
カタログの見方

I N D EX

カタログの全体像を見て掲載商品やカテゴ
リーから探すことができます。

商品一覧

カタログに掲載している全商品アイテムを
写真で見ることができます。

品番・品名索引

品番と品名から商品を探すことができます。

カテゴリー別一覧

各カテゴリーごとに商品ラインナップと特徴
を記載しています。商品ごとの大まかな違い
を見ることができます。

シーン別使用例

場所ごとに使用例を掲載しています。おすす
めの使い方をご覧ください。

おすすめ商品のご提案

おすすめの商品をセレクトして使い方や特
徴を掲載しています。商品を詳しく知るのに
お使いください。

商品ページ

商品の使い方イメージや品番、価格、仕様な
どの情報を掲載しています。

取り付けについて

ウォールラック商品の壁への取り付け方法
をまとめて掲載しています。

ご注文・お見積りについて

ご注文・お見積り用紙と、注意事項を記載し
ています。

「商品を探す」

「おすすめを見る、商品を選ぶ」

「商品内容を調べる」 「注文する」

※表記価格は本体のみの商品単価です。（写真で複数個使用している物は、個数を掛けてください。組立て、取り付け工事、運賃等は含みません。）※表記価格は本体のみの商品単価です。（写真で複数個使用している物は、個数を掛けてください。組立て、取り付け工事、運賃等は含みません。）

ダイニング・キッチン
こまごました物は壁面収納にするとスッキリ見えます。
壁に棚やフックなどをプラスして、自分流に使いやすく美しく整理。
ダイニングには、長押とユニットシェルフで壁のスペースを活用し
て収納することができます。

②
長押ラックD30マグネットタイプ　→P.29
MR4306　￥15,800（税別）
幅1800×高さ80×奥行31mm
長押吊下げ棚　→P.31
MR4291　￥4,200（税別）
長押ラック用コートフック　→P.30
MR4066　￥800（税別）
長押ラック用帽子フック　→P.30
MR4332　￥1,100（税別）

①
スリム長押　→P.38
MR4318　￥3,800（税別）
幅909×高さ47×奥行29mm
D50フック　→P.39
MR4099　￥550（税別）

③
ウォール３段シェルフ　→P.61
MR4335　￥13,000（税別）
幅300×高さ600×奥行163mm

④
アルミシェルフ　→P.34
MR4313　￥6,000（税別）
幅807×高さ63×奥行88mm
レール５フック　→P.35
M-395　￥250（税別）
⑤
アルミシェルフ　→P.34
MR4314　￥8,400（税別）
幅1207×高さ63×奥行88mm
長押J型フック　→P.35
MR4293　￥500（税別）

リビング・アパート
多くの時間を過ごすリビングは、インテリアとの調和を考えて収納場所を確保。
コレクションを飾ったり、好きなものがそばにあると心地よくリラックスできます。
スペースを節約するには、壁面収納がおすすめ。
用途を限定しない長押は、あると便利な収納アイテムです。

寝室
自分の好みをおもいっきり反映できるプライベートエリアです。
好みを優先して使い勝手のいい心地よい空間作りがポイント。
ちょっとした棚も壁面に付ければ便利に使えます。

①

③

④

⑤

②
①

②

③

④ ⑤

⑥
⑦

③
ウォールシェルフ　→P.62
MR4199　￥11,000（税別）
幅1200×高さ130×奥行120mm

②
ファブリックマグネットボード　→P.77
MR4267　￥11,400（税別）
幅615×高さ460×奥行24mm

①
長押棚　→P.32
MR4309　￥13,400（税別）
幅900×高さ80×奥行100mm
D50フック　→P.33
MR4099　￥550（税別）
長押J型フック　→P.33
MR4293　￥500（税別）

⑤
フック付ウォールシェルフ　→P.63
MR4204　￥6,000（税別）
幅400×高さ130×奥行120mm

④
Ｌ型ウォールシェルフ　→P.63
MR4210　￥7,000（税別）
幅400×高さ150×奥行181mm

⑦
スライドフックスーパー　→P.49
MR4087　￥2,250（税別）
幅610×高さ49×奥行45mm

⑥
ユニットシェルフ　→P.64
MR4101　￥21,500（税別）
幅600×高さ1832×奥行150mm
追加支柱セット1200mm　→P.65
MR4104　￥13,500（税別）
追加支柱セット1800mm　→P.65
MR4105　￥15,200（税別）
マガジンラック　→P.65
MR4081　￥3,300（税別）
ものほしバー　→P.65
MR4079　￥2,200（税別）
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ウォールラック
収納や片付けに
便利な長押レールや
ハンガーフック、シェルフ

