


M us 

[MuSE=ミュ ズ]は、Museum(美術館・博物館)

Supp口町ing(支える)Equipm巴nt(道具備晶)という

3つの単語の頭文字で構成された当社の登録商標です。

Museとl品、ギりシャ神話で芸術や学聞をつかさどる女

神たちのととを指し、Museumの語源1"rミュ ズた

ちの神殿」という意昧です。

MuSE is TAKIYA's brand name. 'Mu' is for Museum， 
'S' is for Support， and 'E' is for Equipment 
The Muses were Greek goddesses who inspired a同
and learning， and the origin 01 the word museum is 
derived from the Greek for "shrine 01 the Muses" 

ミューズ商晶構成 Directory of Muse Products 

[展示]安全で美しい展示を演出するために
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[作業]迅速で円滑な展示作業をサポートするために

[Implementation] For Quicker and More Efficience Work 

運搬・収納 |絵画運送用クレ卜 山 Tr叩 rtCrate 

Transportation I Storage 
運搬車 Ca巾

台車 Dollies 

収納ワゴン Storage Carts 

作業足場・作業台 Pla甘口rms

Platforms I Work Tables 
作業台 WorkTables 

イーゼル Easel 

工具・道具 Tools 

Tools I Devices Repair Materials 

Frame Mats 

[環境]大切な作品管理とクリーンな環境づくりのために

[Surroundings] For Managing Clean Surroundings 

測定・衛生

Measurement I Sanitation 

保存・保管
Storage I Safekeeping 

備ロロロ
Entrance Fixtures 

温湿度計

照度・紫外線計

重量計

掃除機

展示清掃用品

防塵マット

保存箱

調湿吸着剤

加湿器
除湿器

l傘立て

Hygrothermograph Recorders 

Luminance Meters I UV Light M巴ters

Digital Scales 

Vacuum Cleaners 

Cleaning Tools 

Dust Prot巴ctionMats 

Storage Boxes 

Humidity Absorbent 

Humidifiers 

Dehumidifiers 

Unbrella Stands 
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M useum Supporting Equ i pment 
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ご注文方法と注意事項 l …dい Order

-お問い合わせ

本カタログに掲載されている製晶については、お電話にてお気軽

lこお問い合わせください。

己主文の際は、別紙価格表の内容を併せてと確認し1ただいたうえで、

晶名、晶番、サイズ、個数等をと指定ください。

また、当社ホームページからのご注文も可能です。

http://www.takiya.com 

Inquiry 

If you have any questions about the products in this catalogue， 

pleas巴 con也ctus by phone. Please place an order aft巴rcheck-

ing the price list attached. Please specify the item， item num-

ber， size， and quantity. You can also place an order through our 

website 

-お打ち合わせ

各製品に関する詳細なと説明や、仕様変更の己相談、あるいは企画

注文にて製作をお受けする製晶につきましては、経験豊富芯弊社

のスタッヌがすぐにお伺いします。

用途に応じた製品をご提供できるよう、お客様と綿密なお打ち合

わせを重ねながらプランを練っていきます。

Meeting 

Our experienced staff will visit you immedi日telywhenever you 

need more specific details on our products， some modifica-

tions， or need to ask for a customized product. We cre呂te日

plan by talking with you in-depth in order to provide白 product

that respo円dsto your needs 

-設計

製晶プランをもとに、専門の技術者が具体的芯設計をいたします。

これまでの研究と実績をベースlζ、お客様のと要望!こお応えでき

るよう、安全で機能的怠製品をと提案いたします。

Design 

According to th巴productplan， our specialists will make a spe-

cific design目 Onthe basis of our study and past results， we sug-

gesl safe and functional products to meet your needs 

-製作/検査

設計プランに従って、精密芯加工技術により製品を製作いたします。

また、安心じてお使いいただくために、耐荷重や作動点検などを中

心とした製品検査を厳しくおこ芯います。

Manufacturing Ilnspection 

According to this plan， we manufacture products that were de 

signed with your needs in mind. We stringently inspect our 

products with a focus on 10日dbearing capacity and that it oper-

ates properly 

-納晶/施工

納晶の際は製品の取り扱い等についてご説明し、必要に応じて施

工もおこないます。納晶後も万全のアフターメンテナンスを心が

けています。

Delivery I Set-up 

Whe円 wedeliver products， we explain 10 you how 10 handle 

them. Also if set-up is needed， we do it. We will continue to 

give good service日fterdelivery. 

I Hints and How to Order 
05 I 

---Lr-I_li推嗣重親」を表し訊

・・・......・・・ Saf巴loadspecifications 

・推奨荷重が設定された製品です。〔推奨荷重は静止状態での荷重です。)

These are for products that have safe loads 
(The safe load was measured at rest.) 

町 一します
Some assembly required 

.使用時は組立を必要とする製晶です。

This is a product thal needs assembling before use 

聞 聞「一耐
Eart廿hquak巴-イ『巴slstant

.耐震対策のために開発された製晶です。

This is a product thal is earthquake-resistant 

-仕様および価格は、改良等のため予告芯く変更する場合があります。

・実用新案7件、意匠警録40件畳録済み、特許4件、意匠登録2件申請中。

・本カタログ!こ掲載されているイラストおよび写真等を無断で複製・転載することを禁じます。

oSpecificalions and pric巴lislare subject to chang日withoutnotice du巴tocontinual improvement 
・7utility mod巴1applications 140 patented designs 1 4 concessions 12 patents pending 
oTAKIYAAl1 rights reserved目 Thepic!!Jres and illustr~tions shown in thill. catalogue 
have been se"parately.copyright日d円eproducti口nofsuch pictures or illustratio円sin this catal口gue，
in whole or in pa口.withOLJt permissioll， is prohibited 

クU一フランド美術館ICleveland Museum of Art 

Exhibitions 

[展示]安全で美しい展示を演出するために

美術館・博物館の展示には展示物と人への

安全性と美しく演出するととの配慮が必要

です。「展示」をサポートする製品には、安

全性と作品を疎外し芯いシンプル芯デザイ

ンに加え専門的な製品構成と美しい展示を

実現するため無駄の芯い合理的芯設計が施

されていますロ

We believe that it is necessary to produce 

safe and beautiful exhibits for people 

viewing art and other museum exhibi-

tlons 

Our products create b巴autifulexhibits that 

are efficient， safe， and that won't alienate 

the works that are being exhibited 

展示用晶・金具

八ンギングシステム

額縁用金具

壁画用金具

収蔵庫用金具

展示補助用品

設曽

展示パネル

展示ケース

台座

誘導・案内

結界

サインスタンド

ラインフロップ i

照明

照明器具

Displays・Accessories

Hanging Systems 

Frame Clips 

Wall Clips 

Storage Rack Hangers 

Display Aids 

Set-up 

Display Panels 

Display Cases 

Stands 

Guidance . Information 

Border Rails 

Sign Stands 

Line prop i 

Lights 

Lighting Equipment 



KOREDER LlNE Picture Rails I Hooks コレダーラインピクチャーレール/フックExhibitions / Displays . Accessories 

Hanging Systems 

展示/展示用晶・金具

八ンギングシステム

重量タイプ(推奨荷重 100kg) H・1ピクチャーレール
For heavy-weight (Recommended load 100kg) H-1 Picture rail 

美術館、博物館、公共施設など、大

型展示を必要とする施設に最適な天

井面取付用ピクチヤーレールです。

推奨荷重 100kgタイプの安全設計

は多様芯可能性を実現します。

This is a picture rail， which is attached to 
the ceiling， suitable for facilities which 
have large exhibitions， such as art mu 
seums， museums and public facilities 
These picture rails can salely hold items 
up to 100kg creating many possibilities 
lor exhibition design. 

日U目
Picture Rails 

You may choose a Picture Rail lrom two 
types: built-in， which is installed in ceil-
ings and walls while building， or add-on， 

which can be installed in an existing 
space. There are a wide variety of Picture 
Rails available depending on the display 
items' weight and installation restrict旧ns
.Reco向、mendededLoad is calculated on 
the static load 01 our standard with a lar-
ge円、argin01 salety 
・Eachnumeric value shows the Recom 
mendeded Load per hanger set attached 
to Each picture rail 

[Material] Aluminum extrusion type 

ピクチャーレールには天井用と壁面用があり、

建築時に取付ける先付けタイプと、既存の

天井・壁面に取付ける後付けタイプがありま

す。天井や壁の構造と取付け条件によって

お選びください。

.推奨荷重は、弊社基準の静止荷重をもと

に充分な余裕をもって計算されています。

・各数値は、それぞれのピクチャーレール

に装着されたハンガーセット1本当たりの

推奨荷重を表します。

材質・アルミ押出型材 A-6063S・T5S6

ピクチャーレール

It is a picture rail compactly systematized 
lor the exhibit旧n01 the heavy load 

• Raillength : length 3，OOOmm 
• Color : Silver 

凶
ー

セフティ H
スライドハンガセット
推奨荷量・100同

Salety H Slide Hanger set 
[Recommended load]100kg 

Hanging Systems I 
I 08 

13 

26 

重量物展示用にシステム化されたコ

ンパクトなピクチャーレールです。

巴
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i 
セフティ H
八ンガセット
推奨荷重・10口同

Salety H Hanger set 
[Recommended load] 1日Okg

-レール長さ :03，000棚

・カラー :シルバー

F

門

的

F

守

Hフυーフック Hスライドフック
推奨荷重.100同 推奨荷重.100kg

H Free Hook H Slide Hook 
[Recommended load]100kg [Re∞mmended load] 100kg 

回
Hooks 

There are two types 01 hooks: A Free 
Hook is a hook lor a loop wire end 
A One.touch Hook is a hook with a beaト
ing system that has a treated wire inser-
ted on the end. A variety 01 hooks are 
available lor each picture rail type 

・Thewire d旧meterthat is suitable lor 
one-touch hook is both 1.5mm 2.0mm 
and 2.5mm 

[Material] Brass ，Eco brass 
Stainless where needed ， Zinc dicast 

ワンタッチタイプのフックの場合、ハンガー

セットBをイラストのようにフック先端の挿

入口かうワイヤの先端が上部に当たるまで

差し込みます。ワイヤを外すときはピンを押

しよげワイヤを抜きます。

Regarding one-touch hooks， insert the 
wire into the tip 01 hanger set B's hook 
until il hits the end 01 the hole， which is 
shown in the picture 
In order to take 011 the hanger se!， push 
up the pin and take out the wire 

回
Hanger sets are a combination of wires 
and hangers. You can choose any com-
bination lrom heavy to lightweight items 
We also provide hanger sets that protect 
against earthquakes and prope凡yloss 

フックには、端部をループ状に加工したワイ

ヤを掛けるフυーフックタイプと、端末処理

したワイヤを差し込むベアリング方式のワ

ンタッチタイプがあります。それぞれレール

タイプに合せてお選びください。

-ワンタッチフックに適合するワイヤ径は、

1.5mmと2.0mmと2.5mmです。

フック

材質・JI(銭、工コプラス、要部ステンレス、

亜鉛ダイキャスト

.Reler to an upper illustrat旧n

ハンガーセットは、ワイヤとハンガーの組合

せで「ハンガーセットAJと「ハンガーセットBJ
があります。ハンガーセットAはフック部に

ワイヤを引っ掛けるタイプでハンガーセット

Bld:ワンタッチフックのピンに差込むタイプ

です。重量物用から軽量物用まで使用目的

に合せてお選びいただけます。また、地震

や盗難対策に対応したセフティタイプもあり

ます。

・ょのイラストを参照

フりータイプのフックの場合、ハンガーセッ

トAをイラストのようにフック部にヲ|つ掛け

ます。

Free hooks need to be hooked on hanger 
set A on the hook area shown here 

ハンガーセット

セフティハンガーセット

コレダーライン

壁画を傷つけること芯く、大切芯絵画作昂

を迅速かつ安全に展示する一一。この難し

い課題に取り組み、独自に技術開発された

八ンギングシステム「コレダーライン」は、

これまで国内外の数多くの美術館や博物館

で採用され、確かな実績と信頼を得てきま

した。作品の移動や高さの調整が自在にで

きるのはもちろんのこと、長年にわたる研

究と綿密な検証を重ねて、安全性を高める

ためのさまざまな工夫が施されています。

コレダーラインは、ピクチャーレール、フック、

ハンガーセットの組合せで構成されており、

壁や実井の構造と展示品の重量にあわせて

豊富芯パり工ーションの中からお選びいた

だくことができます。

KOREDER LlNE 

Exhibits valuable art works swiltly and 
salely that don't damage walls. Our origi 
nal hanging system， which is patented， 
has been employed at a large number 01 
art museums and museums overseas， as 
well as in Japan， and obtained successlul 
records and credibility in the past. Need-
less to say，γou田 neasily move or adjust 
the height 01 exhibits. Our studies have 
checked and validated their salety 
through many studies， and then various 
measures were added to enhance the 
safety 
The Koreder Line is a combinat旧n01 Pic-
ture Rails， Hooks， and Hanger Sets. You 
can choose the right items suited lor the 
structure 01 a wall or ceiling and the 
weight 01 an exhibit Irom a variety 01 op-
tlons. 
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展示/展示用品・金具 I Exhibitions / Displays . Accessories 

八ンギングシステム I Hanging Systems 

I T~e I重量タイプ(推奨種 1叫し1ピ知一レール
Iype I For heavy-weight (Recommended load 1∞kg) L-1刊cturerail 

美術館、博物館、公共施設など、大

型展示を必要とする施設に最適芯壁

画取付用ピクチャーレールです。推

奨荷重100kgタイプの安全設計は

多様な可能性を実現します。

This is a picture rail， which is attached to 
the wall， suitable lor lacilities which have 
large exhibitions， such as a代 museums，
庁、useumsand public lacilities. These pic-
ture rails can safely hold items up to 
100kg creating many possibilities for ex-
hibition design 

壁画取付重量物展示用ピクチャーレ

ールです。専用のポル卜で取付ける

ことによりネジの見えない納まりとな

ります。

・レール長さ :a3，OOOmm 
.カラー ・シルバー

It only is for wall construction and picture 
rail for heavyweight display it inst剖Isit 
with a special bolt 

• Rail length : length 3，000mm 
• Color : Silver 

~ 

寸

Lフリーフック
推奨荷重・100同

L Free Hook 
[Recommend凶 loadll∞kg
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セフティ LI¥ンガーセット
推奨荷量・100同

