
コード.No. 直送先

ご注文書・お見積書

太枠の中のご記入をお願い致します。

貴社名

部　署 ご担当者名

TEL　　　（　　　）

TEL　　　（　　　）

　　　　年　　　　月　　　　日

FAX　　　（　　　）様

●指示のある場合のみご記入ください。
　発　注 No. 物件名（物件 No.）

●上記と異なる場合のみご記入ください。
　商品送付先・会社名 ご担当者名 様

住　所　〒

住　所　〒

注文品番（商品名） 数　量 納入単価

備　考 ●ご希望納期

月 日

ご希望に添いかねる場合が
あります。

運賃
（消費税は別途かかります。）

納期　　/　　工場出荷

FAX どちらかに○印（かこむ）をつけてください。
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まちがいを避けるため、注文品番、数量と指示内容をもれなくご記入の上
ご注文かお見積りかがわかるように○印でかこんで指示してください。

ご注文・お見積りに際して

左ページ（P.116）のご注文書をコピーしてお使いいただくと便利です。

お願い致します。ご注文・お見積りはFAXにて

ご注文内容の変更・キャンセルはできません。あらかじめご確認の上、ご発注ください。
ご不明な点はお手数ですがお問い合せください。

収納とディスプレイで壁を便利に使えます。

用途に合わせて「置く」「掛ける」「吊るす」機能が追加できます。長押レール

MR4309、MR4099、MR4293

長押棚用 オプション　フックや棚を追加して、自分好みにアレンジできます。

MR4312

長押棚　900mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅900×高さ80×奥行100mm　　重量：2.4kg
材質：〈本体〉木質ボード･アルミ　〈ベース〉アルミ・樹脂
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（２）（40）→P.102、106
安全荷重：10kg

奥行きが100mmあって、棚としても使える長押レールです。
棚部の手前に溝があってハンガーを引掛けることもできます。
下地にネジで固定して取り付けます（※注意 下記参照）。

MR4307
MR4309
MR4311

アイボリー
ナチュラル
セピア

¥13,400
¥13,400
¥13,400

810453
810477
810491

アイボリー

ナチュラル

セピア

長押棚　1800mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅1800×高さ80×奥行100mm　　重量：5.0kg
材質：〈本体〉木質ボード･アルミ　〈ベース〉アルミ・樹脂
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（２）（40）→P.102、106
安全荷重：20kg

奥行きが100mmあって、棚としても使える長押レールです。
棚部の手前に溝があってハンガーを引掛けることもできます。
下地にネジで固定して取り付けます（※注意 下記参照）。

MR4308
MR4310
MR4312

アイボリー
ナチュラル
セピア

¥24,000
¥24,000
¥24,000

810460
810484
810507

アイボリー

ナチュラル

セピア

D50フック
注文品番　MR4099
価格（税別）　¥550
JAN　808375

外寸法：幅15×高さ55×奥行27mm
材質：スチール塗装
入数：１袋２ヶ入
安全荷重：３kg

鍵やループワイヤー吊（→P.88）、小さなエコバッグなどを
掛けるのに使います。横にスライドして位置を動かすこと
ができます。
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取付場所

木壁・木桟

長押用 吊下げ金具
注文品番　MR4290
価格（税別）　¥500
JAN　810286

外寸法：幅19×高さ47×奥行10mm
材質：スチールメッキ
入数：１袋２ヶ入
安全荷重：10kg

額縁や鏡などを吊り下げるための金具です。
任意の位置に取り付けることができます。
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長押 吊下げ棚
注文品番　MR4291
価格（税別）　¥4,200
JAN　810293

外寸法：幅300×高さ200×奥行100mm
材質：スチール塗装
入数：１箱１ヶ入
安全荷重：３kg

小ビンなどの小物収納に
便利です。
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109

12

12

長押 J型フック
注文品番　MR4293
価格（税別）　¥500
JAN　810316

外寸法：幅19×高さ100×奥行50mm
材質：スチール塗装
入数：１袋１ヶ入
安全荷重：３kg

かばんを吊り下げるのに適した
大き目タイプのフックです。
横に動かせます。
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棚手前にハンガーを掛ける溝が
あります。

