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Tフレーム
シリーズ

衣料

幅広い商品の陳列が可能。
展開も自在なスタンダードタイプ
衣料品や雑貨の陳列什器としての基本的な機能を盛り込みました。ボルト
レスのフレームに多彩なパーツを組合わせることで幅広い商品に対応しま
す。連結型と一体型の2つのフレーム構造を備えています。
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スマートなサイド
支柱はダブルスロットが標準仕様ですが、一体型はシン
グルスロットの支柱もご用意しています。棚板のサイド
と支柱のサイドがフラットになり、スマートです。

多彩なオプションパーツ
オプションを使用することで、さまざまな陳列に対応で
きます。

基本のパネルは2タイプ
センターパネルは樹脂パネルとメッシュパネルが基本。
写真はメッシュパネル。

シンプルな
Tフレーム構造
ボルトレスの簡単なＴ型フレーム構造。連結型と一体型を
並べたとき、同じ高さになります。

耐荷重性に応じた
2タイプの支柱
耐荷重性能に応じた支柱を2タイプ揃えています。

耐震用キャップ付
上連結パイプの抜け止めを兼ねた耐震用キャップと、下連
結パイプの抜け止めクリップが付いています。

■本体カラー

標準色
オフホワイト（P7）

タイプ50 タイプ70
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タイプ50 連結型 アジャスタータイプ フレームのみ本体セット

15ミリ角型棚板
最も標準的なスチール棚板
です。

15ミリRエッジ棚板
やわらかいイメージを演出
したいときに使用します。

10ミリ角型棚板
衣料品など、棚板を極力
目立たせたくないときに
使用します。

中量棚板
前見出しの付いた標準型
の棚板です。見出し部分
は棚上面よりやや立ち上
がっています。

重量棚板
前見出しの付いた重量用の
棚板です。棚上面はすべて
フラットです。

木棚板
突板、ポリ板、メラミン化
粧板など仕上が各種あり、
イメージに合わせて選べ
ます。

連結両面型 単体
W600 W750 W900 W1200

H1200 D650 RJTC -FS6652-P7 ¥30,760 -FS7652-P7 ¥34,090 -FS9652-P7 ¥31,010 -FS2652-P7 ¥31,870
D850 RJTC -FS6852-P7 ¥31,350 -FS7852-P7 ¥34,690 -FS9852-P7 ¥31,610 -FS2852-P7 ¥32,470

H1350 D650 RJTC -FS6653-P7 ¥28,620 -FS7653-P7 ¥31,950 -FS9653-P7 ¥28,870 -FS2653-P7 ¥29,730
D850 RJTC -FS6853-P7 ¥29,210 -FS7853-P7 ¥32,550 -FS9853-P7 ¥29,470 -FS2853-P7 ¥30,330

H1500 D650 RJTC -FS6655-P7 ¥29,900 -FS7655-P7 ¥33,240 -FS9655-P7 ¥30,160 -FS2655-P7 ¥31,020
D850 RJTC -FS6855-P7 ¥30,500 -FS7855-P7 ¥33,840 -FS9855-P7 ¥30,760 -FS2855-P7 ¥31,620

H1650 D650 RJTC -FS6656-P7 ¥31,380 -FS7656-P7 ¥34,710 -FS9656-P7 ¥31,630 -FS2656-P7 ¥32,490
D850 RJTC -FS6856-P7 ¥31,970 -FS7856-P7 ¥35,310 -FS9856-P7 ¥32,230 -FS2856-P7 ¥33,090

ダブル  ルブダ ルブダ

H

  W
295 
395

295 
395

295 
395

50
50

640 
840

345 
445

50

外寸W×連数＋26

886 14 886

50

900 900
874 8742626 26

1414

耐荷重：両面400kg

■基本寸法図 ■モデュール実寸図

連結両面型 連増
W600 W750 W900 W1200

H1200 D650 RJTC -FA6652-P7 ¥18,120 -FA7652-P7 ¥21,450 -FA9652-P7 ¥18,370 -FA2652-P7 ¥19,230
D850 RJTC -FA6852-P7 ¥18,420 -FA7852-P7 ¥21,750 -FA9852-P7 ¥18,670 -FA2852-P7 ¥19,530

H1350 D650 RJTC -FA6653-P7 ¥17,050 -FA7653-P7 ¥20,380 -FA9653-P7 ¥17,300 -FA2653-P7 ¥18,160
D850 RJTC -FA6853-P7 ¥17,350 -FA7853-P7 ¥20,680 -FA9853-P7 ¥17,600 -FA2853-P7 ¥18,460

