


クロスステージA
 ￥126,560 /セット
クロススタンド ブラック ￥3,000×12組＝￥36,000
木製ブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥14,000×６枚＝￥84,000
尺0NEWフラットプレート 銀アクア ￥1,640×４枚＝ ￥6,560

クロスステージB
 ￥157,700 /セット
クロススタンド ブラック ￥3,000×12組＝ ￥36,000
アクリルブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥16,500×７枚＝￥115,500
尺３会席丸盆 黒乾漆 ￥1,550×４枚＝  ￥6,200

クロスステージA

クロスステージB

クロスステージ



木製ブリッジボード　K　厚み10mm

6-320-5  75㎝×30㎝ ￥11,000 （80113020）

6-320-6  60㎝×30㎝ ￥9,000 （80113030）

6-320-7  60㎝×15㎝ ￥7,800 （80113040）

6-320-4  90㎝×40㎝ ￥14,000 （80113010）

6-320-9    75㎝×30㎝ ￥12,300 厚み8mm
（80113060）

6-320-10  60㎝×30㎝ ￥9,200 厚み8mm
（80113070）

6-320-11  60㎝×15㎝ ￥6,800 厚み8mm
（80113080）

アクリルブリッジボード　F　
6-320-8    90㎝×40㎝ ￥16,500 厚み10mm

（80113050）両面加工にて
その場に応じた
レイアウトが可能!

6-320-1 ￥3,000
クロススタンド　A
ブラック
230×230×H240 （75020470）

6-320-2 ￥3,380
クロススタンド　A
シルバー
230×230×H240 （75020480）

6-320-3 ￥4,040
クロススタンド　A
栃
230×230×H240 （75020490）

２段に積んだ写真

ブリッジボード

３段４段にも
積み足し出来ます

230

クロススタンド



クロスステージC
 ￥135,940 /セット

クロススタンド 栃 ￥4,040×10組＝￥40,400
アクリルブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥16,500×４枚＝￥66,000
木製ブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥14,000×１枚＝￥14,000
尺0NEWフラットプレート 銀アクア ￥1,640×６枚＝ ￥9,840
ボード用 馬（２個セット） ￥5,700×１組＝ ￥5,700

クロスステージD
 ￥70,780 /セット

クロススタンド ブラック ￥3,000×６組＝￥18,000
アクリルブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥16,500×３枚＝￥49,500
尺0NEWフラットプレート 銀アクア ￥1,640×２枚＝ ￥3,280

クロスステージD

クロスステージE
 ￥43,280 /セット

クロススタンド ブラック ￥3,000×４組＝￥12,000
木製ブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥14,000×２枚＝￥28,000
尺0NEWフラットプレート 銀アクア ￥1,640×２枚＝ ￥3,280

クロスステージE

クロスステージC

クロスステージ



ステージⅠ　橘
 ￥285,200 /セット
木製隅切り八角タワー ブラウン ￥22,000×８本＝￥176,000
アクリルブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥16,500×４枚＝ ￥66,000
アクリルブリッジボード 60㎝×30㎝ ￥9,200×４枚＝ ￥36,800
30㎝隅切スクエアープレート 白乾漆/黒乾漆 ￥1,600×４枚＝  ￥6,400

ステージⅠ　橘



ステージⅡ　高砂
 ￥412,600 /セット
木製隅切り八角タワー ブラック ￥22,000×12本＝￥264,000
木製ブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥14,000×２枚＝ ￥28,000
木製ブリッジボード 75㎝×30㎝ ￥11,000×６枚＝ ￥66,000
木製ブリッジボード 60㎝×30㎝ ￥9,000×５枚＝ ￥45,000
30㎝隅切スクエアープレート 白乾漆/黒乾漆 ￥1,600×６枚＝  ￥9,600

ステージⅡ　高砂



6-324-1 ￥22,000
木製隅切り八角タワー ブラウン　K
280×280×H31 BU1-4-2（90052652）

6-324-2 ￥22,000
木製隅切り八角タワー ブラック　K
280×280×H31 BU1-4-3（90052653）

ステージⅢ　ひな段
 ￥257,600 /セット
木製隅切り八角タワー ブラック ￥22,000×９本＝￥198,000
木製ブリッジボード 90㎝×40㎝ ￥14,000×２枚＝ ￥28,000
木製ブリッジボード 75㎝×30㎝ ￥11,000×２枚＝ ￥22,000
30㎝隅切スクエアープレート 白乾漆/黒乾漆 ￥1,600×６枚＝  ￥9,600

