


入数

　　　ワインレッド　３９９１１３

　　　ネイビー　　　３９９１５１

　　　ブラウン　　　３９９１７５

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

Ｂｏｃｃａ 浅型 ３９２３ 約３９０×３６５×２３３ 1４

クローゼット内での衣類整理にも使い勝手が最高！ 洗面所でのタオルや小物入れに。

別売りのキャスターを取り付けて移動もラクラク！



入数

　　　ワインレッド　３９９２１２

　　　ネイビー　　　３９９２５０

　　　ブラウン　　　３９９２７４

Ｂｏｃｃａ 深型 ３９３０ 約３９０×３６５×３０８ 1２

出し入れしやすい上から下への開閉フタ 別売りのキャスターを取り付けて移動もラクラク！

浅型と深型の組み合わせも可能です。

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）



ネイビー　ワインレッド　ココアブラウン

販売期間　２０１５年８月末日まで

・Ａ４クリアファイルが入る少し大きめのＡ４サイズ

入数

ネイビー ４４５０５６

ワインレッド ４４５０１８

ココアブラウン ４４５０７０

ネイビー ４４５１５５

ワインレッド ４４５１１７

ココアブラウン ４４５１７９

入数

ネイビー ４４５２５４

ワインレッド ４４５２１６

ココアブラウン ４４５２７８

６ストッキー　ＳＡ－４４０

ストッキー　ＳＣ－１０２ ３８５×２６５×２６０ ９

２６４×３４９×５５０

ＪＡＮコード（４９７３２３０）品名 商品サイズ（mm）

２６４×３４９×２８１ 8

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

●２０１５年　Ｐｌａｎ ｐｒｏｄｕｃｔ ｏｆ ｔｈｅ ｓｐｒｉｎｇ．．．Ｓｕｍｍｅｒ

ＳＡ－４０３

ＳＡ－４４０

ストッキー　ＳＡ－４０３

 Accessory  storing 



ネイビー　　ココアブラウン

販売期間　２０１５年８月末日まで

・クローゼットに最適サイズの浅型タイプ ・クローゼットに最適サイズの深型タイプ

入数

ネイビー ５０９３５２

ココアブラウン ５０９３７６

ネイビー ５０９４５１

ココアブラウン ５０９４７５

押入れに最適サイズの浅型タイプ 押入れに最適サイズの深型タイプ

入数

ネイビー ５０９５５０

ココアブラウン ５０９５７４

ネイビー ５０９６５９

ココアブラウン ５０９６７３

●２０１５年　Ｐｌａｎ ｐｒｏｄｕｃｔ ｏｆ ｔｈｅ ｓｐｒｉｎｇ．．．Ｓｕｍｍｅｒ

シンクセルト　５５ ＳＭ シンクセルト　５５ ＳＤ

シンクセルト　 ＬＤシンクセルト　 ＬＭ

シンクセルト　ＬＤ ３８０×７４０×２８０ ３

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

シンクセルト　ＬＭ ３８０×７４０×２２０ ４

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

シンクセルト　５５ＳＭ ３８０×５５０×２２０ ６

シンクセルト　５５ＳＤ ３８０×５５０×２８０ ６

 Large-scale storing 



ネイビー　　ココアブラウン

販売期間　２０１５年８月末日まで

入数

ネイビー ５０９１５４

ココアブラウン ５０９１７８

ネイビー ４４５３５３

ココアブラウン ４４５３７７

ネイビー ５０９２５３

ココアブラウン ５０９２７７
シンク押入３段　３９７４ ３９０×７４０×７１０ ２

・エルピスクローゼットＮｏ.300 ・シンク押入３段 ３９７４

ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ストッキーストッカー３段 ３４７×４７０×７００ ３

エルピスクローゼット

Ｎｏ３００
５００×４４１×６９３ ２

品名 商品サイズ（mm）

●２０１５年　Ｐｌａｎ ｐｒｏｄｕｃｔ ｏｆ ｔｈｅ ｓｐｒｉｎｇ．．．Ｓｕｍｍｅｒ

Ｂ４クリアーファイルが収納

　　　・ストッキーストッカー３段

コマ付きで移動もラクラク。 押入れ半間に２列並びます。

 Large-scale storing 



●ストッキーシリーズに新アイテムが新発売！

・ＳＣ‐１０２・ＳＣ‐２００はカラーボックスにもピッタリ入ります
・ジョイントパーツ４ヶ付で２個３個と上置きでの積重ねを４ヶ所でしっかり固定できます。
・ＳＣ‐１０２の上段はＡ５サイズが入る引出が２個と下段の引出にはＡ４クリアーファイルが入ります。
・ＳＣ‐２００はＡ４クリアーファイルが入る引き出しが２段タイプです。

