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押入れ収納に

●おもちゃの整理に、お子様の手の届く高さです。

押入れ収納に

5
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㎖ ㎖ ㎖

Ａ４サイズの書類をたっぷり収納！
積み重ねてもロック付でずれにくい!!

7
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Animal

Happy
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Chocolat
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積み重ねた時の前倒れを
防ぐジョイントパーツ付
※スマートストッカー2Ｍ型、

3Ｍ型に限ります。

分別に便利な
インデックスホルダー付
《インデックスの紙サイズ》
縦15mm×横46mm

《積み重ね図》

引出しの飛出しを
防ぐストッパー付

ラクラク引き出せる
キャスター引出し

インデックスの紙はインデックスの紙は
挟み込むだけの挟み込むだけの
簡単出し入れ!!簡単出し入れ!!

11
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Glance

引出し内寸

12
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Color Box
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★7471
ノーカラードスマートストッカー 3M型

入数：6
サイズ：390×530×300
引出し内寸：325×455×255
梱包サイズ：790×540×910
材質： 天板・本体・引出し・キャスター /P.P.

枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137747114

4（852337）

★7458
ノーカラードスマートストッカー LL型

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：325×675×187
梱包サイズ：400×750×930
材質： 天板・本体・引出し・キャスター /P.P.

枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137745813

8（688635）

★7455
ノーカラードXDラック3型キャスター付

入数：4 材質：P.P.
サイズ：330×420×670 カラー：N
引出し内寸：245×357×175 JANコード：4906137745516
外箱サイズ：708×478×898
内箱サイズ：460×340×436 2（405935）

★7402
プレーンスチピタ深型

入数：6 材質：P.P.
サイズ： 410×440×245

（キャスターを付けた場合高さ+50）
カラー：I
JANコード：4906137740214

外箱サイズ：839×448×762 （852624）

★7401
プレーンスチピタ浅型

入数：8 材質：P.P.
サイズ： 410×440×174

(キャスターを付けた場合高さ+50)
カラー：I
JANコード：4906137740115

外箱サイズ：839×448×717 (852224)

★7419
プレーンビッグクローゼット深型3段キャスター付

入数：1 カラー：I
サイズ：740×400×740 JANコード：4906137741914
外箱サイズ：765×420×717
材質：P.P. （5007415）

★7470
ノーカラードスマートストッカー 2M型

入数：6
サイズ：390×530×230
引出し内寸：325×455×187
梱包サイズ：790×540×700
材質： 天板・本体・引出し・キャスター /P.P.

枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137747015

4（657725）

★7473
ノーカラードロング収納ケース3L型

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：315×670×240
梱包サイズ：410×755×885
材質： 天板・本体・引出し/P.P.

枠/P.S.
カラー：N
JANコード：4906137747312

7（900242）

★7463
ノーカラード押入れ活用べんりダナー 740型P袋入り

入数：8 外箱サイズ：623×390×765
サイズ： 740×370×430

740×370×380
材質：P.P.
カラー：N

内寸： 655×370×392
655×370×340

JANコード：4906137746315
8（900024）

★7459
ノーカラードスマートストッカー 3L型

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：325×675×255
梱包サイズ：400×750×910
材質： 天板・本体・引出し・キャスター /P.P.

枠/P.S.、ストッパー /P.C.
カラー：N
JANコード：4906137745912

8（757441）

★7472
ノーカラードロング収納ケース2L型

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：315×670×170
梱包サイズ：410×755×895
材質： 天板・本体・引出し/P.P.