SafetγL Hanger set 
[Re∞mmended load] 100kg 

コレダ 一知 レ ル…/刀川初フ列Mツ岬ク | 悶剛叩……R旺旧問E印凹D阻E…

いろJ動イブ(推奨種別) A-lピ仇十ル
Iype I F町 heavy-weight(Recommended load 70kg) A-1 Pictu陪 rail

美術館、博物館、公共施設など、大

型展示を必要とする施設に最適芯天

井面取付用ピクチャーレールです。

推奨荷重70kgタイプの安全設計は

多様な可能性を実現します。

This is a picture rail， which is attached to 
the ceiling， suitable for facil山eswhich 
have large exhibitions， such as art mu-
seums， museums and public facilities 
These picture rails can safely hold items 
up to 70kg creating r引anypossibilities for 
exhibition design 

重量物展示用ピクチャーレールとし

て最もポピュラーな箱型タイプです。

・レール長さ:a4，OOOmm 
a3，OOOmm 

・カラー :シルバー

I T~e I重量タイプ(推鯛重加) D-1At:?'Tャナル
I Iype I For heavy-weight (Recommended load 70kg) D-1 A刊cturerail 

美術館、博物館、公共施設など、大

型展示を必要とする施設の壁面およ

び大型パネル、移動壁芯どに最適主主

壁画取付用ピクチャーレールです。

推奨荷重70kgタイプの安全設計と

容易な施工性が使用範囲を広げます。

This is a picture rail suitable for facilities 
such as art museums， museums and pub 
lic facilities that have large exhibitions， 
large panels or movable walls. The 70kg 
recommended load makes var旧 usdis-
plays possible 

This is the most popular square日 ilfor 
heavyweight exhibit旧nuse 
• Rail length : length 1 4，000'3，000 (mm) 
• Color : Silver 

26 

Cコ
マ

15.5 一旦 15.5 

固定壁や移動壁の壁画取付ピクチャ

ーレールの定番。先付・後付用兼用で

広く利用されています。

・レール長さ :a4，OOOmm 

a3，OOOmm 
.カラー :シルバー

11  

13 I到
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Aフリーフック Aワンタッチフック Aフリーランナー Aワンタッチランナー
推奨荷重・70回 推奨荷重・70同 推奨荷重・70同 推奨荷重・70同

A Free Hook A One-touch Hook A Free Runner A One-touch Runner 
[Re∞mmended I岨dl70kg IRecommended loadl70kg [Rel∞mm朋 dedload] 70kg [Recommended I田 dl70kg

Dフリーフック
推奨荷重・7口同
D Free Hook 
IRe∞mmended load] 70kg 

This picture rail can be attached to fixed 
or movable walls. They can be built-in or 
added-on for various purposes 

• Rail length : length 1 4，000.3，000 (mm) 
・Color: Silver 

1
 

，，， ー

Dワンタッチフック
推奨荷重・70同

D One-touch Hook 
[Recommended load]70kg 

トC I中量タイプ(推奨荷重30同) 引ピクチャーレーjレ
Iype I For heavy-weight (円ecommendedload 30kg) C-1 Pictu陪 rail

住宅やマンションから文化施設まで

多用途芯納まりを可能にする豊富芯

タイプを取り揃えた中量物用のピク

チャーレールです。推奨荷重30kg

で全てネジ止め施工が可能な簡単設

計、先付、後付、天井面、壁画など

場所を選ばないマルチタイプです。

There悶 avariety of picture rails for me-
diumweight displays， which are used for 
a variety of purposes， Irom houses and 
condo円、iniumbuilding to cultural facilト

ties. It has a simple design， which allows 
it to be installed with screws. This picture 
rail can be either built-in or an added-on 
to walls or ceilings. It has a 30kg recom・
mended load limit. 

先付、後付、天井面、壁画広ど場所を

選ばない最もポピュラーなピクチャー

レールです。

-レール長さ :a4，OOOmm 
a3，OOOmm 

・カラー:シルバー・ホワイト

ブロンズ

※ホワイト・ブロンズは電篇塗装

This is the most popular picture日 il，
which can be either built-in or added-on 
to ceilings or walls. You don't need to 
wor町 abouthow or where to attach it 
• Rail length : length 14，000.3，000 (mm) ・Color: Silver . White . Bronze 
普Coloredaluminun、sare electropainted. 

戸
』

{門出 1/1 

U 
CAフック
推奨荷重・30同

CA Hook 
[Recommended load]30kg 

CBフック
推奨荷重・30同

CB Hook 
[Recommended load]30kg 

CAワンタッチフック
推奨荷重・30同

CA One-touch Hook 
[Aecommended I伺 dl30kg

Hanaina Svstems I -_. I 10 



展示/展示用品・金具 I Exhibitions / Displays . Accessories 

八ンギングシステム I Hanging Systems 

セフティRハンガーセットA RハンガーセットA
5alety R hanger set A R hanger set A 

セフティRハンガーセットA -圃咽・・
-

E

・・・・

胴
H

一FE

四
一

セフティNハンガーセットA
Salety N hanger set A 

セフティNJ¥ンガーセットB
Salety N hanger set B 

NJ¥ンガーセットA
N hanger set A 

NJ¥ンガーセットB
N hanger set B 

\~ ?、

コレダーラインハンガーセット I KOREDER LlNE Hanger 5ets 

ワイヤーカラーワイヤ I Wire . Color Wire 

セフティNI¥ンガーセットA
セフティNI¥ンガーセットB

P2ハンガーセットA P2ハンガーセットB
P2 hanger set A P2 hanger set B -閣官

a------

闘
h
一
町
L
E

四
一

RJ¥ンガーセットA

多用途に活用できるフりーフック用の堅牢

なハンガーセットです。セフテイストッパー

付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの

2タイプからお選びいただけます。

・材質:ハンガー/妻都ステンレス

ワイヤ/SUS3047X7

.仕上 :ショットプラスト

・推奨荷重:ワイヤ径ゆ3.0=1 OOkg 

Safety R hanger 5回
R hanger 5et 
This is a Iree hook with the salety stopper 
01 the type hung on the rail 01 can the use 
to all-round 
• Material : hanger I Stainless steel 
where問 ededWire I SUS304 7X7 
・Fini5h: Shot bla5ting 
• Recommended load : Wire diam o3.0 
=100kg 

NハンガーセットA
NJ¥ンガーセットB

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね

備えたハンガーセットです。安全性の高い

展示を実現します。

・材 質 :ハンガー/要部ステンレス

ワイヤ/SUS3047X7

. 仕 上 :ショットプラスト

・推理荷量 :ワイヤ径O2.5=70kg

O2.0=50kg 

O1.5=30kg 

Safety N hanger 5e! A. B 
N hanger 5e! A. B 
This N Hanger set has a sophisticated 
design yet is strong and salety 
• Material : Hanger I Stainless steel 
where needed 
Wire I SUS304 7X7 
• Finish : Sho! blasting 
• Reco円、円、endedload・Wiredia町、
o2.5= 70kg • o2.0=50kg . o1.5=30kg 

ベアリング方式のハンガーについて

I Exhibitions I Displays . Accessories 
11 I 

コレダーラインのハンガーには、ベアりング

方式が採用されています。上方への移動は

自由にできますが吊り下げられた作品の重

さによって下方への力が加わると、3個の鋼

球(ベアリング)が均 な力でワイヤを確実

にロックするため、位置がすれることはあり

ません。

The KOREDER LlNE of hangers leatures a 
bearing system. It can be moved upwards 
Ireely， but once an artwork is set， the 
downward lorce makes three copper 
bearings lirmly lock the wire with even 
weight. so its position will not be mis. 
aligned 

-ミニ.N.P2.RJ¥ンガー引張り荷重試験結果

P2J¥ンガーセットA
P2八ンガーセットB 回聞

セフティミニハンガーセットA
Salety Mini hanger set A 

セフティミ二ハンガーセットB
Salety Mini hanger set B 

ミニハンガーセットA
Mini hanger set A 

ミニハンガーセットB
Mini hanger set B 

~ 、
j 

ZZ53二郎回聞

回ミニハンガーセットA
ミニハンガーセットB

セフティミニハンガーセットA.B

ミニハンガーセットA.B

簡単芯軽量物の展示に最適芯ハンガーセッ

トです。

・材 質:ハンガー/ステンレス・亜鉛タイカスト

ワイヤ/SUS3047X7

.仕上ショットプラスト

.推奨荷重 ワイヤ径ゾゆ 1.2=15kg

Mini Hanger 5e! A . B 
This is a hanger set suitable lor simple 
lightweight displays 
• Material : Hanger I Stainless steel 
Zinc dicast， Wire I SUS304 7X7 
• Finish : Searchlight nickel-plated . 
Shot bla5ting 
• Recommended load : o1.2= 15kg 

ワイヤ
ワイヤ径 単体推奨荷重(kg) 最大荷重(kgi) 結果

Rハンガー 3.0 100 317 ワイヤ破損

2.5 70 239 ワイヤ破損

P2ハンガー 2.0 50 170 ワイヤ破損

1.5 30 93 ワイヤ破損

2.5 70 215 ワイヤ破断

Nハンガー 2.0 50 20B ワイヤ破断

1.5 30 112 ワイヤ破断

ミ二ハンガー 1.2 15 61 ワイヤ破断

回
ワイヤ(SUS304，7x7)には通常ワイヤ(ノ

ーマルタイプ)の他にオプションとしてカ

ラーナイロンを被覆したカラーワイヤ(9色)

があり、それぞれワイヤ世2.0'O 1.5 

ゅ1.2から使用目的に合わせてお選びいた

だけます。

・カラーワイヤは、ナイロンを薄く被覆して

いるため、強い摩擦で剥がれるととがあ

ります。

There are two types 01 wire: Normal and 
colored wi陪(9 different colors)， which 
are covered with colored nylon 
Wires that are o2.0 o1.5 o1.2 are 
available to meet your purposes 

・Thecoating on the colored wire can 
wear off due to heavy Iriction because 
the nylon coating is ve町thin

静止荷重時

展示中の大切な作局への悪戯や盗難を未

然に防止するアラーム機能付きハンガーセ

ットです。

※アラーム機能の性能上、重量が500g以

上の展示物が対象です。

.材 質 :ハンガー/亜鉛ダイカスト・ステンレス

ワイヤ/SUS3047X 19 

・仕上 :シヨットプラスト

.推奨荷量:ワイヤ径/O2.5=70kg

ゆ2.0=50kg

世1.5=30kg

P2 Hanger 5e! A . B 
This is a hanger set with an alarm that 
protects against vandalization and 
property loss 
‘It is necessary to exhibit the pictur Irame 
01 500g or more to make the perfoト

mance 01 the alarm effective 
• Ma!erial : Hanger I Zinc dica5t . 
Stainless steel 
Wire I SUS304 7X19 
• Finish : Shot blasting 
• Recommended load 
o2.5=70kg咽2.0=50kg， o1.5=30kg 

カラーワイヤとの組合せ

壁の色に馴染んで目立たない力ラーワイヤ

との組み合わせも可能です。

材質・ステンレスワイヤ/ナイロン

ColorWires 

Using color wires in your exhibits will 
cause the wire to blend into the wall in-
conspicuously 

[Material) S!ainless wire I Nylon 

グレー イエロー ブルー ブラウン
Gray Yellow Blue Brown 

ブラック アイポりーグリーン レッド
Black Ivory Green Red 

ワイヤキャップ

ワイヤのほつれを防止すると共に、作

品への接触をやわらげます。

Wirecap 
The wire is prevented being become 
loose， and contact to the painting is 
softened 

Hanaina 5vstems I -_. I 12 



 

展示/展示用品・金具 I ExhibはionsI Displays . Accessories 

八ンギングシステム I Hanging Systems 

MFJ¥ンガーセットA 回聞
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MFハンガーは、ワイヤのロック方式を従来

のベアリング式とネジ締付け式(ワイヤを傷

め芯い)を組合せるととによコて、ワイヤ破

断1<:対する強度がアップされたハンガーで

す。ネジ締付け式を採用することで、ワイヤ

の持っている強度を十分に活かすことがで

きるように芯りました。

MF Hanger 

The MF hanger has increased strength 
because it combi門esthe bearing lock sys 
tem and screw system (designed not to 
damage wire). Wilh the screw system， 

the chance of the wire frayin日decreases
and conventional wire strength can be 
lully ulilized 

OS-N60LCK 

MFJ¥ンガー用トルクレンチ
Customized torque-wrench 

寸

MFJ¥ンガー

チューブハンガーセット

MF Hangers 

Tube hanger set 

-MFJ¥ンガー引張り荷重獄験結果

商品名

セフ子ィNハンガー(ワイヤ極02.5-1，5)
Satety N hanger (Wire diam O2.5-' .5) 

o11 

n 

セフティ円ハンガー(ワイヤ橿030)
Safety A hanger (Wire diam O3.0) 

o14.5 o9 

11  n 
MFJ¥ンガ

結果

7イヤ破断

ワイヤ破断

静止荷重時.従来のハンガーに比べ20%以上強度Y'Yプしました。

I 23.8 I U o6.5 
29 

チューブハンガーセット 回聞
既霞のハンガーパイプ忽どに取付けるハン

ガーセットです。フックとワイヤの接合部が

回転する構造芯ので荷重によるワイヤのよ

じれが発生しません。

ワイヤのみの取替えD'可能です。

材質・ステンレス

仕上.フック:J~レル研磨

(チューブハンガーセット25/19)

フック:シヨットプラスト

〔ダブルチューブハンガーセット25)

サイズ・日7 L92 

(チューブハンガーセット25)

07 L85 

(チューブハンガーセット19)

06 L82 

(ダブルチューブハンガーセット25)

ワイヤ径v回3.0・O2.5・O2.0・01.5

ワイヤ長さ/ 1 .0m~5.0m (O.5mピッチ)

※写真のパイプは商畠ではありません。

Hanger 5et for hanger pipe 
Tube hanger set 25， Tube hanger se! 19， 
Oouble lube hanger se! 25 

This is the hanger set lor connecting 10 
lhe existing hanger pipes. The wire is not 
twisted by load beC8use the ro181ion 
mechanism is employed al lhe joinl 01 lhe 
hook and the wire. The wire is replace-
able 

[Material] Stainless steel 
[Finish] Hook : Barrel polish (Tube hang-
er se! 25/19) Hook : Shot blasting (Dou-
ble tube hanger se! 25) 
[Size] O7 L92 (Tube hanger se! 25)， O7 
L85 (Tube hanger se! 19)， O6 L82 (Oou-
ble !ube hanger se! 25) 
[Accessory] Safety N Hanger set and 
Safety R Hanger set wi!h ball shank 
Wire diam 1 O3.0・O2.5・O2.0・O1.5
Wire leng!h 11.0-5.0 (0.5m Unit) 