H1500 D650 RJTC -FA6655-P7 ¥17,690 -FA7655-P7 ¥21,030 -FA9655-P7 ¥17,940 -FA2655-P7 ¥18,810
D850 RJTC -FA6855-P7 ¥17,990 -FA7855-P7 ¥21,330 -FA9855-P7 ¥18,240 -FA2855-P7 ¥19,110

H1650 D650 RJTC -FA6656-P7 ¥18,430 -FA7656-P7 ¥21,760 -FA9656-P7 ¥18,680 -FA2656-P7 ¥19,540
D850 RJTC -FA6856-P7 ¥18,730 -FA7856-P7 ¥22,060 -FA9856-P7 ¥18,980 -FA2856-P7 ¥19,840耐荷重：両面400kg

連結片面型 単体
W600 W750 W900 W1200

H1200 D350 RJTC -HS6352-P7 ¥26,200 -HS7352-P7 ¥29,540 -HS9352-P7 ¥26,450 -HS2352-P7 ¥27,320
D450 RJTC -HS6452-P7 ¥26,820 -HS7452-P7 ¥30,160 -HS9452-P7 ¥27,080 -HS2452-P7 ¥27,940

H1350 D350 RJTC -HS6353-P7 ¥24,060 -HS7353-P7 ¥27,400 -HS9353-P7 ¥24,320 -HS2353-P7 ¥25,180
D450 RJTC -HS6453-P7 ¥24,680 -HS7453-P7 ¥28,020 -HS9453-P7 ¥24,940 -HS2453-P7 ¥25,800

H1500 D350 RJTC -HS6355-P7 ¥25,350 -HS7355-P7 ¥28,690 -HS9355-P7 ¥25,600 -HS2355-P7 ¥26,470
D450 RJTC -HS6455-P7 ¥25,970 -HS7455-P7 ¥29,310 -HS9455-P7 ¥26,220 -HS2455-P7 ¥27,090

H1650 D350 RJTC -HS6356-P7 ¥26,820 -HS7356-P7 ¥30,160 -HS9356-P7 ¥27,080 -HS2356-P7 ¥27,940
D450 RJTC -HS6456-P7 ¥27,420 -HS7456-P7 ¥30,760 -HS9456-P7 ¥27,670 -HS2456-P7 ¥28,540耐荷重：片面150kg

連結片面型 連増
W600 W750 W900 W1200

H1200 D350 RJTC -HA6352-P7 ¥15,840 -HA7352-P7 ¥19,180 -HA9352-P7 ¥16,090 -HA2352-P7 ¥16,960
D450 RJTC -HA6452-P7 ¥16,150 -HA7452-P7 ¥19,490 -HA9452-P7 ¥16,400 -HA2452-P7 ¥17,270

H1350 D350 RJTC -HA6353-P7 ¥14,770 -HA7353-P7 ¥18,110 -HA9353-P7 ¥15,020 -HA2353-P7 ¥15,890
D450 RJTC -HA6453-P7 ¥15,080 -HA7453-P7 ¥18,420 -HA9453-P7 ¥15,330 -HA2453-P7 ¥16,200

H1500 D350 RJTC -HA6355-P7 ¥15,410 -HA7355-P7 ¥18,750 -HA9355-P7 ¥15,670 -HA2355-P7 ¥16,530
D450 RJTC -HA6455-P7 ¥15,730 -HA7455-P7 ¥19,060 -HA9455-P7 ¥15,980 -HA2455-P7 ¥16,840

H1650 D350 RJTC -HA6356-P7 ¥16,150 -HA7356-P7 ¥19,490 -HA9356-P7 ¥16,400 -HA2356-P7 ¥17,270
D450 RJTC -HA6456-P7 ¥16,450 -HA7456-P7 ¥19,780 -HA9456-P7 ¥16,700 -HA2456-P7 ¥17,570耐荷重：片面150kg

連結片面型連結両面型

共通パーツ

単体 連増 両面型 片面型

※耐荷重は一連あたりの数値（等分布荷重）です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。
※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。
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タイプ50 連結型　キャスタータイプ フレームのみ本体セット