I N DEX
カ タ ロ グ に つ い て  ▶

シ ー ン 別 使 用 例   ▶
おすすめ商品のご提案 ▶

ウォールラック ─ P.2

玄関 ─ P.8

長押レール ─ P.12

INDEX ─ P.4　

洗面所・トイレ ─ P.9　

ハンガーフック ─ P.16　

カタログの見方 ─ P.6　

ダイニング・キッチン ─ P.10　

壁付けシェルフ ─ P.18　

リビング・アパート・寝室 ─ P.11

マグネットボード ─ P.20

ディスプレイメイツ
壁に取り付けるために
便利な取り付けパーツ

ウッドシェルフ
P.67

ウォールシェルフ
P.62

ラインポケット
P.70

ユニットシェルフ
P.64

ラインシェルフ
P.68

壁付け天井ラック
P.60

ウォールBOX
P.61

ウォール3段シェルフ
P.61

ラージレールフック
P.46

スリムレールフック
P.47

フック付マグネットボード
P.80

ウッディボード
P.81

長押ラック D50
P.24

長押ラック D30
P.28 長押棚

P.32
アルミシェルフ

P.34

マグネットバー
P.81

フック付パイプハンガー
パイプハンガー

P.51

ファブリックマグネットボード
　P.74　　　　　　　P.75

ウッディマグネットボード
P.78

スリットマグネットボード
P.79

スライド連フック
P.48

スライドフックスーパー
P.49

ライン連フック
P.50

帽子フック
P.52

ドアシングルフック
P.55

ドアJ型フック
P.56

ドア3連フック
P.57

スリム長押
P.38

ハンギングレール
P.40

なげしレール
P.41

マルチレール
P.41

長押レール用
オプション一覧

P.42

壁掛け収納レール
P.36

長押レール カテゴリー別一覧 ─ P.22

壁付けシェルフ カテゴリー別一覧 ─ P.58

ハンガーフック カテゴリー別一覧 ─ P.44

マグネットボード カテゴリー別一覧 ─ P.72

ウォールラックの壁取付けについて ─ P.102　　　商品一覧  ─ P.107 使用例 ─ P.112　　　ご注文書 ─ P.116　　　品番・品名索引 ─ P.118　　　ご注意 ─ P.123

レール12セット
P.84

二コピン
フック
P.92

テレビ壁掛け金具
P.97

引掛け金具
P.98

上がり止め金具
P.101

レール30
P.85

レール10セット
P.86

剛力フック
P.92

ステンレス
Xフック
P.94

ループワイヤー吊
P.88 P.89

ニコピン
コートフック
P.95

ピクチャーレール 壁取付具カテゴリー別一覧 ─ P.82 カテゴリー別一覧 ─ P.90

ピクチャーレール ループワイヤー吊 フック 直掛け金具
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MR4333

収納やディスプレイに壁を便利に使えます。

ちょっとした壁を収納やディスプレイスペースとして使えます。壁付けシェルフ 本やCDなどが収納できるBOX棚です。

ちょっとした壁を便利に使えます。

取付場所

石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木桟

取付場所

石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木桟
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アイボリー アイボリー

ウォールＢＯＸ　440mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN
MR4212 アイボリー ¥9,500 809587

外寸法：幅440×高さ230×奥行163mm　　重量：4.5kg
材質：〈本体〉木質ボード　〈ダボ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン（剛力ピン）･木壁用ネジ
壁取付け（18）→P.104
安全荷重：ネジ10㎏／ピン６㎏

ウォールＢＯＸ　880mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN
MR4213 アイボリー ¥14,500 809594

外寸法：幅880×高さ230×奥行163mm　　重量：8.5kg
材質：〈本体〉木質ボード　〈ダボ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン（剛力ピン）･木壁用ネジ
壁取付け（18）→P.104
安全荷重：ネジ10㎏／ピン７㎏

本やCDの整理に便利なBOX棚です。 本やCDの整理に便利なBOX棚です。

MR4213、MR4206×2MR4213、MR4206×2

木壁、間柱にネジ、石こう壁に
ピン（剛力ピン）で取り付けます。

壁付け天井ラック　880mm
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅880×高さ210×奥行280mm　　重量：5.1kg
材質：〈本体〉木質ボード･アルミ
付属品：壁取付金具･木壁用ネジ
壁取付け（17）→P.103
安全荷重：ネジ10kg

天井付近を有効活用できます。
「棚」と「ハンガー掛け」として、壁を便利に使えます。

MR4333 アイボリー ¥18,000 810712

アイボリー

ウォール３段シェルフ
注文品番 カラー 価格（税別） JAN

外寸法：幅300×高さ600×奥行163mm　　重量：4.6kg
材質：〈本体〉木質ボード
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン（剛力ピン）･木壁用ネジ
壁取付け（19）→P.104
安全荷重：ピン10kg／ネジ10kg（棚１枚あたり５kgまで）

キッチンなどの小物整理に便利です。
段々棚で収納力が魅力です。

MR4334
MR4335
MR4336

アイボリー
ナチュラル
セピア

¥13,000
¥13,000
¥13,000

810729
810736
810743

アイボリー ナチュラル セピア

取付場所

木壁・木桟
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MR4333 MR4333

MR4336×3

MR4335×2
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フ

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。
※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。60 61

 取付方法

オプション　
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注文品番　MR4290
価格（税別）　￥500
（1袋2ヶ入り）
安全荷重： 10kg

長押用 吊下げ金具

特注サイズできます（詳しくはお問い合わせください）
● スリム長押　注文品番 MR9904
● カラーと長さ（外寸法）を[mm]単位でご指示ください。
● 対応寸法　501～1800mm　● 安全荷重　900mmあたり8kgを目安
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● 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。

注文品番　MR4291
価格（税別）　￥4,200
（1箱1ヶ入）
安全荷重： 3kg

長押 吊下げ棚

注文品番　MR4292
価格（税別）　￥2,900
（1袋1ヶ入り）
安全荷重： 3kg

長押 パイプハンガー

注文品番　M-395
価格（税別）　￥250
（1袋2ヶ入り）
安全荷重： 5kg

レール5 フック

注文品番　MR4099
価格（税別）　￥550
（1袋2ヶ入り）
安全荷重： 3kg

D50フック

注文品番　MR4293
価格（税別）　￥500
（1袋1ヶ入り）
安全荷重： 3kg

長押 Jフック

石こうボード・ベニヤ等

頭付ピン

ピン

カバー

キャップ

取付ベース

頭付ピンを使って
ベースを壁面に
水平に取り付け
ます。

ピンを取付ベースのすべて
のピン穴にカナヅチ等で打
ち込み、固定します。 取付ベースのす

べてのネジ穴を
ドライバーでネ
ジ止めします。

木壁・木桟等
ネジ

キャップをは
ずして、カ
バーを取り
はずします。

ネジ 太ピン

長押レール

用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。

あると便利な長押を現代風にアレンジ シンプルな「スリム長押」にオプション追加で収納力UP。

スリム長押

材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　〈フック〉スチールメッキ
付属品：木壁用ネジ・600mm→フック（M-395）3ヶ・900mm→フック（M-395）5ヶ・
　　　　1800mm→フック（M-395）9ヶ
安全荷重： 600mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり5㎏まで）
 　　　900mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり5㎏まで）
 　　1800mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり5㎏まで）

