
ソフトグリーン　ソフトオレンジ　ソフトイエロー

販売期間　２０１７年８月３１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

ソフトグリーン ４５０２２７

ソフトオレンジ ４５０２８９

ソフトイエロー ４５０２３４

ソフトグリーン ４５０３２６

ソフトオレンジ ４５０３８８

ソフトイエロー ４５０３３３

・カラーボックスにもピッタリ入ります

・ジョイント４ヶ付で２個３個と上置きでの積重ねをしっかり固定できます。

・上段はＡ５サイズが入る引出が２個と下段の引出はＡ４クリアーファイルが入ります。

入数

ソフトグリーン ４５０４２５

ソフトオレンジ ４５０４８７

ソフトイエロー ４５０４３２

品名 商品サイズ（ｃm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ストッキー　ＳＡ－４４０ 約２６.４×３４.９×５５ ６

●２０１７年　Ｓｐｒｉｎｇ＆Ｓｕｍｍｅｒ　Ｃｏｌｏｒｓ

品名 商品サイズ（ｃm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ストッキー　ＳＡ－４０３ 約２６.４×３４.９×２８.１ 8

ストッキー　ＳＣ－１０２ 約３８.５×２６.５×２６ ９

 Accessory  storing 



・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

ソフトグリーン ４５０９２０

ソフトオレンジ ４５０９８２

ソフトグリーン ４５１０２６

ソフトオレンジ ４５１０８８

・多段

112

入数

ソフトグリーン ４５０６２３

ソフトオレンジ ４５０６８５

ソフトグリーン ４５０７２２

ソフトオレンジ ４５０７８４

ソフトグリーン ４５０８２１

ソフトオレンジ ４５０８８３

エルピスクローゼット

Ｎｏ.３００
約５０×４４.１×６９.３ ２

シンク　押入れ３段

３９７４
約３９×７４×７１ ２

品名 商品サイズ（ｃm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ストッキーストッカー３段 約３４.７×４７×７０ ３

約３８×５５×２２ ６

シンクセルト　５５　ＳＤ 約３８×５５×２８ ６

    　　   ・クローゼット           ・押入

ＪＡＮコード（４９７３２３０）品名 商品サイズ（ｃm）

シンクセルト　５５　ＳＭ

 Large-scale storing 



新生活企画　ブラック・レッド　カラー新発売！

製品サイズ（ｃｍ）

ペダルペール Ｓ－２０ 約24.2×38.5×43.7

商品名 製品サイズ（ｃｍ）

スリムプッシュ ２０ 約23.2×36.8×37

商品名

製品サイズ（ｃｍ）

入数 JANコード

12 BK　4973230451415

R　　4973230451477

入数

16 BK　4973230451316

R　　4973230451378

商品名

JANコード

BSDBO ジョイント ３３Ｌ 約32.7×34×51.3

入数 JANコード

12 BK　4973230451514

R　　4973230451576

商品名 製品サイズ（ｃｍ）

ブライトバスケット №４０ 約42.6×32×25.7

商品名 製品サイズ（ｃｍ）

ブライトバスケット №５０ 約42.8×32×35

JANコード

BK　4973230451774

R　　4973230451712

入数 JANコード

24 BK　4973230451675

R  　4973230451613

入数

22

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

16 レトロブルー　　　　

マスタード

片手でワンプッシュ開閉！（分別シール付き） ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

片手でワンプッシュ開閉！（分別シール付き） ダークブラウン 

４４５４３８

４４５４７６

品名 商品サイズ(mm)

スリムプッシュ　２６．５Ｌ 232×368×440Ｈ ４４５５５１

４４５５１３

（４９７３２３０）

（４９７３２３０）

４４５５３７

４４５５７５

品名

スリムプッシュ　２０Ｌ

商品サイズ(mm)

232×368×370Ｈ

４４５４１４

４４５４５２

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  

コーラルピンク 
レトロブルー 

マスタード ダークブラウン 



入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード （４９７３２３０）

コーラルピンク

8 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

ペダルペール　Ｗ－４５

商品サイズ(mm)