ガラス棚板
安全のため、補強バーとミ
ゾゴムをご使用ください。

プライスカードレール
15ミリ角型棚板にスナッ
プで取り付けられるプライ
スカードホルダーです。

Sバー
標準的な角バーです。

Fバー
服飾品などの小物のフック
陳列や装飾パネルを掛ける
ために使います。

Tバー（連結型のみ）
強度の高い角バーです。

ハンガーパイプ
ハンガーなどを吊るすため
の丸パイプです。

連結両面型 単体
W600 W750 W900 W1200

H1200 D650 RJTF -FS6652-P7 ¥49,940 -FS7652-P7 ¥53,270 -FS9652-P7 ¥50,190 -FS2652-P7 ¥51,050
D850 RJTF -FS6852-P7 ¥50,540 -FS7852-P7 ¥53,870 -FS9852-P7 ¥50,790 -FS2852-P7 ¥51,650

H1350 D650 RJTF -FS6653-P7 ¥47,800 -FS7653-P7 ¥51,130 -FS9653-P7 ¥48,050 -FS2653-P7 ¥48,910
D850 RJTF -FS6853-P7 ¥48,400 -FS7853-P7 ¥51,730 -FS9853-P7 ¥48,650 -FS2853-P7 ¥49,510

H1500 D650 RJTF -FS6655-P7 ¥49,090 -FS7655-P7 ¥52,420 -FS9655-P7 ¥49,340 -FS2655-P7 ¥50,200
D850 RJTF -FS6855-P7 ¥49,680 -FS7855-P7 ¥53,020 -FS9855-P7 ¥49,940 -FS2855-P7 ¥50,800

H1650 D650 RJTF -FS6656-P7 ¥50,560 -FS7656-P7 ¥53,890 -FS9656-P7 ¥50,810 -FS2656-P7 ¥51,670
D850 RJTF -FS6856-P7 ¥51,160 -FS7856-P7 ¥54,490 -FS9856-P7 ¥51,410 -FS2856-P7 ¥52,270

ダブル  ルブダ ルブダ
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耐荷重：両面150kg

■基本寸法図 ■モデュール実寸図

連結両面型 連増
W600 W750 W900 W1200

H1200 D650 RJTF -FA6652-P7 ¥32,010 -FA7652-P7 ¥35,340 -FA9652-P7 ¥32,260 -FA2652-P7 ¥33,120
D850 RJTF -FA6852-P7 ¥32,310 -FA7852-P7 ¥35,640 -FA9852-P7 ¥32,560 -FA2852-P7 ¥33,420

H1350 D650 RJTF -FA6653-P7 ¥30,940 -FA7653-P7 ¥34,270 -FA9653-P7 ¥31,190 -FA2653-P7 ¥32,060
D850 RJTF -FA6853-P7 ¥31,240 -FA7853-P7 ¥34,570 -FA9853-P7 ¥31,490 -FA2853-P7 ¥32,350

H1500 D650 RJTF -FA6655-P7 ¥31,580 -FA7655-P7 ¥34,920 -FA9655-P7 ¥31,840 -FA2655-P7 ¥32,700
D850 RJTF -FA6855-P7 ¥31,880 -FA7855-P7 ¥35,220 -FA9855-P7 ¥32,140 -FA2855-P7 ¥33,000

H1650 D650 RJTF -FA6656-P7 ¥32,320 -FA7656-P7 ¥35,650 -FA9656-P7 ¥32,570 -FA2656-P7 ¥33,440
D850 RJTF -FA6856-P7 ¥32,620 -FA7856-P7 ¥35,950 -FA9856-P7 ¥32,870 -FA2856-P7 ¥33,730耐荷重：両面150kg

連結片面型 単体
W600 W750 W900 W1200

H1200 D350 RJTF -HS6352-P7 ¥41,080 -HS7352-P7 ¥44,420 -HS9352-P7 ¥41,340 -HS2352-P7 ¥42,200
D450 RJTF -HS6452-P7 ¥41,700 -HS7452-P7 ¥45,040 -HS9452-P7 ¥41,960 -HS2452-P7 ¥42,820

H1350 D350 RJTF -HS6353-P7 ¥38,940 -HS7353-P7 ¥42,280 -HS9353-P7 ¥39,200 -HS2353-P7 ¥40,060
D450 RJTF -HS6453-P7 ¥39,560 -HS7453-P7 ¥42,900 -HS9453-P7 ¥39,820 -HS2453-P7 ¥40,680

H1500 D350 RJTF -HS6355-P7 ¥40,230 -HS7355-P7 ¥43,570 -HS9355-P7 ¥40,480 -HS2355-P7 ¥41,350
D450 RJTF -HS6455-P7 ¥40,850 -HS7455-P7 ¥44,190 -HS9455-P7 ¥41,110 -HS2455-P7 ¥41,970

