
3755
キッズビッグバスケット4型キャスター付
入数 ：1
サイズ ：870×560×720
バスケット内寸：332×470×230
外箱サイズ ：900×430×568
材質 ：P.P.
カラー ：B/G/R/Y
JANコード ：4906137375508

（3052118）

3958
キッズハンガーバスケット2W型キャスター付
入数 ：3
サイズ ：660×445×1250
パイプハンガー高さ：約84cm
パイプハンガー耐荷重：約10Kg
バスケット内寸：220×370×228
外箱サイズ ：1125×690×478
内箱サイズ ：675×365×460
材質 ：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー ：B/G/R/W/Y
JANコード ：4906137395810

7（900560）

3737
キッズバスケットラック3型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：450×560×1030
バスケット内寸：332×470×230
外箱サイズ ：593×586×943
内箱サイズ ：574×567×459
材質 ：P.P.
カラー ：B/G/R/Y
JANコード ：4906137373719

4（800087）

3979
キッズキューブバスケットラック3型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：440×400×1030
バスケット内寸：332×332×230
外箱サイズ ：587×430×940
内箱サイズ ：570×412×457
材質 ：P.P.
カラー ：B/G/R/Y
JANコード ：4906137397913

8（205275）

3959
キッズハンガーバスケット4W型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：660×445×1545
パイプハンガー高さ：約84cm
パイプハンガー耐荷重：約10Kg
バスケット内寸：220×370×228
外箱サイズ ：700×475×945
内箱サイズ ：683×460×460
材質 ：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー ：B/G/R/W/Y
JANコード ：4906137395919

7（352194）
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3669K
カラフルランドリー浅型
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 6（905015）

3670K
カラフルランドリー深型
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 6（757319）

9234 
キッズタフバスケット角1型
入数 ：12
サイズ ：607×420×260
外箱サイズ ：845×610×660
材質 ：P.P.
カラー ：B・R・Y
JANコード ： B/4906137923419

R/4906137923433
Y/4906137923440 3（800416）

9230 
キッズタフバスケット角2型
入数 ：10
サイズ ：607×420×360
外箱サイズ ：848×611×753
材質 ：P.P.
カラー ：B・R・Y
JANコード ： B/4906137923013

R/4906137923037
Y/4906137923044 3（805716）

9242 
カラフルスキップコンテナ 型
入数 ：12
サイズ ：383×250×220
外箱サイズ ：792×520×661
材質 ：P.P.
カラー ：B・R・Y
JANコード ： B/4906137924218

R/4906137924225
Y/4906137924232 4（100418）

9243 
カラフルスキップコンテナ 型
入数 ：8
サイズ ：470×317×260
外箱サイズ ：645×475×1040
材質 ：P.P.
カラー ：B・R・Y
JANコード ： B/4906137924317

R/4906137924324
Y/4906137924331 4（600122）
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3152
アニマルケース3段
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 ：B/N/R/Y
JANコード ：4906137315207

4（605247）

9347N
NEWピッコロバスケットA4型
入数 ：8
サイズ ：278×342×381
バスケット内寸 ：220×305×105
外箱サイズ ：700×570×780
材質 ：P.P.
カラー ：G/N/OR/P
JANコード ：4906137934712

8（852428）

3094
ハッピーケース3段
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 ：G/N/OR/P
JANコード ：4906137309404

1（805244）

3091 
ハッピーケース・ショート
入数 ：10 カラー ：G・OR・P
サイズ ：390×500×320 JANコード ：  G /4906137309114

OR /4906137309121
 P /4906137309138

外箱サイズ ：515×407×861
材質 ：P.P.

0（857613）

3151 
アニマルケース・ショート
入数 ：10 カラー ：B・R・Y
サイズ ：390×500×320 JANコード ： B/4906137315115

R/4906137315122
Y/4906137315139

外箱サイズ ：515×407×861
材質 ：P.P.