（２段積んだ時）

（２段積んだ時）

610

610

木製ブリッジボード　K　厚み10mm

6-324-4  75㎝×30㎝ ￥11,000 （80113020）

6-324-5  60㎝×30㎝ ￥9,000 （80113030）

6-324-6  60㎝×15㎝ ￥7,800 （80113040）

6-324-3  90㎝×40㎝ ￥14,000 （80113010）

6-324-8    75㎝×30㎝ ￥12,300 厚み8mm
（80113060）

6-324-9    60㎝×30㎝ ￥9,200 厚み8mm
（80113070）

6-324-10  60㎝×15㎝ ￥6,800 厚み8mm
（80113080）

アクリルブリッジボード　F　
6-324-7    90㎝×40㎝ ￥16,500 厚み10mm

（80113050）両面加工にて
その場に応じた
レイアウトが可能!

ブリッジボード

ステージⅢ　ひな段



6-325-1 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 白木柾目　B
530×325×83 BU1-20-1（70022470）

6-325-2 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 チーク柾目　B
530×325×83 BU1-20-2（70022450）

6-325-3 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 黒パール　B
530×325×83 BU1-20-3（70022460）

6-325-4 ￥4,700
ビュッフェ用ABSプレート1/1
朱パール　B
530×330×10 BU1-20-4（70022510）

6-325-5 ￥4,700
ビュッフェ用ABSプレート1/1
黒パール　B
530×330×10 BU1-20-5（70022480）

6-325-6 ￥4,700
ビュッフェ用ABSプレート1/1
白木柾目　B
530×330×10 BU1-20-6（70022490）

6-325-7 ￥4,700
ビュッフェ用ABSプレート1/1
銀パール　B
530×330×10 BU1-20-7（70022520）

6-325-8 ￥4,700
ビュッフェ用ABSプレート1/1
金パール　B
530×330×10 BU1-20-8（70022530）

ビュッフェ用ABSプレート１/１（塗り物）

6-325-10 ￥3,980
53cm長角スクエアプレート　H
530×325×17　白グロス ML1-38-6（83360390）

6-325-9 ￥2,080（￥2,080×2枚）
32.5cm長角スクエアプレート　H
325×265×17　白グロス ML1-38-5（83360410）

長角スクエアプレート

（セット例）

スタッキングOK

セット例

6-325-11 ￥8,000
ポリカーボネイトカバー長角1/1　h
530×330×180 （70022580）

※ABSプレート1/1にポリカーボネイトカバーは使用出来ません。

ビュッフェ用１/１　ABS枠＆プレート



カバーを閉めた時 カバーを開けた時

ビュッフェ用ABSプレート２/３（塗り物）

6-326-1 ￥5,800
ビュッフェ用ABS枠2/3 白木柾目　B
355×325×83 BU1-19-1（70022360）

6-326-2 ￥5,800
ビュッフェ用ABS枠2/3 チーク柾目　B
355×325×83 BU1-19-2（70022370）

6-326-3 ￥5,800
ビュッフェ用ABS枠2/3 黒パール　B
355×325×83 BU1-19-3（70022380）

6-326-9 ￥7,000
ポリカーボネイトカバー 2/3　h
365×335×180 （70022740）

6-326-4 ￥4,000
ビュッフェ用ABSプレート2/3
朱パール　B
355×330×12 BU1-19-4（70022390）

6-326-5 ￥4,000
ビュッフェ用ABSプレート2/3
黒パール　B
355×330×12 BU1-19-5（70022410）

6-326-6 ￥4,000
ビュッフェ用ABSプレート2/3
白木柾目　B
355×330×12 BU1-19-6（70022420）

6-326-7 ￥4,000
ビュッフェ用ABSプレート2/3
銀パール　B
355×330×12 BU1-19-7（70022430）

6-326-8 ￥4,000
ビュッフェ用ABSプレート2/3
金パール　B
355×330×12 BU1-19-8（70022440）

ポリカーボネイトカバー

スタッキングOK

セット例

（セット例）

ビュッフェ用２/３　ABS枠＆プレート



PP長角バスケット1/1（浅）　J　530×325×65
6-327-1 アイボリー ￥5,500 BU1-22-14

（70022590）

6-327-2 ブラック ￥5,500 BU1-22-15
（70022610）

PP長角バスケット1/1（深）　J　530×325×100
6-327-3 アイボリー ￥5,800 BU1-22-16

（70022620）

6-327-4 ブラック ￥5,800 BU1-22-17
（70022630）

PP長角バスケット1/2（浅）　J　325×265×65
6-327-10 アイボリー ￥3,300 BU1-22-10

（70022540）

6-327-11 ブラック ￥3,300 BU1-22-11
（70022550）

PP長角バスケット1/2（深）　J　325×265×100
6-327-12 アイボリー ￥3,700 BU1-22-12

（70022560）

6-327-13 ブラック ￥3,700 BU1-22-13
（70022570）

6-327-9 ￥8,000
ポリカーボネイトカバー長角1/1　h
530×330×180 （70022580）

カバーを付け
て

衛生的！！

ＰＰ長角バスケット１/２（浅）（深）

セット価格

セット価格

6-327-5 ￥13,500（セット）
【バスケット1/1（浅）】＋【カバー】 

6-327-14 ￥14,600（セット）
【バスケット1/2（浅）】＋【カバー】

6-327-16 ￥13,100（セット）
【バスケット1/2（浅）】＋【枠】

6-327-7 ￥13,800（セット）
【バスケット1/1（深）】＋【カバー】

6-327-6 ￥20,000（セット）
【バスケット1/1（浅）】＋【カバー】＋【枠】

6-327-15 ￥15,400（セット）
【バスケット1/2（深）】＋【カバー】

6-327-17 ￥21,900（セット）
【バスケット1/2（深）】＋【カバー】＋【枠】

6-327-8 ￥12,300（セット）
【バスケット1/1（深）】＋【枠】

ＰＰ長角バスケット１/１（浅）（深）



6-328-13 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 チーク柾目　B
530×325×83 BU1-20-2（70022450）

6-328-14 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 黒パール　B
530×325×83 BU1-20-3（70022460）