特注サイズできます

長押棚　注文番号 MR9901

長押棚のカラーと長さ（外寸法）を［mm単位］でご指示
ください。
（例）長押棚 MR9901 セピア
　　長さ○○mm
対応寸法：501～1800mm
安全荷重：900mmあたり8kgを目安
詳しくはお問い合わせください。

吊下げ金具でパネルを吊り下げています。

長
押
レ
ー
ル

長
押
レ
ー
ル

※注意 下地に取り付ける本格工事が必要です。
JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乗せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。

※フック・オプション品を複数使用する場合、安全荷重の合計が900mmで8kg、1800mmで16kgを超えないようにしてください。
※ フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないように、離して使用してください。
JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。
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通常の商品は注文品番と個数を記入してください。 通常の商品は注文品番と個数を記入してください。

あると便利な長
なげ

押
し

を現代風にアレンジしました。

シンプルながら機能的なのが長押レールです。長押レール

アイボリー

ナチュラル

セピア

アイボリー

ナチュラル

セピア

長押ラック D50　900ｍｍ
注文品番 カラー 価格（税別） JAN
MR4097 アイボリー ¥7,600 808351
MR4064 ナチュラル ¥7,600 807668
MR4062 セピア ¥7,600 807644

外寸法：幅900×高さ80×奥行50mm　　重量：1.3kg
材質：〈本体〉木質ボード･アルミ　〈ベース桟〉木
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（１）（40）→P.102、106
安全荷重：８kg

長押ラック D50　1800ｍｍ
注文品番 カラー 価格（税別） JAN
MR4098 アイボリー ¥12,600 808368
MR4065 ナチュラル ¥12,600 807675
MR4063 セピア ¥12,600 807651

外寸法：幅1800×高さ80×奥行50mm　　重量：2.7kg
材質：〈本体〉木質ボード･アルミ　〈ベース桟〉木
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（１）（40）→P.102、106
安全荷重：16kg

奥行きがありCDなどの小物ディスプレイとしても使えます。
オプションの追加で使い方いろいろ、下地にネジで固定し
て取り付けます（※注意 下記参照）。

奥行きがありCDなどの小物ディスプレイとしても使えます。
オプションの追加で使い方いろいろ、下地にネジで固定し
て取り付けます（※注意 下記参照）。

取付場所

木壁・木桟

取付場所

木壁・木桟
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D50 ベース桟 D50 取り付け時の上部

MR4063、MR4066MR4063、MR4066 MR4324、MR4067、MR4332MR4324

MR4063、MR4066、MR4099 MR4324、MR4067、MR4332

長押ラック D50 木地タイプ　900mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅900×高さ80×奥行50mm　　重量：1.7kg
材質：〈本体〉木質ボード突板貼り･アルミ　〈ベース桟〉木
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（１）（40）→P.102、106
安全荷重：10kg

表面が突板貼りで塗装をして使う、木地タイプです。
お部屋のイメージに合わせ、塗装してお使いください。
下地にネジで固定して取り付けます（※注意 下記参照）。

MR4323 木地（無塗装） ¥8,700 810613

長押ラック D50 木地タイプ　1800mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅1800×高さ80×奥行50mm　　重量：3.4kg
材質：〈本体〉木質ボード突板貼り･アルミ　〈ベース桟〉木
付属品：木壁用ネジ
壁取付け（１）（40）→P.102、106
安全荷重：20kg