4（857613）

3種類のどうぶつ顔がかわいい収納ケース！　キャスター付きで移動もらくらく！
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

かたづけが楽しくなる収納ケース！　キャスター付きで移動もらくらく！

かたづけが楽しくなる収納ケース！　キャスター付きで移動もらくらく！

3種類の笑顔がとてもかわいい収納ケース！　キャスター付きで移動もらくらく！
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

9352N
NEWバスケットラック3型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：450×560×1030
バスケット内寸 ：332×470×230
外箱サイズ ：593×586×943
内箱サイズ ：574×567×459
材質 ：P.P.
カラー ：G/N/OR/P
JANコード ：4906137935214

8（900081）

9353N
NEWスリムバスケットラック4W型キャスター付
入数 ：3
サイズ ：660×445×698
バスケット内寸 ：220×370×228
外箱サイズ ：1215×687×491
内箱サイズ ：670×395×465
材質 ：P.P.
カラー ：B/G/N/OR/P
JANコード ：4906137935313

8（957871）
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7493BE 
ショコラハンガーボックス2W型キャスター付
入数 ：3
サイズ ：660×445×1400
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
外箱サイズ ：990×690×478
内箱サイズ ：675×320×460
材質 ：P.P.、 ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー ：BE
JANコード ：4906137749316

7（305264）

7494BE
ショコラハンガーボックス4W型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：660×445×1595
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
外箱サイズ ：695×485×955
内箱サイズ ：680×470×465
材質 ： P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー ：BE
JANコード ：4906137749415

7（500586）

7492BE
ショコラハンガーボックス3 型キャスター付
入数 ：3
サイズ ：330×440×1800
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
外箱サイズ ：1305×530×473
内箱サイズ ：515×425×455
材質 ： P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
カラー ：BE
JANコード ：4906137749217

7（100565）

9887
グランシェバスケットラック3型キャスター付
入数 ：2
サイズ ：450×560×1030
バスケット内寸：332×470×230
外箱サイズ ：955×591×610
内箱サイズ ：574×464×585
材質 ：P.P.
カラー ：BR/EB/EG/EP
JANコード ：4906137988708 5（700089）

9934
グランシェスリムバスケットラック4W型キャスター付
入数 ：3
サイズ ：660×445×698
バスケット内寸：220×370×228
外箱サイズ ：1215×687×491
内箱サイズ ：670×395×465
材質 ：P.P.
カラー ：BR/EB/EG/EP
JANコード ：4906137993405 6（557876）

9084
グランシェビッグバスケット4型キャスター付
入数 ：1
サイズ ：870×560×720
バスケット内寸：332×470×230
外箱サイズ ：900×430×568
材質 ：P.P.
カラー ：BR/EB/EG/EP
JANコード ：4906137908409

（9052118）
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ころころ収納ケース74と積み重ね可能！ ころころ収納ケース50と積み重ね可能！

7471
ノーカラードスマートストッカー3 型
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（857337）

7458
ノーカラードスマートストッカー 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

8（600045）

7470
ノーカラードスマートストッカー2 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

4（600035）

7459
ノーカラードスマートストッカー3 型
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（705741）

3996
ころころ収納ケース74
入数 ：10 材質 ：P.P.
サイズ ：390×740×320 カラー ：C
外箱サイズ ：745×408×860 JANコード ：4906137399610

9（757819）

3940
クローゼットコンテナ10個組
入数 ：1 材質 ：P.P.
サイズ ：293×485×163 カラー ：C
外箱サイズ ：610×497×760 JANコード ：4906137394011

7(2005211)

3995
ころころ収納ケース50
入数 ：10 材質 ：P.P.
サイズ ：390×500×320 カラー ：C
外箱サイズ ：515×407×861 JANコード ：4906137399511

9（352515）

3655
セーフティBOX1型クリア
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 

7（25753）

3657
セーフティBOX3型クリア
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 

7（95798）

3656
セーフティBOX2型クリア
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 

7（30578）

3642
セーフティBOX4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

9（257917）

3643
セーフティBOX5型クリア
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

9（605525）

3644
セーフティBOX6型クリア
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

9（400038）

3646
セーフティBOX7型クリア
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（952639）
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3642BK
セーフティBOX4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 

0（900414）

3644BK
セーフティBOX6型 BK
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 

0（052323）

3643BK
セーフティBOX5型 BK
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 

0（500917）

3646BK
セーフティBOX7型 BK
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（152824）