長Thepipe of theがlOtographis no! product 

チューゴ1¥:;1:1ーセット25 チューゴハンガーセット19
Tube hanger set 25 Tube同時 erset 1日

45 7 
「一一一in

ダブルチューゴハンガーセット25
Double tube hanger S8t 25 

JL「

'" <xl 
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展示/展示用晶・金具 IExhibitions / Displays 0 Accessories 

額縁用金具 I Frame Clips 

NT-FHT-125/90 170 1 S70 1 S50 

ファームヒートン

ファーム (firm)とは、英語で「しっかりした、

堅固なjという意昧です。従来のヒ一トンに

比べて、材質、構造、耐久性ともに優れてい

ます。同時開発されたファームフックとの合

性はもちろんのことコレダーラインのハン

ガーにもフィッ卜するよう環部の形状が工夫

されています。

材質・ステンレス

推奨荷量・ 150kg(125)

1 OOkg (90) 

50kg(70) 

30kg(870) 

lOkg(850) 

サイズ・ 125x36mm ( 1 25) 

90X30rnrn(90) 

70x20rnrn(70) 

70X10rnrn(870) 

50x10rnrn(850) 

※販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(125) (90)ステン木ネジ丸皿 301mm

(70) ステン木ネジ丸皿 207mm

(870) ステン木ネジ丸 207mm 

(850) ステン木ネジ丸 204mm 

NT-FHT-W125 

ファームヒートンダブル

2つのハンガーがセットできる重量物用ヒ

ートンです。ハンガーの引っ掛ける部分が3

箇所あり、中央の凹みのみでシングルでの

使用も可能です。

材質・ステンレス

サイズ・125x36mm

高販売単位/1{園、ネジ別途

推奨ネジ径

(W125)ステン木ネジ丸皿 301mm

NT-ASP 

AS耐震金具

I Exhibitions 1 Displays . Accessories 
15 I 

D-rings 
(NT-FHT-125/90 170 1 S70 1 S50) 
D-rings are super旧 rin their materialo 

structure and durability compared with 
丁目ditionalD-rings. The ring on the D 
rings were developed and designed to lit 
Firm Hookso as well as Koreder Line 
hangers 

[Material] Stainless steel 
[Recommended load] 
150kg (FHT-125) 
100 kg (FHT-90) 
50 kg (FHT-70) 
30 kg (FHT-S70) 
10 kg (FHT-S50) 
[Size] 
125 x 36mm (FHT-125) 
90 x 30mm (FHT-90) 
70 x 20mm (FHT-70) 
70 x 10mm (FHT-S70) 
50 x 10mm (FHT-S50) 
ーSaleunit per pieceo No screws 
Recommended screws diameter 
(125) (90) Oval head wood screw 3.1 mm  
(70) Oval head wood screw 2.7mm 
(S70) Round head wood screw 2.7mm 
(S50) Round head wood screw 2.4mm  

Double D・nng
(NT-HT-W125) 
Double D-ring is lor the heavy duty allow-
ing 2 hangers 10 hook togelher. It has 3 
pilS to hook hangers， and just by using 
lhe middle pit you can use lor a single 

hanger too 

[Material] 8tainless steel 
[Size] 125 x 36mm 
*Sales unit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(W125) Oval head wood screw 3.1 mm  

b 
，......，.....， 
「「

、〆 |
a=O4.2 b=O8 

b 
「王「
「「

¥/  
125 : a=O4.8 b=O8.5 
90 : a=O4.8 b=O8 
70: a=O3.7 b=O7.5 

C 
「一一寸

| 

870・c=O3.2
850: c=O2.7 

-シングルでの使用時

FHT-S70 

.ダブルでの使用時

絵画作昂を地震から守るために新たに開発

された補助金具です。ワイヤ吊り方式の弱

点として、地震発生時のワイヤの断線が心

配されますが、多くの場合、これは横揺れに

よる壁と作晶、もしくは作晶同士の衝突に原

因があります。額縁の下部に取り付け、揺れ

を防止する (Anti-8wing)だけの簡単な仕

組みですが、効果は絶大です。また、盗難防

止としての効果もあります。

材質・スチール、クロームメッキ仕上

サイズ・W33xH20rnrn

※販売単位/1個{ネジ、ピン付)

L半
b ，......，.....， 

「「

、/
a=O3.2 b=O4.5 

回

FHT-S50 

回

t!1 
Folding bell hangers (NT-A8P) 

These hangers were newly developed to 
prolect your artworks from earthquakes 
In case 01 an earthquake， a wire hanger 
may break when a display article hits the 
wall or other items. Attach these hangers 
at the botto灯、 01your display Irame to the 
wallo and this simple device will prevenl 
them lrom swinging or lalling during an 
earthquake. They are also effective as a 
theft deterrent 

[Material] Steel， chrome 
[8ize] W33xH20mm 
[Composition]lncludes screws and pins 
場Salesunit per piece with screws and pins 

ファームヒートン/ファームヒ一トンダブル/ヒ一トン

A8耐震金具/アームヒ一トン/T-Clip

D rings 1 D rings Double type 1 D rings 

額倒れ止め金具/T字金具

Folding Bell Hanger 1 Folding 8hipping Braces 1 T-Clips (Folding 8hipping Braces) 

Frame secure clip f.・Clips

NT-CR-21 CR-1 R NT-CRS-1/2 

アームヒートン T-Clip (リンク‘付/リンク‘無)

アームヒートンのアーム部収納時と展開時

Folding shipping braces can be stored or 
expanded 

C 
「一一寸

||  

CR-21 CR-1 R : c=O9 

b 
，......，.....， 
「「

、/

CR・2/CR-1円。a=O3.2b=O6 Folding shipping braces littings attach 10 
wooden crates and are attached with 

アームヒ一トン
screws 

絵画作品を木箱(クレート)に入れて輸送す

る際に作品を箱の中に固定するためのヒー

トンです。 1¥ンガーやフックにも対応できる

吊り環の付いたタイプもあります。

材質.真鎗

推奨荷量・吊環30kg

アーム5kgl個所(CR・2)

アーム5kgl個所(CR-1R) 

サイズ・102x20lll1 (アーム出時102x100圃)

(CR-2) 

102x30lll1(アーム出時102x105圃)

(CR-1 R)吊り環付

接販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(CR-2) (CR-1 R)ステン木ネジ丸皿 207mm

NT-GTC 

額倒れ止めクリップ

Folding shipping braces 
(NT-CR-2 1 CR-1 R ) 

Folding shipping braces littings are used 
to attach artwork inside wooden crates 
lor transportation. There is also a model 
with a stat旧間町 ringto accommodate 
hangers and hooks. 

[Material] Brass 
[Recommended load] 8tationary ring 
30kg 
Arm 5kg 1 Place (CR-2) 
Arm 5kg 1 Place (CR・1R)
[Size] 
102x20mm 
(When arm extended 102x100mm)(CR-2) 
102x30mm 
(When arm extended 102x105mm)(CR-1R) 
骨 Salesunit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(CR-2) (CR-1 R) 
Oval head wood screw 2.7mm 

'到
ネジ穴03.2

額側または壁側に取付けて白、5ワイヤをクリップ部分に引っ掛ければ額の前倒れが修正でをます。
Hooking the刷 reon the clip can adjust how far 10附 'ardthe frame w川hangafter the clip is a口achedto the 
frame or the wall 

ワイヤセットで吊られた額の前倒れを抑え

ます。額の裏側、壁側の両方に取付けること

が可能です。

材質・ステンレス

カラー・研磨

サイズ・W12xH32xD4

霊墨・3g

付属・トラス頭タッピングピス#3x10

2本付

オプション・スリムピス(P19参照)

※販売単位/50個

Frarr、esecure clip 
(NT.GTC) 

This clip can prevenl the Irame Irom lall 
ing 10内閣rdwhen it is hung with a wire 
set. The product can be attached to lhe 
back 01 lhe Irame or the wall 

[Material] S柏inlesssteel 
[Color] Blasting 
[Size] W12xH32xD4 
[Weight]3g 
[Accessory] Mushroom head tapping 
screw #3x1 0 (two sets) 
[Option] Slim screw (Check page is 19pa・

ges) 
笹8alesunit 50 pieces 

C円8-1(リング付)

C 
「一一寸

| |  

CR8-1 1 CR8-2 : c=O7 

b ，......，.....， 
「「

¥/  
CR8-1 1 CR8-2 : a=O4 b=O6.5 

T-Clip(リング付/リング無)

輸送時の木枠へ取付ける折畳み式アームと

展示用のDリングが一体になったヒートンで

す。アームのみのタイプ(りング無し NT-

CR8-2)と展示用Dリングが 体なったタ

イプ(リング付。NT-CR8-1)の2タイプがあ

ります。

材質.ステンレス

カラー・バレル研磨

サイズ・W19xHllO(95)x(アーム出時69胴)

(NT-CR8-1リング付)

W19xH90x(アーム出時69圃)

(NT-CR8-2:リング無し)

重量・51g (NT-CR8-1 ) 

46g (NT-CR8-2) 

※販売単位/1個、ネジ引途

推奨ネジ径

(CR8・1)(CR8-2)ステン木ネジ丸皿207mm

NT-TP-55 145 

T字金具

額の裏面に取り付け、壁画に木ネジでとめ

るT字型の金具です。作晶を壁画にぴったり

と固定するととができ、白塗装をほどとして

いるので目立ちません。長穴式なので高さ

の微調整が可能です。

材質.真鎗白焼付塗装

サイズ・W55xH32.5mm

W45xH27.5mm 

長穴・3.0xlOrnrn

※販売単位/1個、ネジ別途(専用ネジ

P19参照)

C円5・2(りンク無)

アーム在聞いた状態

T-Clip (with ring and without ring) 
(NT-CRS-1 1 2) 

回

Hilon combined wilh a lolding arm to al-
阻chartwork inside a wooden crate lor 
transpo口ationand wilh the D ring lor dis-
play. There are lwo different types 01 Hi 
tons: one is the arm type (NT-CRS-2: with 
no ring): the other type is combined with 
the D ring lor display (NT-CR8-1: with 
ring) 

[Material] Stainless steel 
[Color] Barrel polish 
[Size] W19xH110(95)x(When arm exten-
ded 69mm) 
(NT-CRS-1: with ring) 
W19xH90x(When arm extended 69mm) 
(NT-CRS-2: with no ring) 
[Weight] 51 g(NT-CRS-1)， 46g(NT-CRS-2) 
'Sales unit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(CRS・l)(CRS・2)
Oval head wood screw 2.7mm 

t!1 

「一一寸

二工二亡
a=O3.2 b=O6 c=O3 L 10 

T・clip(NT-TP-55 145) 

These T-shaped clips are attached 10 the 
back 01 a Irame and enable you to set it 
closely on a wall surface wilh wood 
screws. The white coating will hide the 
clips il they are on a white background 
Oblong openings lel you adjust the 
height 

[Material] White painted brass 
[Size] W55 x H32.5mm 1 W45 x H27.5mm 
[Screw opening] 3.0 x 10mm 
骨Salesunit per piece， No screws (Check 
page is 19pages 

Frame CliDS I 
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展示/展示用品・金具

壁面用金具

NT-FHO-1 00 170 1 55 

ファームフック

Exhibitions / Displays -Accessories 

Wall Clips 

ファームフック/ファームフックストッパー

ファームフックボルト式/受け金具

ファ ムフック.MF/連結フック

回
NT-FHO-B85-25/35・NT-FHO-B65-20130 

ファームフック・ボルト式 四
ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピク

チャーレールのついていないロビーやホー

ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフッ

クです。長穴を用いて仮止めができるので、

壁に複数の穴を聞けることなく高さの微調

整をすることができます。壁の材質として

は石こうポ ドを除く木やコンクり卜等に

適しています。

材質・ステンレス

推鯛重・150kg(100)

100kg(70) 

50kg(55) 

ザイズ・100x35mm(100) 

70x3011ll(70) 

55x2011ll(55) 

※販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(100) (70)ステンタッピンクトラス 4.0mm

ステン木ネジ丸皿 3.1mm 

(55) ステンタッピンクトラス 3.5mm

ステン木ネジ丸皿 2.7mm 

NT-FHO・100S1 70S 155S 

ファームフックストッJ¥ー

Wall Hooks (NT-FHO-100 170 155) 

Wall Hooks are ideal lor hanging oveト

sized displays without using wires. They 
are also used on lobby or hall walls that 
do not have Picture Rails installed. Ob-
long openings let you adjust the screws 
and heights 01 your display articles with-
out drilling unwanted holes on the walls 
The Wall Hooks can be used on walls 
made Irom wood or concrete. but not 
plasterboard 

[Material[ Stainless steel 
[Recommended load， size] 
NT-FHO-1 00 1 150kg， 100 x 35mm 
NT-FHO-70 1100kg， 70 x 30mm 
NT-FHO-55/50kg， 55 x 20mm 
骨 SalesUnit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(100) (70) 
Tapping truss head sc陪 w4.0mm，
Oval head wood screw 3.1 mm  
(55) 
Tapping truss head screw 3.5mm， 
Oval head wood screw 2.7mm 

-ー

・..-ョ

‘~ 
FHO-558 

ファ ムフックの先端に取付けてヒ トン等 Security Stoppers 
(NT-FHO-100S 1 70S 1 55S) 

の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、
地震発生時の作昂の脱落を防ぎます This product is lastened on the tip 01 a 

。 WallHook to keep D rinng Irom lalling off 
the hook. This白 nalso prevent the work 
Irom lalling in the event 01 an earthquake 

材質.裏鎗/ニッケルメッキ

サイズ・O20x内径ゆ8.2x厚さ自棚(1008)

世16x内径O6.2x厚さ6l1li1(708)

ゆ12x内径ゅ5.4x厚さ6l1li1(558)

端販売単位/1個

NT-FHO-120-20 130 

ファームフック

[Material[ Brass 1 Nickel plate 
[Size] 
o20 x Inside diameter o8.2 x T8mm(1 OOS) 
o16 x Inside diameter o6.2 x T6mm(708) 
o12 x Inside diameter o5.4 x T6mm(55S) 
骨 SalesUnit per piece 

b 
「τ「
「「

、/

100 : a=04.2 b=08.5 
70 : a=04.1 b=08.5 
55: a=03.7 b=07 

C 
「一一寸
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100 : c=04.2 L=22 
70: c=04.1 L=19 
55 : c=03.6 L= 18 