注文品番

MR4315
MR4316
MR4337
MR4317
MR4318
MR4338
MR4319
MR4320
MR4339

アイボリー
アイボリー
アイボリー
ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル
セピア
セピア
セピア

カラー
600mm（  606 × 47 × 29）
900mm（  909 × 47 × 29）
1800mm（1818 × 47 × 29）
600mm（  606 × 47 × 29）
900mm（  909 × 47 × 29）
1800mm（1818 × 47 × 29）
600mm（  606 × 47 × 29）
900mm（  909 × 47 × 29）
1800mm（1818 × 47 × 29）

サイズ（幅 × 高さ × 奥行（mm））

￥2,800
￥3,800
￥6,800
￥2,800
￥3,800
￥6,800
￥2,800
￥3,800
￥6,800

価格（税別）

アイボリー

ナチュラル

セピア

長押とは本来、柱を固定するための水平に架ける構造
材でした。昔の家には必ず長押があって来客時のコー
ト掛けや出掛ける前のスーツ置き場などいろいろな用
途に使っていました。時代と共に建築工法も変わり、
最近では白い仕切り壁が中心となり長押のある空間が
めずらしくなっています。
長押はその時々の使い方や生活スタイルで用途が選
べ、インテリアアクセントにもなるすぐれものです。
そんな便利な長押をインテリアに合わせやすく後付け
できるよう現代風にアレンジしました。
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品 番
品 名

商品カラー
掲載ページ

長押ラック
MR4097
アイボリー
P.24

品 番
品 名

商品カラー
掲載ページ

長押ラック
MR4097
アイボリー
P.24

スリムレールフック スライド連フック
MR4046 MR4049 MR4182 MR4185 MR4188 MR4183 MR4186 MR4189 MR4184 MR4187

ナチュラル セピア 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 アイボリー ナチュラル
P.47 P.48

ユニットシェルフ スマートシェルフ
MR4104 MR4107 MR4105 MR4108 MR4082 MR4080 MR4079 MR4081 MR4129 MR4130

セピア アイボリー セピア アイボリー セピア － － － ホワイト ナチュラル
P.65 P.66

L型ウォールシェルフ ユニットシェルフ
MR4208 MR4210 MR4207 MR4209 MR4211 MR4102 MR4100 MR4103 MR4101 MR4106

ナチュラル セピア アイボリー ナチュラル セピア アイボリー セピア アイボリー セピア アイボリー
P.63 P.64 P.65

スライド連フック スライドフック スーパー ライン３連フック
MR4190 MR4083 MR4086 MR4084 MR4087 MR4085 MR4088 MR4109 MR486 MR489

セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア アイボリー ナチュラル セピア
P.48 P.49 P.50

コーナーシェルフ ウッドシェルフ ラインシェルフ
MR4131 MR4132 MR4133 MR404 MR408 MR406 MR405 MR409 MR407 MR446

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 アイボリー ナチュラル セピア ホワイト
P.66 P.67 P.68

ライン４連フック ライン５連フック フック付パイプハンガー
MR4110 MR487 MR490 MR4111 MR488 MR491 MR4286 MR4288 MR4287 MR4289

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 ナチュラル セピア ナチュラル セピア
P.50 P.51

ラインシェルフ スリムシェルフ
MR427 MR447 MR428 MR448 MR429 MR410 MR412 MR400 MR402 MR411

セピア ホワイト セピア ホワイト セピア クリア ホワイト ナチュラル セピア クリア
P.68 P.69

パイプハンガー J型大フック 帽子フック　ダブル フック
MR494 M-634 M-635 M-636 M-637 M-630 M-631 M-629 M-4038 M-4039

シルバー ホワイト ナチュラル ホワイト ナチュラル ホワイト セピア シルバー ナチュラル セピア
P.51 P.52 P.53

スリムシェルフ クリアシェルフ ラインポケット ポケットラック クリアポケット
MR413 MR401 MR403 MR449 MR4018 MR4019 MR4020 MR4134 MR4135 MR435

ホワイト ナチュラル セピア クリア セピア アイボリー セピア クリア
P.69 P.70 P.71

フック ドアシングルフック
M-4126 M-4127 M-632 M-600 M-601 M-602 M-603 MR476 MR477 MR4120

ナチュラル セピア シルバー セピア セピア セピア シルバー ナチュラル セピア ナチュラル
P.53 P.54 P.55

マグネット
ボード

ファブリックマグネットボード
MR4242 MR4246 MR4250 MR4243 MR4247 MR4251 MR4244 MR4248 MR4252

イエロー ピンク ブルー イエロー ピンク ブルー イエロー ピンク ブルー
P.74

ドアシングルフック ドアスティックフック ドアJ型フック ドア３段フック
MR4121 MR4040 MR4041 MR4122 MR4123 MR4042 MR4043 MR4124 MR4125 MR4036

セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア ナチュラル
P.55 P.56

ファブリックマグネットボード
MR4245 MR4249 MR4253 MR4224 MR4230 MR4236 MR4225 MR4231 MR4237 MR4226

イエロー ピンク ブルー アイボリー ベージュ グレー アイボリー ベージュ グレー アイボリー
P.74 P.75

ドア３段フック ドア４段フック ドア３連フック ドアスライドフック ドアダブルハンガー

壁付け
シェルフ

壁付け天井ラック ウォールBOX
MR4037 MR4138 MR478 MR480 MR4136 MR4137 MR4139 MR4333 MR4212

セピア セピア ナチュラル セピア ナチュラル セピア セピア アイボリー アイボリー
P.56 P.57 P.60 P.61

ファブリックマグネットボード
MR4232 MR4238 MR4227 MR4233 MR4239 MR4228 MR4234 MR4240 MR4229 MR4235