6-328-12 ￥6,500
ビュッフェ用ABS枠1/1 白木柾目　B
530×325×83 BU1-20-1（70022470）

6-328-11 直運  ￥20,000
1/1台形スタンド縦形　Q
325×530×200（100） （80113150）

サイズの違った
バスケットが

セットできます
！！

ビュッフェ用ＡＢＳ枠１/１

ステンレススタンド１/２

1/1スタンド　Q 直運
6-328-7 （低） ￥18,300 530×325×H120

（80113110）

6-328-8 （高） ￥20,000 530×325×H200
（80113120）

1/1台形スタンド　Q 直運
6-328-9   （低） ￥18,900 530×325×150（50）

（80113130）

6-328-10 （高） ￥20,700 530×325×250（150）
（80113140）

1/2スタンド　Q 直運
6-328-16 （低） ￥13,400 325×265×H120

（80113160）

6-328-17 （高） ￥15,400 325×265×H200
（80113170）

1/2台形スタンド　Q 直運
6-328-19 （低） ￥17,500 265×325×150（50）

（80113180）

6-328-20 （高） ￥18,300 265×325×250（150）
（80113190）

セット価格 セット価格

6-328-1 ￥49,600（セット）
【1/1スタンド（高）（低）】＋
 【1/1バスケット（浅）（深）】

6-328-3 ￥50,900（セット）
【1/1スタンド台形（高）（低）】＋
 【1/1バスケット（浅）（深）】

6-328-5 ￥25,800（セット）
【1/1台形スタンド】＋【1/1（深）】

6-328-15 ￥36,200（セット）
【1/2スタンド（高）（低）】
 ＋【1/2バスケット(深)×2】

6-328-18 ￥42,800（セット）
【1/2台形スタンド（高）（低）】
 ＋【1/2バスケット（浅）（深）】

6-328-6 ￥27,400（セット）
【1/1台形スタンド】＋【1/2（深）×2】

6-328-2 ￥51,500（セット）
【1/1スタンド（高）（低）】＋
 【1/1バスケット（深）】＋【1/2（深）×2】

6-328-4 ￥52,000（セット）
【1/1スタンド台形（高）（低）】＋
 【1/1バスケット(深）】＋【1/2（浅）×2】

セット価格

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ステンレススタンド１/１



6-330-2 ブラック ￥4,300 BU1-21-9
（70022710）

PP長角バスケット2/3（浅）　J　355×325×65
6-330-1 アイボリー ￥4,300 BU1-21-8

（70022690）

PP長角バスケット2/3（深）　J　355×325×100
6-330-3 アイボリー ￥4,500 BU1-21-10

（70022720）

6-330-4 ブラック ￥4,500 BU1-21-11
（70022730）

PP丸バスケット（浅）　J　φ400×65
6-330-13 アイボリー ￥4,300 BU1-21-13

（70022640）

6-330-14 ブラック ￥4,300 BU1-21-14
（70022650）

PP丸バスケット（深）　J　φ400×100
6-330-15 アイボリー ￥4,800 BU1-21-15

（70022660）

6-330-16 ブラック ￥4,800 BU1-21-16
（70022670）

PP丸バスケット（浅・深）

6-330-17 ￥6,500
ポリカーボネイトカバー
丸のみ　h
φ405×170 BU1-21-17（70022680）

6-330-18 ￥3,820
42㎝ウェーブ花型用
スタンドのみ　Y
（φ375/φ470） BU1-21-18（51354330）

セット価格

セット価格

6-330-5 ￥11,300（セット）
【バスケット2/3（浅）】＋【カバー】

6-330-6 ￥11,300（セット）
【バスケット2/3（浅）】＋【カバー】

6-330-19 ￥10,800（セット）
【丸バスケット(浅）】＋【カバー】

6-330-21 ￥15,120（セット）
【丸バスケット(深）】＋【カバー】＋【スタンド】

6-330-20 ￥11,300（セット）
【丸バスケット(深）】＋【カバー】