FHO-70 
FHO-BB5-25 FHO-BB5-35 

b 
「弓一寸
「「

、/

B85-25 135 : a=05.5 b=09 
B65-20 130・a=05.5b=09 

C 
「一一寸

| | 

B85-25 1 35 : c=05.5 L= 15 
B65-20 1 30 : c=05.5 L= 12 

FHO-100 

J!1 FHO・55

DS-HB-15 

専用ドライバー
Customized Driver 

L143mm 

Wall Hooks 1 Security Stoppers 

Wall Hooks with Bolt岳Stoppers

Wall Hook MF 1 Adjustable 0行setHook 

FHO-B65-20 FHO-B65-30 

ト自
FHO-100 

は旦_j I 35 I 
FHO-BB5-25 FHO-BB5-35 FHO-70 FHO-55 

C 
「一一「

| | 

120-30 : c=04.5 L=24 
120-20 : c=04.5 L=24 

回
N下FHO-MF

ファームフック・MF

ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピク

チャーレールのついてい砿いロビーやホー

ル等の壁面に絵画作局を掛けるためのフッ

クです。長穴を用いて仮止めができるので、

壁に複数の穴を開けることなく高さの微調

整をすることができます。壁の材質として

は右こうボードを除く木やコンクリ卜等に

適しています。

材 質・ステンレス/ショットプラスト仕上

推奨荷重・150kg(20)

100kg(30) 

サイズ・120x35x奥行2Dmm(2D)

120x35x奥行30珊 (30)

揺販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(20) (30)ステンタッピングトラス4.01111

NT-FHO-120-30S 120S 

ファームフックストッJ¥ー

Wall Hooks (NT-FHO-120-20 130) 

Wall Hooks are ideal lor hanging oveト
sized displays without using wires. They 
are also used on lobby or hall w副Isthat 
do not have Picture Rails installed. Ob 
long openings let you adjust the screws 
and heights 01 your display a巾cleswith-
out drilling unwanted holes on the walls 
The Wall Hooks can be used on walls 
made from wood or concrete， but not 
plasterboard 

[Material[ Stainless steell Shot brast finish 
[Recommended load， size] 
NT-FHO-120-20 1 150kg， 120 x 35 x D20mm 
NT-FHO-120・301100kg， 120 x 35 x D30mm 
・SalesUnit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(20) (30) Tapping truss head screw 4.0胴

一 .. 
308 

ファームフックの先端に取付けてヒートン等

の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、

地震発生時の作昂の脱落を防ぎます。

材質・真鎗/ニッケルメッキ

サイズ・O14x内径世8.2xL40mm(308) 

O14x内径ゆ8.2xL30mm(208) 

接販売単位/1個

I Exhibit旧ns1 Displays . Accessories 
17 I 

締付けネジM3
208 

Security Stoppers 
(NT-FHO-100S 1 70S 1 55S) 

This product is lastened on the tip 01 a 
Wall Hooks to keep Hitons Irom lalling off 
the hook. This can also prevent the work 
lrom lalling in the event 01 an earthquake 

[Material[ Brass 1 Nickel plate 
[Size] 
o14 x Inside diameter o8.2 x L40mm(30S) 
o14 x Inside diameter o8.2 x L30mm(20S) 
傍SalesUnit per piece 

b ファムフック
，-----，，------， ストッパー
「「

、 /

a=05.5 b=08.5 

120-20 

前後・左右・上下の調整機能の他に地震など

による脱落や盗難防止機能をあわせ持った

多機能なフックです。作品を取付けた状態

で展示位置の調整が可能です。また、調整

時にフックを最大に伸ばしても外れない安

全な構造になっています。

ベ ス側シャフトりングを外せば連結フック

として他のファームフックに利用できます。

.盗難防止オプションとしてファームフック

ストッパー (NT-FHO-55S)もご利用で

きます。

材質・ステンレス

推奨荷重・50kg

力ラー・ビーズプラスト

サイズ・W25xH108-128xD16

重量・91g

※販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

ステン木ネジ丸皿 4.1mm

J!1 
120-30 
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FHO-B65-20 FHO-B65-30 

回聞

Wall Hook MF (NT-FHO-MF) 

This product has multiple lunctions such 
as securing items to prevent damage in 
an earthquake and being a theft deterrent 
In addit旧n，it is adjustable - back and 
lorth. right and left. and up and down 
Also， the display position is adjustable 
during exhibition and the sale mechanism 
is employed， even when the hook is max卜

打、allyextended during adjusting. 
By removing the shaft ring on the base. 
this product can be used with other lirm 
hooks as a joint hook. 

・Thesecurity stoppers (NT-FHO-55S) is 
also available as a theft deterrent 

[Material] Stainless steel 
[Recommended load] 50kg 
[Color] Bead blasting 
[Size] W25(30)xH 1 08-128xD 16 
[Weight] 91 9 
[Option]Security stoppers 
・SalesUnit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
Oval head wood screw 4.1 mm  

フック部がボルト状に加工され、六角ナット

で高さ調整が可能です。また、盗難防止機

能も兼ね備えています。

材質・ステンレス

推奨荷重・70kg(885)， 50kg (865) 

力ラー・ビーズプラスト

サイズ・W30xH85xD25o8 (885・25)

W30xH85xD35 O8 (885-35) 

W26xH65xD20白6(865・20)

W26xH65xD30由6(865-30)

重量・77g(885-25) 

81g(885・35)

44g (865-20) 

46g(865・30)

付属・M8ナット2個付(885)

M6ナット2個付(865)

※販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(885-25) (885-35) (865-20) (865-30) 

ステン木ネジ丸皿 4.1mm 

ステンタッピンクトラス 5.0mm 

NT-FHO-B85U・NT-FHO-B65U 

ファームフック・ボルト式受け金具

885U 
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NT-FHO-JH 

連結フック

申も

ファームフック使用時に、裏面がフラットで

芯いなど、特殊な形状の作昂を吊るす際に

用いる連結用のフックです。作品を吊った

状態でネジをまわすととができるので、高

さの微調整ができます。

材質・真鎗/ステンレス

推奨荷量・50kg

サイズ・線径5x16x(有効全長78-93mm)

滞販売単位/1個

Wall Hooks (Bolt type) 
NT-FHO-BB5-25 1 35φNT-FHO-B65-20 130 

The hook is processed into bolt lorm. The 
height is adjustable by using a hexagon 
nut. This product will deter theft 

[Material] Stainless steel 
[Recommended load] 70kg (B5). 50kg (865) 
[Color] Bead blasting 
[Size] 
W30_H85_D25 o8 (NT-FHO-B85-25) 
W30_H85_D35 o8 (NT-FHO-B85-35) 
W26_H65_D20 o6 (NT-FHO-B65-20) 
W26_H65_D30 o6 (NT-FHO-B65-30) 
[Weight] 
77g (NT-FHO・B85-25)
81 g (NT-FHO・B85-35)
44g (NT-FHO-B65-20) 
46g (NT-FHO-B65-30) 
[Accessories] 
2 M8 nuts (NT-FHO-B85) 
2 M6 nuts (NT-FHO-B65) 
骨SalesUnit per piece， NO screws 
Recommended screws diameter 
(B85-25) (B85-35) (B65-20) (B65-30) 
Oval head wood screw 4.1 mm， 

Tapping truss head screw 5.0mm 

J!1 
ファームフック・ボルト式にヒートンを取付

ける場合、六角ナットに受け金具を挟んで使

用します。

材質・ステンレス

諜販売単位/1個

Wall Hooks (Bolt type) bracket 
N下FHO-B85U'NT-FHO-B65U 
When attach aring to a lirm hooks (Bolt 
type)， This is used lor a nut across the 
bracket 

[Material] Stainless steel 
・SalesUnit per piece 

回聞

Adjustable Off Set Hook (NT・FHO・JH)

This product is used to hang uniquely 
shaped works， like ones whose back 
doesn't lie Ilat， on the Wall Hook. You can 
adjust the height 01 the hanging works by 
turmng a screw 

[Material] Brass 1 Stainless steel 
[Recommended load] 50kg 
[Size] 5x16x(Eftective length78同 93mm)
・SalesUnit per piece 

Wall Clios I 
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展示/展示用晶・金具 IExhibitions / Displays . Accessories 

収蔵庫用金具 I Storage Rack Hangers 

展示補助用品 I Display Aids 

ファームフラケット/アートフック I Wall Brackets / Security Floreat 

タッピングネジ/アートフック用ピンスリムピス/取付ネジ I Tapping screws / Pins lor Security Floreat / Slim Screws / Screws 

ラックハンガー/ラックハンガー揺れ止め I Storage Hooks / Wobble Stopper for Hanger Rack 

ごヱロ:ケット 目 231rcSIW7051130mm  

60 

100 

NT-AH-103S / 101S 

アートフック 回聞

1018 

1038 

ステンレスのピンまたはスりムピスを用い

て壁画に取付け、額に付けられた組や金具

を引っ掛けて使用します。従来昂に比べて

数倍の強度があり、ストッlて によって作品

の脱落を防止します。ピンは特殊仕様で、引

抜き時の損傷を防ぐ工夫をしています。

材質・ステンレス、真鎗{ピン頭部)

推奨荷重・20kg(1038)

6kg(1018)木壁取付時

サイズ・45X42mm(1038) 

lOx32mm (1018) 

接販売単位/1個

(スリムピスL=27冊、ピンL=33mm)付

NT-SS-36/24/16 

スリムピス

スりムビス使用時

「一一寸

||  

c=O2.3 

5ecurity Floreat (NT-AH-1 035/1015) 
Security Floreat is to lix by tapping stain 
less steel pins or slim-screws to the wall 
You can hang Irames with wires or clips 
that come together with displays. These 
hooks are several times stronger than 
conventional hooks. It prevents your 
valuable works Irom dropping. The pins 
are specially designed to mini打、izedam・

age on the wall when they are to be re 
moved 

[Material] Stainless steel. Brass (Pin head) 
[Recommended load， size) (On wooden 
wall) 
20kg， 45 x 42mm (NT-AH-1 035) 
6kg， 10 x 32mm (NT-AH-1015) 
骨 5alesUnit per piece with 51im 5crews 
(L27mm) and Pins (L33mm) 

多目的に使える細くて丈夫なステンレス製

のピスです。壁の傷跡を最小限に抑えると

とができます。

材質・ステンレス

サイズ・2.0x36mm(36) 230本入り

2.0x32mm (32) 250本入り

2.0x27mm (27) 31 0本入り

2.0x24mm (24) 370本入り

2.0x19mm(19)480本入り

2.0x 16mm (16) 540本入り
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5lim-5crews (NT-5S-36 / 24 / 16) 

This screw is a slim but strong screw lor 
various applicat旧n5.It minimizes marks 
on the wall 

[Material) Stainless Steel 
[Size) 
2.0 x 36mm(36). 2.0 x 32mm(32) 
2.0 x 27mm(27)， 2.0 x 24mm(24) 
2.0 x 19mm(19)， 2.0 x 16mm(16) 
[Composition) 
230 screws (36)， 250 screws (32) 
310 screws (27)， 370 screws (24) 
480 screws (19)， 540 screws (16) 

重量のある大型作品の展示をより安全にサ

ポートします。

材 質・ステンレス/ショットプラスト仕上

推奨荷重・150kg(60)

100kg(100) 

サイズ・80xlOOx60mm4t(60) 

80x 100x 1 OOr町r4t(100)

※販売単位/1個、ネジ別途

推奨ネジ径

(60) (100)ステンタッピングピス皿 4.0mm

b 
~ 
「「

¥/  

a=O4.5 b=O8.5 

NT-TPN 

タッピンク‘ネジ

Wall Bracket (NT-FBR・60パ00)

Wall Bracket is ideal lor hanging heavy 

weight and large size displays 

[Material) 
5tainless steel / 5hot brast linish 
[Recommended load， size) 
NT-FBR-60 / 150kg， 80x1 00x60mm 4t 
NT-FBR-1 00/ 100kg， 80x1 00x1 OOmm 4t 
.5ales Unit per piece， No screws 
Recommended screws diameter 
(60) (100)円athead tapping screw 4.0mm 

T字金具を壁にとめるためのネジです。ワッ

シャ→すなので、金具の表面を傷つけません。

材 質・スチール白塗装・塩ピワッシャー付

サイズ・O3x25/20/16/12mm

斑販売単位/144本(25/20)

288本(16/12)

額縁用の木ねじもご用意しております。

詳細は価格表をご覧ください。

NT-AH-PIN 

アートフック用ピン

Tapping Screws ( NT-TPN ) 

Use these screws to set a Irame's T-clips 
onto a wall. They come with washers and 
will not damage clip surfaces 

[Material) 
White painted steel with vinyl washers 
[Size) 3 diameterx12 / 16/20/ 25mm 
・5alesunit per 144 screws (25， 20mm)， 
288 screws (16. 12mm) 
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材質・ステンレス/真鎗(ピン頭部)

サイズ・O1.6x33mm(ピン全長)

※100本入

取付ネジ
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Pins lor Security Floreat (NT-AH-PIN) 

[Material) 
5tainless steel / Brass (pin head) 
[Size] o1.6x33mm 
骨100pins included 

吻陶噂 吻輸ο
タッピンク。トラス
Taooinロ甘usshead screw 

ヲッピンク皿 .. -
Tapping f凶thead screw 
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Oval head wood screw 

材質・ステンレス

サイズ・ステンタッピンク・トラス

5X25/5X20/4X25/4X201 

3.5X25/3.5X20 

ステンタッピング・皿:

4X25/4X20/3.5X25/3.5X20 

ステン木ネジ・丸 :

2.7X13/2.4X13 

ステン木ネジ・到皿 :

4.1 X20/3. 1 X20/3. 1 X 1 61 

2.7X16/2.7X13 

※1.000本入

[Material] 5tainless steel 
[5ize] 
Tapping truss head screw : 
5x25 / 5x20 / 4x25 / 4x20 / 3.5x25 / 3.5x20 
円athead tapping screw : 
4x25 / 4x20 / 3.5 x 25 / 3.5x20 
Round head wood screw : 
2. 7x13 / 2.4x13 
Oval head wood screw : 
4.1x20 / 3.1x20/ 3.1x16 / 2.7x16/ 2.7x13 
叶，000screws included 