ベージュ グレー アイボリー ベージュ グレー アイボリー ベージュ グレー アイボリー ベージュ
P.75

ファブリックマグネットボード
MR4241 MR4254 MR4258 MR4262 MR4255 MR4259 MR4263 MR4256 MR4260 MR4264

グレー ストライプブルー モザイクベージュ モザイクグリーン ストライプブルー モザイクベージュ モザイクグリーン ストライプブルー モザイクベージュ モザイクグリーン
P.75 P.76

ウォールBOX ウォール３段シェルフ ウォールシェルフ
MR4213 MR4334 MR4335 MR4336 MR4191 MR4194 MR4197 MR4192 MR4195 MR4198

アイボリー 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 アイボリー ナチュラル セピア
P.61 P.62

ウォールシェルフ フック付ウォールシェルフ L型ウォールシェルフ
MR4193 MR4196 MR4199 MR4200 MR4202 MR4204 MR4201 MR4203 MR4205 MR4206

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 アイボリー ナチュラル セピア アイボリー
P.62 P.63
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木壁・木桟 石こうボード壁・ベニヤ壁

ネジ

ニコピン
剛力ピン

凸部分

ネジ

細ピン

コイン等

細ピン

コイン等

取付方法

取付場所と取付部品

ウォールラックの壁取付けについて
どんな壁にも取り付けられます。　（ガラスやスチールなどを除く一般的な壁の場合です。）

ネジと石こうボード用ピンが付属していますので、壁の素材に合わせてご使用ください。
石こうボードへネジで固定する場合やコンクリート壁に取り付ける場合は、別途アンカーや専用ネジをご用
意ください。

※商品やサイズによっては取付部品が違いますので、実際に取り付ける際は、商品に付属している取扱い説明書をご確認ください。
※P.102～106の取り付けについては、簡易化して表記しています。実際に取り付ける際には、商品に付属している取扱い説明書を必ずお読みください。

石こうボードやコンクリート壁にネジで
しっかり取り付ける場合は、別途アン
カーや専用ネジをご用意ください。

３本のピンがクロスしてしっかり固定。
細ピンなので、はずしたあとが目立たな
いように取り付けることができます。

５本のピンがクロスしてしっかり固定。
細ピンなので、はずしたあとが目立たな
いように取り付けることができます。

太めのピンで本体をしっかり固定しま
す。ネジと併用することもできます。

※壁面取付金具をピンで固定し、本体を引掛けるも
のもあります。

142
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31 長押ラック

4 壁掛け収納レール

フック付
パイプハンガー

長押棚

ラージレールフック

アルミシェルフ

ネ　ジ ニコピン 剛力ピン 太ピン
ネジ

ネジ

剛力ピン

剛力ピン

ニコピン 太ピン

ドライバーでネジ止めします。 ワンプッシュで
押し込み

ワンプッシュで
押し込み

ピンでしっかり
固定

ピンでしっかり
固定

本体にピンで直接固定します。

※下地や間柱に取り付ける場合は、専門知識のある業者の方に依頼し、業者様の責任において取り付けてください。 ※下地や間柱に取り付ける場合は、専門知識のある業者の方に依頼し、業者様の責任において取り付けてください。

5 スリム長押 6 ハンギングレール
ネジ 剛力ピン

※ネジ、剛力ピンの取り付けはP.102 参照。

1. 取付ベースを壁
面に水平に取り付
けます。

取付
ベース

剛力ピン
またはネジ

2. カバー・フック・キャップを取り付けてセット完了です。

石こうボード・ベニヤ等
取付ベース

頭付ピン

ピン

取付ベース

頭付ピン
（小さい穴へ）

カバー

頭付ピンを使ってベースを壁
面に水平に取り付けます。

ドライバーでネジ
止めします。

木壁・木桟等

ネジ

7 なげしレール
ネジ 太ピン

キャップをは
ずして、カ
バーを取り
はずします。

8 マルチレール
ネジ ニコピン

※ネジ、ニコピンの取り付けはP.102 参照。

①レールの下側の溝にフック
を水平に差し込みます。
②フックを下向きに回転させ、
そのままおろして溝に引掛け
ます。

取付方法（フック）

ポストカード等薄物
（1.5mmまでの厚
みが目安です）

①クリップでカバー上部にポス
トカード等をはさみます。
②そのまま軽く垂直に押して
固定します。

クリップの使用方法

ニコピンまたはネジ

カバーをレールからはずし、穴すべてにニコピンまたはネジを差
し込みレールを壁面に水平に取り付けます。

ニコピンまたはネジ

取付
ベース 角ナット

はずす

フック

10 スリムレール
フック ネジ ニコピン

1. 取付ベースを水平に当て、
壁面に取り付けます。

3. カバー・キャップを取り付けます。好きな位
置でフックをまわして固定させれば完成です。

2. フックをゆるめて付属して
いる角ナットをはずし、レール
の溝に差し込みます。

※ネジ、ニコピンの取り付けはP.102 参照。

石こうボード・ベニヤ等
取付ベース

頭付ピン 頭付ピン
(小さい穴へ)