                ■ ストッキー ＳＣ‐１０２
　　　　　　  ■ 入数　９
　　　　　　  ■ カラー　ホワイト
　　　　　　  ■ サイズ：385×265×260Ｈ

４個のジョイントパーツで
積重ねの固定ができます。

ＳＣ‐２００

                 ■ ストッキー ＳＣ‐２００

　　　　　　  ■ カラー　ホワイト

　　　　　　  ■ ＪＡＮ 4973230-435668

ＳＣ‐１０２

　　　　　　  ■ 入数　９

　　　　　　  ■ サイズ：385×265×260Ｈ
　　　　　　  ■ ＪＡＮ 4973230-435767

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ   



●ストッキーシリーズに新アイテムＡ５サイズが４点新発売！

■ストッキー ＳＡ‐５１０ 　　　　■ストッキー ＳＡ‐５０３ 　　　■ストッキー ＳＡ‐５１２
　　■ 入数　36 ■ 入数　24 　　　　　■ 入数　24
　　■ カラー　ホワイト ■ カラー　ホワイト 　　　　　■ カラー　ホワイト
　　■ サイズ：192×265×99Ｈ ■ サイズ：192×265×192Ｈ 　　　　　■ サイズ：192×265×218Ｈ
　　■ ＪＡＮ　4973230-435262 　　　　　■ ＪＡＮ　4973230-435361

■５１０ は深型１段
■５０３ は浅型３段
■５１２ は浅型２段・深型１段の３段
■５３０ は深型３段

■ストッキー ＳＡ‐５３０
　　■ 入数　16
　　■ カラー　ホワイト
　　■ サイズ：192×265×270Ｈ
　　■ ＪＡＮ　4973230-435460

                 ■ストッキー ＳＡ‐４３０
  ■ 入数　16  ■ 入数　16
  ■ サイズ：264×349×150Ｈ  ■ サイズ：264×349×413Ｈ

 ■ カラー　ホワイト
  ■ ＪＡＮ　4973230-435460  ■ ＪＡＮ　4973230-435460

　　　●ストッキーシリーズにＡ４サイズが２点追加で新発売！

■ストッキー ＳＡ‐４１０

  ■ カラー　ホワイト

■ ＪＡＮ　4973230-435163

　　　■４１０ は深型１段 ■４３０ は深型３段

※ストッキーＡ４サイズの従来タイプはカタログ８Ｐをご確認下さい。



●シンクセルト　暮らしをもっとカラフルに！
材質：本体／ＰＰ　

・Ｂ５ファイルサイズ

入数
ピンク ５０５８４１
グリーン ５０５８２７
ブラウン ５０５８７２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ｂ５‐Ｆ ２４０×３２６×１５５ ２０

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ   



・Ａ４サイズ

入数
ピンク ５０６１４５
グリーン ５０６１２１
ブラウン ５０６１７６

・Ａ４ファイルサイズ

入数
ピンク ５０５９４０
グリーン ５０５９２６
ブラウン ５０５９７１

・Ｂ４ファイルサイズ

入数
ピンク ５０６０４６
グリーン ５０６０２２
ブラウン ５０６０７７

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ａ４ ２５８×３６９×１９０ １２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ａ４‐Ｆ ３０２×４００×１９０ １２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ｂ４‐Ｆ ３２１×４２５×２０１ １２



●ランドセルラック
材質：本体／ＰＰ　

子供部屋・リビングでも活躍。またランドセル置き以外にも使えますので使用場所はあなた次第。

・Ａ４クリアファイルサイズ

・ラックＬ型２段Ｌ浅型１段（キャスター付）

入数
ピンク ４３３４４２
ブルー ４３３４５９
ベージュ ４３３４７３

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ＲＬ‐２１ ３６３×２８８×８８３ ４

 Accessory   storing  



リオパック　Ｎタイプが新発売（シール容器３段タイプ）

入数

リオパック　Ｎ－２段 約２０２×１９０×１３８ ２４

入数

リオパック　Ｎ－３段 約２０２×１９０×２００ １８
ＫＧ　１１７５４０

ＫＰ　１１７５２６

３段タイプには

２段用ベルトも

付いています。

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ＫＧ　１１７４４１

ＫＰ　１１７４２７


