
●大型什器・備品運賃表〈１台当り〉 （税別）
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関東・甲信越・
北陸・近畿

中国・四国

東北・九州

北海道
沖縄

都道府県
愛知･岐阜･三重

東京･神奈川･千葉･埼玉･茨城･
栃木･群馬･山梨･静岡･長野･
新潟･富山･石川･福井･滋賀･
京都･大阪･奈良･和歌山･兵庫

鳥取･岡山･島根･広島･山口･
香川･徳島･愛媛･高知

福島･宮城･山形･岩手･秋田･
青森･大分･福岡･宮崎･熊本･
佐賀･長崎･鹿児島

北海道

沖縄本島

※離島または海外など該当外は別途ご相談 （単位　円）

運賃 運賃

通常の運賃のご請求とは別に、この運賃マークが付いている大型商品は、
別途運賃をご請求させていただきます。
左表「大型什器・備品運賃表（税別）」をご確認ください。
表内の金額がご請求額となります。
運賃は別途 見積となります。

商品の出荷におおむね２～４週間かかります。ご確認ください。

屋内以外の場所では設置をさけてください。

組立てに簡単な工具が必要な組立仕様です。 ※記載の組立所用時間は目安です。

収納性のよい積み重ね仕様です。（スタッキング仕様）

受注
見積

積重

屋内
組立

運賃
運賃

運賃

商品単価は別途見積りとなりますので、お問い合わせください。

マ
ー
ク
の
見
方 M a d e  i n  G i f u

vol .5＊ 表示は平成30年現在のものです。
　予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。

２０１８- ００９-１．５

＊ このカタログの掛率は通常とは異なります。お問合せください。



Color Variation

クリアー ブラウンステインメイプルステイン

ペールホワイトホワイト グレーペールグレー

ブルー グラスグリーン

ウォールナット色

イエロー

チーク色

レッドグリーン

無塗装

※天然素材により、木目や色味、節のありなし・数にバラつきがございます。

★ 基本仕様は無塗装です。 サンプル以外の色も特注にて対応いたします。

※カタログと実際の製品の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

★

MAX 180cm

MIN 
t1.2cm

MA
X 
90
cm

芯
材（
桧
）

岐阜県産 桧（ひのき）　合板の、
木の風合いや小口の美しさを生かしたディスプレイ什器・備品

　

桧は軟らかいのに強度が強く､日本が世界に誇る優秀な木の代表として、
古来より用いられてきました｡
木肌は白く、木目は緻密で清潔感があり、肌触りはなめらかでやさしい感触です。
“桧プライウッド材”は、岐阜県産の桧の間伐材を使用し、
芯材には、表面には使用出来ないような材料を利用して、無駄なくつくられています。
間伐材を消費することで豊かな森を保つことにつながる、環境にやさしい商品です。　　　　　　　　　　

HP 材の最大寸法は 180×90cｍ。
厚みは 1.2cｍが最も薄く、積重ねていくことで、
ボリュームのある厚みを作り出すことができます。

フラッシュ構造＊も可能です。
（＊木で枠を組み板を貼ります。中が空洞になるので、厚みを出しながら、
見た目より軽く仕上がります。）

芯材まですべて同じ桧を使用している為、
通常の合板に比べても伸縮率の差が起こりにくく、
反りにくい特徴があります。

カラーバリエーション

HP桧プライウッド     シリーズ
ひのき
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受注見積

什器、備品から、店舗内・外装まで　お店づくりをトータルプロデュース

1 2 3 4 5
打合せ
現場実測
予算など

ご 提 案 内容チェック 製 造 納 品
図面パース
デザイン

仕様・アイテム
見積り

丁寧に
真心こめて

設 置

納
品
ま
で
の
流
れ

特注制作イメージ

お客様オリジナルのサイズ・形状で、ローコストにて作製いた
します。
価格はロット等により変動しますのでお問い合わせください。
仕上げや細工など、細かい部分まで丁寧に仕上げてまいります。
　
お気軽にご相談ください。

グレー着色
  

チーク色着色
  

小口着色
  

傾斜型
スリット入りBOX
約45×45×H20（15）cm

  

HP 楕円プレート    　
底板付　約40×27×ｔ2.4cm
厚型　約40×27×ｔ2.4cm
薄型　　約40×27×ｔ1.2cm 

HPトレイ
小　　約27×36.5×H6cm
              （内高H3.2cm)
大　　約31×42×H6cm
             （内高H3.4cm)
  