枠/P.S.
カラー：N
JANコード：4906137747213

7（557634）

★7464
ノーカラード押入れ活用べんりダナー 920型P袋入り

入数：7 外箱サイズ：515×385×938
サイズ： 920×370×430

920×370×380
材質：P.P.
カラー：N

内寸： 835×370×392
835×370×340

JANコード：4906137746414
7（157225）

No Colored
ノーカラード

●スチールラックにピッタリサイズ。●スチールラックにピッタリサイズ。

●収納の目安（引出し1個あたり）：Yシャツ6～ 8枚、トレーナー 4～ 6枚 ●2通りの高さを選べます。 ●2通りの高さを選べます。

14
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Black
ブラック

●2通りの高さを選べます。

●収納の目安（引出し1個あたり）：
Yシャツ10～ 12枚、トレーナー 8～ 10枚

●2通りの高さを選べます。

★9212BK
押入れ活用べんりダナー 740型 BK

入数：8
サイズ：740×370×430/740×370×380
内寸：655×370×392/655×370×340
外箱サイズ：623×390×765
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137921217 

6（300027）

★9262BK
XDラック3型キャスター付 BK

入数：4
サイズ：330×420×670
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：708×478×898
内箱サイズ：460×340×436
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926212 

6（352332）

★9266BK
ロングラック5段キャスター付 BK

入数：12
サイズ：205×390×905
外箱サイズ：600×430×804
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926618 

6（957518）

★F58BK
ニュースストック

入数：20
サイズ：355×285×365
外箱サイズ：1155×363×572
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137050665

(45785)

★3969BK
ロング収納ケース2L型 BK

入数：4
サイズ：390×740×230
引出し内寸：315×670×170
梱包サイズ：410×755×895
材質：天板・本体・引出し/P.P.、枠/P.S.
カラー：BK
JANコード：4906137396916 

7（852436）

★3089BK
トータルラックロング K3068 BK

入数：2
サイズ：400×680×680
引出し内寸：600×300×170
外箱サイズ：705×425×855
内箱サイズ：690×410×407
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137308926 

9（500362）

★3820BK
マルチコンテナ（大）（仕切無し）BK

入数：3
サイズ：695×440×560
容量：約60ℓ
外箱サイズ：710×460×1015
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137382025 

6（352448）

★9102BK
押入れ活用べんりダナー 920型 BK

入数：7
サイズ：920×370×430/920×370×380
内寸：835×370×392/835×370×340
外箱サイズ：515×385×938
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137910211 

6（852329）

★9263BK
XDラック5型キャスター付 BK

入数：3
サイズ：330×420×1070
引出し内寸：245×357×175
外箱サイズ：1050×713×460
内箱サイズ：695×340×436
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926311 

6（057756）

★3970BK
ロング収納ケース3L型 BK

入数：3
サイズ：390×740×300
引出し内寸：315×670×240
梱包サイズ：410×755×885
材質：天板・本体・引出し/P.P.、枠/P.S.
カラー：BK
JANコード：4906137397012 

7（905935）

★3968BK
ワイド収納ケース3段キャスター付 BK

入数：2
サイズ：625×410×730
引出し内寸：520×350×175
梱包サイズ：835×630×695
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137396817 

7（500171）

★3819BK
マルチコンテナ（特大）（仕切無し）BK

入数：3
サイズ：890×440×560
容量：約80ℓ
外箱サイズ：910×460×1045
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137381929 

6（652553）

★9264BK
ランドリーバスケット浅型 BK

入数：16
サイズ：430×335×270
外箱サイズ：705×440×885
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926410 

6（90093）

★9265BK
ランドリーバスケット深型 BK

入数：14
サイズ：430×335×400
外箱サイズ：705×440×942
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137926519 

6（557113）

★9250BK
タフバスケット角1型 BK

入数：12
サイズ：607×420×260
外箱サイズ：845×610×660
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925017 

5（652112）

★9251BK
タフバスケット角2型 BK

入数：10
サイズ：607×420×360
外箱サイズ：848×611×753
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925116 

5（452410）

●収納の目安（引出し1個あたり）：
　Yシャツ6～ 8枚、トレーナー 4～ 6枚

15製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）
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収納ケースと組み合わせて デスクの下の整理に

