
スプリングレイク・アルティメットグレー

２０２１年　新カラー新発売！！

Accessory storing

Large-scale storing

クローゼットに最適サイズ 奥行５５ｃｍ

クローゼットに最適な多段収納

が入る浅型３段

Ａ４クリアファイル

が入る深型４段

Ａ４クリアファイル



折りたためる流シリーズ新発売！！



商品名 商品サイズ

（約）46.5ｃｍ×36.5ｃｍ×17ｃｍ 058362

（折りたたみ時） 058317

（約）42ｃｍ×35cm×8.5cm 058379

商品名 商品サイズ

（約）43.5ｃｍ×32ｃｍ×19ｃｍ 058461

(折りたたみ時） 058416

（約）41.5ｃｍ×33ｃｍ×9ｃｍ 058478

商品名 商品サイズ

（約）44ｃｍ×32ｃｍ×21ｃｍ 058560

（折りたたみ時） 058515

（約）32ｃｍ×42ｃｍ×10.5ｃｍ 058577

ＪＡＮコード　(4973230)入数

入数 ＪＡＮコード　(4973230)

ホワイト　  

ワインレッド

ブラウン

ホワイト　  

ワインレッド

ブラウン

ＪＡＮコード　(4973230)入数

たためる　水切り流
ＳＴ－１
（縦型）

14

ブラウン

たためる　水切り流
No1

（縦型）
14

たためる　水切り流
No2

（横型）
14

ホワイト　  

ワインレッド

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



eラックに新カラー　シンプルホワイトが新発売！

№ 入数

① 40 SW 428998

② 16 SW 428899

③ 18 SW 432995

④ 60 SW 431295

⑤ 32 SW 431196

⑥ 40 SW 428493

⑦ 24 SW 428196

⑧ 40 SW 428592

⑨ 16 SW 428295

⑩ 30 SW 428691

⑪ 18 SW 433091

⑫ 12 SW 428394

⑬ 12 SW 436092

⑭ 30 SW 436191

⑮ 30 SW 436290

⑯ 60 SW 433695

積み重ねてスッキリ整頓ラック。しっかり・簡単収納！

リビング・キッチン・クローゼット・サニタリーあらゆるシーンで大活躍！

ＪＡＮコ－ド(4973230)

eラック　トレー　ＳＭ

eラック　ＳＭ

eラック　ＷＳＭ

eラック　トレー　ＳＳ

eラック　ＳＳ

eラック　バスケット　Ｌ

eラック　小物整理　Ｌ

eラック　トレー　Ｓ

eラック　Ｓ

eラック　トレー　Ｍ

eラック　Ｍ

eラック　トレー　Ｌ

約36.3×28.8×18.3

約36.3×28.8×34.1

約36.3×28.8×22.7

eラック　Ｌ　浅型

eラック　Ｌ

eラック　引き出し　Ｌ

約31.7×24.8×7.6

約29.6×27×39

約33.5×18.5×1.8eラック　棚板

商　　品　　名 製品サイズ(cm)