  

HP ラウンドプレート
厚型　　約φ25×ｔ2.4cm
薄型　　約φ25×ｔ1.2cm

  

HP ラウンドリング
底板付　　約φ25×H6cm
底板なし　約φ25×H6cm

  

マグネット付

HP 木枠　
大　約31×42×H6cm
  

木枠を重ねて、深さを調節できるトレイ
マグネット付でしっかりと枠を固定します

組み合わせて・重ねて
高さの演出が出来るプレート＆リング

HP材（桧プライウッド材）　
特注制作例

Order made

04 05



NEW

HP 六角木箱  小（無塗装）

01　55560　　　 　6,500円
約34.5×24×H30cm
   HP 卓上傾斜棚 スリム 3段 （無塗装）

01　55574　　　　 　 13,000円
約55×47×H55cm
   

HP ワインラック （無塗装）

06　55576　　　　  10,500円
約40×25×H25cm
   

HP トングホルダー （無塗装）

05　55577　　　　 　6,500円
約33×15×H35cm
   

HP 卓上傾斜棚 ワイド 2段  （無塗装）

02　55575　　　　 　　17,000円
約90×43×H42cm
   

HP 矢印型木箱 （無塗装）

06　55562　　OPEN　 10,500円
約30×24×H30cm
   07　55563　　CLOSE　13,000円
約30×24×H30cm
   

HP ハウス型木箱 （無塗装）

03　55564　　1段　6,500円
約30×20×H30cm
   

HP ジャンブルBOX
（無塗装）
03　55578　　9,200円
約25×37.5×H25cm
   積重

HP ジャンブルBOX
キャスター付（無塗装）
04　55583　　10,700円
約25×37.5×H30cm
   

HP 六角木箱  大　棚板付
（無塗装）
02　55561　　　 15,500円
約69.5×25×H60cm
   ※棚板（約65.5×24cm)付
※棚板は抜き差しできます。

※棚板はついていません。

HP ハウス型木箱 （無塗装）

04　55565　　2段　9,700円
約30×20×H45cm

※棚板（約28×20cm)1枚付
※棚板は取り外しできます。

HP ハウス型木箱 （無塗装）

05　55566　　3段　12,000円
約30×20×H60cm

※棚板（約28×20cm)2枚付
※下段の板は取り外しできます。
（上段は固定式）

※棚板：約44.5×20cm ※棚板　上段：約90（58）×20cm
　　　  下段：約90（58）×34.5cm

※フックバー有効幅約27.5cm
※トング別売

※ワイン6本用

01
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NEW Display
goods
ディスプレイ備品
新商品