740型

布団台として クローゼット下の収納として

920型

●ころころ収納ケース74と積み重ね可能です。
●キャスター付で移動もらくらく！

●ころころ収納ケース50と積み重ね可能です。
●キャスター付で移動もらくらく！

●トレーナーを約18枚収納可能です。

キャスターの
取り付け方向が
変えられます。

★3090BE
トータルラックロング C3040（完成品）

入数：2 材質：P.P.
サイズ：400×680×680 カラー：BE
引出し内寸：600×300×170 JANコード：4906137309015
梱包サイズ：818×692×640

9（300177）

★7280
押入れスノコ2P

入数：10 カラー：I
サイズ：380×750×31 JANコード：4906137728007
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P. 4（857615）

★7281I
押入れスノコ2Pキャスター付

入数：10 カラー：I
サイズ：380×750×33 JANコード：4906137728106
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P. 4（705816）

★7281BE
押入れスノコ2Pキャスター付

入数：10 カラー：BE
サイズ：380×750×33 JANコード：4906137728113
外箱サイズ：770×395×460
材質：P.P. 9（405817）

★3089BE
トータルラックロング K3068（組立式）

入数：2 材質：P.P.
サイズ：400×680×680 カラー：BE
引出し内寸：600×300×170 JANコード：4906137308919
外箱サイズ：705×425×855
内箱サイズ：690×410×407 9（557562）

★3996
ころころ収納ケース74

入数：10 材質：P.P.
サイズ：390×740×320 カラー：C
外箱サイズ：745×408×860 JANコード：4906137399610

9（757719）

★3995
ころころ収納ケース50

入数：10 材質：P.P.
サイズ：390×500×320 カラー：C
外箱サイズ：515×407×861 JANコード：4906137399511

9（352415）

★3943
押入れ活用べんりダナー 740型2 ヶ組

入数：4 材質：P.P.
サイズ：740×370×430/740×370×380 カラー：EB
内寸：655×370×392/655×370×340 JANコード：4906137394318
外箱サイズ：607×395×775
内箱サイズ：380×143×754 8（500242）

★3679
ストック74型キャスター付 クリア

入数：6 材質：P.P.
サイズ：400×740×350 カラー：C
外箱サイズ：755×405×815 JANコード：4906137367930

0（857723）

★9049
押入れ活用べんりダナー 920型2 ヶ組

入数：3 材質：P.P.
サイズ：920×370×430/920×370×380 カラー：EB
内寸：835×370×392/835×370×340 JANコード：4906137904913
外箱サイズ：462×395×955
内箱サイズ：380×143×934 8（331642）

Closet
クローゼット収納

●2通りの高さを選べます。 ●2通りの高さを選べます。

★3997
クローゼットケース3段

入数：4
サイズ：390×530×678
引出し内寸：300×465×168
外箱サイズ：840×442×1130
内箱サイズ：431×403×548
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137399719

2（852443）

16
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Safety Box
セーフティボックス

●3785
カラフルセーフティ BOX4型

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378509 

3（400915）

★3642BK
セーフティ BOX4型 BK

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364281 

0（952314）

★3655
セーフティ BOX1型クリア

入数：36
サイズ：167×285×130
外箱サイズ：590×510×750
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365516 

7（20053）

●3690
カラフルストック74型キャスター付

入数：5
サイズ：400×740×350
外箱サイズ：795×405×720
材質：P.P.
カラー：G・P
JANコード：4906137369002 

3（636824）

★3657
セーフティ BOX3型クリア

入数：20
サイズ：260×385×150
外箱サイズ：790×535×740
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365714 

7（90098）

★3656
セーフティ BOX2型クリア

入数：24
サイズ：215×340×140
外箱サイズ：700×670×550
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137365615 

7（35768）

●3787
カラフルセーフティ BOX6型

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378707 

3（657727）

★3644BK
セーフティ BOX6型 BK

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364489 

0（000123）

●3786
カラフルセーフティ BOX5型

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378608 

3（352424）

★3643BK
セーフティ BOX5型 BK

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364380 

0（557717）

●3788
カラフルセーフティ BOX7型

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：B・G・R
JANコード：4906137378806 

3（752336）

★3646BK
セーフティ BOX7型 BK

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137364687 

0（152524）

★3642
セーフティ BOX4型クリア

入数：10
サイズ：358×530×187
外箱サイズ：735×530×935
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364212