H1650 D350 RJTF -HS6356-P7 ¥41,700 -HS7356-P7 ¥45,040 -HS9356-P7 ¥41,960 -HS2356-P7 ¥42,820
D450 RJTF -HS6456-P7 ¥42,300 -HS7456-P7 ¥45,640 -HS9456-P7 ¥42,550 -HS2456-P7 ¥43,420耐荷重：片面150kg

連結片面型 連増
W600 W750 W900 W1200

H1200 D350 RJTF -HA6352-P7 ¥25,430 -HA7352-P7 ¥28,770 -HA9352-P7 ¥25,680 -HA2352-P7 ¥26,550
D450 RJTF -HA6452-P7 ¥25,740 -HA7452-P7 ¥29,080 -HA9452-P7 ¥25,990 -HA2452-P7 ¥26,860

H1350 D350 RJTF -HA6353-P7 ¥24,360 -HA7353-P7 ¥27,700 -HA9353-P7 ¥24,610 -HA2353-P7 ¥25,480
D450 RJTF -HA6453-P7 ¥24,670 -HA7453-P7 ¥28,010 -HA9453-P7 ¥24,930 -HA2453-P7 ¥25,790

H1500 D350 RJTF -HA6355-P7 ¥25,010 -HA7355-P7 ¥28,340 -HA9355-P7 ¥25,260 -HA2355-P7 ¥26,120
D450 RJTF -HA6455-P7 ¥25,320 -HA7455-P7 ¥28,650 -HA9455-P7 ¥25,570 -HA2455-P7 ¥26,430

H1650 D350 RJTF -HA6356-P7 ¥25,740 -HA7356-P7 ¥29,080 -HA9356-P7 ¥25,990 -HA2356-P7 ¥26,860
D450 RJTF -HA6456-P7 ¥26,040 -HA7456-P7 ¥29,380 -HA9456-P7 ¥26,290 -HA2456-P7 ¥27,160耐荷重：片面150kg

※耐荷重は一連あたりの数値（等分布荷重）です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。
※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

共通パーツ

単体 連増 両面型 片面型
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タイプ50 一体型 キャスタータイプ フレームのみ本体セット

50×16フレーム 一体両面型
W600 W750 W900 W1200

H1200 D650 RTTC -FT6652-P7 ¥24,340 -FT7652-P7 ¥24,340 -FT9652-P7 ¥24,340 -FT2652-P7 ¥28,550
D850 RTTC -FT6852-P7 ¥25,620 -FT7852-P7 ¥25,620 -FT9852-P7 ¥25,620 -FT2852-P7 ¥30,240

H1350 D650 RTTC -FT6653-P7 ¥24,810 -FT7653-P7 ¥24,810 -FT9653-P7 ¥24,810 -FT2653-P7 ¥29,190
D850 RTTC -FT6853-P7 ¥26,100 -FT7853-P7 ¥26,100 -FT9853-P7 ¥26,100 -FT2853-P7 ¥30,870

H1500 D650 RTTC -FT6655-P7 ¥25,720 -FT7655-P7 ¥25,720 -FT9655-P7 ¥25,720 -FT2655-P7 ¥30,480
D850 RTTC -FT6855-P7 ¥27,010 -FT7855-P7 ¥27,010 -FT9855-P7 ¥27,010 -FT2855-P7 ¥32,160

シングル シングル 

  W

H

295 
395

295 
395
50

640 
840

50

50

295 
395
50

345 
445

899
16 16867

スロット芯 886

50

耐荷重：両面150kg キャスター付

図寸実ルーュデモ■図法寸本基■

50×16フレーム 一体片面型
W600 W750 W900 W1200

H1200 D350 RTTC -HT6352-P7 ¥24,340 -HT7352-P7 ¥24,340 -HT9352-P7 ¥24,340 -HT2352-P7 ¥28,550
D450 RTTC -HT6452-P7 ¥25,620 -HT7452-P7 ¥25,620 -HT9452-P7 ¥25,620 -HT2452-P7 ¥30,240

H1350 D350 RTTC -HT6353-P7 ¥24,810 -HT7353-P7 ¥24,810 -HT9353-P7 ¥24,810 -HT2353-P7 ¥29,190
D450 RTTC -HT6453-P7 ¥26,100 -HT7453-P7 ¥26,100 -HT9453-P7 ¥26,100 -HT2453-P7 ¥30,870

H1500 D350 RTTC -HT6355-P7 ¥25,720 -HT7355-P7 ¥25,720 -HT9355-P7 ¥25,720 -HT2355-P7 ¥30,480
D450 RTTC -HT6455-P7 ¥27,010 -HT7455-P7 ¥27,010 -HT9455-P7 ¥27,010 -HT2455-P7 ¥32,160