日 日 日

t " :''/ • 
NT-RH-130L 

'到
NT-RH-65 

※NT-円H-130165はラッヲハンガー揺れ止め対応商品です。

絵画作品を収蔵庫の絵画ラックに働ける際

に用いる専用のハンガーです。ラックの網

目の大小や形状にあわ世て数種類のパリ工

ションがあり、ストッパ 付のSタイプは、

地震時の脱落を防ぐ効果があります。

材質・ステンレス (140W8:-郡真鎗)

推奨荷量・50kg(140W8パ80811308/708/

130/65) 

8kg (130L811 30L) 

サイズ・線径5140x35x26聞 (140W8)

線径5180x311111(1808)

線径5130x311111(130S)

線径5 70x31 1111(708) 

線径5130x311111(130)

線径5 65x31 1111(65) 

線径51 30x591111 (130LS) 

線径51 30x571111 (130L) 

接販売単位/1個

5torage Hooks 
(N下RH-140W8/1808/1308ワ08/130/65/130LS/130L)

These Storage hooks are lor hanging a同
work on collection racks. Choose Irom 
our selection 01 different sizes and shapes 
01 hangers according to your rack type 
The S-type hanger has a stopper that will 
prevent your valuable artwork lrom drop 
ping in case 01 an earthquake 

[Material] Stainless steel 
[Recommended load) 
50kg (140WS /1808/1308/708パ30/65)
8kg (130L8 / 130L) 
[5ize]length:140(140W5) /180(1805) / 
130(1305) / 70(708) / 130(130) /65(65) / 
130(130L8) / 130(130L)mm， 
thickness : 5mm 
骨5alesUnit per piece 

NT-RH-G 

ラックハンガー揺れ止め

ラックに揺れ止めを取付け、ラッヲハンガーを引っ掛
けて使用します。

The wobble stopper is used by hooking the stor 
age hook to it after the wobble stopper is placed 
on the collection rack 

絵画作昂用ラックに取付けるラックハンガ

ーの揺れを防ぐパーツです。また、収納時に

額の下側のラックに当たる部分に取付けれ

l<fl衝撃も吸収します。

対応ハンガー :NT・RH・130/65

材質・シリコンゴム

サイズ・回19 Ll9 

重 量 ・5g

※販売単位/1個

Wobble 8topper for Hanger Rack 
(NT-RH-G) 

By placing the wobble stopper on the a円
work collection rack. it prevents the stor-
age hook Irom wobbling. Also， it can be 
placed on the lower part 01 the Irame to 
absorb shocks il the frame is hit. thus pre-
venting damage to the artwork during 
storage 
The hangers which supports 
NT-RH-130 / 65 
[Material) 8i1icon rubber 
[8ize] O19 L 19 
[Weight]5g 
.5ales Unit per piece 

Storage Rack Hangers . Display Aids I 
I 20 



展示/展示用晶・金具

収蔵庫用金具
展示補助用品

Exhibitions / Displays . Accessories 

Storage Rack Hangers 

Display Aids 

卦算(けさん)/卦算カパー

アクυルJ¥ーツ/鉛玉ウ工イ卜

角吊棒/チタン吊棒/矢筈/8力ン

Display Pape附 eights1 Display Paperweight Holders 

Acrylic Holders 1 Shot Pellets 

Square.headed Hanging Rods (adjustable height) 1 Titanium Hanging Lines 1 Hanging Scroll Poles 1 S.hook 

SN-VZ-1 

矢筈(やはす)

NT -KSC-50 (30) 

卦算(けさん)カバー

NT-TBT-150 11 00 

チタン吊棒[ワンタッチ式]

NT-KS-40 130 120 1 KSH.40 130 120 13040 13030 13020 

卦算(けさん) 回 回
NT-TBK-120 1100/65 

角吊棒[ネジ式]

卦算の浮き上がりを抑え、展示中の微妙芯

ズレを防止します。

材質・アクリル樹指

サイズ・79x1 5x 12mm (50mm幅用)

59x 15X 12mm (30mm帽用)

※販売単位/1個

Display Paperweight Holders ( NT-KSC ) 

This item attaches the display paper-
weights to the display stand so they don't 
move， and it prevents exhibits from over 
lapping 

Display Paperweight 
(NT-KS-40 130 120 1 KSH-40 130 120 1 
3040 1 3030 13020) 

This can be used to hold and display artト
cles that are rolled up such as scrolls and 
ancient letters 

主に巻物や手紙等、口 ル状の作品を押え

て展示9る際に使用しま言。 掛け軸の展示の際に使用します。

材質・黒竹、スチール

サイズ・長さ1.000mm

IMaterial] Acrylic resin 
ISize] 
79 x 15 x 12mm (10mm thickness use) 
59 x 15 x 12mm (8mm thickness use) 
'Sales Unit per piece 

材質・フロートガラス(KS)

高透過ガラス(KSH)

サイズ・400x50xlQ嗣

(K8-40/K8H-40) 

300x50xlQ闇

(KS-30/KSH-30) 

200x50xlQ珊

(KS-20/KSH-20) 

400x30x8胴

(KSH-3040) 

300x30X8mJ1 

(K8H・3030)

200X30X8胴

(K8H-3020) 

※販売単位/1本

Ol J~ 司]巳
Hanging Scroll Pole (SN但 ー1)

This is used when adding or removing 
hanging scrolls lrom their hangers 

[Material) 
Float glass (KS) 
Supervis旧nglass (KSH) 
[Size] 
400 x 50 x 10mm (KS-40 1 KSH-40) 
300 x 50 x 10mm (KS-30 1 KSH-30) 
200 x 50 x 10mm (KS-20 1 KSH-20) 
400 x 30 x 8mm (KSH-3040) 
300 x 30 x 8mm (KSH-3030) 
200 x 30 x 8mm (KSH-3020) 
坐SalesUnit per piece 

IMater旧円 Blackbamboo， Steel 
ISize] Length : 1，000mm KSH 

NC.SSH.48 140/30 123/20 116/12 

S力ン 回

NT.AO-L1 F 1 AI B 1 C 

アクリルJ¥ーツ

NT.PB.20 115 

鉛玉ウエイト
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主に掛け軸芯どを吊るすときに使用します。

角線の穴の部分に掛才金具刷宣置をあわせ、

ネジで固定します。

材質・真鏑/ニッケルメツキ

推奨荷重・10kg

サイズ・5x5x全長1，2471D111 (TBK-120) 

5X5X全長1，047mm (T8K-100) 

5x5x全畏697帽 (TBK-65)

穴 径.W9XH22mm

移動ピッチ・21mm 

線材はチタン製で耐久性に優れています。

掛け金具の突起部を押して高さ調整ができ、

任意の位置で止める乙とができますロ

散弾銃の弾丸として使われている高比重の

鉛の玉です。壷や花瓶芯ど不安定芯形状の

作品の 闘聞こ入れて作思の倒壊を防辻します。

材 質・鉛

サイズ・O2.0x10kg(20)

ゆ1.5x10kg(l5)

Shot pellets (NT -PB-20 115) 

These pellets are for a scattergun. These 
are put at the bottom of pots or vases to 
prevent them lrom tippin日Qver

材 質・チタン、要部ステンレス

推奨荷重・15kg

サイズ・目2x全長1，520mm (TBT-150) 

1 ，020mm (TBT-1 00) 

穴径W8.5xHl5mm

Titanium Hanging Line (NT-TB'η 

The line is made 01 titanium and excels in 
durability. Pressing the button on the clip 
lets you adjust the hei日htand set it lor 
the posit旧nyou like 

ノ/ 
〆

Fコ円

さまざまな大きさがありますので、作品の

サイズや重量にあわせてお選びください。

材質・ステンレス

推奨荷重・7kg(4B)/6kg(40)

3kg (30) /2kg (23) /2kg (20) 

1 kg( 16) /0.5kg (12) 

サイズ・線径4.8xL43.4mm(4B) 

線径4.0xL36.2mm(40) 

線径3.0xL30.4mm(30) 

線径2.3XL22.6mm(23) 

線径2.0XL19【)mm(20)

線径1.6XL14.2町Im(16)

線径1.2XL 1 0.6mm (12) 

S-hook 
(NC-SSH-48/40 130 123/20 116/12) 

Choose from Dur selection for your work's 
size and weight 

A 

Ac町licHolder (NT-AO-L 1 F 1 A 1 B 1 C) 

These are auxiliary parts for exhibitions 
that can be used lor var旧usapplications 
and purposes. We can change the size 
and shape in response to requests from 
you 

様々な用途や目的にあわせて考案されたア

クリル製の展示補助パーツです。ご要望に

応じてサイズや形状の変更が可能です。

材質・アクUル(AO-UF)

アクUル/ステンレス(AO-A1B/C)

サイズ・ 3x30x30x20mm(AO・L)

3x20x40m四(AO-F)

1 Ox 1 Ox20m~ (AO-A)押ピツヲイブ

10x10x25問団 (AO-B)押ピツ9イブ

1 Ox 1 Ox25m~ (AO-C)押ピンヲイブ

接販売単位/1個

Square-Headed Hanging Rod 
(Adjustable height) 
(NT一丁目K-1201100 165) 

This is used mostly lor hanging scrolls 
The scroll hangs Irom a hanger on an ad 
lustable rod， which can be modilied with 
screws 

IMater旧円 Stainlesssteel 
IRecommended load[ 
7kg(NC-SSH-48) 1 6kg(NC-SSH-40) 
3kg(NC-SSH-30) 1 2kg(NC-SSH-23) 
2kg(NC-SSH-20) 1 1 kg(NC-SSH-16) 
0.5kg(NC-SSH-12) 
[Size[ 
T4.8 x L43.4mm(NC-SSH-48) 
T4.0 x L36.2mm(NC-SSH-40) 
T3.0 x L30.4mm(NC-SSH.30) 
T2.3 x L22.6mm(NC-SSH-23) 
T2.0 x L 19.0mm(NC-SSH-20) 
T1.6 x L14.2mm(NC-SSH-16) 
T1.2 x L 1 0.6mm(NC-SSH-12) 

[Material] Lead 
[Size] o2.0 x 1 Okg(20)， o1.5 x 10kg(15) 

[Material[ Titanium. stainless steel 
(Recom mandad load[15kg 
[Size) 
Langth : o2 x 1，520 11 ，020mm 
Holes: W8.5 x H15mm 

[Material) 
Ac町licresin(AO-υF) 
Ac町licresin 1 Stainless steel(AO-A1B/C) 
[Size) 
3 x 30 x 30 x 20mm(AO-L) 
3 x 20 x 40mm(AO-F) 
10 x 10 x 20mm(AO-A) pushpin 
10 x 10 x 25mm(AO-B) pushpin 
10 x 10 x 25mm(AO-C) pushpin 
*Sales Unit per piece 

[Material[ Brass 1 Nickel plate 
[Recommended load[10kg 
[Size[ 
5 x 5 x L1，247m m作BK-120)
5 x 5 x L1，047mm(丁目K-100)
5 x 5 x L697mm(TBK-65) 
[Hole diameter] W9 x H22mm 
[Adjustment intarval]21 m m  
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展示/展示用品・金具 IExhibitions / Displays . Accessories 

展示補助用品 I Display Aids 

NT.BT-37 127 

扉風立て

I~ <111 

扉風を安全に島宗するための補助金具です。

作品の厚みに合せて2つのサイズがあります。

材 質・スチール黒焼付塗装・フェルト貼り

サイズ・61x80xH75mm 

(作品厚37mmまで/8T-37)

51 x80xH75mm 

(作晶厚27mmまで/8T-27)

重量・約880g/ケ(8T-37)

約780g/ケ(BT-27)

※販売単位/1個、ピン別途

Folding Screen Stands (NT-BT-37 127) 

These are stands lor displaying a lolding 
screen salely. Two sizes are available lor 
lolding screens with different thicknes 
ses 

[Material) Black coated steel.Felt pasting 
[Size) 
61 x 80 x H75mm (BT-37) 
(Ior screens up to 35mm thick) 
51 x 80 x H75mm (BT-27) 
(Ior screens up to 25mm thick) 
[Weight) 
Approx 880g(BT-37) 
Approx 780g(BT-27) 
骨SalesUnit per piece， No Pins 

NT-FT 

襖立て

自立したかたちで、襖を展示するための専

用金具です。

材質・スチール黒焼付塗装

サイズ・50x470xH250mm

(作昂厚32棚まで)

重量・2.5kg

Sliding Paper Door Stand ( NT-FT) 

These stands let a sliding paper door be 
displayed il detached Irom its sliding 
Ira円、es

[Mater旧1)Black coated steel 
[Size) 50x470叶i250mm
(paper doors up to 32mm thick) 
[Weigh吋2.5kg
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扉風立て/扉風押え/襖立て I Folding Screen Stands 1 Screen Connecting Bracket 1 Sliding Paper Door Stand 

キャプションケース[フラットタイプ][スタンドタイプ][アルミ平付けタイ刀/傾斜ブラケット I Label Holders [Flat) [Vertical) [Aluminum Ilat attachiment) 1 Angle Bracket 

NT -BO-37 1 27 

扉風押え

NT-CCF-150 1130 1101 

キャプションケース[フラットタイプ]

日0.37

日0.27

「一一寸

| 

展示品の横に作品名等を掲出するためのア

クリル製のケースです。虫ピン用の小穴が

あいているので、壁画に簡単に打付けるこ

とができます。

材質・アクリル

サイズ・用紙 150x210mm(150)

130x182mm(130) 

101x148mm(101) 

・どちらのタイプも、ご要望に応じて、サイ

ズの変更が可能です。

c=O3 

壁面に扉風を展示するための補助金具です。

作品の厚みに合せて2つのサイズ力Rあります。

材 質・スチ-)(J黒焼付塗装・フェルト貼り

サイズ・40x46xH40mm

(作品厚37mmまで/BO・37)

40x36xH40mm 

(作品厚27mmまで/BO・27)

※販売単位/1個、ネジ別途

Screen Connecting Bracket 
(NT-BT-37 1 27) 
Screen Connecting Bracket is lor display-
ing screens on the wall surface. T wo dil-
lerent sizes are available according to the 
thickness 01 screens 

[Material) Black coated steel.Felt pasting 
[Size) 
40 x 46 x H40mm (BO-37) 
(Ior screens up to 37mm thick) 
40 x 36 x H40mm (BO-27) 
(Ior screens up to 27mm thick) 
'Sales Unit per piece， No Screws 

スりムピスで直接壁画への取付けが可能な

キャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-

ーCCB)を利用する事で壁画に立体的芯表

示を可能にします。アルミをショットプラス

ト仕上にした高級感のあるシャ ブなキャ

プションケースです。

材 質・アルミ/ショットプラスト仕上げ

サイズ・150x 1 20xt5mm 

用抵:itイ1・150xl15(厚み1.2mmまで)