9(200917)

★3643
セーフティ BOX5型クリア

入数：6
サイズ：358×530×275
外箱サイズ：735×525×820
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364311

9(652425)

★3644
セーフティ BOX6型クリア

入数：6
サイズ：440×648×235
外箱サイズ：895×660×685
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364410

9(457728)

★3646
セーフティ BOX7型クリア

入数：4
サイズ：440×648×325
外箱サイズ：900×660×655
材質：P.P.
カラー：C
JANコード：4906137364618 

9（952339）

4型 5型 6型 7型

●トレーナーを約18枚収納可能です。

17製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）

Safety Box
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参考対応品　お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、
1/24カーモデル、1/12バイクモデル、Nゲージ、モデルガン、ジオラマ など

参考対応品　お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、
1/24カーモデル、1/12バイクモデル、Nゲージ、モデルガン、ジオラマ など

★3532
ディスプレイケース・深型 4個セット

入数：18 材質：P.S.
サイズ：223×115×126 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：210×103×108 JANコード：4906137353216
外箱サイズ：700×482×765
個箱サイズ：235×225×248

3（552718）

★3530
ディスプレイケース15型

入数：16 外箱サイズ：612×510×756
サイズ：286×237×178 個箱サイズ：295×248×185
有効内寸：282×220×145 材質：P.S.
ひな壇： 282×[上段73.5+下段73.5]

×[上段30・下段15]
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353018

3（457617）

★9339
ラウンドディスプレイケースワイドL型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：345×133×134 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：327×100×113 JANコード：4906137933913
外箱サイズ：547×355×425

8（30071）

★9317
ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：345×102×93 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：327×72×72 JANコード：4906137931711
外箱サイズ：426×355×302

8（25759）

★3047
ディスプレイケース・深型ひな壇 4個セット

入数：18 個箱サイズ：235×225×248
サイズ：223×115×126 材質：P.S.
有効内寸：210×103×108 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：210×52×95 JANコード：4906137304713
外箱サイズ：700×482×765

3（157713）

★3531
ディスプレイケース20型

入数：12 外箱サイズ：612×510×725
サイズ：286×237×224 個箱サイズ：295×248×235
有効内寸：282×220×191 材質：P.S.
ひな壇： 282×[上段73.5+下段73.5]

×[上段30・下段15]
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353117

3（157710）

★9340
ラウンドディスプレイケースワイドL型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：547×355×425
サイズ：345×133×134 材質：P.S.
有効内寸：327×100×113 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：327×50×98 JANコード：4906137934019

8（15277）

★9318
ラウンドディスプレイケースワイド・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：426×355×302
サイズ：345×102×93 材質：P.S.
有効内寸：327×72×72 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：327×40×57 JANコード：4906137931810

8（55755）

★3533
ディスプレイケース・ワイド 4個セット

入数：18 材質：P.S.
サイズ：275×86×96 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：263×74×78 JANコード：4906137353315
外箱サイズ：580×548×587
個箱サイズ：277×180×190

3（657612）

★9341
スタンドディスプレイケース

入数：12 材質：P.S.
サイズ：335×250×45 カラー：C（台座：BK）
最大有効内寸：307×219×38 JANコード：4906137934118
外箱サイズ：570×348×262

8（40593）

★9337
ラウンドディスプレイケース深型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：230×133×134 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：214×100×113 JANコード：4906137933715
外箱サイズ：475×408×287

8（10067）

★9338
ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：475×408×287
サイズ：230×133×134 材質：P.S.
有効内寸：214×100×113 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：214×50×98 JANコード：4906137933814

8（70063）

Display Case
ディスプレイケース

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

フラット&ひな壇
2タイプ選択可能!