積み重ねも自在な六角型はアイキャッチ効果バツグン！
大小を組み合わせて積み上げるとデザイン性もアップ 

ジャンブル陳列に適したコンパクトな木箱
積み重ねて棚になります

柱は木立のイメージ
ディスプレイ自由な卓上二段シェルフ

傾斜がついて商品が
見やすい 3段ラック

キュートなハウス型の木箱
商品に合わせて高さをチョイス

パッと目をひく、矢印型の木箱
背面ボードのない OPEN タイプと CLOSE タイプの 2 種をご用意しました

差し込むだけで
簡単に組立・分解
できます。

差し込むだけで
簡単に組立・分解
できます。

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 上記価格は税抜き価格です。06 07



NEW NEW

NEW

HP ミニワゴン型棚什器（無塗装）

01　55567　　　　 　　25,000円
約61.5×44×H71cm

  ※上段：内寸約53×27.5cm　下段：内寸約50.5×35×H5.5cm
※車輪は飾りです。回転しません。

HP ミニ棚什器　両面 （無塗装）

03　55568　　　　 　　18,000円
約60×40×H71cm

  ※上段：内寸約53×27.5cm　下段：内寸約50.5×37.5×H5.5cm

HP ちょい置き棚 角（無塗装）

05　55572　　　 　　　　6,500円
約30×20×H30cm

  ※上段：約20×14cm　下段：約30×18.5cm

HP ちょい置き棚 丸（無塗装）

06　55573　　　 　　　　7,200円
約30×15×H30cm

  ※上段：約20×9cm　下段：約30×14cm

HP ミニ有孔ボードスタンドラック
（無塗装）
04　55571　　　    12,000円
約35×29.5×H52.5cm

  ※台：内寸約35×28cm※フック別売

HP ミニ有孔ボードスタンドラック
棚板付（無塗装）
05　55584　　　    13,800円
約35×29.5×H52.5cm

  ※台：内寸約35×28cm※棚（約27×15cm） 2枚付
※棚板受け金具付

HP ミニ棚什器　片面 （無塗装）

04　55569　　　　 　　17,000円
約60×35×H71cm

  ※上段：内寸約52.5×22.5cm　下段：内寸約50.5×32.5×H5.5cm

HP ミニミニワゴン型卓上棚 （無塗装）

02　55570　　　　 　　11,500円
約35×30×H29cm

  ※上段：内寸約32.5×20cm　下段：内寸約33×27.5cm

運賃

HP スリムゴンドラ　アール（無塗装）

01　55579　　　 　　　49,500円
約45×45×H170cm

  ※棚（固定式）3段付（上段：約45×25cm/　中段：約45×30cm/下段：約45×35cm）
※台：内寸約45×42.5cm
※中が見えない木蓋付ストッカー（ケンドン式）
運賃

HP スリムゴンドラ　スクエア（無塗装）

02　55580　　　 　　　　49,500円
約45×45×H174cm

  ※棚（固定式）3段付（上段：約45×25cm/　中段：約45×30cm/下段：約45×35cm）
※台：内寸約45×42.5cm
※中が見えない木蓋付ストッカー（ケンドン式）
運賃

HP スリムゴンドラ　エンド付（無塗装）

03　55581　　　 　　　  42,000円
約45×45×H180cm

  ※棚（固定式）3段付（上段：約45×25cm/　中段：約45×30cm/下段：約45×35cm）
※台：内寸約42.5×43.5cm
※ストッカーはオープンタイプ
運賃

01

01 02 03
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Table top display 卓上ディスプレイ什器 Slim gondola rack スリムゴンドラ什器

Pegboard rack
有孔ボードスタンドラック

卓上が楽しくはなやぐ、コンパクトで可愛いディスプレイ什器 幅 45cm とスリムでありながらコーナー展開に十分な存在感
ちょっとしたスペースを売り場として有効活用