3969BK
ロング収納ケース2 型 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 

7（857836）

3970BK
ロング収納ケース3 型 BK
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 

7（952145）

9250BK
タフバスケット角1型 BK
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（600212）

9251BK
タフバスケット角2型 BK
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（400510）

3819BK
マルチコンテナ（特大）（仕切無し）BK
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（605753）

3640BK
らくらく衣裳ケース４個組・ブラック
入数 ：1
サイズ ：415×540×740
外箱サイズ ：565×435×970
材質 ：P.P.
カラー ：BK
JANコード ：4906137364052 

5（800053）

3939BK
ハンガーボックス6W型キャスター付 BK
入数 ：2 外箱サイズ ：696×555×955
サイズ ：660×445×1800 内箱サイズ ：680×540×465
パイプハンガー高さ：約110cm 材質 ：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
パイプハンガー耐荷重：約10Kg カラー ：BK
引出し内寸 ：260×389×186 JANコード ：4906137393915 

7（6052017）
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3530
ディスプレイケース15型
入数 :16 個箱サイズ :295×248×185
サイズ :286×237×178 材質 :P.S.
有効内寸 :282×220×145 カラー :C（台座:BK）
ひな壇 : 282×[上段73.5+下段73.5]×[上段30・下段15] JANコード :4906137353018
外箱サイズ :612×510×756 3（457617）

9339
ラウンドディスプレイケースワイド 型・フラットタイプ
入数 :12 材質 :P.S.
サイズ :345×133×134 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :327×100×113 JANコード :4906137933913
外箱サイズ :547×355×425

8（30071）

9317
ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ
入数 :12 材質 :P.S.
サイズ :345×102×93 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :327×72×72 JANコード :4906137931711
外箱サイズ :426×355×302

8（25759）

3531
ディスプレイケース20型
入数 :12 個箱サイズ :295×248×235
サイズ :286×237×224 材質 :P.S.
有効内寸 :282×220×191 カラー :C（台座:BK）
ひな壇 : 282×[上段73.5+下段73.5]×[上段30・下段15] JANコード :4906137353117
外箱サイズ :612×510×725 3（157710）

9340
ラウンドディスプレイケースワイド 型・ひな壇タイプ
入数 :12 外箱サイズ :547×355×425
サイズ :345×133×134 材質 :P.S.
有効内寸 :327×100×113 カラー :C（台座:BK）
ひな壇上有効内寸:327×50×98 JANコード :4906137934019

8（15277）

9318
ラウンドディスプレイケースワイド・ひな壇タイプ
入数 :12 外箱サイズ :426×355×302
サイズ :345×102×93 材質 :P.S.
有効内寸 :327×72×72 カラー :C（台座:BK）
ひな壇上有効内寸:327×40×57 JANコード :4906137931810

8（55755）

9341
スタンドディスプレイケース
入数 :12 材質 :P.S.
サイズ :335×250×45 カラー :C（台座:BK）
最大有効内寸:307×219×38 JANコード :4906137934118
外箱サイズ :570×348×262

8（40593）

9337
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 材質 :P.S.
サイズ :230×133×134 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :214×100×113 JANコード :4906137933715
外箱サイズ :475×408×287

8（10067）

9338
ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ
入数 :12 外箱サイズ :475×408×287
サイズ :230×133×134 材質 :P.S.
有効内寸 :214×100×113 カラー :C（台座:BK）
ひな壇上有効内寸:214×50×98 JANコード :4906137933814

8（70063）

ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。 ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。

Display Case
ディスプレイケース
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9258＊
ディスプレイケース深型・フラットタイプ
入数 :12 材質 :P.S.
サイズ :223×115×126 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :210×103×108 JANコード :4906137925819
外箱サイズ :475×230×405

8（05756）

9342
2WAYディスプレイケース・フラットタイプ
入数 :12 材質 :フード/P.S.　台座/P.P.
サイズ :246×113×122 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :218×92×105 JANコード :4906137934217
外箱サイズ :473×259×398

8（60063）

9349
ディスプレイケースミニ・フラットタイプ
入数 :96 材質 :P.S.
サイズ :169×85×100 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :148×65×88 JANコード :4906137934910
外箱サイズ :546×368×910