フラット&ひな壇
2タイプ選択可能!

●●積み重ねできます。積み重ねできます。 ●●積み重ねできます。積み重ねできます。 ●●積み重ねできます。積み重ねできます。

●●ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。 ●●ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。
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★9363
ディスプレイケースミニ・ハーフタイプ

入数：144
サイズ：85×84×100
有効内寸：73×73×88
外箱サイズ：550×370×775
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936310

9（48517）

★3179
ゴルフボールディスプレイケース

入数：72
サイズ：63×62×70
有効内寸：56×56×52
外箱サイズ：426×288×280
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード： BK /496137317911 

GO/496137317928  6（60041）

★XC-504B
パズルボード　BS-4

入数：10
サイズ：394×155×394
外箱サイズ：430×190×475
材質：MDF
JANコード：4906137680428

5（831012）

★9364
ディスプレイケースミニ・トールタイプ

入数：144
サイズ：85×84×160
有効内寸：73×73×148
外箱サイズ：825×370×760
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936419

9（40817）

★3180
ベースボールディスプレイケース

入数：72
サイズ：85×85×114
有効内寸：73×73×87
外箱サイズ：560×375×410
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード： BK /4906137318017 

GO /4906137318024 6（80543）

★XC-504A
パズルボード　AS-9

入数：8
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680411

5（488416）

★9365
ディスプレイケースミニ・ワイドタイプ

入数：144
サイズ：210×70×80
有効内寸：198×58×68
外箱サイズ：687×450×772
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936518

9（40817）

★9349
ディスプレイケースミニ・フラットタイプ

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934910

8（53221）

★XC-504C
パズルボード　CK-6

入数：10
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680435

5（231215）

★9366
ディスプレイケースミニ・キューブタイプ

入数：96
サイズ：127×118×110
有効内寸：113×103×92
外箱サイズ：760×560×515
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936617

9（53228）

★9350
ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
ひな壇上有効内寸：148×33×76
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137935016 8（28226）

★9258＊
ディスプレイケース深型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：223×115×126 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：210×103×108 JANコード：4906137925819
外箱サイズ：475×230×405

8（05756）

★9342
2WAYディスプレイケース・フラットタイプ

入数：12 材質：フード/P.S.、台座/P.P.
サイズ：246×113×122 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：218×92×105 JANコード：4906137934217
外箱サイズ：473×259×398

8（65753）

★9260＊
ディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：475×230×405
サイズ：223×115×126 材質：P.S.
有効内寸：210×103×108 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：210×52×95 JANコード：4906137926014

8（15758）

★9259＊
ディスプレイケースワイド・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：275×86×96 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：263×74×78 JANコード：4906137925918
外箱サイズ：355×285×315

8（35251）

19製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）
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★3749
ヴィータロングラックT-4段キャスター付

入数：12
サイズ：205×390×880
外箱サイズ：480×430×805
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137374921

9（257914）

★3748
ヴィータワイドラックT-3段キャスター付

入数：12
サイズ：473×316×658
外箱サイズ：1035×485×658
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137374822

9（052222）

★3645
ロングラック5段キャスター付

入数：12
サイズ：205×390×905
外箱サイズ：600×430×804
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード： EB /4906137364557

EG /4906137364564
1（257719）

★3647
ロングラック7段キャスター付

入数：8
サイズ：205×390×1300
外箱サイズ：530×430×804
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード： EB /4906137364755

EG /4906137364762
8（452323）

★3998
スリムワゴンT-4段

入数：8 カラー：BR・G・P・W
サイズ：205×480×860 JANコード： BR /4906137399818、 G /4906137399825

P /4906137399832、W /4906137399849外箱サイズ：550×420×495
材質：P.P.

5（800924）

★3999
ワイドワゴンT-3段

入数：8 カラー：BR・G・P・W
サイズ：315×480×660 JANコード： BR /4906137399917、 G /4906137399924

P /4906137399931、W /4906137399948外箱サイズ：635×635×500
材質：P.P.