フックや棚が取付られる、
有孔ボードを使用した便利な
卓上ラック

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。08 09



02. バタフライテーブル （無塗装）
55992    　　　      48,000円　
約179×89×H70cm   
組立

03. Table Supportタワー （無塗装）
55995    　　　    13,500円　
約69×35.5×H75cm   
組立

04. Supportタワー （無塗装）
55994    　　　 17,000円　
約89×46×H135cm   
組立

01. バタフライテーブル　スマート 
    （無塗装）
55993    　　　 　　43,000円　
約120×57×H70cm   
組立

02. FITテーブル　プラスセット（無塗装）
55990　    　　　       11,500円　  
※円形棚板：約φ33.5×ｔ1.2cm/2枚
　フレーム：約44×41.5×ｔ1.2cm/4枚

01. FITテーブル　スタートセット
   （無塗装）
55991　    　　　 17,000円　
組立時約67×32×H77cm   
※円形棚板：約φ33.5×ｔ1.2cm/3枚
　フレーム：約44×41.5×ｔ1.2cm/6枚

01. FITテーブル　スタートセット
   （無塗装）
55991　    　　　 17,000円　
組立時約67×32×H77cm   
※円形棚板：約φ33.5×ｔ1.2cm/3枚
　フレーム：約44×41.5×ｔ1.2cm/6枚

組立所要時間 約5~10分

組立所要時間 約10~15分

分解するとコンパクトに。

FITテーブルを組み立てる際に必要な　　　
最小限のセットです。
こちらが無いと自立しません。　　　　　　　　　　

写真は（55993）スマート

写真は（55994）

スタートセットに追加して使用します。　　　　　　　

FITテーブルは
上下同時に組み合わせる
ことにより自立します。
必ず2段以上でご使用
ください。

運賃

運賃

運賃

01

組み合わせてピラミッドのように積み重ねることにより自立する
アイキャッチ効果の高い陳列什器　

Fit table フィットテーブル

Butterfly table バタフライテーブル

羽を広げた蝶のような、華やかな脚が特徴のテーブル

Support tower
サポートタワー

商品が見やすく、取り易い、半円錐型の什器
側板が無いので、下の棚まで明るくディスプレイできます

<曲線を取り入れた天板形状>

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。10 1 1



運賃運賃

04. HP ミニツリー けやき（無塗装）

55910　    　 　　　12,600円
約33×33×H60cm   

HP ツリー （無塗装）
01　55900　　ひのき大
約83×83×Ｈ179cm
   

02　55901　　ひのき中
約82×82×Ｈ179cm
   

03　55902　　けやき
約88×88×Ｈ170cm
   

ツリーにはフック（別売）を
枝にひっかけて商品陳列にも

十字に差しこむだけで
簡単に組立られます

約180cm

約60cm

運賃

03. HP プチワゴンショップ
キューピッド（テント付）
（無塗装）
55951　    　86,500円
約97×65×H165cm   
※棚板：約75×30cm/2枚
　天板：約80×60cm
※テント（マジックテープ脱着式）付
　テントは3色よりお選びください。

3色よりお選びください。

組立 運賃 屋内

04. HP プチワゴンショップ
マーガレット（テント付）
（無塗装）
55950　    　86,500円
約97×65×H165cm   
※棚板：約75×30cm/2枚
　天板：約80×60cm
■テント（マジックテープ脱着式）付
　テントは3色よりお選びください。　

組立 運賃 屋内

01. HP プチワゴンショップ
ライムミント（無塗装）
55953　    　72,000円
約97×65×H173cm   
※棚板：約75×30cm/2枚
　天板：約80×60cm

組立 運賃 屋内

02. HP プチワゴンショップ
小太郎（無塗装）
55954　    　78,000円
約97×65×H168cm   
※棚板：約75×30cm/2枚
　天板：約80×60cm

組立 運賃 屋内

05. HP プチワゴンショップ
スイート（テント付）
（無塗装）
55952　    　99,000円
約97×65×H165cm   
※棚板：約75×30cm/2枚
　天板：約80×60cm
※キャスター　約φ5cm
（ストッパー、スチールベース付）
■テント（マジックテープ脱着式）付
　テントは3色よりお選びください。　　

組立 運賃 屋内

組立所要時間 約25~30分

03～05　テント色

グリーンブラウンピンク

01

01 02

03
04 05

02 03

04

簡単に組立られてぱっと目をひくナチュラルなオブジェ

可愛らしい卓上サイズのミニツリー

インテリアのアクセントや
アクセサリーなどの小物掛に

着色例 着色例

着色塗装
金属ベース
プレート追加

木のオブジェ

ミニツリー ツリー

Objet

別注例

狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
も
ぴ
っ
た
り
の

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
の
ワ
ゴ
ン
シ
ョ
ッ
プ
。

ア
イ
キ
ャ
ッ
チ
効
果
の
高
い
デ
ザ
イ
ン
＆

選
べ
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で

商
品
や
お
店
に
ぴ
っ
た
り
の
効
果
的
な

セ
ー
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
し
ま
す
。

Petit wagon shop
プチワゴンショップ

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。12 13



運賃 運賃

オプションパーツ

付属の傾斜用サン木を使用すれば、
天板に傾斜をつけられます。

棚板、天板は裏返して、使用すると
商品のこぼれ止めになります。

01. HP 多目的ワゴン （無塗装）
55770　    　　　   89,000円
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立 運賃 屋内

02. HP 多目的ワゴン用　天板（フラット）
55774　    　　　     3,800円
約89.8×69.8×t1.2cm
（約89.8×34.9×t1.2cm/2枚）

02. HP 多目的ワゴン （ブラウン）
55775　    　　　 105,000円　
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立 運賃 屋内受注

01. HP 多目的ワゴン
瓦風屋根付 （ブラウン）
55582　    　　　 159,000円　
約122.4×79.8×H185cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付　※瓦は樹脂製です。

組立 運賃 屋内受注

04. HP 多目的ワゴン（テント付）
　 （本体無塗装/車輪ブラウン）
55778　    　　　 123,000円
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立 運賃 屋内

※取り付けサン木1本付     ※メッシュフック別売 

テントは別注で別の
カラーも承ります。

受注 見積

03. HP 多目的ワゴン
 （ホワイト×グラスグリーン/車輪チーク）
55779　    　　　 117,000円
約122.4×79.8×H180cm   
※棚板：約94.8×40cm/2枚
　天板：約89.5×70cm（約89.5×35cm/2枚）
※傾斜用サン木付

