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画像はイメージです。現物と色味が違う場合がございます。

取付ビス穴間の中心の
（上から5個目・下から5個目）
ダボ穴上に目印あり！
ダボ位置がわかりやすい！

取付ビス穴は、皿穴加工!
ビス頭が飛びださない！
（皿ビス3mmを使用）

厚み（高さ）3mm!
収納スペースの
ジャマにならない！

取付ビス穴間の中心の
（上から5個目・下から5個目）
ダボ穴上に目印あり！
ダボ位置がわかりやすい！

取付ビス穴は、皿穴加工!
ビス頭が飛びださない！
（皿ビス3mmを使用）
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厚み（高さ）3mm!
収納スペースの
ジャマにならない！

選べるダボ！Ｌ型棚受けは4色！
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ダボ10mm　ニッケル

品番　　　： Ｄ-ＳＶ10
コード番号：219-001
定価（円）：    40
材質　　　： 真鍮ニッケルメッキ
箱　　　　： 400ヶ

ウルトラL型棚受け（クリアマットゴム付き）

品番　　　： UT13-CGF22
コード番号：219-020
定価（円）：   100
材質　　　： SUS430+クリアマットゴム
箱　　　　： 300ヶ（100ヶ×3袋）

専用カラーステンビス　皿3×16

品番　　　：ＵＴＢ-316BR（ブロンズ）
コード番号：220-005

品番　　　：ＵＴＢ-316WH（ホワイト）      
コード番号：220-002

品番　　　：ＵＴＢ-316BK（ブラック）
コード番号：220-004

※3色共通
定価（円）：    15
箱　　　　：1000ヶ
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ダボ15mm　ニッケル

品番　　　： Ｄ-ＳＶ15
コード番号：219-000
定価（円）：    50
材質　　　： 真鍮ニッケルメッキ
箱　　　　： 400ヶ

ダボ15mm　ブロンズ

品番　　　： Ｄ-ＢＲ15
コード番号：219-019
定価（円）：    60
材質　　　： 真鍮ブロンズメッキ
箱　　　　：100ヶ
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ローレットダボ　ニッケル

品番　　　：ＲＤ-ＳＶ15
コード番号：219-003
定価（円）：    65
材質　　　： 真鍮ニッケルメッキ
箱　　　　： 400ヶ

ローレットダボ　ＧＢ

品番　　　：ＲＤ-ＧＢ15
コード番号：219-004
定価（円）：    75
材質　　　：  真鍮ＧＢメッキ
箱　　　　：  400ヶ

ウルトラＬ型棚受け

品番： ＵＴ13-Ｆ22SV（シルバー）
コード番号：219-008
定価（円）：    45

品番：ＵＴ13-Ｆ22BR（ブロンズ）
コード番号：219-014
定価（円）：    90

品番：ＵＴ13-Ｆ22WH（ホワイト）
コード番号：219-012
定価（円）：    90

品番：ＵＴ13-Ｆ22BK（ブラック）
コード番号：219-013
定価（円）：    90

※4色共通
材質　　　：ＳＵＳ430
箱　　　　： 300ヶ
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Ｌ型
棚受け

4色
展開

スベリ
止メ!
スベリ
止メ!
スベリ
止メ!

種類が
豊富!

★ウルトラ柱の厚みは3mm。アルミボディならではの薄さ
　で収納スペースのジャマになりません。

★取付ビス穴と取付ビス穴間に9個のダボ穴。上から5個目
　・下から5個目の真ん中のダボには印があります。

★取付ビス穴は皿穴加工済み。取付ビスの頭が表に飛び出
　しません。（皿ビス3mmをご使用ください）

★豊富な種類のダボを用意しました。用途にあわせてお使
　いいただけます。

材質：A6063S T5　仕上：電解着色　梱包：200本
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ウルトラ柱・面付柱用エンドキャップ ■ウルトラ柱・面付柱の端部をカバーする保護キャップ
品番　　　：EMU-15CP シルバーホワイト
コード番号：219-100
※シルバー/ホワイト兼用

品番　　　：EMU-15CP ブロンズ
コード番号：219-101

品番　　　：EMU-15CP ブラック
コード番号：219-102

※3色共通
定価（円）：    50
材質：ABS樹脂
箱　：400ヶ

シルバーホワイト ブロンズ ブラック

SILVER

シ ル バ ー
■UT13-SV18（1820mm)
　コード番号：　217-005
　定価 （円）：　    700
■UT13-SV24（2424mm)
　コード番号：　217-006
　定価 （円）：　1，050

SILVER

ブ ロ ン ズ
■UT13-BR18（1820mm)
　コード番号：　217-011
　定価 （円）：　    950
■UT13-BR24（2424mm)
　コード番号：　217-013
　定価 （円）：　1，400

BRONZE

ホ ワ イ ト
■UT13-WH18（1820mm)
　コード番号：　217-007
　定価 （円）：　    950

■UT13-WH24（2424mm)
　コード番号：　217-008
　定価 （円）：　1，400

WHITE

ブ ラ ッ ク
■UT13-BK18（1820mm)
　コード番号：　217-012
　定価 （円）：　1，050

■UT13-BK24（2424mm)
　コード番号：　217-014
　定価 （円）：　1，500

BLACK

ウルトラ柱
アルミ面付棚柱

シルバー・ブロンズ・ホワイト・ブラック
L型棚受けも4色！

長さ1820mmと
2424mm！

シルバー・ブロンズ・ホワイト・ブラック
L型棚受けも4色！

長さ1820mmと
2424mm！

4色
展開
4色
展開

長尺
あり
長尺
あり

薄さ
3ミリ
薄さ
3ミリ

中心の
ダボ穴に
印
中心の
ダボ穴に
印

皿穴
加工
皿穴
加工

スベリ止メタイプもあり!!
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カラーダボ  クリア　ゴム付き

品番　　　： ＹＪ-25クリア　ゴム付き
コード番号：219-007
定価（円）：100
材質　　　：鉄+ポリカ・半透明ゴム
箱　　　　：200ヶ

⑤

⑤

②
②

Ｌ型
棚受け

4色
展開
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クリアゴム

L型棚受け
UT13-F22SV

（シルバー）

スベリ止メ
クリアマットゴム

新商品
NEW
新商品
NEW

カラーダボ  クリア・ホワイト　ゴム無

品番　　　： ＹＪ-25クリア　ゴム無
コード番号：219-006
定価（円）：    50
材質　　　： 鉄+ポリカ
箱　　　　：200ヶ

品番　　　： ＹＪ-25ホワイトゴム無
コード番号：219-018
定価（円）：    50
材質　　　：鉄+ポリカ
箱　　　　： 200ヶ

④



※記載内容は2018年11月現在のものです。
※内容・仕様等は予告なく変更する場合がございます。UT1-811

大阪営業本部
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16-9F
大阪朝日生命館
TEL.06-6223-8092
FAX.06-6223-7575

札幌支店
〒003-0835
北海道札幌市白石区北郷5条6丁目3-5
TEL.011-872-2772
FAX.011-872-2749

東京営業所
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目13-9
テラス銀座8階
TEL.03-3564-4310
FAX.03-3564-4312

大阪営業所
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16-9F
大阪朝日生命館
TEL.06-6203-2220
FAX.06-6203-2221

配送センター
〒578-0963
大阪府東大阪市新庄3丁目22-9
TEL.06-6746-1921
FAX.06-6746-7878

VOL.04

VOL.04

ウルトラ柱
アルミ面付棚柱

ウルトラ柱
アルミ面付棚柱
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