4（952621）

Wagon
ワゴン

●下段には2ℓペットボトルが入ります。

 EG  EB
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★3723
ヴィータハンディラック3段キャスター付

入数：3
サイズ：363×409×1030
バスケット内寸：238×328×231
外箱サイズ：1176×568×444
内箱サイズ：550×380×421
材質：P.P.
カラー：W
JANコード：4906137372323

9（000170）

★3669
カラフルランドリー浅型

入数：16
サイズ：430×335×270
外箱サイズ：705×440×885
材質：P.P.
カラー：B・R・Y
JANコード： B/4906137366919

R/4906137366926
Y/4906137366933

6（900015）

★3099
ポッシュバケット

入数：24 カラー：BR・G・OR・R
サイズ：310×353×290 JANコード： BR /4906137309916、 G /4906137309923

OR /4906137309930、 R /4906137309947容量：約17ℓ
外箱サイズ：627×356×560
材質：P.E. 3（50088）

★3725
ヴィータランドリーラックキャスター付

入数：3
サイズ：520×315×840
外箱サイズ：1061×518×560
内箱サイズ：500×342×540
材質：P.P.
カラー：G・P・W
JANコード： G /4906137372583

P /4906137372590
W /4906137372521 9（400056）

★3670
カラフルランドリー深型

入数：14
サイズ：430×335×400
外箱サイズ：705×440×942
材質：P.P.
カラー：B・R・Y
JANコード： B/4906137367015

R/4906137367022
Y/4906137367039

6（757219）

★3037
ミセスランドリー 1型ハンガー付

入数：3
サイズ：520×315×840
外箱サイズ：1061×518×560
内箱サイズ：500×342×540
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード： EB /4906137303754

EG /4906137303761
6（900058）

★9252BK
デュエットバスケット浅型 BK

入数：14
サイズ：425×360×273
外箱サイズ：735×435×957
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925215

5（600011）

★3038
ミセスランドリー 2型ハンガー付

入数：2
サイズ：520×315×1140
外箱サイズ：709×518×657
内箱サイズ：500×342×637
材質：P.P.
カラー：EB・EG
JANコード： EB /4906137303853

EG /4906137303860
6（805066）

★9253BK
デュエットバスケット深型 BK

入数：10
サイズ：425×360×405
外箱サイズ：735×435×868
材質：P.P.
カラー：BK
JANコード：4906137925314

5（952312）

Laundry&Basket
ランドリー＆バスケット

 G P

 B R R Y

 EB EB

21製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）
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Pickle
漬け物

★2024
漬けもの容器押し蓋付40型

入数：8
サイズ：φ463×400
容量：約40ℓ
外箱サイズ：472×472×955
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202422

8（700528）

★2032
漬けもの容器押し蓋付20型（フードタイプ）

入数：14
サイズ：φ373×375
容量：約20ℓ
外箱サイズ：755×378×737
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203214

8（757613）

★2033
漬けもの容器押し蓋付30型（フードタイプ）

入数：10
サイズ：φ425×425
容量：約30ℓ
外箱サイズ：433×433×1090
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203313

8（657915）

★2034
漬けもの容器押し蓋付40型（フードタイプ）

入数：8
サイズ：φ460×470
容量：約40ℓ
外箱サイズ：472×472×1110
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203412

8（652523）

★2030
漬けもの容器押し蓋付12型（フードタイプ）

入数：18
サイズ：φ320×330
容量：約12ℓ
外箱サイズ：660×330×860
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203016

8（852211）

★2036
漬けもの容器押し蓋付60型（フードタイプ）

入数：6
サイズ：φ530×520
容量：約60ℓ
外箱サイズ：542×542×970
材質：本体・押し蓋/P.E.、フタ/P.P.
カラー：御影
JANコード：4906137203610

8（952435）

★2026
漬けもの容器押し蓋付60型

入数：8
サイズ：φ530×444
容量：約60ℓ
外箱サイズ：542×542×1055
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202620