6-330-22 ￥14,620（セット）
【丸バスケット(浅）】＋【カバー】＋【スタンド】

6-330-12 ￥10,300（セット）
【バスケット2/3（深）】＋【枠】

6-330-9 ￥17,100（セット）
【バスケット2/3（浅）】＋【カバー】＋【枠】

6-330-10 ￥17,100（セット）
【バスケット2/3（浅）】＋【カバー】＋【枠】

6-330-7 ￥11,500（セット）
【バスケット2/3（深）】＋【カバー】

6-330-11 ￥17,300（セット）
【バスケット2/3（深）】＋【カバー】＋【枠】

6-330-8 ￥7,000
ポリカーボネイトカバー2/3　h
365×335×180 （70022740）

ＰＰ長角バスケット２/３（浅・深）



6-331-1 ￥9,800
1/2木製トレー 白木　K
325×265×H40 （80113210）

6-331-2 ￥3,800
1/2木製トレー用目皿 白木　K
300×240×H20 （80113230） ￥13,600

￥16,100

￥19,100

￥20,700

￥15,300

￥17,700

6-331-3 ￥11,300
1/2木製トレー ブラウン　K
325×265×H40 （80113220）

6-331-7 ￥4,600
1/1木製トレー用目皿 白木　K
510×300×H20 （80113290）

6-331-4 ￥4,000
1/2木製トレー用目皿 ブラウン　K
300×240×H20 （80113240）

6-331-10 ￥4,900
1/1木製トレー用目皿 ブラウン　K
510×300×H20 （80113310）

（浅型）

浅型

浅型

深型

深型

（深型）

1/1木製トレー 白木　K

6-331-5 （浅型） ￥11,500 530×325×H40
（80113250）

6-331-6 （深型） ￥14,500 530×325×H90
（80113260）

1/1木製トレー ブラウン　K

6-331-8 （浅型） ￥12,800 530×325×H40
（80113270）

6-331-9 （深型） ￥15,800 530×325×H90
（80113280）

セット価格

セット価格

木製トレー



6-332-18 ￥7,200
木製仕切（Ａ）1/1 白木　K
505×247×60 （80113320）

6-332-19 ￥8,600
木製仕切（Ａ）1/1 ブラウン　K
505×247×60 （80113330）

6-332-20 ￥8,500
木製仕切（Ｂ）1/1 白木　K
505×300×25 （80113340）

6-332-21 ￥9,800
木製仕切（Ｂ）1/1 ブラウン　K
505×300×25 （80113350）

1/2スタンド　Q 直運
6-332-16 （低） ￥13,400 325×265×H120

（80113160）

6-332-17 （高） ￥15,400 325×265×H200
（80113170）

1/2台形スタンド　Q 直運
6-332-13 （低） ￥17,500 265×325×150（50）

（80113180）

6-332-14 （高） ￥18,300 265×325×250（150）
（80113190）

ステンレススタンド１/２

木製仕切

6-332-11 直運  ￥20,000
1/1台形スタンド縦形　Q
325×530×200（100） （80113150）

1/1スタンド　Q 直運
6-332-7 （低） ￥18,300 530×325×H120

（80113110）

6-332-8 （高） ￥20,000 530×325×H200
（80113120）

1/1台形スタンド　Q 直運
6-332-9  （低） ￥18,900 530×325×150（50）

（80113130）

6-332-10（高） ￥20,700 530×325×250（150）
（80113140）

仕切（Ａ） 仕切（Ｂ）

セット価格 セット価格

6-332-12 ￥66,400（セット）
【1/2台形スタンド（高）（低）】
 ＋【1/2木製トレー×2】

6-332-15 ￥56,000（セット）
【1/2スタンド（高）（低）】
 ＋【1/2木製トレー×2】

6-332-1 ￥76,700（セット）
【1/1スタンド（高）（低）】＋
 【1/1木製トレー（浅）（深）】

6-332-3 ￥73,500（セット）
【1/1スタンド（高）（低）】＋
