿɯȻɱɗɻȴʀɤɋȷɁピヴࢪȵɫɁɇʀ͛

ȿɯȻɱɗɻȴʀɘɁȹɋɐビヴࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒベパパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇプレㄈ
լǦԑ⿉ビプパjピベペjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒピパブjブピパjフヘピ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヒブjフビブjフブブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャユ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフペビヒヘ
ヘ⾷ヒパパピプブ⾸

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒベパブ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇプレㄈ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒビプパjブビブjフヘブ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヒパjフヒパjフブブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャユ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフペブヒフ
ヘ⾷ヒブヘヘブペ⾸

Ƭヘフペピャユチ

Ƭヘフペフャユ

ȿɯȻɱɗɻȴʀɤɋȷɁビヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ȿɯȻɱɗɻȴʀɤɋȷɁフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjヒフパパ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇヒパレㄈ
լǦԑ⿉ビプパjピベペjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペペパjプペパjフヘベ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘブjピビパjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャユ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフペピヒプ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjヒブペブ
əȬɟɗɻȴʀⶲǤ⿉ẇヒヒパㄎ
əȬɟɗɻȴʀ‵∜⦔⿉ẇヒパレㄈ
լǦԑ⿉ビプパjピベペjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉プペブjフベブjペブブ
ԑᶱȽȬɂ⿉プベパjフヘパjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸɁɎɻɴɁఫǜəȬɟビビㄎㄎ
ȳɱʀ⿉ャユ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフペフヒブ
ヘ⾷ピパブパプフ⾸

ヘ⾷ブブヘベヘプ⾸
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ざ ȿゟȻɱ
Chocolat

ɡʀɀɭ

ɡʀɀɭ

ɡʀɀɭ

ɞɱȮɻ

ɞɱȮɻ

ɞɱȮɻ

Ƭヘフベヘチ

Ƭヘフベベチ

Ƭヘフベペチ

ȿɯȻɱɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȿɯȻɱɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ȿɯȻɱɷȬɑہẐȹʀɁピᔲȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フブパjブプパjヒパピパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブペピjブベプjペフピ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヘフjブプヘjフブペ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベヘヒブ
ャンバフペパプヒピヘヘフベヘビビ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjプペベ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒビヒブjプベヘjフペヒ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘパjピペブjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベベヒフ
ャンバフペパプヒピヘヘフベベビヒ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉プビブjフヒパjヘピパ
լǦԑ⿉ブビパjピブパjヒヘブ
፧غȽȬɂ⿉ベピブjプピパjプペブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベペヒピ
ャンバフペパプヒピヘヘフベペビパ

ヘ⾷ピブビプヘフ⾸

チ

チ

チ

Ƭヘフベブ

Ƭヘフベプ

ȿɯȻɱɵɻȸہẐȹʀɁビロࢪ

ȿɯȻɱɵɻȸہẐȹʀɁピロࢪ

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjビピパ
լǦԑ⿉ピヒブjプヘパjヒヘパ
፧غȽȬɂ⿉フヒパjヘブブjベペブ
ቦ✤⿉ঙኑɿቊΧɿլǦバヱハヱハƸኩバヱハヴハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベブヒヘ
ャンバフペパプヒピヘヘフベブビフ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjピパパ
լǦԑ⿉ピヒブjプヘパjビフパ
፧غȽȬɂ⿉フヒパjヘブブjベベブ
ቦ✤⿉ঙኑɿቊΧɿլǦバヱハヱハƸኩバヱハヴハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベプヒプ
ャンバフペパプヒピヘヘフベプビピ

ャン

チ

ヘ⾷ペブヘプピパ⾸

ャン

ャン

ヘ⾷ヘブヘヒヘベ⾸
ヘ⾷ブブビプヘプ⾸

ヘ⾷ヒパパビフビ⾸

ャユ

Ƭヘフベヒ

Ƭヘフベビ

ȿɯȻɱɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ビヮࢪ

ȿɯȻɱɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ピヮࢪ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ピペパjブピパjビピパ
լǦԑ⿉ピビブjフブブjヒベヘ
፧غȽȬɂ⿉ヘペパjブフパjヘパパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベヒヒヒ
ャンバフペパプヒピヘヘフベヒビベ
ヘ⾷ヒブヘヘビビ⾸

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ピペパjブピパjピパパ
լǦԑ⿉ピビブjフブブjビブブ
፧غȽȬɂ⿉ヘペパjブフパjペヒパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベビヒパ
ャンバフペパプヒピヘヘフベビビヘ
Ʒヘ⾷ピブビピピフ⾸

チ

ャユ

Ƭヘフベピ

Ƭヘフベフ

ȿɯȻɱɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ビロࢪ

ȿɯȻɱɁɦʀɐɁɐɋȳʀ ピロࢪ

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjビピパ
լǦԑ⿉ピビブjプヘブjヒベヘ
፧غȽȬɂ⿉フパパjヘブパjペピパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘヘフベピヒペ
ャンバフペパプヒピヘヘフベピビプチ
Ʒヘ⾷ブベベプピプ⾸

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピペパjヘフパjピパパ
լǦԑ⿉ピビブjプヘブjビブブ
፧غȽȬɂ⿉フパパjヘブパjペヒパ
ቦ✤⿉チঙኑɿቊΧɿլǦɿȵɫɁɇʀ バヱハヱハ
ኩバヱハヴハƸɁɐɋəʀ バヱハヤハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉チャユバフペパプヒピヘヘフベフヒベ
ャンバフペパプヒピヘヘフベフビブ
Ʒヘ⾷ヘブヘフフベ⾸

チ

ャユ

ƪہẐǽᬶય
⾷լǦヒХǑǮș⾸⿉ヺȿɫɌプ 」 ベኣƸɐɴʀɒʀ フ 」 プኣ

Ƭヘフペパャユ

《積み重ね図》

ȿɯȻɱȮɋɑヹュɱɋȷピࢪ
ȵɫɁɇʀ͛
ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピパjフビパjプヘブ
ঙኑ‵∜⦔⿉ẇブレㄈ
լǦԑ⿉ビフブjピブヘjヒヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘパベjフベベjベペベ
ԑᶱȽȬɂ⿉フヘパjピフパjフピプ
ቦ✤⿉ঙ
チ ኑバكḾəʀɎȫȷɳɤʀɑɿヱハヱハ
ቊΧɿլǦバヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフペパヒペ

インデックスの紙は
挟み込むだけの
簡単出し入れ!!

引出しの飛出しを
防ぐストッパー付

《インデックスの紙サイズ》
ヘ⾷ペブビヘフパ⾸

積み重ねた時の前倒れを
防ぐジョイントパーツ付

分別に便利な
インデックスホルダー付
縦15mm×横46mm

ラクラク引き出せる
キャスター引出し

※スマートストッカー 2Ｍ型、
3Ｍ型に限ります。

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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ざ ȸɱɻȿ゚
Glance

G

ȸɱɻȿȯ

lance

Ƭペベベヘ

Ƭペペピフ

Ƭペパベフ

ȸɱɻȿȯɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȸɱɻȿȯɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷフヸࢪȵɫɁɇʀ͛

ȸɱɻȿȯɛɋȸɘɁȹɋɐフࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フブパjブプパjヒパピパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペブブjブペヒjプヒパ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヘフjフプフjブベブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペベベヘパベチ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ププパjフフブjプペベ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒビヒブjプベヘjフペヒ
ԑᶱȽȬɂ⿉プヘパjピペブjフプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペペピフパブチ

ӱᄋ⿉ヒ
ȽȬɂ⿉ベヘパjブプパjヘビパ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ピピビjフヘパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペパパjフピパjブプベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペパベフパペ

ブ⾷ヘブビプヘペ⾸

プ⾷ブブビプヘプ⾸

⾷ペパパブパヒベ⾸

Ƭペペピピ

Ƭペペパベ

Ƭペペパペ

ȸɱɻȿȯɁɲɨɘɁȹɋɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ȸɱɻȿȯɛɋȸȷɵʀɄɋɐベࢪȵɫɁɇʀ͛

ȸɱɻȿȯɛɋȸȷɵʀɄɋɐヒピࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ピピパjフフパjヒパビブ
ɘɁȹɋɐԑ⿉ビビパjピヘパjビビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒパブベjブピペjフベプ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブビビjピフピjフプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペペピピパプチ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉ヘフパjフパパjフベパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヘピjフピベjペビパ
ԑᶱȽȬɂ⿉ヘブブjフビパjフブパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペペパベパパチ

ӱᄋ⿉ヒ
ȽȬɂ⿉ヘフパjフパパjヘフパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘプブjフビパjヘヒヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンバユャバユヨバユヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペペパペパペチ
プ⾷ヒパブブヒヒフ⾸

プ⾷プブヘピベヒブ⾸

プ⾷プブヘブプピ⾸

引出し内寸

ƛȷɵʀɄɋɐլǦ⾷ତ⾸

ƛȷɵʀɄɋɐլǦ
⾷গ⾸

ȽȬɂ⿉ビパパjピプパjヒパプ
ଓ⛅ަݨホペペパベɿペペパペ

ȽȬɂ⿉ピビピjピプパjヒパプ
ଓ⛅ަݨホペペパベɿペペパペ
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C