455×320×557Ｈ

４４５８１０

品名 商品サイズ(mm) （４９７３２３０）

４４５７３５

４４５７７３

４４５７１１

４４５７５９

品名

つないで増やせる分別用ペール。

風にも強く外れにくいジョイント構造。

４４５８５８ＢＳＤＢＯ　ジョイント　３３Ｌ 327×340×513Ｈ

４４５８３４

４４５８７２

４４５６７４

４４５６５０

品名 商品サイズ(mm)

ペダルペール　Ｓ－２０ 242×385×473Ｈ

４４５６１２

４４５６３６

（４９７３２３０）

コーラルピンク レトロブルー マスタード ダークブラウン 

手を使わずに簡単にゴミを捨てれる、   

足踏みタイプです。 



ランドリーシリーズにバスマット干し付きBHシリーズが新発売！

4 49732301804144973230180315

入数

ＢＨ－３０２

ランドリーバスケット

品名

ＪＡＮコード

商品サイズ(ｃｍ)

約49.5×38×101.5

ＢＨ－４０２

入数

(バスマット干し内寸　約４７.３ｃｍ）

便利なバスマット干しハンガー付き!!

4

ＪＡＮコード

商品サイズ(ｃｍ)

巾約４５×６０～７０ｃｍのバスマットがラクラク干せます。

品名

約49.5×38×80.5 ランドリーバスケット

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  

下段のバスケットを、  

取り出す時はハンガー

を上げ使用して下さい。 



重ねてスッキリ整頓　ラコンシリーズに深型が新発売！！

重ねてスッキリ整理！間口広々、取り出し簡単！

リビング・キッチン・サニタリー・クローゼット等様々な場所で大活躍。



商品名 商品サイズ

ラコン　トレー （約）46ｃｍ×35ｃｍ×5.7ｃｍ ホワイト　  

ブラウン　

商品名

共通キャスター

     入数

100（20×5）

商品名 商品サイズ

ＪＡＮコード　（4973230）          ラコン　ジョイント （約）35ｃｍ×6.6×13.2ｃｍ

ホワイト　428738  ブラック　428721 入数

30 ホワイト　 437167

ブラウン　 437174

商品名 商品サイズ

ラコン　積み重ねラック （約）46ｃｍ×35ｃｍ×22.3ｃｍ ホワイト　

ブラウン　

商品名 商品サイズ

ラコン　積み重ねラック （約）46ｃｍ×35ｃｍ×33ｃｍ ホワイト　

深型 ブラウン　

入数 ＪＡＮコード　(4973230)

18 437365

437372

437273

437266

入数

30

ＪＡＮコード　(4973230)

ＪＡＮコード　（4973230）

437075

437068

ＪＡＮコード　(4973230)入数

30

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



eラックに新アイテムが新発売！

入数

30

入数 入数

12 30

商品名

 製品サイズ(cm)

ＪＡＮコード

ベージュ　4973230436177

  （約）31.7×24.9×7.6Ｈ

どこでも、なんでも、
スッキリ収納！！

積み重ねて収納力アップ

従来のeラックＬタイプにピッタリ重ねられます。

A4サイズが収納できます。

A４サイズ！天板に補強板入りで頑丈です。

製品サイズ(cm)　　

ＪＡＮコード

ベージュ　4973230436078

ブラウン　4973230436085

eラック　バスケット　Ｌ

（約）36.3×28.8×22.7Ｈ

ブラウン　4973230436184

商品名

eラック　引出し　Ｌ
商品名

eラック　小物整理　Ｌ

    製品サイズ(cm)　　

（約）29.6×27×4Ｈ

ＪＡＮコード

ベージュ　4973230436276

ブラウン　4973230436283

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●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



●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

　　　　　　  ■ 入数　９

　　　　　　  ■ サイズ：385×265×260Ｈ

　　　　　　  ■ ＪＡＮ 4973230-435767

ＳＣ－１０２

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

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　8

  ■ サイズ：264×349×150Ｈ  ■ サイズ：264×349×413Ｈ

 ■ カラー　ホワイト

  ■ ＪＡＮ　4973230-435064  ■ ＪＡＮ　4973230-427663

■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。

　　　●ストッキーシリーズにＡ４サイズが２点追加で新発売！





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）



ＢＯＣＣＡシリーズに3個組が新登場。

BOCCA３個組

　　　前面がフラットなので　

　　　見栄えスッキリ開放感



１セット

商品サイズ(mm)