耐荷重：片面150kg キャスター付

連結両面型 単体
W600 W750 W900 W1200

D850 H1500 RJTD -FS6855-P7 ¥28,110  -FS7855-P7 ¥31,450  -FS9855-P7 ¥28,360  -FS2855-P7 ¥29,230
H1650 RJTD -FS6856-P7 ¥29,580  -FS7856-P7 ¥32,920  -FS9856-P7 ¥29,840 -FS2856-P7 ¥30,700
H1800 RJTD -FS6858-P7 ¥31,120  -FS7858-P7 ¥34,460  -FS9858-P7 ¥31,380  -FS2858-P7 ¥32,240
H2100 RJTD -FS6851-P7 ¥33,260  -FS7851-P7 ¥36,600  -FS9851-P7 ¥33,520  -FS2851-P7 ¥34,380

耐荷重：両面600kg

連結両面型 連増
W600 W750 W900 W1200

D850 H1500 RJTD -FA6855-P7 ¥16,790 -FA7855-P7 ¥20,130 -FA9855-P7 ¥17,050  -FA2855-P7 ¥17,910
H1650 RJTD -FA6856-P7 ¥17,530 -FA7856-P7 ¥20,870 -FA9856-P7 ¥17,780  -FA2856-P7 ¥18,650
H1800 RJTD -FA6858-P7 ¥18,300 -FA7858-P7 ¥21,640 -FA9858-P7 ¥18,550  -FA2858-P7 ¥19,420
H2100 RJTD -FA6851-P7 ¥19,370 -FA7851-P7 ¥22,710 -FA9851-P7 ¥19,620  -FA2851-P7 ¥20,490

耐荷重：両面600kg
※耐荷重は一連あたりの数値（等分布荷重）です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。
※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

※耐荷重は一連あたりの数値（等分布荷重）です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。

ダブル  ルブダ ルブダ
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図寸実ルーュデモ■図法寸本基■

単体 連増 両面型 片面型

50×16フレーム（キャスタータイプ）

両面型 片面型

50×16フレーム
一体片面型

50×16フレーム
一体両面型

型面片結連型面両結連

タイプ70 連結型　アジャスタータイプ フレームのみ本体セット
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タイプ50  連結型用センターパネル
樹脂パネル メッシュ

H1200 W0600 RPTB -SS6012-P7 ¥5,440 -M6012-P7 ¥12,310
W0750 RPTB -SS7512-P7 ¥3,470 -M7512-P7 ¥12,310
W0900 RPTB -SS9012-P7 ¥3,130 -M9012-P7 ¥12,310
W1200 RPTB -SS1212-P7 ¥4,140 -M1212-P7 ¥16,820

1350 W0600 RPTB -SS6013-P7 ¥3,540 -M6013-P7 ¥ 9,540
W0750 RPTB -SS7513-P7 ¥3,870 -M7513-P7 ¥11,080
W0900 RPTB -SS9013-P7 ¥3,260 -M9013-P7 ¥11,080
W1200 RPTB -SS1213-P7 ¥4,620 -M1213-P7 ¥15,070

1500 W0600 RPTB -SS6015-P7 ¥3,730 -M6015-P7 ¥10,180
W0750 RPTB -SS7515-P7 ¥4,170 -M7515-P7 ¥11,850
W0900 RPTB -SS9015-P7 ¥3,560 -M9015-P7 ¥11,850
W1200 RPTB -SS1215-P7 ¥4,860 -M1215-P7 ¥15,980

1650 W0600 RPTB -SS6016-P7 ¥4,270 -M6016-P7 ¥11,340
W0750 RPTB -SS7516-P7 ¥4,800 -M7516-P7 ¥12,880
W0900 RPTB -SS9016-P7 ¥4,210 -M9016-P7 ¥12,880
W1200 RPTB -SS1216-P7 ¥5,390 -M1216-P7 ¥18,040

連結片面型 単体
W600 W750 W900 W1200

D460 H1500 RJTD -HS6465-P7 ¥23,210  -HS7465-P7 ¥26,550  -HS9465-P7 ¥23,460  -HS2465-P7 ¥24,330
H1650 RJTD -HS6466-P7 ¥24,680  -HS7466-P7 ¥28,020  -HS9466-P7 ¥24,940  -HS2466-P7 ¥25,800
H1800 RJTD -HS6468-P7 ¥26,220  -HS7468-P7 ¥29,560  -HS9468-P7 ¥26,480  -HS2468-P7 ¥27,340
H2100 RJTD -HS6461-P7 ¥28,360  -HS7461-P7 ¥31,700  -HS9461-P7 ¥28,620  -HS2461-P7 ¥29,480