8（452336）

★2028
漬けもの容器押し蓋付80型

入数：6
サイズ：φ585×488
容量：約80ℓ
外箱サイズ：595×595×960
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202828

8（100244）

★2019
漬けもの容器押し蓋付12型

入数：20
サイズ：φ320×270
容量：約12ℓ
外箱サイズ：660×330×930
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137201920

8（957116）

★2022
漬けもの容器押し蓋付20型

入数：14
サイズ：φ373×309
容量：約20ℓ
外箱サイズ：755×378×720
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202224

8（752515）

★2023
漬けもの容器押し蓋付30型

入数：10
サイズ：φ425×355
容量：約30ℓ
外箱サイズ：433×433×1025
材質：P.E.
カラー：Y
JANコード：4906137202323

8（905914）

★1526 
漬けもの一夜漬け物語

入数：18
サイズ：φ207×220
容量：約4.2ℓ
外箱サイズ：641×431×700
個箱サイズ：208×208×222
材質：本体・フタ/P.S.
カラー：G・P
JANコード：4906137152604 2（352416）

★9880
まわる勝手に水切りラック

入数：3 カラー：W
サイズ：485×370×540 JANコード：4906137988029
外箱サイズ：1163×607×524
内箱サイズ：587×377×497
材質： 本体/P.P.

皿立てバスケット・
包丁差し/ABS樹脂

6（257567）
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ストッパー付でストッパー付で
衣類の出し入れ簡単！衣類の出し入れ簡単！

キャスター付きで移動もラクラクキャスター付きで移動もラクラクキャスター付で移動もらくらく！

ストッパー付で
衣類の出し入れ簡単！

インテリアボードとしてもインテリアボードとしても
役立つ、役立つ、おしゃれで便利なおしゃれで便利な
キャビネットです。キャビネットです。

インテリアボードとしても
役立つ、おしゃれで便利な
キャビネットです。

ハンガー10本付き

押入れにもすっきり収納。押入れにもすっきり収納。
中身の見えるクリアタイプだから中身の見えるクリアタイプだから
衣類の整理もラクラク。衣類の整理もラクラク。

押入れにもすっきり収納。
中身の見えるクリアタイプだから
衣類の整理もらくらく！

ハンガー10本付

Mail Order
通販向け

★3206WBR
ビッグクローゼット13型WBR

入数：1
サイズ：740×400×740
外箱サイズ：765×420×717
材質：P.P.
カラー：BR/W
JANコード：4906137320614

6（6573815）

★3205WBR
ビッグクローゼット8型WBR

入数：2
サイズ：740×400×480
外箱サイズ：773×438×920
内箱サイズ：755×420×450
材質：P.P.
カラー：BR/W
JANコード：4906137320515 6（1055114）

●9644
ハッピーケース・ミニ　3個セット

入数：4 材質：P.P.
サイズ：293×485×163 カラー：G・OR・P
外箱サイズ：622×510×612 JANコード：4906137964405
内箱サイズ：496×302×295 2（400542）

★3940
クローゼットコンテナ 10個組

入数：1 カラー：C
サイズ：293×485×163 JANコード：4906137394011
外箱サイズ：610×497×760
材質：P.P. 7（2570211）

★3640
らくらく衣装ケース

入数：4 カラー：G・P
サイズ：415×540×740 JANコード： G /4906137364014

P /4906137364021外箱サイズ：565×435×970
材質：P.P. 5（852151）

★3941BK
ウッドXDラック4型キャスター付 2個組 BK

入数：1 内箱サイズ：595×340×440
サイズ：330×420×875 材質：天板/化粧パーティクルボード・P.P.、本体・引出し/P.P.
天板耐荷重：約5Kg カラー：BK
引出し内寸：245×357×175 JANコード：4906137394110
外箱サイズ：610×355×905 7（9055117）