ȳɱʀɤɋȷɁہẐ

olor Box

ャン

チ
Ƭヹヤノフプピ

ヱ

ャユ

ɁɇȬɳɤɋȷɁピベロ

ɁɇȬɳɤɋȷɁピベヮ

ӱᄋ⿉ピパ
ȽȬɂ⿉ピベパjビプパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ピペパjビベパjブパパ
ቦ✤⿉˃όళƸẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘプビヒプ
ャンバフペパプヒピヘプヘプビビピ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘプビピパ

ӱᄋ⿉ピパ
ȽȬɂ⿉ピベパjビプパjヒフパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ピペパjピピブjピヒブ
ቦ✤⿉˃όళƸ
ẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘプピヒブ
ャンバフペパプヒピヘプヘプピビビ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘプピピペ
ビ⾷ベブヘブプ⾸

チ
Ƭヹヤノフププ

ャユ

ヱ

チ
Ƭヹヤノフプヘ

ャユ

ャン

チ
Ƭヹヤノフプフ

ャユ

ビ⾷パパブフヘ⾸

チ
Ƭヹヤノフプブ

ャン

ャン

ɝɇ͛ɁɇȬɳɤɋȷɁピベロ

ɝɇ͛ɁɇȬɳɤɋȷɁヒペロ

ɁɇȬɳɤɋȷɁヒペロ

ɁɇȬɳɤɋȷɁヒペヮ

ӱᄋ⿉ビパ
ȽȬɂ⿉ピベパjビプパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ピペパjビベパjフピパ
ቦ✤⿉˃όళƸ
ẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘププヒビ
ャンバフペパプヒピヘプヘププビペ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘププピプ

ӱᄋ⿉フパ
ȽȬɂ⿉ヒペパjビプパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブブパjフパブjピパパ
ቦ✤⿉˃όళƸ
ẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘプヘヒヒ
ャンバフペパプヒピヘプヘプヘビベ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘプヘピブ

ӱᄋ⿉ブパ
ȽȬɂ⿉ヒペパjビプパjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉フヒパjビベブjブヘパ
ቦ✤⿉˃όళƸẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘプフヒフ
ャンバフペパプヒピヘプヘプフビヒ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘプフピベ

ӱᄋ⿉ブパ
ȽȬɂ⿉ヒペパjビプパjヒフパ
ঋᶱȽȬɂ⿉フヒパjピピブjピフパ
ቦ✤⿉˃όళƸ
ẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘプブヒピ
ャンバフペパプヒピヘプヘプブビパ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘプブピヘ

ビ⾷ヒパパヘヘ⾸

ビ⾷ペブヘブヘ⾸

ヱ

ざ ȳɱィɤ゜ȷɁہẐ
ColorBox

チ
Ƭヹヤノフプビ

ビ⾷ヒパパフベ⾸

ヱ

ビ⾷プブビピビ⾸

ƪȳɱʀɤɋȷɁᑥΈǜǽǷǜǺɜɋɇɲ⾰

Ƭヹヤノフヘフ
ɁɇȬɳɤɋȷɁビプチὓࢪ
ƪᑥΈǜǽᆣǶȑπǗȍǨƹ

ӱᄋ⿉ビフ
ȽȬɂ⿉ビプパjビプパjピベパ⾷ビプパ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉フビパjビベパjフピブ
ቦ✤⿉˃όళƸẜ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘヘフヒヒ
ャンバフペパプヒピヘプヘヘフビベ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘヘフピブ

チ

ャン

ヱ

ビ⾷プブビブヘ⾸

Ƭヹヤノフペピチ
ɁɇȬɳȳʀɎɻ
ӱᄋ⿉ブパ
ȽȬɂ⿉フピパjベベパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ビブパjビブパjビブパ
ቦ✤⿉ɥɲȰɁɎɳ
ȳɱʀ⿉ャユɿャンɿヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘプヘペピヒプ
ャンバフペパプヒピヘプヘペピビピ
ヨチチバフペパプヒピヘプヘペピピパ
ヱチチバフペパプヒピヘプヘペピフヘ
ブ⾷ベパブブピ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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N

ノーカラード

o Colored
★7470

★7471

ノーカラードスマートストッカー 2M型

ノーカラードスマートストッカー 3M型

入数：6
サイズ：390×530×230
引出し内寸：325×455×187
梱包サイズ：790×540×700
材質：天板・本体・引出し・キャスター /P.P.
枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137747015

入数：6
サイズ：390×530×300
引出し内寸：325×455×255
梱包サイズ：790×540×910
材質：天板・本体・引出し・キャスター /P.P.
枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137747114
4（852337）

4（657725）

― ノーカラード
No colored

★7458

★7459

ノーカラードスマートストッカー LL型

ノーカラードスマートストッカー 3L型

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：325×675×187
梱包サイズ：400×750×930
材質：天板・本体・引出し・キャスター /P.P.
枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137745813

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：325×675×255
梱包サイズ：400×750×910
材質：天板・本体・引出し・キャスター /P.P.
枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137745912
8（757441）

8（688635）

★7472

★7473

ノーカラードロング収納ケース2L型

ノーカラードロング収納ケース3L型

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：315×670×170
梱包サイズ：410×755×895
材質：天板・本体・引出し/P.P.
枠/P.S.
カラー：N
JANコード：4906137747213

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：315×670×240
梱包サイズ：410×755×885
材質：天板・本体・引出し/P.P.
枠/P.S.
カラー：N
JANコード：4906137747312
7（557634）

7（900242）

●収納の目安
（引出し1個あたり）：Yシャツ6 ～ 8枚、トレーナー 4 ～ 6枚

●2通りの高さを選べます。

●2通りの高さを選べます。

★7455

★7463

★7464

ノーカラードXDラック3型キャスター付

ノーカラード押入れ活用べんりダナー 740型P袋入り

ノーカラード押入れ活用べんりダナー 920型P袋入り

入数：4
サイズ：330×420×670
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：708×478×898
内箱サイズ：460×340×436

入数：8
サイズ：740×370×430
740×370×380
内寸：655×370×392
655×370×340

入数：7
サイズ：920×370×430
920×370×380
内寸：835×370×392
835×370×340

材質：P.P.
カラー：N
JANコード：4906137745516
2（405935）

●スチールラックにピッタリサイズ。

外箱サイズ：623×390×765
材質：P.P.
カラー：N
JANコード：4906137746315
8（900024）

外箱サイズ：515×385×938
材質：P.P.
カラー：N
JANコード：4906137746414
7（157225）

●スチールラックにピッタリサイズ。

★7401

★7402

★7419

プレーンスチピタ浅型

プレーンスチピタ深型

プレーンビッグクローゼット深型3段キャスター付

入数：6
材質：P.P.
サイズ：410×440×245
カラー：I
（キャスターを付けた場合高さ+50） JANコード：4906137740214
外箱サイズ：839×448×762
（852624）

入数：1
サイズ：740×400×740
外箱サイズ：765×420×717
材質：P.P.

入数：8
サイズ：410×440×174
(キャスターを付けた場合高さ+50)
外箱サイズ：839×448×717

材質：P.P.
カラー：I
JANコード：4906137740115
(852224)

カラー：I
JANコード：4906137741914
（5007415）

14
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B

●収納の目安（引出し1個あたり）：
Yシャツ6 ～ 8枚、トレーナー 4 ～ 6枚

ブラック

lack

●2通りの高さを選べます。

●2通りの高さを選べます。

★9102BK

押入れ活用べんりダナー 740型 BK

押入れ活用べんりダナー 920型 BK

入数：8
サイズ：740×370×430/740×370×380
内寸：655×370×392/655×370×340
外箱サイズ：623×390×765
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137921217
6（300027）

入数：7
サイズ：920×370×430/920×370×380
内寸：835×370×392/835×370×340
外箱サイズ：515×385×938
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137910211
6（852329）

★9263BK

XDラック3型キャスター付 BK

XDラック5型キャスター付 BK

入数：4
サイズ：330×420×670
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：708×478×898
内箱サイズ：460×340×436
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926212

入数：3
サイズ：330×420×1070
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：1050×713×460
内箱サイズ：695×340×436
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926311
6（352332）

6（057756）

― ブラック
Black

★9212BK

★9262BK

●収納の目安（引出し1個あたり）：
Yシャツ10 ～ 12枚、トレーナー 8 ～ 10枚

★3969BK

★3970BK

★3089BK

★3968BK

ロング収納ケース2L型 BK

ロング収納ケース3L型 BK

トータルラックロング K3068 BK

ワイド収納ケース3段キャスター付 BK

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：315×670×170
梱包サイズ：410×755×895
材質：天板・本体・引出し/P.P.、枠/P.S.
カラー：BK
JANコード：4906137396916

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：315×670×240
梱包サイズ：410×755×885
材質：天板・本体・引出し/P.P.、枠/P.S.
カラー：BK
JANコード：4906137397012

入数：2
サイズ：400×680×680
引出し内寸：600×300×170
外箱サイズ：705×425×855
内箱サイズ：690×410×407
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137308926

入数：2
サイズ：625×410×730
引出し内寸：520×350×175
梱包サイズ：835×630×695
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137396817

7（852436）

7（905935）

7（500171）
9（500362）

★9264BK

★9265BK

★9250BK

★9251BK

ランドリーバスケット浅型 BK

ランドリーバスケット深型 BK

タフバスケット角1型 BK

タフバスケット角2型 BK

入数：16
サイズ：430×335×270
外箱サイズ：705×440×885
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926410