組立 運賃 屋内受注

組立所要時間 約25~30分

03. メッシュパネル H300
55771　   　4,500円
約90×30cm

04. メッシュパネル H600
55772　  　6,500円
約90×60cm

05. メッシュパネル H900
55773　  　7,700円
約90×90cm

NEW

Wagon 多目的ワゴン

車輪まで桧でできたワゴン。
インパクトとやさしさを両立させました。

和
雑
貨
・
和
菓
子
な
ど
、
和
の
テ
イ
ス
ト
に

な
じ
む
瓦
屋
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タ
イ
プ
が
新
登
場

着色例 別注テント例
＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。1414 15



01. HP マルシェ平台　木製車輪付（無塗装）

55777　      　　　　　　　78,000円
約173×80×H70cm   
※平台内寸：約145×70×H5.5cm
※耐荷重：約50kg
※本体のみ
※パラソル用穴あけは別注加工

組立 運賃 屋内

02. HP マルシェ平台木製車輪付 （チーク仕上）
　　本体のみ
55947　    　　         　　　　 98,000円
本体約173×80×H70cm
※平台内寸：約145×70cm（パラソル用穴付）
※耐荷重：約50kg

組立 運賃 屋内

組立所要時間 約15~20分

運賃

受注

03.HP ひな壇ディスプレイ什器
　（POPプレート付/メープル仕上）

55932　    　　　 　16,000円 
約45×44.5×H24（14.5/5.5）cm  

01.HP ひな壇ディスプレイ什器
　（メープル仕上）

55933　    　　　 　 15,200円
約90×44.5×H14.5（5.5）cm  

組立所要時間 約5~10分

組立所要時間 約5~10分

04.ウッディトレイ カントリー 中

44229   　　　          4,500円 
約30×40×H4cm  
※材質：天然木
●W90の棚に横置で2個、縦置で3個並びます。

05.HP 卓上ディスプレイ棚什器
　 小 2段（チーク仕上）
55935　    　　　 　  18,500円 
約62.5×45（10）×H45cm  
組立

06.HP 卓上ディスプレイ棚什器
　 大 2段（チーク仕上）
55936　    　　　 　  23,000円 
約92.5×45（14.5）×H60cm  
組立

07.HP 卓上ディスプレイ棚什器
　 大 3段（チーク仕上）
55937　    　　　 　  27,500円 
約92.5×45（14.5）×H60cm  
組立

棚板【W60・D40】×2枚 

棚板【W90・D30】×1枚 

棚板【W90・D40】×1枚 

棚板【W90・D30】×2枚 

棚板【W90・D40】×1枚 
棚板【W60・D40】　　約60×41.2（40）×H6.9（1.2）cm
棚板【W90・D30】　　約90×31.2（30）×H6.9（1.2）cm
棚板【W90・D40】　　約90×41.2（40）×H6.9（1.2）cm

※下段：有効内寸約90×19.5cm
   上段：有効内寸約90×25cm
　

※本体のみ

※下段：有効内寸約45×19.5cm
   上段：有効内寸約45×22cm
　

02.HP ひな壇ディスプレイ什器
　（両面タイプ/メープル仕上）

55934　    　　　 　 23,000円 
約90×90×H11.5（5.5）cm  

※パラソル・スタンドはイメージ       　　　　　

※パラソル・スタンドはイメージ       　　　　　

※パラソル・スタンドは都度お問い合わせください。ご提案いたします。（画像と仕様は異なります。）

02

01

01
02

03

04

05 06 07

木製の車輪がアクセントになったたっぷりサイズの平台。

Flat wagon
マルシェ平台 組立式すのこひな壇ディスプレイ什器

Step display

卓上ディスプレイ棚什器
Table top display

工具を使わず、
簡単に組立⇔分解が
できる便利な什器

●側板に均等なピッチの穴があり、
　角度・高さ・間隔・棚の出方など
　自由にデザインすること可能にした
　優れものです。
●HP 材を使用することで、低価格を実現しました。
●オーダーサイズも可能です。
　間口や奥行など、ご希望に合わせて対応します。

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。＊ 上記価格は税抜き価格です。16 17

　



※写真は（55807）
３個使用

積重

＜横目使用＞

＜縦目使用＞

ひっくり返せば箱としても使用
できます。

HP ５面体DP BOX （無塗装）

01　55810　　40cm　 5,200円
約40×40×H40cm
   02　55811　　30cm　 3,400円
約30×30×H30cm
   03　55812　　20cm　 2,500円
約20×20×H20cm
   04　55813　　15cm　 1,900円
約15×15×H15cm
   