ピン

取付ベース

ネジ

木壁・木桟等

11 スライド連フック
ネジ 太ピン

ピンを取付ベースのすべてのピン穴
にカナヅチ等で打ち込み固定します。

ネジを取付ベースの
全てのネジ穴にドラ
イバーでネジ止めしま
す。

頭付ピンで取付ベースを壁面に水
平に取り付けます。

17 壁付け天井ラック

ニコピンまたはネジ

キャップ

フック

12 スライドフック
スーパー ネジ ニコピン

1. 本体の穴にニコピンまたはネ
ジを差し込み、本体を壁面に水
平に取り付けます。
ニコピンカバーまたはネジカバー
を取り付けます。

1. 取付金具を壁に取り付けます。

※  石こうボード壁に取り付ける場合は、
必ず間柱に取り付けてください。

2. 取付金具に本体を取り付けます。 ３. 棚のがたつきが止まるまで、ネジをドライバーで締め
　直します。

2. 本体側面のキャップのどちらか
一方をはずし、フックをスライドして
本体の溝に差し込みます。

3. キャップを取り付けます。

※ネジ、ニコピンの取り付けはP.102 参照。

ネジ
（木壁・木桟の場合）

ピン（石こうボード・木壁の場合）

本体
キャップ

カバー
フック

13 ライン連フック
ネジ 太ピン

1. フックをゆるめてはずし、キャップとカバーを
本体からはずします。

2. 本体を壁にピンまたはネジで取り付けます。
※木壁の場合、ピン、ネジのどちらかの取付方法が選べます。

※タテでも
　取り付ける
　ことができ
　ます。

ピン
（石こう用）

長ネジ
（木桟用）

側面図

15 パイプハンガー
ネジ ニコピン

※ネジ、ニコピンの取り付けはP.102 参照。

ハンガーを水平に当て、壁面に取り付けます。

ニコピンまたはネジ

16 ドアハンガー

ドアに上部に引掛けて取り付けます。
（ドアの厚み31～ 36㎜用）

べース桟

長ネジ
穴

本体

壁下地の
木桟（間柱）

長ネジ

壁下地の
木桟（間柱）

穴
長ネジ

壁下地の
木桟（間柱）

穴

ネジ

ネジ

ネジ ネジ

キャップとカバーをはずし、取付ベース正面の
穴に長ネジを合わせて、壁面に取り付けます。
取付ベースに本体をかぶせ、穴の位置を合
わせたら裏面からネジで固定します。

キャップとカバーをはずし、本体正面の穴に長ネジを合わせて、
壁面に取り付けます。

ベース桟正面の穴に長ネジを合わせて、壁面に取り付けます。
本体をベース桟にかぶせ、上下の穴に短ネジを合わせて取り
付けます。

本体を壁に水平に押さえ、正面の穴
部分にビスを合わせて、取り付けます。
※  下地の木桟（間柱）と位置が合わ
ないときは、下地の位置に穴（Φ4.5
～５）をあけてビスで取り付けます。

＜側面図＞

壁壁

注意 取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。専門知識
のある業者様の責任において取り付けてください。

　　  詳細→ P.106 40

注意 取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。専門知識
のある業者様の責任において取り付けてください。

　　  詳細→ P.106 40

注意 取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。専門知識
のある業者様の責任において取り付けてください。

　　  詳細→ P.106 40

注意 取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。
　　  詳細→ P.106 40

壁壁

＜側面図＞

ネジ ネジ太ピン

石こうボード・ベニヤ等

頭付ピン

ピン

カバー

キャップ

取付ベース

頭付ピンを使って
ベースを壁面に
水平に取り付け
ます。

ピンを取付ベースのすべて
のピン穴にカナヅチ等で打
ち込み、固定します。 取付ベースすべ

てのネジ穴をドラ
イバーでネジ止
めします。

木壁・木桟等
ネジ

キャップをは
ずして、カ
バーを取り
はずします。

取付ベース

中間受け

剛力ピン
またはネジ

フック

カバーを取付ベースからはずし、壁面に水平に取り付けます。

カバーをかぶせ、固定します。 フック、キャップを取り付けます。

ネジ

フックを両側に
取り付けます。

本体を水平に当て、壁面用ビスで取り付けます。

ビス

本体
壁下地の
木桟（間柱）

ドライバー

壁付ネジ

取付金具

本体 ドライバー
本体

ネジ

注意 取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。専門知識
のある業者様の責任において取り付けてください。