約22.6×38.8×6.3

約22.6×38.8×24.9

約27.8×35.2×17

約24×22×6.2

約24×22×24.8

約36.3×20.8×6.3

約36.3×20.8×24.8

約36.3×24.8×6.3

約36.3×24.8×24.8

約36.3×28.8×6.3

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  

■ｅラック Ｌ 本体・トレー 

■ｅラック 本体・トレー ■ｅラック ＷＳＭ 

■ｅラック 棚板 

■ｅラック 小物整理 Ｌ 

■ｅラック 引き出し Ｌ 

■ｅラック バスケット Ｌ ■ｅラック Ｌ 浅型 

■ｅラック Ｓ 本体・トレー 

■ｅラック Ｍ 本体・トレー 

■ｅラック ＳＳ 本体・トレー 

1 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

9 

8 

13 

12 

11 

10 

14 

16 

15 



スカイケース・コンテナ　新カラーシンプルホワイト新発売！

入数

24

12

6

JANコード

28 4973230172495

商品名 製品サイズ（ｃｍ）

スカイケース　№３００ 約32.7×22.7×14.7

入数

18 4973230172594

10 4973230172693

スカイケース　№４００

スカイケース　№５００ 約51.3×35.9×23

約40.7×28.5×18.5

コンテナー　Ｍ 約38×24.5×22.2

コンテナー　Ｌ 約46.5×31.5×26.5

4973230171894

4973230171993

商品名 製品サイズ（ｃｍ） JANコード

コンテナー　Ｓ 約29×20×16.8 4973230171795

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



行楽リオランチシリーズが新カラーで新発売！！

アースグリーン　　アースベージュ

（容量　1.8ℓ×3　取り皿3枚付）

ＪＡＮコード（4973230）

アースＧ　 116772
アースＢｅ　116789

ＪＡＮコード（4973230）

アースＧ 117472
アースＢｅ 117489

アースＧ 117571
アースＢｅ 117588

ＪＡＮコード（4973230）

アースＧ 116871
アースＢｅ 116888

アースＧ 116970
アースＢｅ 116987

リオパック　Ｌ　２段 23.3×22×18.5Ｈ

リオパック　Ｌ　３段 23.3×22×25Ｈ 12

18

20.2×19×20Ｈ

24

18

商品名 商品サイズ（ｃｍ） 入数

リオパック　Ｎ-２段 20.2×19×13.8Ｈ

リオパック　Ｎ-３段

（容量2.7ℓ×2　取り皿・フォーク各3個付） （容量2.7ℓ×3　取り皿・フォーク各3個付）

大きく使って小さく収納！！

（容量　1.6ℓ×2　取り皿２枚付） （容量　1.6ℓ×3　取り皿３枚付）

18

入数商品名 商品サイズ（ｃｍ）

商品サイズ（ｃｍ）商品名

ファミリーパック 約26.5×15.5×22Ｈ

入数

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



行楽リオバスケットシリーズが新カラーで新発売！！

アースグリーン　　アースベージュ

アースＧ　 117076
アースＢｅ　117083

アースＧ 117175
アースＢｅ 117182

アースＧ 117274

アースＢｅ 117281

ＪＡＮコード（4973230）

ＪＡＮコード（4973230）

商品名 商品サイズ（ｃｍ） 入数

ＪＡＮコード（4973230）

商品名

入数

12

リオバスケット №５ 約37.5×30×24Ｈ
商品サイズ（ｃｍ）商品名

リオバスケット RB-66 40.3×30.3×26.1Ｈ 14

商品サイズ（ｃｍ） 入数

リオバスケット №8 44.5×33.3×26.5Ｈ 12

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



商品名 商品サイズ

ラコン　トレー ホワイト　  

ハーフ ブラウン　

商品名 商品サイズ

ラコン　積み重ねラック ホワイト　

ハーフ　浅型 ブラウン

商品名 商品サイズ

ラコン　積み重ねラック ホワイト　

ハーフ　深型 ブラウン　

ＪＡＮコード　(4973230)

437471
30（約）46ｃｍ×19ｃｍ×22.3ｃｍ

（約）46ｃｍ×19ｃｍ×33ｃｍ 24

437679

437464

ＪＡＮコード　(4973230)入数

入数 ＪＡＮコード　(4973230)

437563

437570

重ねてスッキリ整頓　ラコンシリーズにハーフサイズが新発売！！

437662

入数

（約）46ｃｍ×19ｃｍ×5.7ｃｍ 36

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



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）

ＪＡＮコード　（4973230）

ホワイト　428738  ブラック　428721

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)

437075

437068

ＪＡＮコード　(4973230)入数

20

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  



●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！



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

シューズストレージ　Ｋ－５１

ブラウン

4973230398482

約30.7×30.8×89.7Ｈ(cm)

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  




