
ホワイト ナチュラル

J型大フック
ネジ 剛力ピン

材質：〈フック〉スチール塗装
　　　〈カバー〉樹脂
付属品：石こうボード用ピン（剛力ピン）･
　　　　木壁用ネジ
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：ピン 3㎏／ネジ 3㎏
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ホワイト ナチュラル

帽子フック ダブル
ネジ 剛力ピン

材質：〈フック〉スチール塗装
　　　〈カバー〉樹脂
付属品：石こうボード用ピン（剛力ピン）･
　　　　木壁用ネジ
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：ピン 3㎏／ネジ 3㎏
 　　　（上部のフックは1㎏まで）
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ナチュラル セピア

壁付けシングルフック
ネジ

材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト
　　　〈カバー〉木質ボード
付属品：壁取付金具・
　　　　石こうボード用ピン（太ピン）･
　　　　木壁用ネジ
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：ピン 3㎏／ネジ 5㎏
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スライダーフック

材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　〈フック〉アルミ
付属品：石こうボード用ピン（太ピン）･木壁用ネジ・600mm→フック4ヶ・
　　　　800mm→フック5ヶ・1200mm→フック7ヶ
安全荷重：  600mm→ピン6kg･ネジ10kg（フック1ケあたり3kgまで）
   800mm→ピン8kg･ネジ10kg（フック1ケあたり3kgまで）
  1200mm→ピン10kg･ネジ10kg（フック1ケあたり3kgまで）

セピア 600mm

アイボリー 800mm

ナチュラル 1200mm
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フックは
スライドします

ライン連フック

材質：〈本体〉アルミ･樹脂　〈キャップ〉樹脂　〈フック〉亜鉛ダイカスト
付属品：石こうボード用ピン（太ピン）･木壁用ネジ
安全荷重：400mm→ピン4kg･ネジ4kg（フック1ケあたり2.5kgまで）
　　　　　600mm→ピン6kg･ネジ6kg（フック1ケあたり2.5kgまで）
　　　　　800mm→ピン8kg･ネジ8kg（フック1ケあたり2.5kgまで）

アイボリー　400mm

ナチュラル　600mm

セピア　　　800mm
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太ピン

太ピンネジ太ピンネジ

ハンガーフック

壁を便利に使うハンガーフックシリーズです。

注文品番　M-634
価格　¥750（税込 ¥825）

注文品番　M-635
価格　¥750（税込 ¥825）

注文品番　M-636
価格　¥930（税込 ¥1,023）

注文品番　M-637
価格　¥930（税込 ¥1,023）

注文品番　M-4038
価格　¥800（税込 ¥880）

注文品番　M-4039
価格　¥800（税込 ¥880）

注文品番 カラー サイズ（幅 × 高さ × 奥行（mm）） 本体価格（税込価格）

MR4109
MR4110
MR4111

アイボリー
アイボリー
アイボリー

400mm（404×50×40）
600mm（604×50×40）
800mm（804×50×40）

¥2,400（¥2,640）
¥3,000（¥3,300）
¥3,600（¥3,960）

MR486
MR487
MR488

ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル

400mm（404×50×40）
600mm（604×50×40）
800mm（804×50×40）

¥2,400（¥2,640）
¥3,000（¥3,300）
¥3,600（¥3,960）

MR489
MR490
MR491

セピア
セピア
セピア

400mm（404×50×40）
600mm（604×50×40）
800mm（804×50×40）

¥2,400（¥2,640）
¥3,000（¥3,300）
¥3,600（¥3,960）

注文品番 カラー サイズ（幅 × 高さ × 奥行（mm）） 本体価格（税込価格）

MR4411
MR4412
MR4413

アイボリー
アイボリー
アイボリー

 600mm（ 604×55×51）
 800mm（ 804×55×51）
1200mm（1204×55×51）

¥4,000（¥4,400）
¥4,800（¥5,280）
¥6,100（¥6,710）

MR4414
MR4415
MR4416

ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル

 600mm（ 604×55×51）
 800mm（ 804×55×51）
1200mm（1204×55×51）

¥4,000（¥4,400）
¥4,800（¥5,280）
¥6,100（¥6,710）

MR4417
MR4418
MR4419

セピア
セピア
セピア

 600mm（ 604×55×51）
 800mm（ 804×55×51）
1200mm（1204×55×51）

¥4,000（¥4,400）
¥4,800（¥5,280）
¥6,100（¥6,710）



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

※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。

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。
細ピンで、はずしたあとは目立ちません。

５本のピンがクロスしてしっかり固定。
細ピンで、はずしたあとは目立ちません。

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。

ネ　ジ ニコピン 剛力ピン 太ピン
ネジ 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。

スリムレールフック

材質：〈本体〉MR414～MR416→アルミ・MR4044～MR4049→アルミラッピング　　　　　　　
　　　〈キャップ〉樹脂　〈フック〉亜鉛ダイカスト
付属品：石こうボード用ピン（ニコピン）･木壁用ネジ・
　　　　400mm→フック（MR4396）3ヶ・600mm→フック（MR4396）4ヶ・
　　　　800mm→フック（MR4396）5ヶ
安全荷重：400mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり2.5㎏まで）
　　　　　600mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり2.5㎏まで）
　　　　　800mm→ピン 5㎏／ネジ10㎏（フック1ヶあたり2.5㎏まで）

ナチュラル 400mm

セピア 600mm

ホワイト 800mm

ネジ
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フックは
スライドします

ラージレールフック

材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　〈フック〉木塗装
付属品：石こうボード用ピン（剛力ピン）･木壁用ネジ・
　　　　800mm→フック5ヶ・1200mm→フック7ヶ
安全荷重：   800mm→ピン 5㎏／ネジ15㎏（フック1ヶあたり3㎏まで）  　　　
　　　　　  1200mm→ピン 5㎏／ネジ15㎏（フック1ヶあたり3㎏まで）

アイボリー　800mm

ナチュラル　1200mm

ネジ 剛力ピン
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フックは
スライドします

木壁にも石こうボード壁にも取り付けできます。

ニコピン

注文品番 カラー サイズ（幅 × 高さ × 奥行（mm）） 本体価格（税込価格）

MR414
MR415
MR416

ホワイト
ホワイト
ホワイト

400mm（404×42×45）
600mm（604×42×45）
800mm（804×42×45）

¥2,200（¥2,420）
¥2,800（¥3,080）
¥3,300（¥3,630）

MR4044
MR4045
MR4046

ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル

400mm（404×42×45）
600mm（604×42×45）
800mm（804×42×45）

¥2,200（¥2,420）
¥2,800（¥3,080）
¥3,300（¥3,630）

MR4047
MR4048
MR4049

セピア
セピア
セピア

400mm（404×42×45）
600mm（604×42×45）
800mm（804×42×45）

¥2,200（¥2,420）
¥2,800（¥3,080）
¥3,300（¥3,630）

注文品番 カラー サイズ（幅 × 高さ × 奥行（mm）） 本体価格（税込価格）

MR4297
MR4298

アイボリー
アイボリー

 800mm（ 804×75×78）
1200mm（1204×75×78）

¥6,900（¥ 7,590）
¥9,200（¥10,120）

MR4299
MR4300

ナチュラル
ナチュラル

 800mm（ 804×75×78）
1200mm（1204×75×78）

¥6,900（¥ 7,590）
¥9,200（¥10,120）

安全荷重は均等に乗せた場合です。フック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。


