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高さ調整プレート
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メインレール
カサールウォールスタイルの本体レールです。

［材　質］本　体：亜鉛合金
カバー：ABS

［仕上げ］本　体：クロメート
カバー：シルバー塗装

［耐荷重］ レール幅600mmあた
り全体で15kg以下

［添付ねじ］＋なべタッピンねじ4×40 4本

価格（税抜） ¥1,300
注文コード 070001
小箱入数 10ヶ
梱 入 数 100ヶ

ブラケット
メインレールを壁面に固定する為の
金具です。

［材　質］ZAM鋼板

価格（税抜） ¥100
注文コード 170156
小箱入数 200ヶ

［材　質］ アルミレール：アルミ合金 
樹脂レール：ABS＋エラストマー

［仕上げ］マットアルマイト
［

［添付品]

耐荷重］ レール幅600mmあたり全体で15kg
以
高さ調整プレート（枚数は下表参照）
内

サ イ ズ 4,000 1,200 600
価格（税抜） ¥28,000 ¥8,400 ¥4,200
注文コード 072600 072601 072602

プレート枚数　 12枚
入 数 1本 1本 1本

4枚 2枚

施工後に壁面とメインレールの間が狭い場合に、
ブラケットのねじを一度緩めて横から差し込み、
高さを調整するためのプレートです。メインレ
ールに添付されております（上表参照）。

ブラケット用
高さ調整プレート



インナーフック
メインレール内側に取り付け、
表
フック幅＝10mm

フック幅＝10mm フック幅＝10mm

フック径＝φ5mm

に見せないフックです。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］3kg以下

価格（税抜） ¥740
注文コード 072608
小箱入数 100ヶ
梱 入 数 1,000ヶ

フック5
キッチンツールや小物を掛ける
のに適した細身のフックです。

［材　質］PA6
［仕上げ］ライトグレー色
［耐荷重］1kg以下

価格（税抜） ¥150
注文コード 170157
小箱入数 100ヶ
梱 入 数 1,000ヶ

フック10
レール下側に取り付ける
シンプルなフックです。

フック30
かばん等を下げるのに適した
幅広タイプのフックです。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］3kg以下

品　　名 フック10フック30
価格（税抜） ¥780 ¥960
注文コード 072603 072604
小箱入数 50ヶ 20ヶ
梱 入 数 500ヶ 200ヶ
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［材　質］PA
［仕上げ］ライトグレー色

種 類 （R） （L）
価格（税抜） ¥100 ¥100
注文コード 170158 170159
小箱入数 100ヶ 100ヶ
梱 入 数 500ヶ 500ヶ

シェルフガード（R）／（L）
ハンギングシェルフの角に取付ける保護キャップです。

ハンギングシェルフS
小物を入れたりキッチンツール掛け
に使用できるコンパクトな棚板です。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］5kg以下

価格（税抜） ¥3,400
注文コード 072605
小箱入数 10ヶ
梱 入 数 50ヶ

ハンギングシェルフM
飛び出しスペースを抑えた、調味料や
CDケースサイズの棚板です。

［材　質］シェルフ：アルミ合金
バンパー：PA6

［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］5kg以下

価格（税抜） ¥8,400
注文コード 072606
小箱入数 1ヶ
梱 入 数 20ヶ

棚幅＝200mm

棚幅＝200mm



ハンギングシェルフL
DVDトールケースを置くことができる
ラージサイズの棚板です。

［材　質］シェルフ：アルミ合金
バンパー：PA6

［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］5kg以下

価格（税抜） ¥10,500
注文コード 072607
小箱入数 1ヶ
梱 入 数 10ヶ

ボトムプレート
メインレールを深いポケットとして
使用できる為、大型の本を置いても
倒

棚幅＝200mm

棚幅＝200mm
れる心配がありません。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］3kg以下

価格（税抜） ¥2,500
注文コード 072609
小箱入数 30ヶ
梱 入 数 150ヶ



アクリルトレイ200/600
メインレール上側に乗せるタイプの棚板です。
2種類のサイズをご用意しております。

［材　質］ホルダー：アルミ合金
シェルフ：PMMA

［仕上げ］ホルダー：マットアルマイト
シェルフ：ガラス色

［耐荷重］200：3kg以下
600：9kg以下

品　　名 200 600
価格（税抜） ¥9,100 ¥16,800
注文コード 072612 072613
小箱入数 1ヶ 1ヶ
梱 入 数 30ヶ 10ヶ

トッププレート
メインレール上面を面一にする為
小物を並べて展示する様な使い方
ができます。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］3kg以下

価格（税抜） ¥2,400
注文コード 072610
小箱入数 30ヶ
梱 入 数 150ヶ

棚幅＝200mm／600mm

棚幅＝200mm



インナープレート
メインレールより一段低い位置に
物が置けるので、写真立て等を
立てかける場合に適しています。

［材　質］アルミ合金
［仕上げ］マットアルマイト
［耐荷重］3kg以下

価格（税抜） ¥2,400
注文コード 072611
小箱入数 30ヶ
梱 入 数 150ヶ

インナーケース
キッチンでのカトラリースタンドや
フラワーベース等、様々な使い方が
できるボックスです。

［材　質］PET
［仕上げ］透明
［耐荷重］3kg以下

価格（税抜） ¥350
注文コード 070002
小箱入数 10ヶ
梱 入 数 200ヶ

棚幅＝200mm

ケース幅＝80mm



ジャック長 ： 100mm

プラグ長 ： 150mm
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LEDライト
レールと壁の間に設置し、
間接照明となります。

［材　質］ABS、他
［仕上げ］ライトグレー色、他
［添付品］端末キャップ1ヶ

電球色
価格（税抜） ¥24,500
注文コード 072501

白 色
価格（税抜） ¥24,500
注文コード 072502

小箱入数 1ヶ
梱 入 数 20ヶ

専用ACアダプター１ヶにつき
最大10ヶのLEDライトをつな
げることができます。

ACアダプター
LEDライトと家庭用コンセントを
つなぐアダプターです。
コード長：1,800mm

価格（税抜） ¥7,400
注文コード 072503
小箱入数 1ヶ
梱 入 数 100ヶ

［コード長］1,800mm

※ 本商品には、点灯／消灯のスイッチはありませんのでご注意ください。スイッチが必要な際は別途お買い求めいただくか、弊社までお問い合せください。

点灯イメージ



コードクリップ
電化製品を置いた際のケーブルを、
メインレールの裏側に隠す事が
できるクリップです。

［材　質］ABS
［仕上げ］透明
［コード径］10mm以内

価格（税抜） ¥150
注文コード 070004
小箱入数 100ヶ
梱 入 数 1,000ヶ

エンドカバー
レール端面を保護するカバーです。

［材　質］ABS
［仕上げ］ライトシルバー塗装

ルバー塗装

価格（税抜） ¥250
注文コード 070003
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 1,000ヶ

エンドプロテクター
レール端部を曲面で納めることが
できます。

［材　質］ABS
［仕上げ］ライトシルバー塗装

価格（税抜） ¥450 
注文コード 188579
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 500ヶ
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　　施工ガイド





ブラケットベース

長穴

長穴

ブラケ
ットピッ

チ＝5
00mm

以内

ブラケットカバー

メインレールに添付のプレートは、ブラケットの高さを調整する為の
「高さ調整プレート」です。施工後に壁面とメインレールの間が狭く
各パーツが取り付けにくい場合は、ブラケットのねじを一度緩めて
高さ調整プレートを横から差し込み、高さを調整してください。

ブラケットの高さ調整プレート 高さ調整プレート
ｔ=1
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LEDライト
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