※ネジ別途

① 

① 

Label Holder [Fla叫
(NT・CCF・150/130/101)

This label holder can display inlormation 
such as title and name next to your art-
work. They are a仕achedto the display 
with small pins 

[Material) Ac町lic陪 sln
[Size) 
Paper size: 150 x 210mm (150) 
Paper size : 130 x 182mm (130) 
Paper size: 101 x 148mm (101) 

'We take custom orde悶 lordifferent sizes 

Caption Case [aluminum Ilat attachment) 
(NT・CCA-150)
This Caption Case is to be lixed direct to 
the wall with slim screws. By using An-
gle-Bracket (NT-CCB) cubic effect is real-
ized on the wall surface. Aluminum 01 
shot-blast linish gives high quality and 
sharp design effect 
[Material) Aluminum 1 Shot brast linish 
[Size) 150 X 120 X 5mm thick 
[Paper size) 150 X 115X (The thickness 
to 1.2mm) 

展示ケース内や台座等の上に置く、スタンド

型のキャプションケースです。

材質・アクリル

サイズ・用紙:150x210mm(150)

130x182mm(130) 

101 x148mm(101) 

Label Holder [Vertical) 
(NT一CCS-1501130 1101) 

This label holder can be placed inside a 
showcase or on a stand 

[Material) Acrylic resin 
[Size) 
Paper size: 150 x 210mm (150) 
Paper size : 130 x 182mm (130) 
Paper size: 101 x 148mm (101) 

・Wetake custom orders lor different sizes 

N下CCB45/30115 

傾斜ブ白ラケット

c 

C 
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45: c=O3.2 
30/15 : c=O1.2 CCB-15 

スりムピスで壁画や床に取付け、キャプシヨ

ンケース (NT-CCA-150)のソケットをホ

ルドするブラケットです。

Angle Bracket (NT-CCS-150) 
This B悶cketis to be lixed to the wall or 
Iloor with the same screws lor Security 
Floreat， and hold the socket 01 Caption 
Case (NT一CCA-150)

材質・ステンレス

サイズ・45・(CCB-45)

30・(CCB-30)
15・(CCB-15)

※ネジ別途

[Material) Stainless steel 
[Size) 
45' (CCB-45) 
30' (CCB・30)
15' (CCB-15) 

CCB-15 CCB-30 CCB45 

DisDlav Aids [ 
I 24 



展示/設営・照明 IExhibitions / Set叩・Lights

展示パネル I Display Panels 

:;;と;;;ル360/120間
キャスターパネル360[3遷]

左右どちらにも折り畳むととができるので

自由度の高い展示レイアウトが可能です。

レイアウトが決まれば機能性の高いキャス

ターで高さ調整やパネルの固定芯ど一連の

作業を短時間で可能にします。また、ベース

部分はパネルを折り畳んだ時にスタッキン

グできるので収納を省力化できます。

展示場でのプライベートゾーンの確保や案

内表示、特設展示など利用度の高い展示パ

ネルです。

材質.合板、スチール、アルミ型材、

展示板クロス

カラー・ホワイト (360W)

アイポリー (3601)

ライトグレー (360G)

サイズ・W1.215(展開寸法3β10)x

H2.200 t34パネル厚み

重量・52kg

付属・ジョイントプレートx1組

CASTER PANEL360 IThree panels type] 
(NT-CP-360) 

This panel can fold to the right or left and 
剖lowsfor a highly Ilexible display and lay-
out. After the layout is decided. high-per 
lormance casters allow lor the adjust-
ment 01 height and setting 01 the panel to 
be done in a short time. In addition. the 
time required lor storage is sho円enedbe-
cause the stand田 nbe stacked when the 
panel is lolded. This is a highly suitable 
panel for ensuring a private zone in the 
exhibition site， in addition to use as an in-

lormation sign and setting up special ex-

hibitions 

[Material] Plywood. Steel. Extruded alu-
打、inum.Exhibition board cloth 
[Color] White(360W). Ivory(3601). Light 
gray(360G) 
[Size] W1210 (extend dimension 
361 O)xH2200 t34(panel thickness) 
[Weight] 52kg 
[Accessory] Joint plate (one set) 

キャスターJ¥ネル120

単体での使用は勿論、連続した直線やし字、

T字のレイアウトも可能です。ペースをパネ

ル内側に配したためL字のレイアウトでもコ

ーナーに隙聞ができません。

材質.合板、スチール、アルミ型材、

展示板クロス

カラー・ホワイト (120W)

アイポリー (1201)

ライトグレー (120G)

サイズ・W1.200xH2.200

t34パネル厚み

重量・21kg

付属・ジョイントプレートx1組

CASTER PANEL (NT-CP-120) 

This panel allows not only lor single use 
but also linear d旧play.L-Iayout and T-Iay 
out. For the L-Iayout. there is no inter-
space between corners because the base 
is inside the panel 

[Material] Plywood. Steel. Extruded alu-
n可inum，Exhibition board cloth 
[Color] White(120W). Ivory(1201). Light 
gray(120G) 
[Size] W1200xH2200 
t34 (panel thickness) 
[Weight] 21 kg 
[Accessory] Joint plate (one set) 

I Exhibitions J Displays . Accessories 
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キャスターパネJレ360[3連1 (NT-CP-360) 

.L字+直線

• 
. 連結方法

-スタッキング時

.L字ジョイン卜 キャスターパネル120(N下CP-120)

-折畳み完了

-スタツキング時

展示パネル用 E胃E
ピクチャーハンギングシステム 1It.. 

ミニDJ¥ンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャ

ーレール専用のハンガー

セットです。

材質.要部ステンレス

推奨荷重・15kg

Mini D Hanger Set 1 m 

This is a Hanger Set for 
exhibition panels' picture 
rails 

[Mater旧1]S阻inlesssteel. 
where needed 
[Recommended load] 15kg 
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展示/設曽・照明 I Exhibitions I Set-up ， Lights 

展示パネル 1 Display Panels 

システムパネル

System 2040 

パウハウスゆかりの地であるドイツのワイマ

ールに本社を置くゲーブフェルト社が開発

したスタイリッシユな展示パネルです。

r2040Jという名前は、パネルの基準高が

2，000刷、厚さが40mmというところ力、ら来

ています。パネルを連結するポールには、前

後に自由に折れ曲がる特殊なヒンジが付い

ており、スムーズ芯操作性が確保されてい

ます。斬新なデザインが目を引きますが、合

理精神あふれるドイツで設計された製品ら

しく、設営から運搬、収納まで、すべての作

業がスムーズに進むようシステマチックに

設計されています。

Systell、Panel5yste町、2040

A stylish display panel developed by the 
Goepfert Company which has its head-
quarters at Weimar， Germany， a place 
well acquainted with Bauhaus， "2040" is 
named after its average height of 
2000mm， and its thickness of 40mm. The 
poles connecting the panels are attached 
with a special hinge， which ensures its 
smooth operat旧n.As well as its innova 
tjve appearance， typj田 1of German prod-
ucts， it is intelligently designed so all op-
erations from setting up 10， lranspo門atlon，
and storage are carried out smoothly 

NT-SP2040-3/4/5 

3連/4逮/5連システムパネル

材質・アルミ/木/布クロス仕よげ

カラー・アイポリー(31，41，51)

ソフトグレー(3G，4G，5G)

サイズ・W2，875xH2，200xT40mm 

(NT-SP2040-3) 

W3，820xH2，200xT 40mm 

(NT-SP2040-4) 

W4，765xH2，200xT40mm 

(NT-SP2040・5)

重 量・59kg(SP2040・3)

77kg (SP2040-4) 

95kg (SP2040-5) 

付属・キャリー、収納カバー

3-sectionall 4-sectionall 5-sectional 
5ystem panel 
(NT-5P2040-3 1 41 5) 

IMaterialJ 
Aluminuml Wood 1 RolI core 1 Cloth covered 
IColorJ 
Ivory (31， 41， 51)， 50ft gray (3G， 4G. 5G) 
15izeJ 
W2，875 x H2，200 x T40mm(NT-5P2040-3) 
W3，820 x H2，200 x T40mm(NT-5P2040-4) 
W4，765 x H2，200 x T40mm(NT-5P2040-5) 
[WeightJ 
59kg(5P2040-3)，77kg(5P2040-4) 
95kg(5P2040-5) 
[AccessoryJ Carry， Cover 

I Exhibitions 1 5et-up . Lights 
27 1 
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3連システムパネル
5連システムパネル

NT-SP2040-AB 

補助ベース

パネルの自立性を高める補助ベースです。

取付けは、パネルを挟込みボルトで締付け

ます。

材 質・スチール/焼付塗装(UN-80)

サイズ・W50xH300xD503mm

重量・4.4kg

Auxiliary Base (NT-5P2040-AB) 

This Auxilia叩 Baseallows you to place 
the panel in any pos巾on

[MaterialJ 5teell Baked finish (UN-80) 
[5izeJ W50 x H300 x D503mm 
[WeightJ 4.4kg 

NT-SP2040-KP 

システム袖パネル 間

' 

~ -- . 
Lーシステム袖パネル

聞いたパネルを直線的(3枚以上)に展開し

たい時に補助的に使用します。

材質・アルミ/木/ロールコア

カラー・アイポリー(KPI)

ソフトグレー(KPG)

サイズ・W465xH2，200xT40mm 

重 量 ・10kg

5ystem 51eeve Panel (NT-5P2040・KP)

For oplional use when (three or more) 
panels need 10 be linearly displayed 

[MaterialJ Aluminum 1 Wood 1 RolI Core 1 
Cloth covered 
[ColorJ Ivo町 (KPI).50ft Gray (KPG) 
[5izeJ W465 x H2，200 x T40mm 
[WeightJ 10kg 

間

ストッパー付キャスター

聞いたパネルを任意の位置でしっかりと固

定することができます。

Caster with 5topper 

You can place an open panel in any posト

tlon 

展示パネル用 目宵E
ピクチャーハンギングシステム 昆温

ミニDJ¥ンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャ

ーレール専用のハンガー

セットです。

材質.要部ステンレス

撞踊重・15kg

Mini D Hanger 5et 1 m 

This is a Hanger Set for 
exhibition panels' picture 
rails 

[MaterialJ 5tainless steel， 
where needed 
[Recommended 10adJ 15kg 
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展示/設営 I Exhibitions I Set-up 

展示パネル I Display Panel5 

NT-TPP-90 

プラグパネル 間
本格的芯展示空間をつくり出すために、パ

ネルの継ぎ目が目立たないよう工夫された

展示パネルです。金属製のプラグでパネル

をジョイン卜する方式なので、組立て、分解

がスピーディーにおこ芯えます。オプション

の照明器具を使えば、よりトータルな展示

空間を演出する乙とができます。

・軽量用の八ンガ セットが使えるピクチャ

ーレール力満面に標準装備されています。

.プラグパネルの組立には、ジョイントポー

ルと工ンドカバーが必要です。

・ジョイン卜部に補強用のアームを用いると、

安定性がより高まります。

・己要望に応じて、サイズやクロスのカラー

等の変更も可能です。

材質・木、ロールコア、布クロス仕上

力ラー・アイボリー(901)

ソフトグレー(90G)

ザイズ・ W900xH2，100厚み36mm

重量・13，2kg

プラグパネル組立て部晶

lジョイントポール(NT-TPP-IJ)

ポール:1 9x 1 9xH2， 1 OOmm 

ベース:75x490mm

Lジョイントポール(NT-TPP-LJ)

Tジョイントポール(NT-TPP-TJ) 

Xジョイントポール(NT-TPP-XJ)

ポール:40x40xH2，lOOmm 

ベース:1Q0x10011l11

lアーム (NT-TPP-IA) 34x 152剛

Lアーム (NT-TPP-LA) 112xl12冊

Tアーム (NT-TPP-TA)112x19011l11 

Xアーム (NT-TPP-XA)190x 190冊

エンド力パー(NT-TPP-EC)

36x 1 9xH2， 1 00耐1

材質・スチール(ジョイントポール)

アルミニウム(エンドカバー)

PLUG PANEL ( NT-TPP-90W/90G) 

These display panels are designed to hide 
joints and create a more professional ex 
hibition space. The panels are connected 
to each other by metal joints， and installa 
t旧nis easy. The optional lamp will com-
plete the exhibition space 

・5tandardequipment Picture Rail lor 
lightweight display hanger sets 
.You need joint poles and end covers to 
connect display panels 
.Using 1， L， T， or X-shaped I引etalplates at 
the joints will increase stability ・Wetake custom orders lor different s卜
zes or cloth colors. 

[Material] Wood， RolI core， Cloth 
[Color]lvo町 (901)，50ft gray (90G) 
[5ize] W900 x H2，100mm， T36mm 
[Weight] 13.2kg 

[Display Panel Connecters] 
.I-joint pole (NT-TPP-IJ) 
Pole:19 x 19 x H2，100 
Base:75 x 490 

• L-joint pole (NT-TPP-LJ) 
・T-jointpole (NT-TPP-T J) 
• X-joint pole (NT-TPP-XJ) 
Pole:40 x 40 x H2，1 00 
8ase:100 x 100 

.I-metal plate (NT-TPP-IA) 34 x 152 
• L-metal plate (NT-TPP-LA) 112 x 112 
・T-metalplate (NT-TIP-TA) 112 x 190 
・X-metalplate (NT・TPP-XA)190 x 190 
.End cover (NT-TIP-EC) 36 x 19xH 2，100 

[Material] 
Steel (Joint pole) 
Aluminum (End cover) 

I Exhibitions 1 Set-up 
29 I 
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プラグパネル照明

パネルの上部には、照明器具の連結コード

を収納するための溝があり、工ンドコ ドに

よってコンセントに接続します。

スポットライト (NT・TPP-Sυ

ランプ.ダイクロハロゲン50W

連結コード (NT・TPP-JD)

サイズ・長さ250mm(カールコード)

工ンドコード(NT-TPP-ED)

サイズ・長さ5，000mm

Display Panel Opt旧nalLamps 

These lamps will give extra light and a 
be壮eratmosphere to your displays. The 
lamp attaches to the top 01 the panel and 
the cord can be hidden inside the panel's 
jOlnts 

.Spotlight (NT-TPP-SL) 
Lamp: dichro一halogen50W 
・Connectingcord (NT午PP-JD)
Length: 250m 
.End cord (NT-TPP-ED) 
Length 5，000mm 

展示パネル用 目盲目
ピクチャーハンギングシステム 圃E."