表面が突板貼りで塗装をして使う、木地タイプです。
お部屋のイメージに合わせ、塗装してお使いください。
下地にネジで固定して取り付けます（※注意 下記参照）。

MR4324 木地（無塗装） ¥14,200 810620

木地（無塗装） 木地（無塗装）

写真は木地をクリア塗装した場合のイメージです。

写真は木地を緑に塗装した場合のイメージです。

特注サイズできます
木地タイプは規格サイズのみとなります

長押ラック D50　注文番号 MR9997

長押ラックのカラーと長さ（外寸法）を［mm単位］でご指示ください。
（例）長押ラック D50 MR9997 セピア
　　長さ○○mm
対応寸法：501～3600mm
※  1801mm以上では本体の木質ボードが中央でつなぎになります。
安全荷重：900mmあたり8kgを目安
詳しくはお問い合わせください。
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※注意 下地に取り付ける本格工事が必要です。
JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乗せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。

※注意 下地に取り付ける本格工事が必要です。
※木地タイプは表面が突板貼りになっているので塗装をしてお使いください。木地色を生かす場合でもクリア塗装してお使いください。
JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乗せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。
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長押ラック
注文品番
MR4097 ア
MR4064 ナ
MR4062

外寸法 幅 高

MR4063、MR4066

ック
注文品番　MR4293
価格（税別）　¥500
JAN　810316

と表記のある商品

長押レール（長押ラック D50）の場合
注文品番MR9997に長押ラックのカラーと
長さ（外寸法）を［mm単位］でご指示ください。
（例） 長押ラック D50 MR9997 セピア
　　 長さ（外寸法）1236mm

特注サイズできます と表記のある商品

長押レール（長押棚）の場合
注文品番MR9901に長押棚のカラーと
長さ（外寸法）を［mm単位］でご指示ください。
（例） 長押棚 MR9901 ナチュラル
 長さ（外寸法）1567mm

特注サイズできます

MR4063、MR4066

特注サイズできます
木地タイプは規格サイズのみ

50　注文番号 MR9997

のカラ と長さ（外寸法）を［mm単

特注サイズできます

棚　注文番号 MR9901

棚のカラーと長さ（外寸法）を［m

直掛け金具 額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。

簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

いたずら、落下防止用の下振れ・上がり止め金具です。

引掛け金具とセットで使うとしっかり固定できます。

引掛け金具 下振れ・上がり止め金具下振れ・上がり止め金具

引掛吊りセットフレーム止め付

50

50
35

50材質：〈額取付金具〉ステンレス　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅50×高さ35）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ･
 　上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：10kg

注文品番　M-5049
価格（税別）　¥1,600　
JAN　808689

壁面との隙間が６mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付きです。

■壁面取付方法

  ①  額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで
取り付けます。
②  壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取
り付けます。
③  壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットし
ます。
④  額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端
の細いドライバーで締め込んでください。

木壁・木桟

長ネジ

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

太ピン

位置決め
太ピン

石こうボード壁等

下部中央の穴に太ピンを押し
込んで位置決めし、太ピンをピ
ン穴に押し込んで固定します。

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

レール引掛吊り300　フレーム止め付 

10kgまでの小・中サイズパネル用です。
落下、いたずら防止の固定式引掛け金具です。

材質：〈額取付金具〉ステンレス　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅300×高さ35）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ･
 　上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：10kg

注文品番　M-5050
価格（税別）　￥1,000
JAN　808696

■壁面取付方法

長ネジ
長ネジをネジ穴に
ドライバーでネジ
止めします。

木壁・木桟石こうボード壁等
太ピン

位置決め太ピン
下部中央の穴に太ピンを押し
込んで位置決めし、太ピンをピ
ン穴に押し込んで固定します。

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

①  額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで
取り付けます。

②  壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジ
で取り付けます。
③  壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットし
ます。
④  額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端
の細いドライバーで締め込んでください。

300
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レール引掛吊300の特注サイズ対応です。壁面との隙間が６mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

ダブルレール引掛吊り　フレーム止め付 

50
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W

材質：〈額取付金具〉ステンレス　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･
 　石こうボード用ピン･
 　木壁用ネジ･上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：10kg