入数：14
サイズ：430×335×400
外箱サイズ：705×440×942
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926519

入数：12
サイズ：607×420×260
外箱サイズ：845×610×660
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925017
5（652112）

入数：10
サイズ：607×420×360
外箱サイズ：848×611×753
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925116
5（452410）

★3820BK

★3819BK

マルチコンテナ
（大）
（仕切無し）
BK

マルチコンテナ（特大）
（仕切無し）BK

入数：3
サイズ：695×440×560
容量：約60ℓ
外箱サイズ：710×460×1015
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137382025

入数：3
サイズ：890×440×560
容量：約80ℓ
外箱サイズ：910×460×1045
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137381929

6（90093）

6（557113）

★9266BK

★F58BK

ロングラック5段キャスター付 BK

ニュースストック

入数：12
サイズ：205×390×905
外箱サイズ：600×430×804
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926618

入数：20
サイズ：355×285×365
外箱サイズ：1155×363×572
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137050665
6（957518）

(45785)

6（352448）

製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包
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C

クローゼット収納

loset

●ころころ収納ケース74と積み重ね可能です。
●キャスター付で移動もらくらく！

●ころころ収納ケース50と積み重ね可能です。
●キャスター付で移動もらくらく！

●トレーナーを約18枚収納可能です。

★3995

★3996

★3679

ころころ収納ケース50

ころころ収納ケース74

入数：10
サイズ：390×500×320
外箱サイズ：515×407×861

材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137399511
9（352415）

入数：10
サイズ：390×740×320
外箱サイズ：745×408×860

ストック74型キャスター付 クリア
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137399610
9（757719）

入数：6
サイズ：400×740×350
外箱サイズ：755×405×815

材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137367930
0（857723）

― クローゼット収納
Closet

★3089BE
トータルラックロング K3068（組立式）

★3997

入数：2
サイズ：400×680×680
引出し内寸：600×300×170
外箱サイズ：705×425×855
内箱サイズ：690×410×407

クローゼットケース3段
入数：4
サイズ：390×530×678
引出し内寸：300×465×168
外箱サイズ：840×442×1130
内箱サイズ：431×403×548
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137399719
2（852443）

材質：P.P.
カラー：BE
JANコード：4906137308919
9（557562）

★3090BE
トータルラックロング C3040（完成品）
入数：2
サイズ：400×680×680
引出し内寸：600×300×170
梱包サイズ：818×692×640

材質：P.P.
カラー：BE
JANコード：4906137309015
9（300177）

●2通りの高さを選べます。

●2通りの高さを選べます。

ᇱȘǦǽǑȘȕȚȿʀɻǶሱ᧸ǶǜȚ
ી᧸මǽⶲǤǛ͆ᕧǶǨƹ
740型

収納ケースと組み合わせて

デスクの下の整理に

920型

★3943

★9049

押入れ活用べんりダナー 740型2 ヶ組

押入れ活用べんりダナー 920型2 ヶ組

入数：4
サイズ：740×370×430/740×370×380
内寸：655×370×392/655×370×340
外箱サイズ：607×395×775
内箱サイズ：380×143×754

入数：3
サイズ：920×370×430/920×370×380
内寸：835×370×392/835×370×340
外箱サイズ：462×395×955
内箱サイズ：380×143×934

材質：P.P.
カラー：EB
JANコード：4906137394318
8（500242）

材質：P.P.
カラー：EB
JANコード：4906137904913
クローゼット下の収納として

布団台として

8（331642）

キャスターの
取り付け方向が
変えられます。

★7280

★7281I

押入れスノコ2P

押入れスノコ2Pキャスター付

押入れスノコ2Pキャスター付

入数：10
サイズ：380×750×33
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P.

入数：10
サイズ：380×750×33
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P.

入数：10
サイズ：380×750×31
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P.

カラー：I
JANコード：4906137728007
4（857615）

★7281BE
カラー：I
JANコード：4906137728106
4（705816）

カラー：BE
JANコード：4906137728113
9（405817）

16
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S

セーフティボックス

afety Box

4型

5型

6型

7型

★3642

★3643

★3644

★3646

セーフティ BOX4型クリア

セーフティ BOX5型クリア

セーフティ BOX6型クリア

セーフティ BOX7型クリア

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364212

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364311

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364410

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364618

9(200917)

9(652425)

9(457728)

9（952339）

●3786

●3787

●3788

カラフルセーフティ BOX4型

カラフルセーフティ BOX5型

カラフルセーフティ BOX6型

カラフルセーフティ BOX7型

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378509

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378608

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378707

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378806

3（400915）

3（352424）

3（657727）

3（752336）

★3642BK

★3643BK

★3644BK

★3646BK

セーフティ BOX4型 BK

セーフティ BOX5型 BK

セーフティ BOX6型 BK

セーフティ BOX7型 BK

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364281

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364380

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364489

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364687

0（952314）

0（557717）

― セーフティボックス
Safety Box

●3785

0（000123）

0（152524）

●トレーナーを約18枚収納可能です。

★3655

★3656

★3657

●3690

セーフティ BOX1型クリア

セーフティ BOX2型クリア

セーフティ BOX3型クリア

カラフルストック74型キャスター付

入数：36
サイズ：167×285×130
外箱サイズ：590×510×750
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365516

入数：24
サイズ：215×340×140
外箱サイズ：700×670×550
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365615

入数：20
サイズ：260×385×150
外箱サイズ：790×535×740
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365714

入数：5
サイズ：400×740×350
外箱サイズ：795×405×720
材質：P.P.
カラー：G・P
JANコード：4906137369002

7（20053）

7（35768）

7（90098）

製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包
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D

ディスプレイケース

isplay Case

●積み重ねできます。

4個セット

●積み重ねできます。

4個セット

箱の中には製品が
4個入っています。

●積み重ねできます。

4個セット

箱の中には製品が
4個入っています。

箱の中には製品が
4個入っています。

★3532

★3047

ディスプレイケース・深型 4個セット

ディスプレイケース・深型ひな壇 4個セット

ディスプレイケース・ワイド 4個セット

入数：18
サイズ：223×115×126
有効内寸：210×103×108
外箱サイズ：700×482×765
個箱サイズ：235×225×248

入数：18
サイズ：223×115×126
有効内寸：210×103×108
ひな壇上有効内寸：210×52×95
外箱サイズ：700×482×765

入数：18
サイズ：275×86×96
有効内寸：263×74×78
外箱サイズ：580×548×587
個箱サイズ：277×180×190

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353216

★3533

3（552718）

●ひな壇は取り外しできます。

フラット&ひな壇

●ひな壇は取り外しできます。

フラット&ひな壇

― ディスプレイケース
Display case

参考対応品 お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、
1/24カーモデル、1/12バイクモデル、
Nゲージ、
モデルガン、
ジオラマ など

★3530

★3531

ディスプレイケース15型

ディスプレイケース20型
外箱サイズ：612×510×756
個箱サイズ：295×248×185
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353018
3（457617）

3（657612）

2タイプ選択可能!

1/24カーモデル、1/12バイクモデル、Nゲージ、
モデルガン、
ジオラマ など

入数：16
サイズ：286×237×178
有効内寸：282×220×145
ひな壇：282×[上段73.5+下段73.5]
×[上段30・下段15]

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353315

3（157713）

2タイプ選択可能!

参考対応品 お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、

個箱サイズ：235×225×248
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137304713

入数：12
サイズ：286×237×224
有効内寸：282×220×191
ひな壇：282×[上段73.5+下段73.5]
×[上段30・下段15]

★9341
スタンドディスプレイケース
外箱サイズ：612×510×725
個箱サイズ：295×248×235
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353117
3（157710）

入数：12
サイズ：335×250×45
最大有効内寸：307×219×38
外箱サイズ：570×348×262

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934118
8（40593）

★9339

★9340

ラウンドディスプレイケースワイドL型・フラットタイプ

ラウンドディスプレイケースワイドL型・ひな壇タイプ

ラウンドディスプレイケース深型・フラットタイプ

入数：12
サイズ：345×133×134
有効内寸：327×100×113
外箱サイズ：547×355×425

入数：12
サイズ：345×133×134
有効内寸：327×100×113
ひな壇上有効内寸：327×50×98

入数：12
サイズ：230×133×134
有効内寸：214×100×113
外箱サイズ：475×408×287

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137933913
8（30071）

★9337
外箱サイズ：547×355×425
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934019
8（15277）

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137933715
8（10067）

★9317

★9318

ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ

ラウンドディスプレイケースワイド・ひな壇タイプ

ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

入数：12
サイズ：345×102×93
有効内寸：327×72×72
外箱サイズ：426×355×302

入数：12
サイズ：345×102×93
有効内寸：327×72×72
ひな壇上有効内寸：327×40×57

入数：12
サイズ：230×133×134
有効内寸：214×100×113
ひな壇上有効内寸：214×50×98

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137931711
8（25759）

★9338
外箱サイズ：426×355×302
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137931810
8（55755）

外箱サイズ：475×408×287
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137933814
8（70063）