CBフック/ミニハンガーセットAlm

展示パネル組込みピクチ

ャレル専用のフック、

ハンガーセットです。

材質・妻都ステンレス

推奨荷重・15kg

CB Hook 1 Mini Hanger Set A 1 m 

This is a Hook Hanger 
Set for exhibition panels' 
picture rails 

[Material] Stainless steel 
where needed 
[Recommended load] 15kg 

プラグパネル/マ…ル | ………EL 

一一一一

マジッヲテープ+

e 

マジッヲテープー

a 

ル c 

マジックパネル展開例
8-プラグパネル

b -1ジョイントポール

c・Tジョイントポール

d-Tアーム

8-エンドカバー

f -スポットライト

E・ピクチャーレール

h-アジャスター

a. Plug Panel 
b. I-Joint Pole 
c. T-Joint Pole 
d. T-Arm 
e. End Cover 
f. Spot Light 
g. Picture Rail 
h. Adjuster 

、

aマジックテープでジョイン卜するため、
組合せや角度が自由に設定できます。

b安定性老高める専用ベース

・マジッヲパネルベース (NT-TPM.B)

NT-TPM-45/90 

マジ‘ックパネル 間
マジックテープによるジョイント方式を採用

したシンプルな展示パネルです。組合せや

角度の設定が自在に調整できるため、多彩

芯展開が可能です。

・軽量用のハンガーセットが使えるピクチ

ヤーレール白布置に標準装備されています。

.専用ベースを用いると、安定性がより高

まります。

・ご要望に応じて、サイズやクロスのカラー

等の変更も可能です。

材質・木、布クロス仕上

カラー・アイポリー(451/901)

ソフトグレー(45G/90G)

サイズ・W450xH2，100厚み26mm

(45ν45G) 

W900xH2，100厚み26mm

(901/90G) 

重 量・ 7.0kg(NT-TPM-45) 
1 1 .2kg (NT-TPM-90) 

MAGIC PANEL 
(NT-TPM・45W/45G/90W/90G)

Velcro are applied to the connecting parts 
01 this simple panel system. You can easi-
Iy adjust joints and angles for var旧usaト
rangements 

・Standard equip昨1ent: Picture Rail for 
lightweight display hanger sets 
・Usingthe base will increase stability 
.We take custom orders for different si・

zes or cloth colors 

[Material] Wood， cloth 
[Color]lvory (4511901)， 50ft gray (45G/90G) 
[Size] 
W450xH2，100， T26mm (451/45G) 
W900xH2，100， T26mm (901/90G) 

マジックパネル組立て部局

マジックパネルベース (NT-TPM-B)

材質・スチール焼付塗装

カラー.グレー

サイズ・50x470xH250mm

MAGIC PANEL Base (NT-TPM-B) 

[Material] Steel baked finish(Gray) 
[Size] 50 x 470 x H250mm 

展示パネル用 目胃E
ピクチャーハンギングシステム 圃E."

CBフック/ミニハンガーセットAlm

展示パネル組込みピクチ

ャーレール専用のフック、

ハンガーセットです。

材質.妻都ステンレス

推奨荷重・15kg

CBH∞k 1 Mini Hanger 5et A 1 m 

This is a Hook Hanger 
Set for exhibition panels' 
picture rails 

[Material] Stainless steel 
whe陪 needed
[Recommended load) 15kg 
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展示/設営 I Exhibitions / Set-up 

展示ケース I Displays Case 

スタンド式展示ケース

高透過ガラスでできた準工アタイト構造の

ケース部を、ステンレス製のスリムなスタ

ンドが支える展示ケースです。従来のボッ

クス型の展示ケースが、主に博物館系の展

示物を想定してつくられているのに対し、

美術館やギャラリーでの使用を意識したス

マートなデザインとなっています。

高度な溶接技術を駆使した堅牢芯構造を

ベースに、鍵穴や蝶番を露出させ芯いよう

細部の意匠にも留意しました。また、有害ガ

スを発生する恐れのある接着剤を一切使用

し芯いなど、保存科学的な安全性にも十分

配慮しています。
PAT.P 

Display Case Stands 

This se円11・airtightcase is打lade01 super 
VIS旧 nglass and supported by a slim 
stainless stand. While the traditional box 
cases are designed lor museum exhibit 
uses， these slim stands are ideal lor a同
町luseums and galleries. High-quality 
welding techniques are used in this solid 
structure， and we designed details such 
as keyholes and hinges with care. It is 
also sale; no adhesives are used that 
could cause hazardous gas 

PAT.P 

'̂'f:J1豆里五
℃ン豆亙重E

スタンド式展示ケース[キュービックタイプ][フラットタイプ1 I Display Case 5tands ICubic Type]IFlat Type] 

展示ケースキャリー I Display-Case Carry 

NT-5TF-15060W 1 80805 

スタンド式展示ケース[フラットタイプ]

.. 
15060W 

ガラスケース
Glass Case 

アジャスヲ-
Adjuster 
スナッチロック
Snachi Rock 
調湿剤ボックス
Humidy Control Box 
セフティーアーム
Safety Arm 

NT-5TC-50505/50805 

スタンド式展示ケース[キュービ‘ックタイプ]

間磁器やガラス器、小型の彫刻作品芯どの

展示に適しています。ご要望に応じて、サイ

ズや仕上げの変更、および光ファイバ方式

の照明器具を組込むことも可能です。

材質.要部ステンレス

パイプレーション仕上

(50508/50808) 

焼付塗装備桔色ぽフホワイトU25-90A)
(5050W/5080W) 

サイズ・500x500xH①1，100H②400胴

(50508/5050W) 

800x500xH①1，100 H②400胴

(50808/5080W) 

重量・47kg(50508/5050W) 

65kg (50808/5080W) 

ガラス・高透過ガラス/天板ガラス平置

-写真はパイプレーション仕上げです。
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展示ケースカバー[付属晶]※フラットタイプのみ

Display Case Stand [Cubic] 

(NT-5TC-50505 15050W 150805 1 5080W) 

This stand is ideal lor displaying ceramics， 
glass， and small sculptures. We take cus-
tom orders lor dillerent sizes or linishes， 
as well as optional optical liber lighting 
eqUlpment 

'The glass case can be lifted and 
removed to change the display ・Thepicture shown is dark silver 
(Vibrat旧nlinish) 

[Material] 
5tainless where needed 
Vibration linisl、(505051 50805) 
Coated(standard color: oll-white U25-90A) 
(5050W 1 5080W) 
[Size] 
500x500xH①1，100 H~400mm 
(50505 1 5050W) 
800x500xH①1，100 H~400mm 
(50805 1 5080W) 
[Weight] 
47kg(50505 1 5050W) 
65kg(50805 1 5080W) 
[Glass] 5uper vision glass 
(The top section 01 glass rests on the 
glass sides.) 

N5-TC-B525 

展示ケースキャリー

80808 

ロックを開錠するとガラスケースを持ち上

げるための隙聞ができます。手を差し入れ

て持ち上げるとセフティア ムが出てガ

ラスケースを支えます。

When unlocked， space to lift the glass 
case叩 isleft. When you lift it up， a sale 
ty arm will come out and suppo円 it

展示ケース底面には、調湿剤ボックスがあり、

開閉はボックスに付いているネジでおこな

います。

There is a humidity control box on the 
back 01 the display case， you白 nopen or 
close it by using the screw attached to 
the box. 

材質・布/キルティング加工

サイズ・ 820x820x420nm (80) 

l，520x620x420mm (150) 

Display Case Cover [Flat] 

[Material] Cloth 1 Kilting coating 
[Size] 
820 x 820 x 420mm(80) 
1，520 x 620 x 420mm(150) 

書籍類や額装されていない平面作品等の

展示に適した覗き展示ケースです。ケース

の下部には調湿剤を収納するためのボック

スがついています。ご要望に応じて、サイズ

や仕上げの変更ができます。

材質・要部ステンレス

パイプレーション仕上

(80808/1 50608) 

焼付塗額損暗色オフホワイトU25-90A)

(8080Wハ5060W)

サイズ・800x800xH<①800H②150mm

(80808/8080W) 

l，500x600xH①800H②150mm 

( 15060S/15060W) 

重 量 ・57kg(80808/8080W) 

80kg (1 50608/1 5060W) 

ガラス・高透過ガラス/天板ガラス平置

(80808/W) (150608/W) 

Display Case 5tand [Flat] 
(NT-5TF・808051 8080W 1150605 1 15060W) 

This is a display case ideal lor arranging 
books and other Ilat non-Iramed works 
There is a space at the bottom 01 the回目

lor a humidity controller. We take custom 
orders lor dillerent sizes or linishes 

[Mater由1]
5tainless where needed 
Vibration linish (80805 1150605) 
Coated(standard color:oll-white U25-90A) 
(8080Wハ5060W)
[5ize] 
800 x 800 x H①800 H②150mm 
(80805 18080W) 
1，500 x 600 x H①800 H②150mm 
(150605 I 15060W) 
[Weight] 
57kg(80805 I 8080W) 
80kg( 150605 I 15060W) 
[Glass] 
5uper vision glass (The top section 01 
glass rests on the glass sides.) 
(80805 I W)(150605 I W) 

円[
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ガラスケース
Glass Case 
シリンターキ-
Silinder Key 

調湿剤ポッフス
Humidy Control Box 展示替えの際は、ガラスケースを上に持ち

上げて取り外すことができます。

When exhibits change， you can pick up 
the glass case and take it 011 

アジャスター
Adjuster 

上昇ペダルを踏み込んでいくと
荷台が上がります。

Platform goe5 up as applying Ascend Pedal 

荷台を降ろす時は降下レバーを
引きます。

Platform comes down as pulling Descend Lever 

展示ケースを傷めす静かにリフトアップして

安全でスムーズに移動できる専用キャりー

です。

材質・妻都スチール

サイズ・830x500x315-91 Omm 

重量・78kg

構成・天板フェルト貼り

ウレタンキャスター

Display-Case Carry 
(N5-TC・8525)
Customized Carry to move Display Cases 
lifting up gently without damaging 

[Material] 
5teer where needed 
[5ize] 
830 x 500 x 315-910mm 
[Weight] 78kg 
[Composition] 
Felt-top Platform， Urethan Caster 

Displays Case I 
I 32 



展示/設営 I Exhibitions I Set-up 

台座 I System Stands 

システム台座 I System Stands 
折たたみ式展示台座/折たたみ式展示台座用台車 I Foldable Display System Stand 1 Foldable Display System Stand Dolly 

作品置台[平台][斜台1 I Display Platform ILevel Board)lSlope Board) 

NT-SD-5060 16040 19070 

システム台座

NT-OTD-9090 16060 

折たたみ式展示台座間 間
スチール製の脚部と木製の天板によって構

成される組立式の台座です。ボルトを取り

外すだけで簡単に分解できるので、収納の

際にスペースをとりません。堅固芯脚部は

安定性に優れており、また天板は木製なの

で展示品を固定するための加工が自由にで

きます。形状やサイズ等、ご要望に応じて設計、

+ 製作いたします。

材質.スチール焼付塗装IMDF塗装

カラー・規格色オフホワイトU25-90A

サイズ・W500XD600XH850m

(5060) 

W600XD400XH 1 ，000mm 

(6040) 

W900XD700XH300m 

(9070) 

重 量・25kg(5060/6040) 

28kg(9070) 

6060 

Foldable Display System Stand 
INT-OTD-9090 16060) 

Combining Foldable System Stand to-
gether with the T op Board enables au 
thentic Display Stand in short time 
When folded， reduced to flat and com 
pact shape practical to put away. Besides 
by using Custom Dolly construct旧nand 
putting away work can be smooth， de 
signed for labor-saving in all aspects 

折たたみ式の台と天板を組み合わせる事で

本格的な展示台座が短時間で組上がります。

折たためば、フラットでコンパクトな形状に

なるので収納にも便利です。また、専用の

台車を利用する事で設営時および収納時の

作業をスムーズに行え、あらゆる面で省力

化が図れます。

Systerr、Stand
(NT-SD-5060 1 6040 19070) 

This stand旧 composedof steel legs with 
a wooden top board. They are easily dis-
assembled by remo叫ngbolts and take up 
li廿lespace when stored. The legs are 
strong and safely suppo口thecase， and 
the wooden top board is great for modify 
ing and placing display items on. We take 
custom orders for different sizes or 
shapes 

NT-TUD-110 

折たたみ式展示台座用台車

折たたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備

えた専用の台車です。

材質・スチール焼付塗装

サイズ・WllOOxD950xH954mm

重 量・42kg

.収納台数 :4台

材質.ポリ合板

カラー・ホワイト

サイズ・W900xD900xH700珊

(NT-OTD-9090) 

W600xD600xH900m 

(NT-OTD-6060) 

重量・20kg(NT-OTD-9090) 

16kg (NT-OTD-6060) 

IMaterial) Plyester piywood 
[Color[ white 
ISize) 
wωOxD900xH700mm (NT-OTD-9090) 
W600xD600xH900mm (NT-OTD-6060) 
IWeight) 
20kg (NT-OTD-9090) 
16kg (NT-OTD-6060) 

[Material) 
Top board: wood， painted 
Legs: stainless steel 
[Color) Off-white 
[Size) 
W500xD600xH850mm (NT-SD-5060) 
W600xD400xH1，000mm (NT-SD-6040) 
W900xD700xH300mm (NT-SD-9070) 
[Weigh吋25kg(5060/6040)， 28kg (9070) 

Foldable Display System Stand Dolly 
(NT-TUD・110)

Custom Dolly for moving and putting 
away of Foldable Display System Stand 

IMaterial) 
ISize) W1100xD950xH954mm 
IWeight[ 42kg ・Thenumber of storage : 4 NT-SOD-H 

作晶置台[平台]
園オプション
NT-SDS-5060 1 6040 19070 

システム台座[側板]

テープ状のマグネットで台座の脚部に取付

けます。四方の側面をふさぐことで、より安

定感のある箱型の台座となります。

材質・アルミ焼付塗装

カラー・規格色オフホワイトU25-90A

サイズ・W454/556xH812mm(5060) 

W556/354xH962mm (6040) 

W856/654xH262mm (9070) 

NT-SDA-5060 16040 

システム台座[アクリル力パー]

H303010 

H303005 ¥

/

¥
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N下SOD-K

作晶置台[斜台]
側板

段差を付けた展示が簡単にできる作晶置台

です。サイズは、広さ3種類と高さ2種類を

と用意しました。組合せにより多彩な展示

が可能になります。

材質.木下地・クロス張。

カラー・ホワイト

サイズ・W900xD450xHl00・.(H90451 0) 