8（50321）

9363
ディスプレイケースミニ・ハーフタイプ
入数 :144 材質 :P.S.
サイズ :85×84×100 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :73×73×88 JANコード :4906137936310
外箱サイズ :550×370×775

9（45617）

9260＊
ディスプレイケース深型・ひな壇タイプ
入数 :12 外箱サイズ :475×230×405
サイズ :223×115×126 材質 :P.S.
有効内寸 :210×103×108 カラー :C（台座:BK）
ひな壇上有効内寸:210×52×95 JANコード :4906137926014

8（15758）

3179BK
ゴルフボールディスプレイケース・ブラック
入数 :72 材質 :P.S.
サイズ :63×62×70 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :56×56×52
外箱サイズ :426×288×280

JANコード : 4906137317911

6（60041）

9350
ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ
入数 :96 外箱サイズ :546×368×910
サイズ :169×85×100 材質 :P.S.
有効内寸 :148×65×88 カラー :C（台座:BK）
ひな壇上有効内寸:148×33×76 JANコード :4906137935016

8（25326）

9364
ディスプレイケースミニ・トールタイプ
入数 :144 材質 :P.S.
サイズ :85×84×160 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :73×73×148 JANコード :4906137936419
外箱サイズ :825×370×760

9（43917）

9259＊
ディスプレイケースワイド・フラットタイプ
入数 :12 材質 :P.S.
サイズ :275×86×96 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :263×74×78 JANコード :4906137925918
外箱サイズ :355×285×315

8（35251）

3180BK
ベースボールディスプレイケース・ブラック
入数 :72 材質 :P.S.
サイズ :85×85×114 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :73×73×87
外箱サイズ :560×375×410

JANコード : 4906137318017

6（80543）

9365
ディスプレイケースミニ・ワイドタイプ
入数 :144 材質 :P.S.
サイズ :210×70×80 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :198×58×68 JANコード :4906137936518
外箱サイズ :687×450×772

9（43917）

9366
ディスプレイケースミニ・キューブタイプ
入数 :96 材質 :P.S.
サイズ :127×118×110 カラー :C（台座:BK）
有効内寸 :113×103×92 JANコード :4906137936617
外箱サイズ :760×560×515

9（55428）
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3103
シューズラック追加用パイプ4P
入数 ：60
サイズ ：φ25×202
外箱サイズ ：446×276×385
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BK・BR
JANコード ： BE/4906137310332

BK/4906137310318
BR/4906137310325

1（35721）

3101
シューズラック 5段 シングル
入数 ：16 カラー ：BE・BK・BR
サイズ ：380×310×903 JANコード ： BE/4906137310127

BK/4906137310110
BR/4906137310134

内寸 ：205×280×205（1段）
外箱サイズ ：880×620×575
材質 ：P.P. 0（505813）

3102
シューズラック 5段 ダブル
入数 ：10 カラー ：BE・BK・BR
サイズ ：583×310×903 JANコード ： BE/4906137310226

BK/4906137310219
BR/4906137310233

内寸 ：407×280×205（1段）
外箱サイズ ：645×533×981
材質 ：P.P. 0（552627）

シューズラック5段に使用可能！

靴べらなどを掛けられる便利フック付き！
（シングル、ダブル共通）

子供用のシューズなら3足並べて収納可能！
（ダブルタイプのみ）

最大3本までのパイプ同士をつなげれば、
ブーツなどの長いものも収納できます。
（シングル、ダブル共通）

傘立ての受け皿は取り外しができるので、
溜まった水が捨てられます。
（シングル、ダブル共通）

 BE BK

Shoes Rack
シューズラック
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3699BK
シューズトリオラック8型
入数 ：8
サイズ ：410×300×1128
外箱サイズ ：654×440×572
内箱サイズ ：278×208×312
材質 ：P.P.
カラー ：BK
JANコード ：4906137369910

2（652524）

3664
シューズラック10段
入数 ：6
サイズ ：265×300×1440
外箱サイズ ：740×338×590
内箱サイズ ：283×238×324
材質 ：P.P.
カラー ：BK・DBR
JANコード ： BK /4906137366421