18
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★9258＊

★9260＊

ディスプレイケース深型・フラットタイプ

ディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

ディスプレイケースワイド・フラットタイプ

入数：12
サイズ：223×115×126
有効内寸：210×103×108
外箱サイズ：475×230×405

入数：12
サイズ：223×115×126
有効内寸：210×103×108
ひな壇上有効内寸：210×52×95

入数：12
サイズ：275×86×96
有効内寸：263×74×78
外箱サイズ：355×285×315

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137925819

★9259＊
外箱サイズ：475×230×405
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137926014
8（15758）

8（05756）

材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137925918
8（35251）

★3180

★9349

★9350

ゴルフボールディスプレイケース

ベースボールディスプレイケース

ディスプレイケースミニ・フラットタイプ

ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ

入数：72
サイズ：63×62×70
有効内寸：56×56×52
外箱サイズ：426×288×280
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード：BK /496137317911
GO/496137317928

入数：72
サイズ：85×85×114
有効内寸：73×73×87
外箱サイズ：560×375×410
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード：BK /4906137318017
GO /4906137318024

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934910

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
ひな壇上有効内寸：148×33×76
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137935016

6（60041）

6（80543）

8（53221）

8（28226）

★9363

★9364

★9365

★9366

ディスプレイケースミニ・ハーフタイプ

ディスプレイケースミニ・トールタイプ

ディスプレイケースミニ・ワイドタイプ

ディスプレイケースミニ・キューブタイプ

入数：144
サイズ：85×84×100
有効内寸：73×73×88
外箱サイズ：550×370×775
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936310

入数：144
サイズ：85×84×160
有効内寸：73×73×148
外箱サイズ：825×370×760
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936419

入数：144
サイズ：210×70×80
有効内寸：198×58×68
外箱サイズ：687×450×772
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936518

入数：96
サイズ：127×118×110
有効内寸：113×103×92
外箱サイズ：760×560×515
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936617

9（48517）

9（40817）

9（40817）

9（53228）

★9342

★XC-504A

★XC-504B

★XC-504C

2WAYディスプレイケース・フラットタイプ

パズルボード

パズルボード

パズルボード

入数：12
サイズ：246×113×122
有効内寸：218×92×105
外箱サイズ：473×259×398

入数：8
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680411

材質：フード/P.S.、台座/P.P.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934217
8（65753）

AS-9

BS-4

入数：10
サイズ：394×155×394
外箱サイズ：430×190×475
材質：MDF
JANコード：4906137680428
5（488416）

CK-6

入数：10
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680435
5（831012）

製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包
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― ディスプレイケース
Display case

★3179

5（231215）

○色込み
（カラーバランスは不均等）
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★3998
スリムワゴンT-4段
入数：8
サイズ：205×480×860
外箱サイズ：550×420×495
材質：P.P.

カラー：BR・G・P・W
JANコード：BR /4906137399818、G /4906137399825
P /4906137399832、W /4906137399849
5（800924）

―
―――――――――――――――――――
Wagon
W
Wag
gon
n ワゴン

W

agon
ワゴン

★3999
ワイドワゴンT-3段
入数：8
サイズ：315×480×660
外箱サイズ：635×635×500
材質：P.P.

カラー：BR・G・P・W
JANコード：BR /4906137399917、G /4906137399924
P /4906137399931、W /4906137399948
4（952621）

●下段には2ℓペットボトルが入ります。

EG

EB

★3748

★3749

★3645

★3647

ヴィータワイドラックT-3段キャスター付

ヴィータロングラックT-4段キャスター付

ロングラック5段キャスター付

ロングラック7段キャスター付

入数：12
サイズ：473×316×658
外箱サイズ：1035×485×658
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137374822

入数：12
サイズ：205×390×880
外箱サイズ：480×430×805
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137374921

入数：12
サイズ：205×390×905
外箱サイズ：600×430×804
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード：EB /4906137364557
EG /4906137364564

入数：8
サイズ：205×390×1300
外箱サイズ：530×430×804
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード：EB /4906137364755
EG /4906137364762

9（052222）

9（257914）

1（257719）

8（452323）
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L

ランドリー＆バスケット

aundry&Basket

G

P

EB

EB

★3725

★3037

★3038

ヴィータハンディラック3段キャスター付

ヴィータランドリーラックキャスター付

ミセスランドリー 1型ハンガー付

ミセスランドリー 2型ハンガー付

入数：3
サイズ：363×409×1030
バスケット内寸：238×328×231
外箱サイズ：1176×568×444
内箱サイズ：550×380×421
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137372323

入数：3
サイズ：520×315×840
外箱サイズ：1061×518×560
内箱サイズ：500×342×540
材質：P.P.
カラー：G・P・W
JANコード：G /4906137372583
P /4906137372590
W /4906137372521

入数：3
サイズ：520×315×840
外箱サイズ：1061×518×560
内箱サイズ：500×342×540
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード：EB /4906137303754
EG /4906137303761

入数：2
サイズ：520×315×1140
外箱サイズ：709×518×657
内箱サイズ：500×342×637
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード：EB /4906137303853
EG /4906137303860

9（000170）

R

Y

6（900058）

9（400056）

B

6（805066）

R

★3669

★3670

★9252BK

★9253BK

カラフルランドリー浅型

カラフルランドリー深型

デュエットバスケット浅型 BK

デュエットバスケット深型 BK

入数：16
サイズ：430×335×270
外箱サイズ：705×440×885
材質：P.P.
カラー：B・R・Y
JANコード：B/4906137366919
R/4906137366926
Y/4906137366933

入数：14
サイズ：430×335×400
外箱サイズ：705×440×942
材質：P.P.
カラー：B・R・Y
JANコード：B/4906137367015
R/4906137367022
Y/4906137367039

入数：14
サイズ：425×360×273
外箱サイズ：735×435×957
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925215

入数：10
サイズ：425×360×405
外箱サイズ：735×435×868
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925314

6（900015）

― ランドリー＆バスケット
Laundry&basket

★3723

5（600011）

5（952312）

6（757219）

★3099
ポッシュバケット
入数：24
サイズ：310×353×290
容量：約17ℓ
外箱サイズ：627×356×560
材質：P.E.

カラー：BR・G・OR・R
JANコード：BR /4906137309916、G /4906137309923
OR /4906137309930、R /4906137309947
3（50088）

製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包

17̲和泉化成̲総合カタログ̲14-23.indd 21

○色込み
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P

漬け物

ickle
★2019

★2022

★2023

漬けもの容器押し蓋付12型

漬けもの容器押し蓋付20型

漬けもの容器押し蓋付30型

入数：20
サイズ：φ320×270
容量：約12ℓ
外箱サイズ：660×330×930
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137201920

入数：14
サイズ：φ373×309
容量：約20ℓ
外箱サイズ：755×378×720
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202224

入数：10
サイズ：φ425×355
容量：約30ℓ
外箱サイズ：433×433×1025
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202323

8（957116）

8（752515）

★2024

★2026

★2028

漬けもの容器押し蓋付40型

漬けもの容器押し蓋付60型

漬けもの容器押し蓋付80型

入数：8
サイズ：φ463×400
容量：約40ℓ
外箱サイズ：472×472×955
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202422

入数：8
サイズ：φ530×444
容量：約60ℓ
外箱サイズ：542×542×1055
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202620

入数：6
サイズ：φ585×488
容量：約80ℓ
外箱サイズ：595×595×960
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202828

8（700528）

8（452336）

8（905914）

8（100244）

― 漬け物
Pickle

★2030

★2032

★2033

★2034

漬けもの容器押し蓋付12型（フードタイプ）

漬けもの容器押し蓋付20型（フードタイプ）

漬けもの容器押し蓋付30型（フードタイプ）

漬けもの容器押し蓋付40型（フードタイプ）

入数：18
サイズ：φ320×330
容量：約12ℓ
外箱サイズ：660×330×860
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203016

入数：14
サイズ：φ373×375
容量：約20ℓ
外箱サイズ：755×378×737
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203214

入数：10
サイズ：φ425×425
容量：約30ℓ
外箱サイズ：433×433×1090
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203313

入数：8
サイズ：φ460×470
容量：約40ℓ
外箱サイズ：472×472×1110
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203412

8（852211）

8（757613）

8（657915）

★2036

★1526

★9880

漬けもの容器押し蓋付60型（フードタイプ）

漬けもの一夜漬け物語

まわる勝手に水切りラック

入数：6
サイズ：φ530×520
容量：約60ℓ
外箱サイズ：542×542×970
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203610

入数：18
サイズ：φ207×220
容量：約4.2ℓ
外箱サイズ：641×431×700
個箱サイズ：208×208×222
材質：本体・フタ/P.S.
カラー：G・P
JANコード：4906137152604

入数：3
カラー：W
サイズ：485×370×540 JANコード：4906137988029
外箱サイズ：1163×607×524
内箱サイズ：587×377×497
材質：本体/P.P.
皿立てバスケット・
包丁差し/ABS樹脂
6（257567）

8（952435）

2（352416）

8（652523）
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M

通販向け

ail Order

●9644

●9438

ハッピーケース・ミニ
入数：4
サイズ：293×485×163
外箱サイズ：622×510×612
内箱サイズ：496×302×295

3個セット

●3174

ハッピーケース・ショート

材質：P.P.
カラー：G・OR・P
JANコード：4906137964405
2（400542）

入数：3
サイズ：390×500×320
外箱サイズ：1255×533×470
内箱サイズ：515×407×450

3個セット

アニマルケース・ショート

材質：P.P.
カラー：G・OR・P
JANコード：4906137943806
0（852358）

●衣類をハンガーに掛けたまま収納！
●お目当ての衣類が一目で分かる。
●ハンガー 5本付。

入数：3
サイズ：390×500×320
外箱サイズ：1255×533×470
内箱サイズ：515×407×450

3個セット
材質：P.P.
カラー：B・R・Y
JANコード：4906137317409
0（852358）

ストッパー付で
衣類の出し入れ簡単！

押入れにもすっきり収納。
中身の見えるクリアタイプだから
衣類の整理もラクラク。
衣類の整理もらくらく
！

ハンガー10本付
ハンガー10本付き

キャスター付きで移動もラクラク
キャスター付で移動もらくらく！

★3940

★3640

クローゼットコンテナ 10個組

らくらく衣装ケース

入数：1
サイズ：293×485×163
外箱サイズ：610×497×760
材質：P.P.