★3920
ホームキャビネット（ショート）

入数：2 カラー：BE・NB
サイズ：645×550×900 付属品：棚板2枚、ハンガーパイプ1本付
外箱サイズ：715×587×877 JANコード： BE /4906137392055

NB /4906137392062内箱サイズ：565×345×855
材質：P.P. 7（7003415）

★3921
ホームキャビネット（ロング）

入数：1 カラー：BE・NB
サイズ：645×550×1788 付属品：棚板4枚、ハンガーパイプ2本付
外箱サイズ：665×480×850 JANコード： BE /4906137392154

NB /4906137392161 材質：P.P.
7（3576425）

★3938BK
ハンガーボックス2S型キャスター付 BK

入数：4 外箱サイズ：895×470×935
サイズ：330×440×1600 内箱サイズ：455×435×455
パイプハンガー高さ：約110cm 材質：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
パイプハンガー耐荷重：約6Kg カラー：BK
引出し内寸：260×389×186 JANコード：4906137393816 7（800055）

★3939BK
ハンガーボックス6W型キャスター付 BK

入数：2 外箱サイズ：696×555×955
サイズ：660×445×1800 内箱サイズ：680×540×465
パイプハンガー高さ：約110cm 材質：P.P.、ステンレス巻きパイプΦ22mm
パイプハンガー耐荷重：約10Kg カラー：BK
引出し内寸：260×389×186 JANコード：4906137393915 7（657997）

★9878
ドーム衣装ケースクリア（ハンガー 10本付）

入数：2 カラー：B
サイズ：740×530×675 JANコード：4906137987831
外箱サイズ：730×520×940
材質：P.P. 5（157879）

●9438
ハッピーケース・ショート　3個セット

入数：3 材質：P.P.
サイズ：390×500×320 カラー：G・OR・P
外箱サイズ：1255×533×470 JANコード：4906137943806
内箱サイズ：515×407×450 0（852358）

●3174
アニマルケース・ショート　3個セット

入数：3 材質：P.P.
サイズ：390×500×320 カラー：B・R・Y
外箱サイズ：1255×533×470 JANコード：4906137317409
内箱サイズ：515×407×450 0（852358）

●収納の目安（引出し1個あたり）：Yシャツ6～ 8枚、トレーナー 4～ 6枚

●衣類をハンガーに掛けたまま収納！
●お目当ての衣類が一目で分かる。
●ハンガー 5本付。

23製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）
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分別シール付

Exterior&Pail

ℓ

ℓ

ℓ ℓ

ℓ

ゴミの取り出しに便利なゴミの取り出しに便利な
袋止めリング袋止めリング

雨水が雨水が
入らない構造入らない構造入らない構造 仕切板は取外し可能ですので仕切板は取外し可能ですので仕切板は取外し可能ですので

2～4分別まで選べます2～4分別まで選べます2～4分別まで選べます

ゴミの取り出しに便利なゴミの取り出しに便利な
袋止めリング袋止めリング

雨水が雨水が
入らない構造入らない構造入らない構造 仕切板は取外し可能ですので仕切板は取外し可能ですので仕切板は取外し可能ですので

2～4分別まで選べます。2～4分別まで選べます。2～4分別まで選べます。

キャスター付でキャスター付で
ちょっとした移動もちょっとした移動も
らくらくらくらく  ！！

フタは雨風に安心なフタは雨風に安心な
ストッパー構造ストッパー構造ストッパー構造

灯油缶も灯油缶も灯油缶も
収納できます収納できます

フタは雨風に安心なフタは雨風に安心な
ストッパー構造ストッパー構造ストッパー構造

灯油缶も灯油缶も灯油缶も
収納できます。収納できます。

持ち運びに便利な取手付き持ち運びに便利な取手付き持ち運びに便利な取手付き

大きいものは上から

便利な棚板付（固定式）便利な棚板付（固定式）
耐荷重：約30kg耐荷重：約30kg

容量たっぷり
（18ℓ灯油缶が4つ収納可能）

28

Exterior &
 Pail
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