注文品番　M-9999

■壁面取付方法

①  額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで
取り付けます。

②  壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジ
で取り付けます。
③  壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットし
ます。
④  額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端
の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等 木壁・木桟

長ネジ

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

太ピン

位置決め
太ピン

下部中央の穴に太ピンを押し
込んで位置決めし、太ピンをピ
ン穴に押し込んで固定します。

長さ（mm） 価格（税別）
300～399 ¥3,300
400～499 ¥3,500
500～599 ¥3,700
600～699 ¥3,900
700～799 ¥4,100

長さ（mm） 価格（税別）
800～899 ¥4,300
900～999 ¥4,500
1,000～1,099 ¥4,700
1,100～1,199 ¥4,900

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

額止め具ミニ 

材質：〈額取付金具〉樹脂　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：石こうボード木壁兼用ネジ
入数：１袋２ヶ入
安全荷重：２kg

注文品番　M-5048
価格（税別）　¥340
JAN　808672 8
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長ネジ

①  フレーム裏側上辺に額止め具
ミニを短ネジで取り付けます。
②長ネジで壁面に取り付けます。

■壁面取付方法

ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。簡易に止められ、上下左右も止められます。

マルチ止め具 

材質：〈壁側金具〉樹脂　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋２ヶ入

注文品番　M-5031
価格（税別）　¥500
JAN　807200

30

33

5
①  マルチ止め具をピンまたはネジで壁面に固定します。

②  マルチ止め具に額に取り付けた
　短ネジを入れます。

③  引き出した下部分をカチッと固定されるまで
　上に押し上げ、額を固定します。

■壁面取付方法

落下、いたずら防止のストッパー金具です。うす型で脱着可能です。

上がり止めスライド金具 

材質：〈壁側金具〉スチールメッキ　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：木壁用ネジ
入数：１袋１組入

注文品番　M-5041
価格（税別）　¥300
JAN　807316

40 6
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①  コの字ナットを本体の右
側の上部位置に差し込
みます。本体をコの字ナッ
トと長ネジで壁面に固定
します。

② 額に取り付けた短ネジを
　本体に差し込みます。

③  5mm以下の厚みの物差
等で本体を右側へスライ
ドさせロックします。

■壁面取付方法

落下や盗難防止に役立つ上がり止め金具です。

引掛け金具

直掛け用ロック金具 

材質：〈棚取付金具〉スチールメッキ　〈棚用ネジ〉スチールメッキ　
 〈角度調整金具〉スチールメッキ･樹脂
付属品：壁取付金具（幅40×高さ72）･
 　石こうボード用ピン（剛力ピン）･  　
 　木壁用ネジ
入数：１袋１組入
安全荷重：３kg

注文品番　M-5037
価格（税別）　¥800
JAN　807279

石こうボード・ベニヤ壁等 木壁・木桟等

ネジ

穴の上部にネジを合わせて
ドライバーでネジ止めします。
（壁金具各1ヶ計2ヶ）

剛力ピン

凸部分凸部分

上

下
剛力ピン

①  剛力ピンの上下を確認し
穴の上部に針を合わせ
て凸部分をカナヅチ等で
押し込みます。

細ピ細ピンン

コイン等

②  細ピンを剛力ピンの左右
上下4か所にコイン・カナ
ヅチ等で押し込み固定し
ます。

①  棚の上部左右に棚金具を棚金具
用ネジで取り付けます。
②  棚の下に角度調整ネジを7mm程残
して取り付け、ネジの頭にキャップを
取り付けます。
③棚金具の距離を測ります。
④  棚金具の穴距離に合わせて、壁に
壁金具を水平に取り付けます。
⑤  棚金具を壁金具に差し込み棚をセッ
トします。