入数：4
サイズ：415×540×740
外箱サイズ：565×435×970
材質：P.P.

カラー：C
JANコード：4906137394011
7（2570211）

★9878
ドーム衣装ケースクリア
（ハンガー 10本付）
カラー：G・P
JANコード：G /4906137364014
P /4906137364021
5（852151）

入数：2
サイズ：740×530×675
外箱サイズ：730×520×940
材質：P.P.

カラー：B
JANコード：4906137987831
5（157879）

― 通販向け
For Mail Order

●収納の目安
（引出し1個あたり）：Yシャツ6 ～ 8枚、トレーナー 4 ～ 6枚

★3941BK

★3938BK

ウッドXDラック4型キャスター付 2個組 BK

ハンガーボックス2S型キャスター付 BK

ハンガーボックス6W型キャスター付 BK

入数：1
サイズ：330×420×875
天板耐荷重：約5Kg
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：610×355×905

入数：4
サイズ：330×440×1600
パイプハンガー高さ：約110cm
パイプハンガー耐荷重：約6Kg
引出し内寸：260×389×186

入数：2
サイズ：660×445×1800
パイプハンガー高さ：約110cm
パイプハンガー耐荷重：約10Kg
引出し内寸：260×389×186

内箱サイズ：595×340×440
材質：天板/化粧パーティクルボード・P.P.、本体・引出し/P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137394110
7（9055117）

★3939BK
外箱サイズ：895×470×935
内箱サイズ：455×435×455
材質：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー：BK
JANコード：4906137393816 7（800055）

外箱サイズ：696×555×955
内箱サイズ：680×540×465
材質：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー：BK
JANコード：4906137393915 7（657997）

インテリアボードとしても
役立つ、
おしゃれで便利な
キャビネットです。

★3205WBR

★3206WBR

★3921

ビッグクローゼット8型WBR

ビッグクローゼット13型WBR

ホームキャビネット（ショート）

ホームキャビネット
（ロング）

入数：2
カラー：BE・NB
サイズ：645×550×900
付属品：棚板2枚、ハンガーパイプ1本付
外箱サイズ：715×587×877 JANコード：BE /4906137392055
内箱サイズ：565×345×855
NB/4906137392062
材質：P.P.
7（7003415）

入数：1
カラー：BE・NB
サイズ：645×550×1788 付属品：棚板4枚、ハンガーパイプ2本付
外箱サイズ：665×480×850 JANコード：BE /4906137392154
NB/4906137392161
材質：P.P.
7（3576425）

入数：2
サイズ：740×400×480
外箱サイズ：773×438×920
内箱サイズ：755×420×450
材質：P.P.
カラー：BR/W
JANコード：4906137320515

入数：1
サイズ：740×400×740
外箱サイズ：765×420×717
材質：P.P.
カラー：BR/W
JANコード：4906137320614

★3920

6（1055114）

製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包
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S

ȿɭʀɂɱɋȷ

hoes Rack

Ƭピヒパヒ
ȿɭʀɂɱɋȷチブᔲチȿɻȸɳ
ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ピベパjピヒパjペパピ
ԑ⿉ビパブjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉ベベパjプビパjブヘブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン
ルモワȻʀɑ⿉チャユバフペパプヒピヘピヒパヒビヘ
ャレバフペパプヒピヘピヒパヒヒパ
ャンバフペパプヒピヘピヒパヒピフ
パ⾷ブパブベヒピ⾸

ƪȿɭʀɂɱɋȷ᧸⢈ףəȬɟǶǨƹ
ƪȿɭʀɂɱɋȷブᔲǺπ᧸ǶǜȍǨƹ

ざ ȿゞィɂɱ゜ȷ
Shoes Rack

チ
Ƭピヒパピ

ャユ

ャレ

ȿɭʀɂɱɋȷ⢈᧸ףəȬɟフヱ

Ƭピヒパビ
ȿɭʀɂɱɋȷチブᔲチɈɞɳ
ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉ブベピjピヒパjペパピ
ԑ⿉フパヘjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉プフブjブピピjペベヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン
ルモワȻʀɑ⿉チャユバフペパプヒピヘピヒパビビプ
ャレバフペパプヒピヘピヒパビヒペ
ャンバフペパプヒピヘピヒパビピピ
パ⾷ブブビプビヘ⾸

ⰴȈȘǹǸȡတǠȘțȚϪɝɋȷ͛
⾷ȿɻȸɳƸ
Ɉɞɳӽ⢡⾸

Ϝ᧸ǽȿɭʀɂǹȘピ❣˔ȈǵہẐ⾰
⾷ɈɞɳɇȬɟǽȎ⾸

ӱᄋ⿉プパ
ȽȬɂ⿉ビブjビパビ
ঋᶱȽȬɂ⿉フフプjビヘプjピベブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘピヒパピピビ
ャレバフペパプヒピヘピヒパピヒベ
ャンバフペパプヒピヘピヒパピビブ
ヒ⾷ピブヘビヒ⾸

ѾᴗǵǽۅǠᬋǾۄșঋǦǛǶǜȚǽǶƸ əȬɟ۴ॲȡǳǹǡțǿƸɞʀɌǹǸǽ
ᛧȍǲǮᕮǛǵȘțȍǨƹ
⫧ǓȑǽȑہẐǶǜȍǨƹ
⾷ȿɻȸɳƸɈɞɳӽ⢡⾸
⾷ሬগピቊȍǶƹȿɻȸɳƸɈɞɳӽ⢡⾸
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Ƭピヒヘパ

Ƭピヒヘヒ

Ƭピヒヘビ

Ƭピヒヘピ

ヴノȿɭʀɂɱɋȷチブᔲチȿɻȸɳ

ヴノȿɭʀɂɱɋȷチヘᔲチȿɻȸɳ

ヴノȿɭʀɂɱɋȷチブᔲチɈɞɳ

ヴノȿɭʀɂɱɋȷチヘᔲチɈɞɳ

ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ピパパjピヒパjペパピ
ԑ⿉ビパブjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉ベベパjプビパjブヘブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンɿヤラヰ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ンチ バフペパプヒピヘピヒヘパヒパ
ヤラヰチバフペパプヒピヘピヒヘパビヘ
チ

ӱᄋ⿉ペ
ȽȬɂ⿉ピパパjピヒパjヒピヒピ
ԑ⿉ビパブjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉ペピピjピビパjベプブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンɿヤラヰ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ンチ バフペパプヒピヘピヒヘヒヒペ
ヤラヰチバフペパプヒピヘピヒヘヒビプ
チ

ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉ブパピjピヒパjペパピ
ԑ⿉フパヘjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉プフブjブピピjペベヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンɿヤラヰ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ンチ バフペパプヒピヘピヒヘビヒベ
ヤラヰチバフペパプヒピヘピヒヘビビブ
チ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ブパピjピヒパjヒピヒピ
ԑ⿉フパヘjビベパjビパブ⾷ヒᔲ⾸
ঋᶱȽȬɂ⿉ペヒパjフベベjプピブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャンɿヤラヰ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ンチ バフペパプヒピヘピヒヘピヒヘ
ヤラヰチバフペパプヒピヘピヒヘピビフ
チ

フ⾷ブパブヘヒベ⾸

フ⾷プブヘブビペ⾸

フ⾷ヘパパブビフ⾸

Ƭピプペヘ

Ƭピプペベ

Ƭピプベビ

ତᢼӱȿɭʀɂɱɋȷヘࢪ

ȿɭʀɂɱɋȷヱモンヵノþ

ȿɭʀɂɢȪɱɋȷブࢪ

Ɉɞɳȿɭʀɂɱɋȷブࢪ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ビベパjピブパjペヘパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペピパjピベビjプベプ
ԑᶱȽȬɂ⿉ピプブjビペペjピビヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピブピヘヒヒ

ӱᄋ⿉ヒフ
ȽȬɂ⿉ピヘブjビヘパjヘヒパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペヒブjビベフjプピブ
ԑᶱȽȬɂ⿉ビヘベjヒビピjピパヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプペヘピプチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ピフパjピパパjププパ
ঋᶱȽȬɂ⿉プブフjフヒブjブヘビ
ԑᶱȽȬɂ⿉ビヘベjヒピパjピヒビ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプペベヒヒ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉フペパjピパパjヘピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉プブブjブヒフjヘパヘ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブパヒjピヒベjヒプベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベビヒパ

ビ⾷ベブヘプピプ⾸

ビ⾷ベブヘプヒビ⾸

ビ⾷ヘブヘプヒピ⾸

ざ ȿゞィɂɱ゜ȷ
Shoes Rack

Ƭピブピヘ

フ⾷ヒパブブピブ⾸

⾷ブブヘブビヘ⾸

ƪᭉɁɢʀɁǶǮǲȆșہẐ⾰

ƪプベㄎǽɵɻȸⰴȈȘ⾰ǚǛȍǩǺπ᧸ǶǜȍǨƹ

Ƭピプペペ

Ƭピププフ

Ƭピビヒビ

ȿɭʀɂɐɲȲɱɋȷベࢪ

ȿɭʀɂɱɋȷヒパᔲ

ɵɻȸⰴȈȘ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉フヒパjピパパjヒヒビベ
ঋᶱȽȬɂ⿉プブフjフフパjブヘビ
ԑᶱȽȬɂ⿉ビヘベjビパベjピヒビ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプペペヒパ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ビプブjピパパjヒフフパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフパjピピベjブペパ
ԑᶱȽȬɂ⿉ビベピjビピベjピビフ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレɿュャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ レチ バフペパプヒピヘピププフビヒ
ュャンチバフペパプヒピヘピププフピベチ ヒ⾷ベパブヒピヘ⾸

ӱᄋ⿉ヒフフ
ȽȬɂ⿉プベパjプビ
ȹʀɁȽȬɂ⿉ヘピパjビピブjビヒビ
ቦ✤⿉ヱハヴハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャン
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユチバフペパプヒピヘピビヒビヒブ
ャンチバフペパプヒピヘピビヒビビビ

ビ⾷プブビブビフ⾸

プ⾷ヒブペヒプ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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G

ȴʀɏɻ

arden

Ƭペペペブ
ȴʀɏɻɎʀɞɳベフパࢪ⾵ɉȯȪɃɋɐ
ӱᄋ⿉ヒ⾷Ɏʀɞɳヒ ɾƸɉȯȪフ ɾ⾸
ȽȬɂ⿉チɎʀɞɳバベフパjベフパjヘパパ
ɉȯȪバブプブjブブパjヘヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベプパjププブjペヒブ

チ

Ƭビプフパロ

ャ

ヨ

ン

ヺ

ȴʀɏɻɉȯȪロɇȬɟ

Ƭビプフフ

Ƭビプピペ

ȴʀɏɻɎʀɞɳベフパࢪ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ブプブjブブパjヘヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブペベjブプベjヒパビブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿヨɿンɿヸɿヺ

ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ チ バフペパプヒピヘビプフパビフ
ヨチバフペパプヒピヘビプフパピヒ
ンチ バフペパプヒピヘビプフパフベ
ヸチバフペパプヒピヘビプフパブブ
ヺチ バフペパプヒピヘビプフパプビ
ヘ⾷ビブビピピヘ⾸

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヸ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペペペブパプ
ベ⾷ヘパパヘペヒブ⾸

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ベフパjベフパjヘパパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベヘパjピベパjベヘベ
ԑᶱȽȬɂ⿉ベブパjベプjベブパ

ȴʀɏɻɎʀɞɳ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヸ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘビプフフヒピ
ベ⾷ピパブパプペ⾸

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉ヒピブパjベフパjヘパパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒピヘプjヒペフjベベヘ
ԑᶱȽȬɂ⿉ヒピブブjベブjベブブ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヸ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘビプピペヒヒ
ヘ⾷ベパブペベブ⾸

ざ ȴィɏɻ
Garden

逆さにすれば腰掛けに

Ƭビベヒベ

Ƭビベヒペ

ɁȵɋɟȻɻɎɒヮࢪȷɲȪ

ɁȵɋɟȻɻɎɒロࢪȷɲȪ

ɉȯȪɘȹɌ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉ピベピjビブパjビビパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘペビjブビパjププヒ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉フヘパjピヒヘjビプパ
ঋᶱȽȬɂ⿉プフブjフヘブjヒパフパ

ӱᄋ⿉フパ
ȽȬɂ⿉ビペブjビヒブjビフブ
⦖⿉ẇプℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉プヒブjフブピjプパパ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヤ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘビベヒベパペ
ブ⾷ヒブビピヒペ⾸

ƪロȽȬɂǷǽɁɇɋȵɻȸǛǶǨƹ

チ

Ƭピプベピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヤ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘビベヒペパベ
ブ⾷ヘパパパビプ⾸

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベピヒペ
ペ⾷パブヘブベ⾸

ƪビロȽȬɂǷǽɁɇɋȵɻȸǛǶǨƹ

ャユ

チ

ャン

Ƭピプピブ

ャユ

ɝɲʀȻɻɎɒヮȽȬɂ

ɝɲʀȻɻɎɒロȽȬɂ

ӱᄋ⿉ピプ
ȽȬɂ⿉ヒベヘjビプヘjヒブプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベピパjブヘブjプビビ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン

ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ビプヘjピヘヘjヒプヘ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヘパjブブブjプヘピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン

ルモワȻʀɑ⿉チャユバフペパプヒピヘピプピブビペ
ャレバフペパプヒピヘピプピブヒビ
ャンバフペパプヒピヘピプピブピプ
ヘ⾷パパパブヒ⾸

チ

ャレ

Ƭピプピプチ

ャレ

ャン

Ƭピプピヘチ
ɝɲʀȻɻɎɒビロȽȬɂ
ルモワȻʀɑ⿉チャユバフペパプヒピヘピプピプビベ
ャレバフペパプヒピヘピプピプヒヒ
ャンバフペパプヒピヘピプピプピブ
ヘ⾷ペパパベヒ⾸

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ブフベjピペパjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘペパjブプパjペビブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿャレɿャン

ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ ユバフペパプヒピヘピプピヘビヘ
ャレバフペパプヒピヘピプピヘヒパ
ャンバフペパプヒピヘピプピヘピフ
ベ⾷ビパパベヒプ⾸
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G

ȶȪȻɻɎɒ

ear Container

ƪɉȯȪɘȹɌȡ⢑ǤǺǨțǿ⃯တǠǺǹșȍǨƹ

Ƭピプベフ
ȶȪȻɻɎɒプピࢪɉȯȪɘȹɌ͛
ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉チቊΧバプヘブjフヘパjピヒパ
ɘȹɌバビペブjビヒブjビフブ
⦖⿉ቊΧ⿉ẇプピℓƸ
ɘȹɌ⿉ẇプℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペプパjプペブjプビパ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベフヒベ

ƪ྾ǰ⣌ȂǺϪǹ྾ཆ͛ƹ

ƪ྾ǰ⣌ȂǺϪǹ྾ཆ͛ƹ

ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰

Ƭピプベプ

Ƭピプベヘ

Ƭピプベヒ

ȶȪȻɻɎɒフパࢪ

ȶȪȻɻɎɒプピࢪ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ブピパjフパパjピヒパ
⦖⿉ẇフパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベヒパjブフパjペビパ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベプビピ
ブ⾷ベブビパピピ⾸

フ⾷ブブビブブビ⾸

ȶȪȻɻɎɒプパࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉プヘブjフヘパjピヒパ
⦖⿉ẇプピℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペプパjプペブjプビパ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベヘビビ
ブ⾷ピブビプピビ⾸

ӱᄋ⿉ブ
ȽȬɂ⿉ヘフパjフパパjピブパ
⦖⿉ẇプパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘベパjフヒパjヘビブ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベヒヒヒ
ブ⾷ベブビプピヒ⾸

ƪ྾ǰ⣌ȂǺϪǹ྾ཆ͛ƹ
ƪɘɻəʀቦπ᧸Ƕ‵˳මɿ‵гමヶヱ ⾰

ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᲡؔȑȘǞȘǞ⾰
ƪɘɻəʀቦπ᧸Ƕ‵˳මɿ‵гමヶヱ ⾰

Ƭピヘブプヰン

Ƭピヘブヘヰン

Ƭピヘブベヰン

ヷȻɻɎɒチヴラノフパチヰン

ヷȻɻɎɒチヴラノプピチヰン

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ブピパjフパパjピヒパ
⦖⿉ẇフパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベヒパjブフパjペビパ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘブプヒフ
ベ⾷ヒブビパピペ⾸

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉プヘブjフヘパjピヒパ
⦖⿉ẇプピℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペプパjプペブjプビパ

ƪヒベℓ៩ᖿᾫǛピǳӱșȍǨƹ
ƪɘɻəʀቦπ᧸Ƕ‵˳මɿ‵гමヶヱ ⾰

ƪヒベℓ៩ᖿᾫǛフǳӱșȍǨƹ
ƪɘɻəʀቦπ᧸Ƕ‵˳මɿ‵гමヶヱ ⾰

Ƭピヘブペヰン

Ƭピヘプパヰン

ヷȻɻɎɒチュユノプパチヰン
ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉プペブjフフパjブプパ
⦖⿉ẇプパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヒパjフプパjヒパヒブ

ヷȻɻɎɒチヴラノプパȵɫɁɇʀ͛チヰン
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘブヘヒピ
ベ⾷ビブビプピヘ⾸

ӱᄋ⿉ブ
ȽȬɂ⿉ヘフパjフパパjピブパ
⦖⿉ẇプパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘベパjフヒパjヘビブ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘブベヒビ
ベ⾷フブビプピヒ⾸

