
ホワイト ホワイトナチュラル ナチュラル

レール10　石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟

注文品番 本体価格 （税込価格） カラー 名称
サイズ

レール長さ
幅×高さ×奥行（mm）

重量
（kg）品番

M-3020 ¥3,200 （¥3,520） ホワイト 0.9  909×33.5×12.5 0.3

M-3021 ¥5,500 （¥6,050） ホワイト 1.5 1515×33.5×12.5 0.4

M-3022 ¥6,000 （¥6,600） ホワイト 1.8 1818×33.5×12.5 0.5

M-3023 ¥3,200 （¥3,520） ナチュラル 0.9  909×33.5×12.5 0.3

M-3024 ¥5,500 （¥6,050） ナチュラル 1.5 1515×33.5×12.5 0.4

M-3025 ¥6,000 （¥6,600） ナチュラル 1.8 1818×33.5×12.5 0.5

注文品番 本体価格 （税込価格） カラー 名称
サイズ

レール長さ
幅×高さ×奥行（mm）

重量
（kg）品番

M-3014 ¥1,800 （¥1,980） ホワイト 0.9  909×33.5×12.5 0.3

M-3015 ¥2,800 （¥3,080） ホワイト 1.5 1515×33.5×12.5 0.4

M-3016 ¥3,200 （¥3,520） ホワイト 1.8 1818×33.5×12.5 0.5

M-3017 ¥1,800 （¥1,980） ナチュラル 0.9  909×33.5×12.5 0.3

M-3018 ¥2,800 （¥3,080） ナチュラル 1.5 1515×33.5×12.5 0.4

M-3019 ¥3,200 （¥3,520） ナチュラル 1.8 1818×33.5×12.5 0.5

レール10セット レール10

スタンダードなピクチャーレールです。（フックセット）
石こうボード壁にも取り付けできます。

スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

材　　質：〈本体〉アルミ･樹脂　〈キャップ〉樹脂　〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト･真鍮･ステンレス 
付 属 品：M-3020、M-3023 ワイヤーフック（M-315）１本　 
　　　　　M-3021、M-3022、M-3024、M-3025 ワイヤーフック（M-315）２本　 
　　　　　壁取付金具･石こうボード用ピン･木壁用ネジ･レールガイド 
入　　数：１袋１セット入 
ワイヤー長さ：１ｍ 
安全荷重：レール0.9ｍ　ピン 12㎏／ネジ 12㎏ 
　　　　　レール1.5ｍ　ピン 20㎏／ネジ 20㎏（0.75ｍあたり10㎏まで） 
　　　　　レール1.8ｍ　ピン 24㎏／ネジ 24㎏（0.9ｍあたり12㎏まで） 

仕 様
材　　質：〈本体〉アルミ･樹脂　〈キャップ〉樹脂 
付 属 品：壁取付金具･石こうボード用ピン･木壁用ネジ･レールガイド 
入　　数：１袋１セット入 
安全荷重：レール0.9ｍ　ピン 12㎏／ネジ 12㎏ 
　　　　　レール1.5ｍ　ピン 20㎏／ネジ 20㎏（0.75ｍあたり10㎏まで） 
　　　　　レール1.8ｍ　ピン 24㎏／ネジ 24㎏（0.9ｍあたり12㎏まで） 

仕 様

レール10 フック

価格 ¥300（税込 ¥330）
注文品番 M-314

外 寸 法：幅12×高さ29×奥行13mm
材　　質：亜鉛ダイカスト
入　　数：１袋１ヶ入
安全荷重：10㎏

仕 様

レール10 ワイヤーフック

価格 ¥1,400（税込 ¥1,540）
注文品番 M-315

外 寸 法：幅９×高さ43×奥行14mm
材　　質：亜鉛ダイカスト･
　　　　　真鍮･ステンレス
入　　数：１袋１本入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10㎏

仕 様

長ボール式ワイヤーフック

価格 ¥1,100（税込 ¥1,210）
注文品番 M-3026

外 寸 法：幅9×高さ43×奥行14mm
材　　質：亜鉛ダイカスト･真鍮･ステンレス
入　　数：１袋１ヶ入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg

仕 様

オプション　

フックやワイヤーを追加して使います。

N E W N E W

N E W

N E W

N E W

特注サイズできます

長さ（mm） 本体価格 （税込価格）
600～ 699 ¥2,200 （¥2,420）
700～ 799 ¥2,400 （¥2,640）
800～ 899 ¥2,500 （¥2,750）
900～ 999 ¥2,800 （¥3,080）
1,000～1,099 ¥3,000 （¥3,300）
1,100～1,199 ¥3,200 （¥3,520）
1,200～1,299 ¥3,500 （¥3,850）
1,300～1,399 ¥3,700 （¥4,070）
1,400～1,499 ¥3,800 （¥4,180）
1,500～1,599 ¥4,000 （¥4,400）
1,600～1,699 ¥4,200 （¥4,620）
1,700～1,799 ¥4,300 （¥4,730）

注文品番 M-9991
レール10の特注サイズ対応

レール10のカラーとキャップを含めた
長さ（外寸法）を［mm単位］でご指示ください
（例） ブラウン（ホワイト）の
 長さ●●●mm W

フックのレールへの取付方法

①

②

①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の
　溝に入れます｡
②そのまま下向きに90度回転させ固定します。

フック部分の取扱方法ランナー部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合

下方へ移動
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。

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。

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

ピンピン
ワイヤー
差し込み口
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ワイヤー玉

レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分のワイヤー玉を差し込みます。
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●付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。
●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。
●表示価格は本体のみの価格です。（ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。）　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。