■壁面取付方法

40 827

72

19
6

壁金具 棚金具

棚などを壁に取り付けるための直掛け用金具です。

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

壁
取
付
具

壁
取
付
具

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。100 101

通常の商品は注文品番と個数を記入してください。 通常の商品は注文品番と個数を記入してください。

ワイヤー径
∅1.2

ナイロンひも径
φ1.2

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス

材質：〈フック〉 スチールメッキ･
  樹脂･真鍮　
 〈ヒモ〉ナイロン

ワイヤー径
∅1

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス

43

φ9

14

φ20

36

8

15

φ20

43

φ9

14

φ20

ワイヤー径
∅1

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮
　 〈ワイヤー〉ステンレス

ワイヤー径
∅1.5

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス

ワイヤー径
∅1.5

ワイヤー径
φ２

材質： 〈フック〉ステンレス･スチール 
 〈ワイヤー〉ステンレス

材質：〈フック〉 ステンレス･スチール･ 
  真鍮　
 〈ワイヤー〉ステンレス

43

φ9

14

φ20

73

φ10.5

20

φ20

82

φ11.2

20

φ20 φ20φ10.5
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ホワイト

̶ M-375のカット　0.2～0.4m
価格（税別）　¥2,200

M-348のカット　0.2～0.4m
価格（税別）　¥1,000

M-349のカット　0.2～0.4m
価格（税別）　¥1,300

̶ M-342のカット　0.6～0.9m
価格（税別）　¥2,300

M-317のカット　0.6～0.9m
価格（税別）　¥1,100

M-319のカット　0.6～0.9m
価格（税別）　¥1,400

̶ M-376のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥2,800

M-318のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥1,300

M-320のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥1,500

̶ M-377のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥3,000

M-374のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥1,500

M-378のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥1,600

̶ ̶ ̶ ̶

ループワイヤー吊

ホワイト

̶ ワイヤーφ1.0～1.2用吊 ワイヤーφ1.0用吊 ワイヤーφ1.5用吊 ワイヤーφ2.0用吊

ループワイヤー吊の特注サイズ対応
注文品番　M-9990
ループワイヤー吊の品番と長さを［100mm単位］
でご指示ください。
（例）M-●●●の長さ●●●mm

特注サイズできます 特注サイズできます
M-379のカット　0.2～0.9m

価格（税別）　¥2,100
M-382のカット　0.2～0.9m

価格（税別）　¥3,400
M-385のカット　0.2～0.9m

価格（税別）　¥3,900

M-323のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥2,200

M-390のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥3,500

M-388のカット　1.1～1.4m
価格（税別）　¥3,900

M-324のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥2,700

M-391のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥3,800

M-389のカット　1.6～1.9m
価格（税別）　¥4,300

M-380のカット　2.1～2.9m
価格（税別）　¥3,300

M-383のカット　2.1～2.9m
価格（税別）　¥4,500

M-386のカット　2.1～2.9m
価格（税別）　¥5,000

M-381のカット　3.1～4.9m
価格（税別）　¥4,300

M-384のカット　3.1～4.9m
価格（税別）　¥5,300

M-387のカット　3.1～4.9m
価格（税別）　¥5,800

ループワイヤー吊の特注サイズ対応
注文品番　M-9990
ループワイヤー吊の品番と長さを［100mm単位］
でご指示ください。
（例）M-●●●の長さ●●●mm

ループワイヤー吊 25 ループワイヤー吊 30 ループワイヤー吊 50