11. HP ４面体DP BOX
（無塗装）30cm １個
55807    　　   2,500円
約30×30×H30cm
   

12. HP ミニネストディスプレイセット（無塗装）

55853    　　   　　　　　　  　10,500円
大：約60×15×H20cm
中：約53×15×H15cm
小：約45×15×H10cm
   

13.HP アイアンスタンド付BOX （無塗装）

55800 　　　   　　　   10,500円
約37×37×H39cm
BOX約35×35×H15cm
/内寸約32.7×32.7×H13.7cm
   

HP すのこ
17　55801　　メープルクリア仕上げ　　5,500円
約38.5×30×H3cm
   

※サイズ表記は縦目使用時です。
   

18　55802　　無塗装　　   　　　 4,100円
約38.5×30×H3cm
   

HP ラウンドトレー
14　55803　　　メープルクリア仕上げ　2,500円
約φ22（φ20）×H2.4cm
   15　55804　　　無塗装　   　　　  2,000円
約φ22（φ20）×H2.4cm
   

アイアン傾斜３段ディスプレイベース

16　25941　　　　   　　　 　　   18,000円
約30×34×H41cm
   ※リング内径約φ20cm　※ベースのみ
※写真は（55803）を３個使用

HP 持ち手付　木箱（無塗装）

05　55854　　H300　6,400円   約40×35×H30cm
   06　55855　　H200　4,950円   約40×35×H20cm
   07　55856　　H150　 4,100円   約40×35×H15cm
   08　55857　　H100　3,400円   約40×35×H10cm
   

HP 持ち手付　木箱（メープル仕上）

09　55929　　H150　7,650円   約40×35×H15cm
   10　55928　　H100　6,500円   約40×35×H10cm
   

HP ラウンドディスプレイ什器 （無塗装）

07　55852　　小　   　4,300円
約φ30×Ｈ30cm
   08　55851　　中　   　4,800円
約φ45×Ｈ30cm
   09　55850　　大　   　5,500円
約φ60×Ｈ60cm
   

分解するとコンパクトに
工具を使わず
簡単に組立られます。

10. HP キャスター付ＢＯＸ
   （無塗装）
55818    　　    28,000円
約60×45×H81cm
BOX内寸：約55×42.5×Ｈ14cm
   ※キャスター付

ひと際目をひく、樽型のBOX。
専用のスタンドをご用意しました。

HP バーレル単品 （無塗装）

02　55816　　中　   　　 7,300円
約50×40×H19.5cm/内寸約45×35×H18.5cm
   03　55788　　小　   　　 6,950円
約40×30×H15cm/内寸約35.2×27.5×H13.6cm
   

HP バーレル用スタンド （無塗装）

05　55817　　中用　   　 4,000円
約48×37×H15cm
   06　55806　　小用　   　 2,400円
約37×27×H10cm
   ※簡単に分解できるので、収納にも便利です。

01　55787　　大　   　　 9,200円
約60×47×H23.5cm/内寸約55.2×45×H22.3cm
 

04　55805　　大用　   　 4,700円
約58×44×H20cm
  

着色例

着色例

01

02

03

04

05

06

07

08

10

09

14

15

17

18

16

07 08 09

10

01

04

03

06

ディスプレイ備品Display goods

＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 上記価格は税抜き価格です。18 19



※写真は
テント仕様

※写真は
（55784）仕様

BOXサイズ
BOX（大）　内寸約55.2×42.7×H22.3（9）cm
BOX（小）　内寸約55.2×27.5×H22.3（9）cm
BOX（ミニ）　 内寸約45×37.5×H16.5（9.5）cm

運賃 運賃 運賃

テントは別注で別の
カラーも承ります。

受注 見積

05.HP BOX什器 片面 H1800 テント仕様 （無塗装）
55790　    　　　                     67,000円 
約66×50×H182cm   
※棚板：内寸約60×33.7cm/1枚   BOX（小）　1個/BOX（大）　2個 付
※ステージ：内寸約60×50cm

04.HP BOX什器 片面 H1800 （無塗装）
55785　    　　　                     51,000円 
約66×50×H174.5cm   

運賃組立

02.HP BOX什器
　 片面 H1200 （無塗装）
55782　    　41,000円 
約66×45×H119cm  
※BOX（小）　1個/BOX（大）　2個 付
※キャスター付