耐荷重：片面250kg

連結片面型 連増
W600 W750 W900 W1200

D460 H1500 RJTD -HA6465-P7 ¥14,350  -HA7465-P7 ¥17,680  -HA9465-P7 ¥14,600  -HA2465-P7 ¥15,460
H1650 RJTD -HA6466-P7 ¥15,080  -HA7466-P7 ¥18,420  -HA9466-P7 ¥15,330  -HA2466-P7 ¥16,200
H1800 RJTD -HA6468-P7 ¥15,850  -HA7468-P7 ¥19,190  -HA9468-P7 ¥16,100  -HA2468-P7 ¥16,970
H2100 RJTD -HA6461-P7 ¥16,920  -HA7461-P7 ¥20,260  -HA9461-P7 ¥17,170  -HA2461-P7 ¥18,040

耐荷重：片面250kg

※耐荷重は一連あたりの数値（等分布荷重）です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。
※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

タイプ70  連結型用センターパネル
樹脂パネル メッシュ

H1500 W0600 RPTB -SS6015-P7 ¥3,730 -M6015-P7 ¥10,180
W0750 RPTB -SS7515-P7 ¥4,170 -M7515-P7 ¥11,850
W0900 RPTB -SS9015-P7 ¥3,560 -M9015-P7 ¥11,850
W1200 RPTB -SS1215-P7 ¥4,860 -M1215-P7 ¥15,980

H1650 W0600 RPTB -SS6016-P7 ¥4,270 -M6016-P7 ¥11,340
W0750 RPTB -SS7516-P7 ¥4,800 -M7516-P7 ¥12,880
W0900 RPTB -SS9016-P7 ¥4,210 -M9016-P7 ¥12,880
W1200 RPTB -SS1216-P7 ¥5,390 -M1216-P7 ¥18,040

H1800 W0600 RPTB -SS6018-P7 ¥5,490 -M6018-P7 ¥15,710
W0750 RPTB -SS7518-P7 ¥5,490 -M7518-P7 ¥15,710
W0900 RPTB -SS9018-P7 ¥4,870 -M9018-P7 ¥15,710
W1200 RPTB -SS1218-P7 ¥6,110 -M1218-P7 ¥21,900

H2100 W0600 RPTB -SS6021-P7 ¥7,030 -M6021-P7 ¥19,070
W0750 RPTB -SS7521-P7 ¥7,030 -M7521-P7 ¥19,070
W0900 RPTB -SS9021-P7 ¥6,470 -M9021-P7 ¥19,070
W1200 RPTB -SS1221-P7 ¥6,460 -M1221-P7 ¥26,540

側方サッシュ 

■センターパネルの取付バリエーション

樹脂パネル

側方サッシュを両サイドの
支柱に取り付け、
それにパネルを挟みます。

メッシュ

上下の連結材のミゾにはめこみ、
ツメを直接フレームの穴に
差し込んで固定します。

樹脂パネル
t5mm

オフホワイト（P7）

メッシュ
φ3mm 50×50mm
オフホワイト（P7）

連結型用側方サッシュ
H1200用 RPTB-JS12-P7 ¥1,040
H1350用 RPTB-JS13-P7 ¥ 780
H1500用 RPTB-JS15-P7 ¥ 820
H1650用 RPTB-JS16-P7 ¥ 870
H1800用 RPTB-JS18-P7 ¥ 950
H2100用 RPTB-JS21-P7 ¥1,040

H

ITOK
I

ITOK
I

支柱キャップ 
上連結パイプ 

エクステンションパネル 
（ハードボード・メッシュ） 

エクステンション 
支柱 

パネルジョイナー 

支柱を上に継ぎ足すことにより、什器の高さを高く
することができます。（連結型のみ）
耐荷重性の点から、継ぎ足すピース数は1ピースまで
にしてください。

■高さを伸ばしたい場合
エクステンションパネル 樹脂パネル

タイプ50用 タイプ70用

H150 H300
W0600 RPTB -SS6001-P7 ¥1,150 -SS6003-P7 ¥1,150
W0750 RPTB -SS7501-P7 ¥1,440 -SS7503-P7 ¥2,880
W0900 RPTB -SS9001-P7 ¥1,150 -SS9003-P7 ¥2,030
W1200 RPTB -SS1201-P7 ¥1,930 -SS1203-P7 ¥2,180

