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扶手

Ｈａｎｄｒａｉｌ

ＮＥ型丸棒手摺セット ＮＩ型丸棒手摺セット

長さ 色調 品番 定価 長さ 色調 品番 定価

（ｍｍ） 手摺 ブラケット （ｍｍ） 手摺 ブラケット

435 ライト（Ｌ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０４３０４３０４３０４３ ¥4,900 400 ライト（Ｌ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０４３０４３０４３０４３ ¥4,900

435 ライト（Ｌ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０４５０４５０４５０４５ ¥4,900 400 ライト（Ｌ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０４５０４５０４５０４５ ¥4,900

435 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０４４０４４０４４０４４ ¥4,900 400 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０４４０４４０４４０４４ ¥4,900

435 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０４２０４２０４２０４２ ¥4,900 400 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０４２０４２０４２０４２ ¥4,900

535 ライト（Ｌ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０６３０６３０６３０６３ ¥5,900 600 ライト（Ｌ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０６３０６３０６３０６３ ¥5,900

535 ライト（Ｌ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０６５０６５０６５０６５ ¥5,900 600 ライト（Ｌ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０６５０６５０６５０６５ ¥5,900

535 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０６４０６４０６４０６４ ¥5,900 600 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０６４０６４０６４０６４ ¥5,900

535 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０６２０６２０６２０６２ ¥5,900 600 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０６２０６２０６２０６２ ¥5,900

735 ライト（Ｌ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０８３０８３０８３０８３ ¥6,900 800 ライト（Ｌ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０８３０８３０８３０８３ ¥6,900

735 ライト（Ｌ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０８５０８５０８５０８５ ¥6,900 800 ライト（Ｌ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０８５０８５０８５０８５ ¥6,900

735 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０８４０８４０８４０８４ ¥6,900 800 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５４８５４８５４８５４－－－－０８４０８４０８４０８４ ¥6,900

735 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０８２０８２０８２０８２ ¥6,900 800 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５４８５４８５４８５４－－－－０８２０８２０８２０８２ ¥6,900

935 ライト（Ｌ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０９３０９３０９３０９３ ¥7,900

935 ライト（Ｌ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０９５０９５０９５０９５ ¥7,900

935 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５３８５３８５３８５３－－－－０９４０９４０９４０９４ ¥7,900

935 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５３８５３８５３８５３－－－－０９２０９２０９２０９２ ¥7,900

ＮＩ型玄関丸棒手摺セット ＮＬ型丸棒手摺セット

長さ 色調 品番 定価 長さ 色調 品番 定価

（ｍｍ） 手摺 ブラケット （ｍｍ） 手摺 ブラケット

400 ライト（Ｌ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０４３０４３０４３０４３ ¥4,900 400 ライト（Ｌ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０４３０４３０４３０４３ ¥4,900

400 ライト（Ｌ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０４５０４５０４５０４５ ¥4,900 400 ライト（Ｌ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０４５０４５０４５０４５ ¥4,900

400 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０４４０４４０４４０４４ ¥4,900 400 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０４４０４４０４４０４４ ¥4,900

400 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０４２０４２０４２０４２ ¥4,900 400 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０４２０４２０４２０４２ ¥4,900

600 ライト（Ｌ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０６３０６３０６３０６３ ¥5,900 600 ライト（Ｌ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０６３０６３０６３０６３ ¥5,900

600 ライト（Ｌ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０６５０６５０６５０６５ ¥5,900 600 ライト（Ｌ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０６５０６５０６５０６５ ¥5,900

600 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０６４０６４０６４０６４ ¥5,900 600 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０６４０６４０６４０６４ ¥5,900

600 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０６２０６２０６２０６２ ¥5,900 600 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０６２０６２０６２０６２ ¥5,900

800 ライト（Ｌ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０８３０８３０８３０８３ ¥6,900 800 ライト（Ｌ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０８３０８３０８３０８３ ¥6,900

800 ライト（Ｌ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０８５０８５０８５０８５ ¥6,900 800 ライト（Ｌ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０８５０８５０８５０８５ ¥6,900

800 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５５８５５８５５８５５－－－－０８４０８４０８４０８４ ¥6,900 800 ミディアム（Ｍ） シルバー ８５６８５６８５６８５６－－－－０８４０８４０８４０８４ ¥6,900

800 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５５８５５８５５８５５－－－－０８２０８２０８２０８２ ¥6,900 800 ミディアム（Ｍ） ゴールド ８５６８５６８５６８５６－－－－０８２０８２０８２０８２ ¥6,900

ブラケットのみ（２ヶセット）

型式 色調 品番 定価

ＮＥ型 シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０４２０４２０４２０４２ ¥2,400

ＮＥ型 ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０４３０４３０４３０４３ ¥2,400

ＮＩ型 シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０５２０５２０５２０５２ ¥2,400

ＮＩ型 ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０５３０５３０５３０５３ ¥2,400

ＮＩ型玄関 シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０６２０６２０６２０６２ ¥2,400

ＮＩ型玄関 ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０６３０６３０６３０６３ ¥2,400

ＮＬ型 シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０７２０７２０７２０７２ ¥2,400

ＮＬ型 ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０７３０７３０７３０７３ ¥2,400

フリージョイント

色調 品番 定価

ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０８３０８３０８３０８３ ¥1,500

シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０８４０８４０８４０８４ ¥1,500

リングジョイント

色調 品番 定価

ゴールド ８６０８６０８６０８６０－－－－０９３０９３０９３０９３ ¥900

シルバー ８６０８６０８６０８６０－－－－０９４０９４０９４０９４ ¥900

手摺のみ

長さ 品番 定価

（ｍｍ） ライト（Ｌ） ミディアム（Ｍ）

300 ８６０８６０８６０８６０－－－－０１００１００１００１０ ８６０８６０８６０８６０－－－－０１４０１４０１４０１４ ¥1,000

400 ８６０８６０８６０８６０－－－－０１１０１１０１１０１１ ８６０８６０８６０８６０－－－－０１５０１５０１５０１５ ¥1,400

600 ８６０８６０８６０８６０－－－－０１２０１２０１２０１２ ８６０８６０８６０８６０－－－－０１６０１６０１６０１６ ¥2,000

800 ８６０８６０８６０８６０－－－－０１３０１３０１３０１３ ８６０８６０８６０８６０－－－－０１７０１７０１７０１７ ¥2,700

※1000mmまでの特注対応可能です。