ざ ȶȪȻɻɎɒ
Gear Container

ƪ྾ǰ⣌ȂǺϪǹ྾ཆ͛ƹ
ƪɘɻəʀቦπ᧸Ƕ‵˳මɿ‵гමヶヱ ⾰

ヷȻɻɎɒチュユノベパチヰン
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘブペヒヒ
ベ⾷ブブビブブブ⾸

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ベペパjフフパjブプパ
⦖⿉ẇベパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペヒパjフプパjヒパフブ

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャレバヰン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘプパヒヘ
ベ⾷ベパパピプビ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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E

ȰȷɁɎɲȪ⾵ɢʀɳ

xterior&Pail
大きいものは上から

便利な棚板付（固定式）
耐荷重：約30kg

容量たっぷり
（18ℓ灯油缶が4つ収納可能）

Ƭピベビピ
ワユヸɘʀɻȹʀɁペピࢪ
ӱᄋ⿉ヒ
ȽȬɂ⿉ベブパjブピブjベヘブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベベパjブブパjペヒブ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸモャヴᑰ

ȳɱʀ⿉ヨヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベビピヒブ
ブ
⾷ヘベベベヘヒヒ⾸

ゴミの取り出しに便利な
袋止めリング

分別シール付

フタは雨風に安心な
ストッパー構造

Ƭフブビピチ
ոɢʀɳビㄙビ⾷ɌʀɘȬɌʀ⾸
ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ベペパjフフパjブパブ
⦖⿉ẇヒパパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ペヒパjフプパjペヒパ
ቦ✤⿉ヱハヱハƸモャヴᑰ
ȳɱʀ⿉ャɿヨヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ チ バフペパプヒピヘフブビピヒブ
ヨヺチバフペパプヒピヘフブビピビビチ

ャ

キャスター付で
ちょっとした移動も
らくらく！
雨水が
入らない構造

仕切板は取外し可能ですので
2〜4分別まで選べます
2〜4分別まで選べます。

灯油缶も
収納できます
収納できます。
持ち運びに便利な取手付き

パ⾷ピブヘビベヘ⾸

チ
ざ ȰȷɁɎɲȪ⾵ɢィɳ
Exterior & Pail

Ƭピプベブ
ɘɲɭʀ ャヰヹ
ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ヘブパjブフパjプヒパ
⦖⿉ẇプパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘフパjブプパjヒパブパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピプベブヒヘ

プ⾷ベパブビブヘ⾸

チ

ユャ

Ƭペビピヒ

Ƭフパフビ

ȵɋɂȷɲʀɻɢʀɳヒピࢪ

ȷɲʀɻɢʀɳビパࢪ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȳɱʀ⿉ャɿヨɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘペビピヒヒビƸヨバフペパプヒピヘペビピヒビペ
ȽȬɂ⿉ビベベjビヘパjピヘビ
ンバフペパプヒピヘペビピヒピプƸヺバフペパプヒピヘペビピヒフピ
⦖⿉ẇヒピℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベフブjブペブjヘプパ
ቦ✤⿉ቊΧɿɝɇバヱハヱハƸɢɈɳバヱハヴハ
ピ⾷プブビフヒブ⾸

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ピピブjフビパ
⦖⿉ẇビパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉プベブjプベブjベプパ
ቦ✤⿉ቊΧɿɝɇバヱハヱハƸɢɈɳバヱハヴハ

チ

ユヱ

ユヨ

ユヱ

ȳɱʀ⿉ユャɿユヨɿユヱ
ルモワȻʀɑ⿉チユャバフペパプヒピヘフパフビブピ
ユヨバフペパプヒピヘフパフビプパ
ユヱバフペパプヒピヘフパフビヘヘ
ビ⾷ブパパヒビベ⾸

ャ

Ƭペベペブ

Ƭフプビピ

ȸɱɻȿȯɅɝɐɢʀɳ╦フブࢪ⾷ɵɋȷ⾸

ȰȻɵɀʀɢʀɳɐɲȲɃɋɐ

Ƭピペペフ
ɓɭʀɁɁɐɋȷ

ӱᄋ⿉ヒパ
ȳɱʀ⿉ユャɿユヨɿユヱ
ȽȬɂ⿉フピパjピヒビjブフパ
ルモワȻʀɑ⿉チユャバフペパプヒピヘペベペブヒフ
⦖⿉ẇフベℓ
ユヨバフペパプヒピヘペベペブビヒ
ユヱバフペパプヒピヘペベペブピベ
ঋᶱȽȬɂ⿉プビパjフフブjベフブ
ቦ✤⿉ቊΧバヱハユハƸɝɇバヱハヱハ
ビ⾷ヘパパヒビビ⾸

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉チগバピブブjピベブjフブパ
ତバヒベパjピベブjフブパ
ঋᶱȽȬɂ⿉フピピjピペヘjヒパヒブ
ԑᶱȽȬɂ⿉フヒパjピヘブjフペパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ӱᄋ⿉ビパ
ȽȬɂ⿉ピブブjビベブjピプブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒヒブブjピプピjブヘビ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャɿヨヺ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ チ バフペパプヒピヘフプビピヒフ
ヨヺチバフペパプヒピヘフプビピビヒ

ȳɱʀ⿉ャンɿヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チャンチバフペパプヒピヘピペペフヒビ
ヨチ バフペパプヒピヘピペペフビペ
ヱチ バフペパプヒピヘピペペフピプ
ビ⾷ピブヘベペ⾸

パ⾷プブビヒブフ⾸
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݅ᗏȲɲɀɒɳǽヰユヮଓ⛅ަݨǶǨƹヒネパパパɵɋɐͨˀǶǽᗨȡཀྵșȍǨƹ
ȍǮƸ⇙౩ࢀಔǽǑȚަݨȑǑșȍǨǽǶƸǙᕧ⟽Ǻǣᭀ☐ˁǤǓƹ
⾷͘ᐯǺȗǲǵǾƸǙۅǠǶǜǚǼȚई۰ȑǑșȍǨƹ⾸

݅ᗏȲɲɀɒɳ

ZUMI Property Items
積み重ねOK

ƪブブブパ

ƪブブブヒ

ƪョプパヤ

ƪピパヒベ

ɃəȻɻビヘࢪɿȷɲȪȳɱʀ

ɃəȻɻピピࢪɿȷɲȪȳɱʀ

ɑɲʀɨャヰヹɿȷɲȪȳɱʀ

ȳɱʀɤɋȷɁہẐȻɻɎɒチɁɲɨ

ӱᄋ⿉プパ
ȽȬɂ⿉ビヘパjヒベブjベビ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブベブjブブパjヘペパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘブブブパヒプチ

ӱᄋ⿉ビパ
ȽȬɂ⿉ピフパjビプピjヒブベ
ঋᶱȽȬɂ⿉プベブjブブパjヘペパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘブブブヒヒブチ

ӱᄋ⿉ヒビ
ȽȬɂ⿉フパパjビペブjビピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベピベjフヘパjブペブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘパフピブヘブチ

ӱᄋ⿉ピプ
ȽȬɂ⿉ヒピパjビプパjヒピビ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘペパjフパパjブブパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピパヒベヒヒチ

フ⾷ヘパパブピ⾸

フ⾷ベパパヘヒ⾸

ブ⾷フパパベベ⾸

プ⾷ブパブピビ⾸

Ƭピベパヒ

Ƭピベヒパ

Ƭピベヒヘ

ƪピパヒペ

ɀȯɳɨɧɓヴノピ

ɀȯɳɨɧɓヸノフ

ɀȯɳɨロɱɋȷピᔲ

ȳɱʀɤɋȷɁہẐȻɻɎɒチɷȬɑ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ビプパjピフパjビベベ
լǦԑ⿉ビヒピjピパヒjヒパベ
ঋᶱȽȬɂ⿉プペペjブプビjプヒヒ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベパヒヒピチ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ピフブjビブパjビパパ
լǦԑ⿉ᘗࢪ⿉ピパヒjビヒビjピフƷヸࢪ⿉ヒピベjビヒビjヘパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブビビjピプベjベヘパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベヒパヒヒチ
フ⾷プパパフビピ⾸

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉ピピベjフピブjフフパ
լǦԑ⿉ビベビjピベヒjヒパペ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヒベjフプフjベフペ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピベヒヘヒフチ

ӱᄋ⿉ヒベ
ȽȬɂ⿉ビプパjビプパjヒピビ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベパブjブピパjフビパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿンɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピパヒペヒパ
チ

フ⾷ベパパフビピ⾸

チ

チ

ヨ

フ⾷ベパパブフフ⾸

プ⾷ヒパブブフ⾸

ヱ

Ƭピペプフ

Ƭピペプブ

ɷɻɈʀɷȬɑȹʀɁヴࢪ

ɷɻɈʀɷȬɑȹʀɁヮࢪ

ɖʀȳɱʀɑɁɲɨȹʀɁフࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉ピペピjブフブjヒペプ
լǦԑ⿉ピフブjフフベjヒブピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベビパjプヒパjブプベ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ビプブjブパパjベベブ
լǦԑ⿉ヒペブjフブブjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベヘブjブピピjブピブ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヒブjビベパjブヒペ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チヨチバフペパプヒピヘピペプフヒヒ
ヱチバフペパプヒピヘピペプフビベ
ヘ⾷ペパブピヒピ⾸