運賃組立

03.HP BOX什器
　 両面 H1200 （無塗装）
55783　    　59,000円 
約66×60×H119cm  
※BOX（小）　6個 付
※キャスター付

運賃組立

01.HP BOX什器＜ミニ＞
　 両面 H1200 （無塗装）
55845　    　28,000円 
約55×45×H119cm  
※BOX（ミニ）　3個 付
※キャスター付

運賃組立

06 .HP バーレル什器＜ミニ＞
　 両面 H1200 （無塗装）

55846　    　　36,000円 
約55×45×H119cm  
※バーレル（中）　3個 付
※キャスター付

運賃組立

08.HP バーレル什器
　 両面 H1200 （無塗装）

55781　    　73,000円 
約66×92×H119cm  
※バーレル（大）　5個 付
※キャスター付

運賃組立

07.HP バーレル什器
　 片面 H1200 （無塗装）

55780　    　52,000円 
約66×54×H119cm 
※バーレル（大）　3個 付
※キャスター付

運賃組立

10.HP バーレル什器 片面　H1800 テント仕様 （無塗装）

55791　    　　　 　　　　　　　　  77,000円
約66×54×H182cm   
※棚板：内寸約60×33.7cm/1枚　バーレル（大）　3個 付
※ステージ：内寸約60×50cm

09.HP バーレル什器 片面　 H1800 （無塗装）

55784　    　　　 　　　　　　　　  62,000円
約66×54×H174.5cm   

運賃組立

組立所要時間 約15~20分

組立所要時間 約15~20分

ミニ

ミニ

※写真はクリアー ※写真はメープル

03. HP テーブル什器 角 （無塗装）
55760　    　　　   18,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット

04. HP テーブル什器 丸   （無塗装）
55764　    　　　     18,800円
大：約φ85×H50cm
小：約φ44.5×H30cm　セット

05. HP テーブル什器 丸   （クリアー）
55765　    　　　     27,500円
大：約φ85×H50cm
小：約φ44.5×H30cm　セット

06. HP テーブル什器 角 棚板付 （無塗装）
55762　    　　　         　   19,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット

07. HP テーブル什器 角 棚板付   （メープル）
55763　    　　　        　　 28,800円
大：約85×85×H50cm
小：約44.5×44.5×H30cm　セット 受注受注

板を交差させた脚に
天板をのせるだけ

バーレルや BOX は
角度が替えられます。
（水平と斜め）

02. HP ネストテーブルセット（無塗装）
55844    　　   　  　　  60,000円
大：約90×60×H71cm　小：約60×45×H43cm
   

運賃組立

01. HP 賜り台（簡易レジ台）（無塗装）

55847    　　   　           35,000円
約90×60×H91cm
   

運賃組立 組立所要時間 約10~15分組立所要時間 約15~20分

HP バーレル単品 （無塗装）

12　55816　　中　   　　 7,300円
約50×40×H19.5cm/内寸約45×35×H18.5cm
   

11　55787　　大　   　　 9,200円
約60×47×H23.5cm/内寸約55.2×45×H22.3cm
 

着色例
01

06 07 08 09

02 03 05

03 05 07

01 02

BOX什器Box type

バーレル什器Barrel type 

ボルトやネジなどを使わず、板を組み合わせてつくった什器です。
出し入れが簡単で、収納スペースをとらないのが特徴です。

厚みをもたせながら
フラッシュ構造で
軽量化を実現しました。

テーブル＆カウンター台Table

＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。20 21



運賃 運賃 運賃

HPシステム ゴンドラ什器
H1350　本体のみ（無塗装） 08. HPシステム ゴンドラ什器 片面

H1800　本体のみ（無塗装）

55872　    　　 35,000円
約90×45×H180cm   

※キャスター付

壁面展開イメージ島展開イメージ

運賃

運賃 運賃

※運賃は別途 見積 運賃

HP システムラック用　側パネル 1枚（無塗装）

04　55820　　Ｈ1800　      8,800円
約180×40×ｔ2.4cm
   05　55821　　Ｈ1500　      7,500円
約150×40×ｔ2.4cm
   06　55822　　Ｈ1200　      7,000円
約120×40×ｔ2.4cm
   ※アジャスター付
※ネジ穴ピッチ：10cm