エクステンション支柱
タイプ50用 H150 RPTC-BX15-P7 ¥3,100
タイプ70用 H300 RPTD-BX30-P7 ¥4,090

エクステンションパネル メッシュ

タイプ50用 タイプ70用

H150 H300
W0600 RPTB -M6001-P7 ¥5,160 -M6003-P7 ¥15,160
W0750 RPTB -M7501-P7 ¥5,160 -M7503-P7 ¥19,540
W0900 RPTB -M9001-P7 ¥5,160 -M9003-P7 ¥19,540
W1200 RPTB -M1201-P7 ¥6,020 -M1203-P7 ¥10,180

片面倒れ止め金具
タイプ50用 RPTC-CQ1-P7 ¥2,020
タイプ70用 RPTD-CQ1-P7 ¥2,020
島什器を構成する場合にエンドの片面
什器の倒れ止めに使用します。

パネルジョイナー
W0600 RPTB-PR60-P7 ¥1,470

0750 RPTB-PR75-P7 ¥1,470
0900 RPTB-PR90-P7 ¥1,520
1200 RPTB-PR12-P7 ¥1,740

Tフレームシリーズ　専用オプション
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Tフレームシリーズ　専用オプション

タイプ50用 連結型用エンドフレーム
エンドフレーム支柱サイズ

12×25 25×25

H1200 W450 RPTB-G4512-P7 ¥15,460 ―

W600 RPTB-G6012-P7 ¥15,850 RPTC-G6012-P7 ¥22,800
W900 ― RPTC-G9012-P7 ¥22,800

H1350 W450 RPTB-G4513-P7 ¥15,460 ―

W600 RPTB-G6013-P7 ¥15,850 RPTC-G6013-P7 ¥22,800
W900 ― RPTC-G9013-P7 ¥22,800

H1500 W450 RPTB-G4515-P7 ¥16,360 ―

W600 RPTB-G6015-P7 ¥16,750 RPTC-G6015-P7 ¥23,190
W900 ― RPTC-G9015-P7 ¥23,190

H1650 W450 ― RPTC-G6016-P7 ¥24,480
W600 ― RPTC-G9016-P7 ¥24,480

W

H

H

W

25 25

25

16

12

50

エンドフレームは使い勝手、強度を考慮して各タイプ用意しました。
そのままセットしてエンドの棚陳列にしたり、
右のエンドメッシュパネルをはめてフック陳列にしたりと、
エンド展開の重要アイテムです。