　　  詳細→ P.106 40

102 103

長押ラックの表面が突板貼りで好みの色
に塗装して使う木地タイプ。

長押ラックの正面木目部分がマグネットで
掲示できるタイプ。

【長押ラックD30　木地タイプ】 【長押ラックD30　マグネットタイプ】

長押ラックD50　本格工事が必要です。 長押棚　本格工事が必要です。

奥行きがありＣＤ等の小物ディスプレイと
しても使えます。

長押ラックの表面が突板貼りで好みの色
に塗装して使う木地タイプ。

上部が棚になっていて小物を置いたり、ハ
ンガーを掛けることもできます。

【長押ラックD50】 【長押ラックD50　木地タイプ】 【長押棚】

長押レール

あると便利な長押を現代風にアレンジしました。用

途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。

下地材にビス固定するしっかりタイプから石こうボー

ド壁に簡単に取り付けできる簡易タイプまで幅広く

揃えています。長押レールにオプション品を追加して

自分好みのアレンジを楽しめます。

長押ラックD30　本格工事が必要です。

フック付きで小物を掛けることもできま
す。

【長押ラックD30】

品　
名

特　

徴

カ
ラ
ー

サ
イ
ズ

ス
ペ
ッ
ク

下地に取り付ける本格タイプ、本格工事が必要です。
オプションが充実しているので、フックや金具を追加したり棚やハンガーを追加して

自分好みにアレンジすることができます。

900mm
1800mm

※特注サイズできます

長押ラックD50

P.24～27

長押ラックD30 長押ラックD30
マグネットタイプ

P.32、33

長押ラックD50
木地タイプ

長押ラックD30
木地タイプ

P.28～31

長押棚

下地に取り付ける
本格タイプ。

上部が棚で便利。

ペ
ー
ジ

スリム長押

フック付きで小物整理に便利。上部にCD
等の小物ディスプレイができます。

【スリム長押】

アルミシェルフ　本格工事が必要です。

上部が棚になっていて小物を置いたり、
フックに掛けたりして使えるアルミのラッ
ク。

【アルミシェルフ】

壁掛け収納レール　本格工事が必要です。

壁にいろいろな物を取り付けたり、掛ける
ためのレール。オプションと合わせて使い
ます。

【壁掛け収納レール】

マルチレールハンギングレール なげしレール

厚さ11mmの薄型長押。フック付きで
小物整理もできます。

【なげしレール】
ポストカードなどを止めるクリップとフッ
クが付いた汎用レールです。

【マルチレール】

薄型のフック付レールです。オプションと
組み合わせて自分流にアレンジ。

【ハンギングレール】

品　
名

特　

徴

カ
ラ
ー

サ
イ
ズ

ス
ペ
ッ
ク

下地に取り付ける
本格タイプ。

上部が棚で便利。

下地に取り付ける
本格タイプ。
しっかり付ける
レール。

800mm
1200mm

※特注サイズできます

アルミシェルフ

P.34、35

スリム長押 なげしレール

P.41

壁掛け収納レール ハンギングレール

P.40

マルチレール

薄型で簡易タイプです。
汎用レールで便利です。

ペ
ー
ジ

汎用性の高い長押。
掛けたり置いたり
便利に使えます。

専用オプションが充実。
自分好みに

アレンジできます。

P.38、39P.36、37

1000mm
2000mm

※特注サイズできます

600mm
900mm
1800mm

※特注サイズできます

600mm
900mm
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88

101068

63

7

11.5
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レ
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ル
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品番索引 　