 【1/1木製トレー（浅）（深）】

6-332-2 ￥68,900（セット）
【1/1スタンド（高）（低）】＋
 【1/1木製トレー（浅・目皿ナシ）】＋【（深）】

6-332-4 ￥79,400（セット）
【1/1台形スタンド（高）（低）】＋
 【1/1木製トレー（深）（深）】

6-332-6 ￥48,900（セット）
【1/1台形スタンド縦形】＋
 【1/2木製トレー×2】

6-332-5 ￥40,700（セット）
【1/1台形スタンド縦形】＋
 【1/1木製トレー】

セット価格

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ステンレススタンド１/１



ウェーブトレーW600

6-333-5 ￥2,500
W600用木製目皿　K
540×205×25 BU1-29-5（90052060）

6-333-7 ￥2,600
トレー網傾斜台（1249026）　Q
217×85×87 BU1-29-7（90052080）

6-333-8 ￥3,400
トレー網傾斜台（1249024）　Q
217×62×60 BU1-29-8（90052090）

6-333-9 ￥2,600
トレー網仕切（1249030）　Q
220×37×44 BU1-29-9（90052110）

6-333-4 ￥7,900
ウェーブトレーW600用フードカバー F
600×265×110 BU1-29-4（90052050）

6-333-10 ￥3,280
丸篭網傾斜台（1249048）　Q
163×85×90 BU1-29-10（90052120）

6-333-6 ￥5,500
ウェーブトレーW600用網　Q
543×225 BU1-29-6（90052070）

ウェーブトレーW600　B 595×250×88

6-333-2  黒 ￥7,300 BU1-29-2
（90052035）

6-333-3  白 ￥7,300 BU1-29-3
（90052040）

6-333-1  溜茶 ￥7,300 BU1-29-1
（90052025）

網を傾斜させて食材が見やすい
陳列が出来ます。

網は水平と斜めの２通りに設置できます。

ウェーブトレー



ウェーブトレーW300

6-334-5 ￥4,100
ウェーブトレーW450用網　Q
393×225 BU1-30-5（90052160）

6-334-4 ￥1,850
トライアングルスタンド(ロータイプ)ブラック　Y
260×230×H105 BU1-30-4（50002060）

6-334-12 ￥1,850
トライアングルスタンド
（ロータイプ）ブラック　Y
260×230×H105
 BU1-30-12（50002060）

6-334-6 ￥1,800
ウェーブトレーW450用木製目皿　K
390×205×25 BU1-30-6（90052170）

6-334-11 ￥6,600
ウェーブトレーW300用フードカバー　F
300×265×110 BU1-30-11（90052220）

6-334-14
 ￥3,200
ウェーブトレー
W300用網　Q
243×225
 BU1-30-14（90052240）

6-334-13
 ￥1,500
ウェーブトレー
W300用木製目皿 K
240×205×25
 BU1-30-13（90052230）

ウェーブトレーW450　B 445×250×88

6-334-2  黒 ￥5,900 BU1-30-2
（90052140）

6-334-3  白 ￥5,900 BU1-30-3
（90052150）

6-334-1  溜茶 ￥5,900 BU1-30-1
（90052130）

ウェーブトレーW300　B 295×250×87

6-334-9    黒 ￥4,500 BU1-30-9
（90052190）

6-334-10  白 ￥4,500 BU1-30-10
（90052210）

6-334-8    溜茶 ￥4,500 BU1-30-8
（90052180）

上下使用可能！

上下使用可能！

260mm

260mm

105
mm

105
mm

170mm

170mm

6-334-7 ￥1,310
30.0雅波筋目長角皿 H
300×175×28  白グロス
メラミン樹脂 BU1-30-7（51024980）

ウェーブトレーW450



デリッシュボード 黒　B

6-335-2  足付（H85） ￥8,200 600×300×85
BU1-31-2（90052260）

6-335-3  足付（H145） ￥8,800 600×300×145