DBR /4906137366438
 1（805137）

3170CHO
-シューズラック 5段 シングル
入数 ：16 材質 ：P.P.
サイズ ：300×310×903 カラー ：CHO
内寸 ：205×280×205（1段） JANコード ： 4906137317027
外箱サイズ ：880×620×575 4（505718）

3171CHO
-シューズラック 7段 シングル
入数 ：9 材質 ：P.P.
サイズ ：300×310×1313 カラー ：CHO
内寸 ：205×280×205（1段） JANコード ： 4906137317126
外箱サイズ ：933×320×865 4（657529）

3172CHO
-シューズラック 5段 ダブル
入数 ：10 材質 ：P.P.
サイズ ：503×310×903 カラー ：CHO
内寸 ：407×280×205（1段） JANコード ： 4906137317225
外箱サイズ ：645×533×981 4（700524）

3173CHO
-シューズラック 7段 ダブル
入数 ：6 材質 ：P.P.
サイズ ：503×310×1313 カラー ：CHO
内寸 ：407×280×205（1段） JANコード ： 4906137317324
外箱サイズ ：910×488×635 4（105535）
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2644
ガーデンテーブル840型
入数 ：4 材質 ：P.P.
サイズ ：840×840×700 カラー ：W
外箱サイズ ：870×380×878 JANコード ：4906137264413
内箱サイズ ：850×86×850 8（305369）

2639
ガーデンテーブル
入数 ：2 材質 ：P.P.
サイズ ：1350×840×700 カラー ：W
外箱サイズ ：1376×194×887 JANコード ：4906137263911
内箱サイズ ：1355×85×855 7（800695）

9995
ガーデンテーブル840型＆チェアセット
入数 ：1（テーブル1ヶ、チェア4ヶ） 材質 ：P.P.
サイズ ： テーブル/840×840×700

チェア/565×550×775
カラー ：W
JANコード ：4906137999506

外箱サイズ ：860×665×915 8（7057025）

2640LW
ガーデンチェア タイプ
入数 ：6 材質 ：P.P.
サイズ ：565×550×775 カラー ：W
外箱サイズ ：598×568×1025 JANコード ： 4906137264055

7（205437）

3823GY
NEWバーンケース93型
入数 ：1 カラー ：GY
サイズ ：850×535×875 JANコード ：4906137382315
外箱サイズ ：880×550×915
材質 ：P.P.、ABS樹脂 5（7052911）

大きいものは上から

便利な棚板付（固定式）便利な棚板付（固定式）
耐荷重：約30kg耐荷重：約30kg

容量たっぷり
（18ℓ灯油缶が4つ収納可能）

Garden
ガーデン
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3686BK
ギアコンテナ40型
入数 ：6 材質 ：P.P.
サイズ ：530×400×310 カラー ：BK
容量 ：約40ℓ JANコード ：4906137368623
外箱サイズ ：810×540×920 5（852133）

3681BK
ギアコンテナ60型キャスター付
入数 ：5 材質 ：P.P.
サイズ ：740×400×350 カラー ：BK
容量 ：約60ℓ JANコード ：4906137368111
外箱サイズ ：780×410×725 5（857831）

3687BK
ギアコンテナ63型
入数 ：4 材質 ：P.P.
サイズ ：675×470×310 カラー ：BK
容量 ：約63ℓ JANコード ：4906137368722
外箱サイズ ：960×695×620 5（300042）

キャスター付きで移動もらくらく！

2818
スキップコンテナ 型クリア
入数 ：12
サイズ ：383×250×220
外箱サイズ ：792×520×661
材質 ：P.P.
カラー ：C
JANコード ：4906137281809

5（100419）

2819
スキップコンテナ 型クリア
入数 ：8
サイズ ：470×317×260
外箱サイズ ：645×475×1040
材質 ：P.P.
カラー ：C
JANコード ：4906137281908

5（700126）

3232A
ブルックリンボックス・ショート 1898
入数 ：10
サイズ ：390×500×320
外箱サイズ ：515×407×861
材質 ：P.P.
カラー ：BK
JANコード ：4906137323219 

8（452713）

3232B
ブルックリンボックス・ショート NYC
入数 ：10
サイズ ：390×500×320
外箱サイズ ：515×407×861
材質 ：P.P.
カラー ：BK
JANコード ：4906137323226 