ループワイヤー吊

25kg　ストッパー付 30kg 50kg　ストッパー付 安全重量

̶ ̶ ̶ 0.5m

ワイヤー長さ

M-379
価格（税別）　¥1,800
JAN　805268

M-382
価格（税別）　¥3,000
JAN　805299

M-385
価格（税別）　¥3,400
JAN　805329

１m

M-323
価格（税別）　¥1,800
JAN　801031

M-390
価格（税別）　¥3,000
JAN　805374

M-388
価格（税別）　¥3,400
JAN　805350

1.5m

M-324
価格（税別）　¥2,300
JAN　801048

M-391
価格（税別）　¥3,300
JAN　805381

M-389
価格（税別）　¥3,700
JAN　805367

２m

M-380
価格（税別）　¥2,900
JAN　805275

M-383
価格（税別）　¥3,900
JAN　805305

M-386
価格（税別）　¥4,300
JAN　805336

３m

M-381
価格（税別）　¥3,800
JAN　805282

M-384
価格（税別）　¥4,600
JAN　805312

M-387
価格（税別）　¥5,000
JAN　805343

５m

ループナイロン吊 ループワイヤー吊 10

ループナイロン吊・
ループワイヤー吊

安全重量 2.5ｋｇ 10kg 10kg 10kg　ストッパー付

ナイロンひも・
ワイヤー長さ

0.5m ̶
M-375

価格（税別）　¥1,900
JAN　805220

M-348
価格（税別）　¥800
JAN　803257

M-349
価格（税別）　¥1,000
JAN　803264

１m ̶
M-342

価格（税別）　¥1,900
JAN　803196

M-317
価格（税別）　¥800
JAN　800973

M-319
価格（税別）　¥1,100
JAN　800997

1.5m ̶
M-376

価格（税別）　¥2,400
JAN　805237

M-318
価格（税別）　¥1,000
JAN　800980

M-320
価格（税別）　¥1,200
JAN　801000

２m
M-3000

価格（税別）　¥680
JAN　807378

M-377
価格（税別）　¥2,600
JAN　805244

M-374
価格（税別）　¥1,200
JAN　805213

M-378
価格（税別）　¥1,300
JAN　805251

３m ̶ ̶ ̶ ̶

５m ̶ ̶ ̶ ̶

■ループワイヤー吊の取扱方法

そのまま手で押し上げ
ます。手を離した位置で
ロックされます。

上方へ移動したい場合

ピンピン

ピンを押しながら降ろし
ます。手を離した位置で
ロックされます。

下方へ移動したい場合

ワイヤー
差し込み口

図のようにピンの方から
ワイヤーの端を差し込む
と簡単に通ります。

※ワイヤーが抜けた場合

■ループナイロン吊の取扱方法

上方へ移動したい場合

そのまま手で押し上げ
ます。手を離した位置で
ロックされます。

下方へ移動したい場合

ツマミ

ツマミを引っ張りながら降
ろします。手を離した位
置でロックされます。

ナイロンひも
差し込み口

※ナイロンひもが抜けた場合

上部の方からナイロンひ
もの端を差し込むと簡単
に通ります。

ワイヤーフック
̶

̶
M-343

価格（税別）　¥1,300
JAN　803202

M-327
価格（税別）　¥700
JAN　801079

M-328
価格（税別）　¥1,000
JAN　801086

ワイヤーフック

M-329
価格（税別）　¥1,300
JAN　801093

M-344
価格（税別）　¥2,600
JAN　803219

M-330
価格（税別）　¥2,800
JAN　801109

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

目立ちにくいワイヤーやストッパー付フックなどバリエーションが豊富です。

ワイヤーフックの追加やループワイヤーの特注サイズにも対応できます。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。 JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。88 89

M-385
価格（税別）　¥3,400
JAN　805329

M-388
価格（税別）　¥3,400
JAN 805350

ループワイヤー吊
注文品番　M-9990
ループワイヤー吊の品番
でご指示ください。
（例）M-●●●の長さ●●

注文品番　M-5049
価格（税別）　¥1,600　
JAN　808689

材質：〈額取付金具〉ステ

注文品番　M-9999

と表記のある商品

ループワイヤー吊の場合
注文品番M-9990にループワイヤー吊の品番と
長さ（100mm単位）をご指示ください。
（例）M-9990、M-378 のカット 1800mm

特注サイズできます と表記のある商品

直掛け金具（ダブルレール引掛吊り フレーム止め付）の
場合
注文品番M-9999にレール長さ（mm単位）をご指示ください。
（例）M-9999 レール長さ728mm

特注サイズできます
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