※下記エンドフレームはいずれも両面型のエンドに使用するものです。

エンドメッシュパネルはエンドフレームの上下の穴にパネルの突起を差し込み、側方を
ビス止めします。

左用 右用 

D

H

タイプ70用 連結型用エンドフレーム
エンドフレーム支柱サイズ

16×50

W900 H1200 RPTD-G9015-P7 ¥31,810
H1650 RPTD-G9016-P7 ¥34,390
H1800 RPTD-G9018-P7 ¥37,360
H2100 RPTD-G9021-P7 ¥40,450

タイプ50用 連結型用エンドメッシュパネル
エンドフレーム支柱サイズ

12×25 25×25

H1200 W450 RPTB-N4512-P7 ¥13,920 ―

W600 RPTB-N6012-P7 ¥14,300 RPTC-N6012-P7 ¥20,100
W900 ― RPTC-N9012-P7 ¥20,490

H1350 W450 RPTB-N4513-P7 ¥12,030 ―

W600 RPTB-N6013-P7 ¥13,750 RPTC-N6013-P7 ¥15,600
W900 ― RPTC-N9013-P7 ¥15,600

H1500 W450 RPTB-N4515-P7 ¥12,880  ―

W600 RPTB-N6015-P7 ¥14,610 RPTC-N6015-P7 ¥16,540
W900 ― RPTC-N9015-P7 ¥16,540

H1650 W450 ― RPTC-N6016-P7 ¥17,830
W600 ― RPTC-N9016-P7 ¥17,830

タイプ70用 連結型用エンドメッシュパネル
エンドフレーム支柱サイズ

16×50

W900 H1200 RPTD-N9015-P7 ¥21,690
H1650 RPTD-N9016-P7 ¥24,270
H1800 RPTD-N9018-P7 ¥29,000
H2100 RPTD-N9021-P7 ¥34,790

タイプ50用 連結型用サイドメッシュパネル
左用 右用

H1200 D300 RPTC-Q3012L-P7 ¥21,510 -Q3012R-P7 ¥21,510 
D450 RPTC-Q4512L-P7 ¥25,760 -Q4512R-P7 ¥25,760

H1350 D300 RPTC-Q3013L-P7 ¥23,580 -Q3013R-P7 ¥23,580 
D450 RPTC-Q4513L-P7 ¥27,950 -Q4513R-P7 ¥27,950

H1500 D300 RPTC-Q3015L-P7 ¥25,760 -Q3015R-P7 ¥25,760 
D400 RPTC-Q4515L-P7 ¥30,020 -Q4515R-P7 ¥30,020

H1650 D300 RPTC-Q3016L-P7 ¥27,950 -Q3016R-P7 ¥27,950
D400 RPTC-Q4516L-P7 ¥32,200 -Q4516R-P7 ¥32,200

■支柱断面図

タイプ50用

タイプ70用
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Tフレームシリーズ　専用オプション

角デッキ棚板 

Rエッジ 
  デッキ棚板 

D 450、600

 Ｄ434、584

 W

 W

角デッキ棚板 

●角デッキ棚板・Rエッジデッキ棚板
基本的なセッティングです。両面型D850、片面型D450
で、この方法が可能です。

■デッキのバリエーション 一番下段のデッキは下記に示すような各種の方法があります。

角デッキ棚板 

デッキ用レッグ 

●角デッキ・Rエッジデッキ棚板
＋デッキ用レッグ（2本）

脚の出が短い両面型D650、片面型D350では、この方法
をとります。
W600・W750のデッキ棚板はデッキ用レッグが特注品に
なります（角デッキのみ）。

重量棚板 

デッキ受け材 

●重量棚板＋デッキ受け材
特にデッキ上に重量商品を陳列する場合は、重量棚板を使
ってデッキ受け材で受けます。

タイプ50用 角デッキ棚板
D450 D600

W600 RAGS -W6045-P7 ¥11,380 ―

W750 RAGS -W7545-P7 ¥11,380 -W7560-P7 ¥12,440
W900 RAGS -W9045-P7 ¥  7,410 -W9060-P7 ¥  8,370
1200 RAGS -W1245-P7 ¥12,880 -W1260-P7 ¥14,490
両面脚・片面脚にのせてデッキとして使用します。両端の
ツメを脚の溝に引っ掛けます。

434

25
62

デッキ用レッグ
W900・W1200用

H87 RAGS-LO9-P7 ¥1,330
角デッキ、Rエッジデッキの裏面に取り付ける脚です。
W600・W750のデッキ棚板はデッキ用レッグが特注品に
なります。

重量棚板 

デッキ受け材 

デッキ受け材
D300用 RPTB-AQ30□-P7 ¥ 950
D350用 RPTB-AQ35□-P7 ¥ 970
D400用 RPTB-AQ40□-P7 ¥1,020
D450用 RPTB-AQ45□-P7 ¥1,090
重量棚板をデッキに使用するときに使います。
左右1セットです。□＝L：左、R：右

タイプ50用 Rエッジデッキ棚板
D450 D600

W900 RATS-CR9045-P7 ¥8,610 -CR9060-P7 ¥9,660
両面脚・片面脚にのせてデッキとして使用します。両端の
ツメを脚の溝に引っ掛けます。

エクステンション棚板 

重量棚板 

エクステンションレッグ 
デッキ受け材 

●タイプ70用のデッキバリエーション
タイプ70では、エクステンション棚板（1枚）＋重量棚板＋
デッキ受け材＋エクステンションレッグの組合せでさら
に奥行の深いデッキがつくれます。

タイプ70用 エクステンションレッグおよび関連オプション
デッキ奥行 レッグ長 エクステンションレッグ デッキ受け材 重量棚板（W900） エクステンション棚板（D300）

D600 150 RPTD-D15-P7 ¥3,220 RPTB-AQ60□-P7 ¥1,180 RATS-HH9060-P7 ¥6,900 ―

D750 300 RPTD-D30-P7 ¥3,480 RPTB-AQ75□-P7 ¥1,300 RATS-HH9045-P7 ¥4,720 RPAO-SP9030-P7 ¥4,090
D900 450 RPTD-D45-P7 ¥3,960 RPTB-AQ90□-P7 ¥1,470 RATS-HH9060-P7 ¥6,900 RPAO-SP9030-P7 ¥4,090
タイプ70で奥行の深いデッキをつくる場合に使用します。
デッキ受け材は左右で1セットです。□＝L：左、R：右
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