品番 カテゴリー ページ

MR400 壁付けシェルフ P.69

MR401 壁付けシェルフ P.69

MR4018 壁付けシェルフ P.70

MR4019 壁付けシェルフ P.70

MR402 壁付けシェルフ P.69

MR4020 壁付けシェルフ P.70

MR4021 長押レール P.41

MR4022 長押レール P.41

MR4023 長押レール P.41

MR4024 長押レール P.41

MR403 壁付けシェルフ P.69

MR4030 マグネットボード P.81

MR4031 マグネットボード P.81

MR4032 マグネットボード P.81

MR4033 マグネットボード P.81

MR4034 マグネットボード P.81

MR4035 マグネットボード P.81

MR4036 ハンガーフック P.56

MR4037 ハンガーフック P.56

MR404 壁付けシェルフ P.67

MR4040 ハンガーフック P.55

MR4041 ハンガーフック P.55

MR4042 ハンガーフック P.56

MR4043 ハンガーフック P.56

MR4044 ハンガーフック P.47

MR4045 ハンガーフック P.47

MR4046 ハンガーフック P.47

MR4047 ハンガーフック P.47

MR4048 ハンガーフック P.47

MR4049 ハンガーフック P.47

MR405 壁付けシェルフ P.67

MR4050 マグネットボード P.80

MR4051 マグネットボード P.80

MR4052 マグネットボード P.80

MR4053 マグネットボード P.80

MR4054 マグネットボード P.80

MR4055 マグネットボード P.80

MR4056 マグネットボード P.80

MR4057 マグネットボード P.80

MR4058 長押レール P.28

MR4059 長押レール P.28

MR406 壁付けシェルフ P.67

MR4060 長押レール P.28

MR4061 長押レール P.28

MR4062 長押レール P.24

MR4063 長押レール P.24

MR4064 長押レール P.24

MR4065 長押レール P.24

MR4066 長押レール P.26・30

MR4067 長押レール P.26・30

品番 カテゴリー ページ

MR4068 長押レール P.27・31

MR407 壁付けシェルフ P.67

MR4079 壁付けシェルフ P.65

MR408 壁付けシェルフ P.67

MR4080 壁付けシェルフ P.65

MR4081 壁付けシェルフ P.65

MR4082 壁付けシェルフ P.65

MR4083 ハンガーフック P.49

MR4084 ハンガーフック P.49

MR4085 ハンガーフック P.49

MR4086 ハンガーフック P.49

MR4087 ハンガーフック P.49

MR4088 ハンガーフック P.49

MR409 壁付けシェルフ P.67

MR4095 長押レール P.28

MR4096 長押レール P.28

MR4097 長押レール P.24

MR4098 長押レール P.24

MR4099 長押レール P.26・30・33・35・39

MR410 壁付けシェルフ P.69

MR4100 壁付けシェルフ P.64

MR4101 壁付けシェルフ P.64

MR4102 壁付けシェルフ P.64

MR4103 壁付けシェルフ P.64

MR4104 壁付けシェルフ P.65

MR4105 壁付けシェルフ P.65

MR4106 壁付けシェルフ P.65

MR4107 壁付けシェルフ P.65

MR4108 壁付けシェルフ P.65

MR4109 ハンガーフック P.50

MR411 壁付けシェルフ P.69

MR4110 ハンガーフック P.50

MR4111 ハンガーフック P.50

廃 MR4112 長押レール ─

廃 MR4113 代替→MR4315 P.38

廃 MR4114 代替→MR4316 P.38

廃 MR4115 長押レール ─

廃 MR4116 代替→MR4319 P.38

廃 MR4117 代替→MR4320 P.38

MR4118 マグネットボード P.80

MR4119 マグネットボード P.80

MR412 壁付けシェルフ P.69

MR4120 ハンガーフック P.55

MR4121 ハンガーフック P.55

MR4122 ハンガーフック P.55

MR4123 ハンガーフック P.55

MR4124 ハンガーフック P.56

MR4125 ハンガーフック P.56

MR4128 代替→MR4291 P.39

MR4129 壁付けシェルフ P.66

品番 カテゴリー ページ

MR413 壁付けシェルフ P.69

MR4130 壁付けシェルフ P.66

MR4131 壁付けシェルフ P.66

MR4132 壁付けシェルフ P.66

MR4133 壁付けシェルフ P.66

MR4134 壁付けシェルフ P.71

MR4135 壁付けシェルフ P.71

MR4136 ハンガーフック P.57

MR4137 ハンガーフック P.57

MR4138 ハンガーフック P.56

MR4139 ハンガーフック P.57

MR414 ハンガーフック P.47

MR4140 マグネットボード P.81

MR4141 マグネットボード P.81

MR4142 マグネットボード P.81

MR4143 マグネットボード P.81

MR4144 マグネットボード P.79

MR4145 マグネットボード P.79

MR4146 マグネットボード P.79

MR4147 マグネットボード P.78

MR4148 マグネットボード P.79

MR4149 マグネットボード P.79

MR415 ハンガーフック P.47

廃 MR4150 マグネットボード ─

廃 MR4151 マグネットボード ─

廃 MR4152 マグネットボード ─

廃 MR4153 マグネットボード ─

廃 MR4154 マグネットボード ─

廃 MR4155 マグネットボード ─

廃 MR4156 マグネットボード ─

廃 MR4157 マグネットボード ─

廃 MR4158 マグネットボード ─

廃 MR4159 マグネットボード ─

MR416 ハンガーフック P.47

廃 MR4160 マグネットボード ─

廃 MR4161 マグネットボード ─

MR417 長押レール P.40

廃 MR4170 代替→MR4231 P.75

廃 MR4171 代替→MR4232 P.75

廃 MR4172 代替→MR4233 P.75

廃 MR4173 代替→MR4234 P.75

廃 MR4174 マグネットボード ─

廃 MR4175 マグネットボード ─

廃 MR4176 マグネットボード ─

廃 MR4177 マグネットボード ─

廃 MR4178 代替→MR4237 P.75

廃 MR4179 代替→MR4238 P.75

MR418 長押レール P.40

廃 MR4180 代替→MR4239 P.75

廃 MR4181 代替→MR4240 P.75

品番 カテゴリー ページ

MR4182 ハンガーフック P.48

MR4183 ハンガーフック P.48

MR4184 ハンガーフック P.48

MR4185 ハンガーフック P.48

MR4186 ハンガーフック P.48

MR4187 ハンガーフック P.48

MR4188 ハンガーフック P.48

MR4189 ハンガーフック P.48

MR419 長押レール P.40

MR4190 ハンガーフック P.48

MR4191 壁付けシェルフ P.62

MR4192 壁付けシェルフ P.62

MR4193 壁付けシェルフ P.62

MR4194 壁付けシェルフ P.62

MR4195 壁付けシェルフ P.62

MR4196 壁付けシェルフ P.62

MR4197 壁付けシェルフ P.62

MR4198 壁付けシェルフ P.62

MR4199 壁付けシェルフ P.62

MR420 長押レール P.40

MR4200 壁付けシェルフ P.63

MR4201 壁付けシェルフ P.63

MR4202 壁付けシェルフ P.63

MR4203 壁付けシェルフ P.63

MR4204 壁付けシェルフ P.63

MR4205 壁付けシェルフ P.63

MR4206 壁付けシェルフ P.63

MR4207 壁付けシェルフ P.63

MR4208 壁付けシェルフ P.63

MR4209 壁付けシェルフ P.63

MR421 長押レール P.40

MR4210 壁付けシェルフ P.63

MR4211 壁付けシェルフ P.63

MR4212 壁付けシェルフ P.61

MR4213 壁付けシェルフ P.61

新 MR4214 マグネットボード P.78

新 MR4215 マグネットボード P.78

新 MR4216 マグネットボード P.78

新 MR4217 マグネットボード P.78

新 MR4218 マグネットボード P.78

新 MR4219 マグネットボード P.78

MR422 長押レール P.40

新 MR4220 マグネットボード P.78

新 MR4221 マグネットボード P.78

新 MR4222 マグネットボード P.78

新 MR4223 マグネットボード P.78

新 MR4224 マグネットボード P.75

新 MR4225 マグネットボード P.75

新 MR4226 マグネットボード P.75

新 MR4227 マグネットボード P.75

品番 カテゴリー ページ

新 MR4228 マグネットボード P.75

新 MR4229 マグネットボード P.75

MR423 長押レール P.40

新 MR4230 マグネットボード P.75

新 MR4231 マグネットボード P.75

新 MR4232 マグネットボード P.75

新 MR4233 マグネットボード P.75

新 MR4234 マグネットボード P.75

新 MR4235 マグネットボード P.75

新 MR4236 マグネットボード P.75

新 MR4237 マグネットボード P.75

新 MR4238 マグネットボード P.75

新 MR4239 マグネットボード P.75