※運賃は別途 見積

柱と棚板の組み合わせで
自由にレイアウトができる
システムラック

自由に組み合わせができるゴンドラ什器
チャンネルサポート仕様

08. HP システムラック用　クロスバー
55826　    　　　　3,300円 
※木ネジ（４本）付
※クロスバーのみ

Ｈ1350 片面

セット例 セット例

パーツ パーツ

Ｈ1800 片面Ｈ1350 両面
HPシステム ゴンドラ什器 片面 H1350（無塗装）
01. ストッカー仕様
55921    　 62,800円
約90×45×H135cm   

02. ステージ仕様
55922　      49,200円
約90×49.5×H135cm     

HPシステム ゴンドラ什器用棚板（無塗装）
09. D340　（ブラケット付）
55878　   4,100円
約90×34×H2.4cm   

10. D400　（ブラケット付）
55879　    4,800円
約90×40×H2.4cm   

※本体（55876）（キャスター付）
※棚板 D340 2枚/D400 1枚付
※ストッカー付

※キャスター付

※本体（55876）（キャスター付）
※棚板 D340 2枚付
※ステージ付

03. HPシステム ゴンドラ什器 両面
H1350（無塗装）
片面ストッカー/片面ステージ
55923　　   　    83,500円
約90×85.5×H135cm     
※本体（55877）（キャスター付）
※棚板 D340 4枚/D400 1枚付
※ストッカー/ステージ付
※ロットフックは別売

HPシステム ゴンドラ什器 片面 H1800（無塗装）
04. テント/ストッカー仕様
55924　　   85,400円
約90×45×H180cm    

05. ステージ仕様
55925　　    54,000円
約90×49.5×H180cm    

※本体（55872）（アジャスター付）
※棚板 D340 3枚/D400 1枚付
※テント/ストッカー付

※本体（55872）（アジャスター付）
※棚板 D340 2枚/D400 1枚付
※ステージ付 
※ロットフックは別売

06. 片面
55876　      35,000円
約90×45×H135cm   
07. 両面
55877　      41,500円
約90×81×H135cm   

運賃 運賃組立 組立

運賃組立

運賃組立

運賃組立
運賃組立

55960　    　  　　53,900円
約90×40×H180cm   

01. HPシステムラック　H1800　
ストッカー付（無塗装）

※側パネル（55820）2枚付（アジャスター付）
※棚板 4枚付
※ストッカー付
※クロスバー付

運賃組立
運賃組立

11. HPシステム ゴンドラ什器用
ステージ　（無塗装）
55881　    　　  6,000円
約90×44.5×H12.4cm   
運賃

12. HPシステム ゴンドラ什器用
ストッカー　（無塗装）
55880　    　  14,800円
約81×38×H34cm   
運賃

09. HPシステムラック用
ストッカー　（無塗装）
55864　    　  13,000円
約81×38×H34cm   
運賃

※ストッカー開口
　最大 約20cm
（本体開き止め金具の為）

＜裏面＞
※片面仕様

約20cm約20cm
13. HPシステム ゴンドラ什器用
テント（取付け金具付）
55883　    　  18,500円

運賃組立
※キャスター付

組立所要時間 約15~20分

●ご注文の際にはパーツを組み合わせてお選びください。 ●ご注文の際にはパーツを組み合わせてお選びください。

●ご注文の際には下記パーツにてご発注ください。

組立所要時間 約10~20分

テントは別注で別のカラーも承ります。
受注 見積

07. HP システムラック用　棚板 （無塗装）
55824　    　　　　 5,000円
約87.6×40×H4.2cm/天板：約85.2×40cm 
※取付けネジ（短４本・長２本）・ナット（４本）付
運賃

※アジャスター付

運賃組立

02. HPシステム什器　H1500
（無塗装）

※側パネル（55821）2枚付（アジャスター付）
※棚板 4枚付
※クロスバー付

55961　    　  　   38,300円
約90×40×H150cm   

運賃組立

03. HPシステム什器　H1200
（無塗装）

※側パネル（55822）2枚付（アジャスター付）
※棚板 3枚付
※クロスバー付

55962　    　  　　32,300円
約90×40×H120cm   

運賃

３連結イメージ
左から/Ｈ1800・Ｈ1500・Ｈ1200
※１台おきにクロスバーの取付けをおすすめします。
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System rack
システムゴンドラ什器 システムラック
System gondola rackSystem gondola rack

＊ 上記価格は税抜き価格です。＊ 上記価格は税抜き価格です。 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。 ＊ 裏表紙の運賃表をご覧ください。22 23
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