8（452713）

3241BK
ブルックリン・ペール
入数 ：12
サイズ ：288×270×372
外箱サイズ ：845×595×760
材質 ：P.P.
カラー ：BK
JANコード ：4906137324117 

8（300812）

Container
コンテナ

Brooklyn
ブルックリン
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3645EB
ロングラック5段キャスター付
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
JANコード ： 4906137364557

1（200819）

3647EB
ロングラック7段キャスター付
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
JANコード ： 4906137364755

8（400423）

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・W
JANコード ： BR /4906137399818

W /4906137399849
4（800033）

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・W
JANコード ： BR /4906137399917

W /4906137399948
4（905722）

下段には2ℓペットボトルが入ります。

3748W
ヴィータワイドラックT-3段キャスター付
入数 ：12 材質 ：P.P.
サイズ ：473×316×658 カラー ：W
外箱サイズ ：1035×485×658 JANコード ：4906137374822

9（005222）

3749W
ヴィータロングラックT-4段キャスター付
入数 ：12 材質 ：P.P.
サイズ ：205×390×880 カラー ：W
外箱サイズ ：480×430×805 JANコード ：4906137374921

9（200024）

3725W
ヴィータランドリーラックキャスター付
入数 ：3 材質 ：P.P.
サイズ ：520×315×840 カラー ：W
外箱サイズ ：1061×518×560 JANコード ： 4906137372521
内箱サイズ ：500×342×540 9（405056）

Wagon
ワゴン
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キャスターの
取り付け方向が
変えられます。

キッチンにあふれる
お気に入りの

アイテムを
心地いい印象に

まとめます

小さなスペースを活かして
スッキリキッチンに！！

すべての段のたまり水が、
水切り用ホースで流しのシンクへ！

outlet
アウトレット

3099
ポッシュバケット
入数 ：24 カラー ：BR・G・OR・R
サイズ ：310×353×290 JANコード ： BR /4906137309916

G /4906137309923
OR /4906137309930
R /4906137309947

容量 ：約17ℓ
外箱サイズ ：627×356×560
材質 ：P.E.

7281I
押入れスノコ2Pキャスター付
入数 ：10 材質 ：P.P.
サイズ ：380×750×33 カラー ：I
外箱サイズ ：770×395×460 JANコード ：4906137728106

3090BE
トータルラックロング C3040（完成品）
入数 ：2 材質 ：P.P.
サイズ ：400×680×680 カラー ：BE
引出し内寸 ：600×300×170 JANコード ：4906137309015
梱包サイズ ：818×692×640

3089BE
トータルラックロング K3068（組立式）
入数 ：2 材質 ：P.P.
サイズ ：400×680×680 カラー ：BE
引出し内寸 ：600×300×170 JANコード ：4906137308919
外箱サイズ：705×425×855
内箱サイズ：690×410×407

7463
ノーカラード押入れ活用べんりダナー740型P袋入り
入数 ：8 外箱サイズ ：623×390×765
サイズ ： 740×370×430

740×370×380
材質 ：P.P.
カラー ：N

内寸 ： 655×370×392
655×370×340

JANコード ：4906137746315

7464
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 ：7 外箱サイズ ：515×385×938
サイズ ： 920×370×430

920×370×380
材質 ：P.P.
カラー ：N

内寸 ： 835×370×392
835×370×340

JANコード ：4906137746414

9880
まわる勝手に水切りラック
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

3872
キッズスリムバスケットラック3型キャスター付
入数 ：3 材質 ：P.P.
サイズ ：330×440×1025 カラー ：B/G/R/Y
バスケット内寸：220×370×228 JANコード ：4906137387204
外箱サイズ ：1058×539×486
内箱サイズ ：522×343×460

押入れ収納に

3873
キッズスリムバスケットラック4W型キャスター付
入数 ：3 材質 ：P.P.
サイズ ：660×445×698 カラー ：B/G/R/Y
バスケット内寸：220×370×228 JANコード ：4906137387303
外箱サイズ ：1215×687×491
内箱サイズ ：670×395×465

2通りの高さを選べます。
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