新 MR4240 マグネットボード P.75

新 MR4241 マグネットボード P.75

新 MR4242 マグネットボード P.74

新 MR4243 マグネットボード P.74

新 MR4244 マグネットボード P.74

新 MR4245 マグネットボード P.74

新 MR4246 マグネットボード P.74

新 MR4247 マグネットボード P.74

新 MR4248 マグネットボード P.74

新 MR4249 マグネットボード P.74

MR425 長押レール P.40

新 MR4250 マグネットボード P.74

新 MR4251 マグネットボード P.74

新 MR4252 マグネットボード P.74

新 MR4253 マグネットボード P.74

新 MR4254 マグネットボード P.76

新 MR4255 マグネットボード P.76

新 MR4256 マグネットボード P.76

新 MR4257 マグネットボード P.76

新 MR4258 マグネットボード P.76

新 MR4259 マグネットボード P.76

新 MR4260 マグネットボード P.76

新 MR4261 マグネットボード P.76

新 MR4262 マグネットボード P.76

新 MR4263 マグネットボード P.76

新 MR4264 マグネットボード P.76

新 MR4265 マグネットボード P.76

新 MR4266 マグネットボード P.77

新 MR4267 マグネットボード P.77

新 MR4268 マグネットボード P.77

新 MR4269 マグネットボード P.77

MR427 壁付けシェルフ P.68

新 MR4270 マグネットボード P.77

新 MR4271 マグネットボード P.77

新 MR4272 マグネットボード P.77

新 MR4273 マグネットボード P.77

新 MR4274 マグネットボード P.77

品番 カテゴリー ページ

新 MR4275 マグネットボード P.77

新 MR4276 マグネットボード P.77

新 MR4277 マグネットボード P.77

MR428 壁付けシェルフ P.68

新 MR4286 ハンガーフック P.51

新 MR4287 ハンガーフック P.51

新 MR4288 ハンガーフック P.51

新 MR4289 ハンガーフック P.51

MR429 壁付けシェルフ P.68

新 MR4290 長押レール P.26・30・33・35・39

新 MR4291 長押レール P.27・31・33・35・39

新 MR4292 長押レール P.27・31・35・39

新 MR4293 長押レール P.26・30・33・35・39

新 MR4294 長押レール P.27

新 MR4295 長押レール P.27

新 MR4296 長押レール P.27

新 MR4297 ハンガーフック P.46

新 MR4298 ハンガーフック P.46

新 MR4299 ハンガーフック P.46

MR430 長押レール P.41

新 MR4300 ハンガーフック P.46

新 MR4301 長押レール P.29

新 MR4302 長押レール P.29

新 MR4303 長押レール P.29

新 MR4304 長押レール P.29

新 MR4305 長押レール P.29

新 MR4306 長押レール P.29

新 MR4307 長押レール P.32

新 MR4308 長押レール P.32

新 MR4309 長押レール P.32

MR431 長押レール P.41

新 MR4310 長押レール P.32

新 MR4311 長押レール P.32

新 MR4312 長押レール P.32

新 MR4313 長押レール P.34

新 MR4314 長押レール P.34

新 MR4315 長押レール P.38

新 MR4316 長押レール P.38

新 MR4317 長押レール P.38

新 MR4318 長押レール P.38

新 MR4319 長押レール P.38

廃 MR432 代替→MR4197 P.62

新 MR4320 長押レール P.38

新 MR4321 長押レール P.29

新 MR4322 長押レール P.29

新 MR4323 長押レール P.25

新 MR4324 長押レール P.25

新 MR4325 長押レール P.36

新 MR4326 長押レール P.36

新 MR4327 長押レール P.37

新 ＝新商品 廃 ＝廃番品 代替→代替品 新 ＝新商品 廃 ＝廃番品 代替→代替品

ウォールラック
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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。

15
27

23

55

11

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。

18.5

φ10

16.
347 4.6

47

23.
6

5.6

10

1.6

φ10

4.6

16.
3

4
47

18.5

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。

8072

100

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。

19

50

10
0

22

38

300

9

20
0

10097

100
97

10

20
0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

詳しくはお問い合わせください。

吊り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。

32 33

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

80

12

50
38

80

25

80

12

50
38

80

25

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。

長
押
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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900 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

50

50
35

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

50
35

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

23
.5

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

25
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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

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。

117116
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表記内容

オーダー

納　期

運　賃

価 格

カ ラ ー

材 質

付 属 品

壁 取り 付 け

安 全 荷 重

取 付 場 所

商品によっては特注サイズなどのオーダーにも対応できる商品もございます。詳しくはお問い合わせ
ください。

商品は単品の場合、翌日出荷を基本としています。（土・日・祝日は除く。）ただし数量や特注サイズ、
受注生産品など商品によって変わります。また地域や交通事情で到着日が変動する場合があります。

金額、地域によって別途送料がかかる場合があります。

標準小売価格です。税別価格になっておりますので、別途消費税がかかりま
す。

アイボリー 木目のアイボリー色です。
ナチュラル 木目のナチュラル色です。
セピア ダークブラウン色、木目のダークブラウン色です。
※ファブリックマグネットボードなど一部商品を除く。
※同じアイボリー、ナチュラル、セピア色でも商品によって色、木目は異なります。
※木目の柄や色合いは、カタログの写真から変わる場合があります。

アルミラッピング アルミにシート貼り仕上げです。

フック 品番表記のあるものは、オプションで販売している商品
と同形状のものです。（オプションの場合入り数が決ま
っています。）

石こうボード用ピン 石こうボード壁に取り付けるためのピンが付属してい
ます。

木壁用ネジ 木壁や木桟に取り付けるためのネジが付属しています。

取付方法はP.102～106にまとめて掲載しています。
※カタログには取付方法の概要を記載しています。実際の取り付けは壁の状態
によって変わりますので、商品に添付している取説をよくお読みのうえ充分注
意して行ってください。

※取付場所が木壁・木桟と表記している商品は、間柱や下地材に固定して取り
付けてお使いいただくことができます。（付属のネジでは下地まで届かない場
合があります。状況に合わせて別途ご用意ください。）

※石こうボード壁に付属のピンではなくアンカー等でしっかり取り付ける場合、
間柱や下地材に取り付ける場合は、専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、
業者様の責任において行ってください。

ピン〇ｋｇ 石こうボード壁に付属のピンで取り付けた場合の荷重
目安です。

ネジ〇ｋｇ 木壁・木桟に付属のネジで取り付けた場合の荷重目安
です。
〇ｋｇ 取付方法が１種類の場合の荷重目安です。

※荷重については壁側の状況と取り付け具合によって変わります。特殊な場合
はご注意ください。
※商品によってはピンとネジの荷重が同じ場合もあります。

付属のピンやネジで取り付ける場合の場所を表記しています。
※間柱や下地への取り付けが必要な商品もあります。
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