390×365×715

ＢＯＣＣＡ　深型　3個組

ダークブラウン 4973230001627

ネイビー 49732303988574973230398819ワインレッド

ＪＡＮコード

商品名

ＢＯＣＣＡ　浅型　3個組

（キャスター付き）

入数

4973230398918

ダークブラウン 4973230398970

ネイビー 4973230398956

ＪＡＮコード

ワインレッド

入数

１セット

商品サイズ(mm)

390×365×938

商品名

（キャスター付き）

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●ルーチェワゴンシリーズに新カラー、オフホワイトが新発売！

天板付きでキッチン・

サニタリーなど様々な

シーンで大活躍です。

豊富なサイズバリエーションが、様々なシーンで大活躍。

超スリムながら

２Lペットボトルが

５本収納できます。

超スリムタイプな

天板付きワゴン。

商品サイズ（ｍｍ）

152×499×654Ｈ

キッチンのちょっとしたスペースを
有効活用！！

取り出しラクラクキャスター付き。
スタンダードな

ワゴンです。

スリムタイプ。

幅　約285ｍｍ

幅　約220ｍｍ 幅　約220ｍｍ
使い勝手の良い

大活躍な多段ワゴン。

様々なシーンで

幅　約152ｍｍ

ＪＡＮコード

4973230409799

品名

ルーチェワゴン　ＴＰＷ－１２３１

カラー

オフホワイト

入数

9

商品サイズ（ｍｍ）

152×499×874Ｈ

ＪＡＮコード

4973230409898

オフホワイト

入数

12

49732304046954973230404596

品名

ルーチェワゴン　ＴＰＷ－１１２１

カラー

幅　約152ｍｍ

ＪＡＮコード

品名

ルーチェワゴン　ＴＳＷ－３１

カラー

オフホワイト

商品サイズ（ｍｍ）

220×470×947Ｈ

入数

6

ＪＡＮコード

商品サイズ（ｍｍ）

220×470×677Ｈ

入数

9

　キッチンやリビング、サニタリーの整理に便利なテーブル付ワゴン。

品名

ルーチェワゴン　ＴＭ－２１

カラー

オフホワイト

入数

9

商品サイズ（ｍｍ）

285×390×677Ｈ

ＪＡＮコード

4973230404190

品名

ルーチェワゴン　ＴＳＷ－２１

カラー

オフホワイト

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●玄関収納・シューズストレージＫ－５１新発売！

■　品名

■　商品サイズ

■　入数

■　カラー

■　ＪＡＮコード

ベージュ ブラウン

シューズストレージ　Ｋ－５１

ベージュ　　ブラウン

ブラウン ３９８４８２

３９８４７５ベージュ

305×305×897Ｈ(mm)

（４９７３２３０）

12

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



フードテナーに新カラー、クリアータイプが新発売。

10 4547883552289

573×386×78

ＪＡＮコード ＪＡＮコード

4547883552487

お餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存と運搬に最適です。

20 4547883552180

フードテナー№20　クリアー

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

20 10

品名

商品サイズ(mm)

入数

4547883552081

フードテナー№２　クリアー

品名

10

590×400×24

4547883552388

フードテナー№５　クリアー

商品サイズ(mm)

入数

　　また食器関係の保管にも中身が見えて最適です。

573×386×103

455×307×87 455×307×157

品名

フードテナー№10.20共通フタ

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

品名

フードテナー№10　クリアー

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

品名

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



除雪用品にオールプラスチック製のポリーライトシリーズが新登場！！

品名

ポリーライトスコップ

商品サイズ（mｍ）

350×1180×200

入数

今までに無いオールプラスチック製のダンプ、軽く女性でもラクラク
使用でき持ち手の高さを高くし、腰への負担を軽減させています。
強度面も昨シーズン実証済みです、先端にポリカブレードを

付けましたので少々の硬い雪でも大丈夫です。

商品サイズ（mｍ）

480×1210×360

4547883544529

12

ＪＡＮコード

4547883544628

品名

ポリーライトキャリー

入数

8

ＪＡＮコード

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  