BU1-31-3（90052270）

6-335-1  足無 ￥7,100 600×300×25
BU1-31-1（90052250）

デリッシュボード 溜　B

6-335-8  足付（H85） ￥8,200 600×300×85
BU1-31-8（90052330）

6-335-9  足付（H145） ￥8,800 600×300×145
BU1-31-9（90052340）

6-335-7  足無 ￥7,100 600×300×25
BU1-31-7（90052320）

デリッシュボード 春慶　B

6-335-5  足付（H85） ￥8,200 600×300×85
BU1-31-5（90052290）

6-335-6  足付（H145） ￥8,800 600×300×145
BU1-31-6（90052310）

6-335-4  足無 ￥7,100 600×300×25
BU1-31-4（90052280）

※裏面の足は、たたみ込めます。

※デリッシュボードは、３種類の高さをご用意。陳列量に併せて組合わせれば、ピーク時にも少なめ陳列時にも対応。
　 脚付きの商品（Ｈ85・H145）は、脚を畳む事も可能です。ピーク時に畳んだ脚を、少なめ陳列の時に使用すれば、
少量でもボリューム感のある陳列が出来ます。

※足をたたんで積み重ね可能。

天板足無＋天板足付（H85） 天板足無＋天板足付（H145） 天板足無＋天板足付（H85）＋天板足付（H145）

デリッシュボード



※ 丸と四角のどちらを上にしても使用でき、
　高さ違いで使うことで立体的な陳列が可能です。

ナチュラルウッド ブラウンウッド

ホワイトストーン ブラックストーン

6-336-7  ホワイトストーン ￥9,000 BU1-32-7
（90052420）

6-336-8  ブラックストーン ￥9,000 BU1-32-8
（90052430）

グレイスプレート 角型　H　300×300 直運

6-336-6  ブラウンウッド ￥9,000 BU1-32-6
（90052410）

6-336-5  ナチュラルウッド ￥9,000 BU1-32-5
（90052390）

6-336-15  ホワイトストーン ￥8,750 BU1-32-15
（90052510）

6-336-16  ブラックストーン ￥8,750 BU1-32-16
（90052520）

グレイスプレート バウム型　H　R530×280 直運

6-336-14  ブラウンウッド ￥8,750 BU1-32-14
（90052490）

6-336-13  ナチュラルウッド ￥8,750 BU1-32-13
（90052480）

6-336-3  ホワイトストーン ￥7,550 BU1-32-3
（90052370）

6-336-4  ブラックストーン ￥7,550 BU1-32-4
（90052380）

グレイスプレート 丸型　H　φ300 直運

6-336-2  ブラウンウッド ￥7,550 BU1-32-2
（90052360）

6-336-1  ナチュラルウッド ￥7,550 BU1-32-1
（90052350）

ツーウェイスタンド

※ バウムは二枚つなげると90°になり
　複数使用でウェーブ状の展開もできます。

6-336-17 直運  ￥7,800
ツーウェイスタンドH75　Q
φ220×210×75 BU1-32-17（90052530）

6-336-18 直運  ￥9,000
ツーウェイスタンドH150　Q
φ220×210×150 BU1-32-18（90052540）

6-336-19 直運  ￥10,200
ツーウェイスタンドH225　Q
φ220×210×225 BU1-32-19（90052550）

530
mm

530mm

外寸210

外寸φ220

6-336-11  ホワイトストーン ￥7,550 BU1-32-11
（90052460）

6-336-12  ブラックストーン ￥7,550 BU1-32-12
（90052470）

グレイスプレート 扇型　H　R300×300 直運

6-336-10  ブラウンウッド ￥7,550 BU1-32-10
（90052450）

6-336-9    ナチュラルウッド ￥7,550 BU1-32-9
（90052440）

75mm

150mm

225
mm

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

グレイスプレート