ャ

ヨ

ヰン

ȳɱʀ⿉ヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チヨチバフペパプヒピヘピペプブヒパ
ヱチバフペパプヒピヘピペプブビヘ
ヘ⾷ペベプビビピ⾸

ピ⾷ベパベフプヘ⾸

チ

ヺ

Ƭピベペビ

ȳɱʀ⿉ワ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフブヘヒフ

Ƭピペパプ

ヱ

Ƭピペヒヒ

ɝɵʀɲʀɉȯɁɐɱɋȷピࢪȵɫɁɇʀ͛

ɷɻɈʀɗʀɝȹʀɁピࢪȵɫɁɇʀ͛

ɷɻɈʀɖɋȷɈȮɻɱɋȷプヸレࢪȵɫɁɇʀ͛

ӱᄋ⿉ピ
ȽȬɂ⿉ブパプjピプパjプフパ
լǦԑ⿉フビブjピパブjヒブベ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヒヒフブjブフヒjプピフ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブヒブjピヘパjプパブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉フベブjピベブjヘヒブ
լǦԑ⿉フパパjピビパjヒベピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベパブjブヒベjヘパブ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブパパjピペパjプベパ

ӱᄋ⿉ヒ
ȽȬɂ⿉ヘビブjププブjヘパパ
լǦԑ⿉ビペピjブペピjヒベプ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヒビjフペペjヘフプ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

ȳɱʀ⿉ャɿヨɿヰンɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉チャチ バフペパプヒピヘピベペビペヒ
ヨチ バフペパプヒピヘピベペビベフ
ヰンチバフペパプヒピヘピベペビプパ
ヱチ バフペパプヒピヘピベペビパベ
ヺチ バフペパプヒピヘピベペビヘヘ
プ⾷ヘパパヒベプ⾸

ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヱ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペパプビフ
プ⾷フパパパブビ⾸

ȳɱʀ⿉ヨɿヱ
ルモワȻʀɑ⿉チヨバフペパプヒピヘピペヒヒヒペ
ヱバフペパプヒピヘピペヒヒビプ
プ⾷フパビフビヒベ⾸

⓯ݨǽ͘ᐯƸȳɱʀƸȵɫɱȷɇʀǾ̔ܝǹǦǺংሠǨȚई۰ǛǑșȍǨƹƷƭ↠ٸ፧غƷƦ↠⡛Ȏ
⾷ȳɱʀɘɱɻɁǾ˃ࢍᵱ⾸
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ӱᄋ⿉ヒプ
ȽȬɂ⿉ビペパjピペブjヒプベ
լǦԑ⿉ビブピjピフプjヒビピ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベヒパjプパブjプフパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ

Ƭヘフブヘ
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ƪ᳧ǓǮɁɢʀɁȡሱǺᘍ᧸⾰
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᎉǣǷᲡؔヰレ⾰

ƪȷɵʀɄɋɐԑȡᴗΧǺɴȬȪȮɐƹ
ƪȵɫɁɇʀ͛ǶᎉǣǷᲡؔヰレ⾰

ƪビᔲ⦔Ǽヰレ⾰

Ƭピペプビ

Ƭピペプパ

Ƭピベピヒチ

ȷɵʀɄɋɐᘍ᧸ȈȢșɈɒʀɁɲɨビᔲ

ȷɵʀɄɋɐᘍ᧸ȈȢșɈɒʀɷȬɑビᔲ

এᑿȿȯɳɝȵɫɁɇʀ͛

ȬɻɎɲȪɱɋȷロフノロࢪ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ピフパjフベパjブパパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘヒピjブピビjブヒピ
ԑᶱȽȬɂ⿉ピフペjヒビフjフペフ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ユャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペプビヒピチ

ӱᄋ⿉プ
ȽȬɂ⿉プフパjフベパjブパパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ヘペブjブヒパjプヘブ
ԑᶱȽȬɂ⿉プフペjヒビフjフペフ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ユャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペプパヒブチ

ӱᄋ⿉フ
ȽȬɂ⿉プパパjピパパjプフブ
ঋᶱȽȬɂ⿉プブパjブヘピjプフパ
ԑᶱȽȬɂ⿉ブブブjヒブパjプヒブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ユャɿユヨɿユヱ
ルモワȻʀɑ⿉ユ
チ ャバフペパプヒピヘピベピヒヒフƸユヨバフペパプヒピヘピベピヒビヒ
ユヱバフペパプヒピヘピベピヒピベチ
プ⾷ベパパブブヘ⾸

ӱᄋ⿉ビ
ȽȬɂ⿉ピビベjベパブjヒビプブ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベピベjピピピjヘビブ
ԑᶱȽȬɂ⿉ベビパjピヒブjピフブ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉リ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペフプヒブ

チ
Ƭピヘパフ

パ⾷ピパフビピヘ⾸

パ⾷ピパビピフプ⾸

ユヨ

Ƭピペフプ

ユヱ

ブ⾷ビパパブヘヒ⾸

ャ

Ƭピペブピ

ƪヒパプパø

ƪペフヒヒ

ɞɋȷɁɐɋȳʀ

ȺʀɨɁɇɀȲビパパパ

ɇɻɞɱʀ ビベパ㎖

ɁȷȬɂɤɐɳヒℓ

ӱᄋ⿉フベ
ȽȬɂ⿉ヒフヘjピヒピjヒペヘ
ঋᶱȽȬɂ⿉プピブjプヒベjブプパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャɿヤ
ルモワȻʀɑ⿉ャ
チ バフペパプヒピヘピヘパフビベƸヤバフペパプヒピヘピヘパフヒヒ
パ⾷プパパフヘ⾸

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ビフブjヒベブjピベパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブヒブjピペパjヘヘパ
ХᶱȽȬɂ⿉ビブパjヒペパjピヘプ
ቦ✤⿉モャヴᑰ
ȳɱʀ⿉ャ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピペブピヒブチ

ӱᄋ⿉ペプ
ȽȬɂ⿉ベヒjヒフプ
⦖⿉ẇビベパ㎖
ቦ✤⿉ቊΧバヱハヱハɿヱハヴハƸɝɇバヱハヱハɿȿɲȻɻ
ȳɱʀ⿉ャɿャンɿン
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヒパプパペプ

ӱᄋ⿉ブパ
ȽȬɂ⿉ベフjビプブ
⦖⿉ẇヒℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉フフパjフフパjブプパ
ቦ✤⿉ቊΧバヱハユハƸɝɇバヱハヱハɿȿɲȻɻ
ȳɱʀ⿉ャɿャレ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘペフヒヒペビチ

ビ⾷パパパピブ⾸

パ⾷ベブヘプヒブ⾸

ƪロピパパャワ

ƪピヘビペャワ

ƪピヘピパャワ

ɲɛɻȸɱɋȷチャワ

ɦɳɉɘɁȹɋɐ╦ࢪチャワ

ɦɳɉɘɁȹɋɐ˦ࢪチャワ

ӱᄋ⿉ビパ
ȽȬɂ⿉フプパjピピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉フヘパjベブパjヘパパ
ቦ✤⿉ヱハユハ
ȳɱʀ⿉ャユɿワ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘパペヒプパプ

ӱᄋ⿉ヒベ
ȽȬɂ⿉ブパパjピヘパjビパパ
ঋᶱȽȬɂ⿉ブプブjピベパjヒパビパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿワ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘビペビヘ

ӱᄋ⿉ヒベ
ȽȬɂ⿉ピヘパjピピパ
ঋᶱȽȬɂ⿉フパパjピベパjヒパビパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ャユɿワ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘピヘピパビピ
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プ⾷ピパパペプ⾸

プ⾷ベパパヘブ⾸

ビ⾷ブブヘピフ⾸

プ⾷ヘパパペピ⾸

Ƭヘフプペ

ƪヘビベピ

ƪヘビベブ

Ƭフブフピ

ɖʀȳɱʀɑȪʀɨɷȼɻピࢪȵɫɁɇʀ͛

ɩɪɲʀɘȹɋɐヒパࢪ

ɩɪɲʀɘȹɋɐヒビࢪ

Ʌɝɐɢʀɳ˦フブࢪ

ӱᄋ⿉ベ
ȽȬɂ⿉ピビパjブパブjヘヘプ
ঋᶱȽȬɂ⿉プベパjブヒピjププヘ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ワ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘフプペヒペ

ӱᄋ⿉ピパ
ȽȬɂ⿉ビペパjビビパ
⦖⿉ẇヒパℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉プヒブjピパブjプブピ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘビベピパフ
ピ⾷ベベフプビ⾸

ӱᄋ⿉ピパ
ȽȬɂ⿉ビペブjビベベ
⦖⿉ẇヒビℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉プフパjピヒパjヘビパ
ቦ✤⿉ヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ヨɿヱɿヺ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘヘビベブパビ
ピ⾷ブフプベピ⾸

ӱᄋ⿉ヒパ
ȽȬɂ⿉フピビjブピヘ
⦖⿉ẇフブℓ
ঋᶱȽȬɂ⿉ベベブjフピパjペピパ
ቦ✤⿉ቊΧバヱハユハƸɝɇバヱハヱハ
ȳɱʀ⿉ユヨ
ルモワȻʀɑ⿉フペパプヒピヘフブフピプフ
ビ⾷プパパプヒピ⾸

ピ⾷ベブヘヘビヘ⾸
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