W900xD450xH50nn (H904505) 

W600xD300xHl00・.(H603010)
W600xD300xH50nn (H603005) 

W300xD300xHl00・.(H303010)
W300xD300xH50nn (H303005) 

Display Platform ILevel Board) 
(NT-SOD-H) 

Easy for Tiered Displaying， with sizes 
available 3 different widths and 2 different 
heights. Various displaying is possible by 
how you combine them 

天板に設けた溝に落し込んで使用する透明

度の高いアクリルカバーです。優れた媛着

技術によって接合部分の気泡を抑えている

ので、視界を妨げません。

材質・アクリル

サイズ・W563xD463xH428mm

3m厚 (5060)

W563xD363xH428mm 

3m厚 (6040)

IMaterial1 
Top board: wood， painted 
Legs: stainless steel 
[Color) white 
ISize) 
W900xD450xH100mm (H904510) 
W900xD450xH50mm (H904505) 
W600xD300xH 1 OOmm (H603010) 
W600xD300xH50mm (H603005) 
W300xD300xH 1 OOmm (H303010) 
W300xD300xH50mm (H303005) 

[System Stands Option) 

Sideboards (NT-SDA-5060 16040 19070) 

The sideboards can be placed onto the 
legs with magnetic strips. By covering 
the four sides 01 the stand， it will produce 
a balanced box stand 

[Material) Aluminum 

Display Platform ISlope Board) 
(NT-SOD-K) 

Books or Works hard to hang on the wall 
can be displayed on this platform 

書籍や壁揚けできない作晶を展示するため

の傾斜を付けた作品置台です。

材質・木下地・クロス張り

カラー.ホワイト

サイズ・W900xD450xH6-150町(K9似515)

W600xD300xH6-1 00皿(K60301O)

W450xD450xH6-150町(K454515)

W300xD300xH6-1 00皿(K30301O)

[Material) 
Top board: wood， painted 
Legs: stainless steel 
[Color) white 
[Size) 
W900xD450xH6-150mm (K904515) 
W600xD300xH6同 100mm(K603010) 
W450xD450xH6-150mm (K454515) 
W300xD300xH6-100mm (K303010) 

Acrylic Cover (NT-SDA・5060/6040)

The high-visibility ac町liccover fits into 
the slots on the top board. High bonding 
techniques produce minimal bubbles in 
the seals and clear visibility. 

[Material) Acrylic resin (T3mm) NT-SD-5060 NT-SD-5060+ NT-SDS-5060 NT-SD-6040+ NT-SDA-6040 

I Exhibitions 1 Set-up 
33 I A

斗
内
ベ

u

eo 
Au 

n川
内

dt
 

P

、3u
 m

 

白t
 

co 
υvv ， 

e

、。u 



展示/設営・照明 IExhibitions / Set叩・Lights

結界 I Border Rails 

結界(けっかし¥)

展示中の作晶に鑑賞者が近づき過ぎないよ

う設置するのが結界です。様々主主デザイン

のものを用意しておりますので、部屋の意

匠や用途に合わせてお選び下さい。

Border Rails 

Composed 01 a base and bars， the Border 

Rails will protect your valuable artwork 
and helps guide visitors though the exhib 
ition. Their simple design won't disligure 
your exhibition space. They are easy to 
assemble or store 

N下KK-L90I L70 I W70 I P90 

結界[ベース&JC-タイプ]
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N下WGK-1-3

結界収納台車 間

ポーラ美術館 POLA Museum of A内IPhoto by Mamo山 Ishiguro

間

NT-KK-L90 

400 

600 

結界[ベース&パータイプ]は、シンプル芯

デザインで美観を損ねす、ワンタッチで連結、

分解ができるので収納性に優れています。

ベースの形状やi¥ーの長さ、イ土上げの変更等、

ご要望に応じて製作いたします。

結界ベース

材質・ステンレスH.LI真鎗

サイズ・イラスト参照

重 量・2.1kg(L90/L70) 

2.7kg(W70) 

2.5kg(P90) 

結界パー

材質.ステンレスH.L

サイズ・径22x984sl11(NT-KKB-100) 

径22x1 ，984mm (NT-KKB-200) 

結界キャップ

材質・ステンレスH.L

サイズ・径22X46sl11(NT-KK-EC) 

I Exhibitions I Set-up . Lights 
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NT-KK-L70 

400 

一 日=自

570 

Border Rails [Base告Bar)

(NT-KK-L90 I L70 I W70 I P90) 

Composed 01 a base and bars， the Borser 

Rails will protect your valuable artwork 
and helps to guide visitors though the ex-
hibition. Their simple design won't disfig-
ure your exhibition space. They are easy 
to assemble or store. There are many 
base shapes， bar lengths， and finishes to 
meet your specific needs. 

[Material) 
Stainless steel， hair-line linish I Brass 
[Size) 
Border Base : 
reler to the above illustration 
Border Bar 
22diameterx L984mm(NT-KKB-100) 
22diameterx L 1 ，984mm(NT-KKB.200) 
Border End cap : 
22 diameter x L46mm(NT-KK-EC) 

NT-KK-W70 

4001 / / 

ι占~~~~~~白

し一一一一一一一」
350 

-ベース+i¥ー緩合部分図

ヨパー

@ 11ーEコ

-ピンを押しながらパーの固定穴とピンが

合うように挿入します。

Push in the pin， then insert the bar into 
the slot until it is in place 

NT-KKB-U 

結界Lジョイント

壁画展示がコーナーに芯る場合のL字型や

作晶を囲んで展示する場合の四角形を作る

時に連結させるためのジョイント金具です。

側面からの進入を防ぎます。

パータイプ、全てに使用できます。

NT-KK-P90 

4001 11 

L =ー= =14
L一一一一一」150 

Border Rail [Bar) Corner Joint 

-コーナージョイン卜部分図

This part lorms a joint with an L-corner at 

the external or internal angle 01 two dis 
play walls. This product lits to all bars and 
is used on both right and left sides 

NT-WGK-l 
(ペス&パタイプ)

NT-KKB-EB 

結界側面進入防止パー

側面からの進入を防ぎます。

パタイプ、全てに使用できます。-コーナーは共通パーツを利用して簡単に

組付けができます。
Border Rail Indirect Intrusion Prevention Bar 

This bar is lor the prevent旧n01 any intru-
S旧nIrom the side 01 the border rail 
This product can fit with all bars 

Push in the pin， then insert the bar into 
the slot until it is in place 

結界専用の収納台車です。移動しながらの

設置および収納が行え、作業効率性を高め

ます。

パケット式コンテナ付きなので関連部品や

工具の収納ができるなど、利便性に富んだ

収納台車です。

材質・スチールパイプ、シナベニヤ

カラー・白焼付塗装

サイズ・W690xH875xL1 ，040 

(NT-WGK-1-3) 

重量・22kg(NT-WGK-1-2) 

18kg (NT-WGK-3) 

取締数量・NT-WGK-1

ベース24台・パー(縦積み)30本

(NT-KK-P90) 

ベース20台・パー(縦積み)30本

(NT-KK-L90) 

ベース20台・パー(縦積み)30本

(NT-KK-L70) 

ベース20台・パー(縦積み)30本

(NT-KK-W70) 

.NT-WGK-2 

ベース24台・パイカト(臨み)30本

(NT-KKF-40) 

ベース24台・フラットJH構勧)20本

(NT-KKFB-40) 

.NT-WGK-3 

ベース12台・パイプバー(繍み)20本

(NT-KKF-75) 

ベース12台フラットJH構働)20本

(NT・KKFB・72)

付属・パケット式コンテナ2個

Border Rail Storage Cart 

(NT-WGK・1-31

This ca内 isonly lor border rails. The ca同
allows lor easy movement 01 the border 
rails as well as providing you with stoト
age， which improve working efficiency. It 
can also store pa同sand tools associated 
with the border rail by use 01 the conve 
nient bucket organizer provided 

[Material) Stainless steel pipe， Decora-
tive plywood 
[Color) White baked linish 
[Size)W690XH875XL 1 040(NT-WGK-1-3) 
[Weight) 22kg (NT-WGK・1-2)
18kg (NT-WGK-3) 

[Storage capacity) 
NT-WGK-l 
24 bases， 30 bars (vertical stack) INT-KK-P90) 
20 bases， 30回目 IverticalstackIINT-KK-L901 
20 bases， 30 bars (vertical stack) INT-KK-P70) 
20 bases， 30 bars (時代icals阻ckIINT-KK-W70)

NT-WGK-2 
24 bases， 30 pipo bars Ivo同国Is匂c同IN下KKF・40)
24 bases， 20刊atbarslhorizon凶stack)IN下KKFB40)

NT-WGK-3: 
12 bases， 20 pipe加rsIhori，叩旬tstac州INT-KKF・75)
12 bases， 20刊atba陪Iho田町凶蜘ckllN下KKFB-72)

[Accessory) 2 bucket organi盟国

NT-WGK.2 
(フレキシブル40 フラットパ-40タイプ)

NT-WGK・3
(フレキシブル75・フラットパー72タイプ)

136 



展示/設営・照明 IExhibitions / Set叩・Lights

結界 I Border Rails 

NT-KKF-75/40 

結界[フレキシブルタイプ]
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間

フレキシブルタイプは、ゴム紐またはパイプ

パーをワンタッチで展開できる優れた機能

性と展示環境を損わないシャープなデザイ

ンが特徴です。3方向に接続でき、作局を四

角で囲んだりし型、T型など|ま|ま壁画に合わ

ゼたレイアウトも可能です。

材 質・ステンレス、ショットプラスト

サイズ・o200x1 6txH750 

(NT-KKF-75) 

O150x16txH400 

(NT-KKF-40) 

重畳・5.1kg(NT-KKF-75) 

2.8kg (NT-KKF-40) 

φ16 
H 

750(75) 
400(40) 

コ1日
L一一一一一」
φ200(75) 
φ150(40) 

I Exhibitions I Set-up . Lights 
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Border Rails (Flexible type) 

(NT-KKF-75 I 40) 

This Ilexible border rail leatures the high 
lunctionality 01 a one-touch expanding 
rubber band or a pipe bar and a sharp de-
sign not damaging to the display atmos-
phere. This product can be connected in 
three different directions. In addition， this 
can not only square off around artwork 
but also create layouts suitable lor the 
wall， such asしlayoutand T-Iayout 

IMaterial1 Stainless steel， Shot blast 
ISize] 0200XI6tXH750(NT-KKF・75)，
0150XI6tXH400(NT-KKF-40) 
IWeight]5.1kg (NT一以下75)，2.8kg (NT-
KKF-40) 

IOption] Rubber band 

IMater旧1]Polyester， Rubber 
IColor] White (NT-KKF-HW)， 81ack (NT 
KKF-H8)， Gray (NT-KKF-HG) 

横須賀美術館 IYOKOSUKA MUSEUM OF ART 

キャップ

結界ゴムひも

材質・ポリエステル、コム

サイズ・O3x50m巻

カラー・白 (KKF-HW)

黒(KKF-HB)

グレー(KKF-HG)

Border Rails IRubber Band] 

IMaterial] Polyester， Rubber 
ISize]3diam. X 50m rolling 
IColor] White (KKF-HW)， Black (KKF-HB) 
Gray (KKF-HG) 

結界パイプパー

材 質・ステンレス、ショットプラスト

サイズ・O1 3x 1 ，980 (KKF・B200)

O 13x980 (KKF-B 100) 

ゆ13x660(KKF-B70) 
-キャップを引上げてゴムひもの結目を引

つ掛けます。パイプパーも同様にして取

付けます。80rder Rails IPipe 8ar] 

(NT-KKF-B200 I 8100 1870) 

IMaterial] Stainless steel， Shot blast 
ISize] 13diam.x 1，980mm(NT-KKF-8200) 
13diam.x 980mm(NT-KKF-81 00) 
13diam.x 660mm(NT-KKF-870) 

.Pull the cap and hook the Rubber 8and 
Knot. Likewise with the Pipe 8ar 

NT-KKF-WP 

壁付け金具

壁が木製およびプラスターボードのような

ものであればネジで固定すること力吃せます。

サイズ・O16X14(ゴム紐用壁付金具)

NT-WGK・3
(フレキシフル75・フラットパ 72タイプ)

Wall clip (NT-KKF-WP) 

The clip can be attached to the wool wall 
or plasterboard using a screw 

016X14 (wall clip for rubber band) 

NT-WGK-2 
(フレキシブル40 フラッ トパ-40タイプ)

専用ワゴン(詳細は、P36参照)
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結界 I Border Rails 

NT-KKFB-72/40 

結界[フラットパータイプ]

一一一一一一一

結界としての存在感が非常に高いフラット

パータイプは、3方向の簸続機能に合わせ

て円形、半円形にセットできるパ のオプシ

ヨンパツも充実しています。また、ベス

部にガイドスタンドのキャプションパネルや

案内板などのパーツが取付けられる設計に

なっています。

結界ベース

材 質.ステンレスショットブラスト

ザイズ・イラスト参照

重量・4.9kg(KKFB-72) 

2.Bkg (KKFB-40) 

720(72) 
400(40) 

φ25 
n 

コ18
L一一一一一」
4>200(72) 
φ150(40) 

I Exhibitions I Set-up . Lights 
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Border Rails [Flat Bar type] 

(NT-KKFB-72 I 40) 

For the Flat Bar that has a strong pres-
ence as a border rail， we provide various 
opt旧同1pa巾 forthe bar which create a 
semicircle or circular form. in addition to 
three different direction connections. This 
product is also designed lor placing pa口S

such as a caption panel 01 the guide 
stand or an informat旧nboard on the 
base 

[Material] Stainless steel， Shot blasting 
[Size] 
Base: 0 200X16tXH720 (NT-KKFB-72) ， 
0150X16tXH400 (NT-KKFB-40) 
[Weight) 4.9kg (NT-KKFB・72)，2.8kg (NT-
KKFB-40) 

-キャップを引上げてパーをヨ|つ掛けます。

Pull the cap and hook the Bar 

NT-KKFB-B200 I Bl00 I B70 

結界フラットパー

材 質・ステンレス、シヨットプラスト

サイズ・FB4X25L 1，987 (KKFB-B200) 

FB4X25 L987 (KKFB-B 100) 

FB4X25 L665 (KKFB-B70) 

Border Rails [Flat Bar) 

(NT-KKFB-B200 I B100 I B70) 

[Material) Stainless steel， Shot blasting 
[Size) FB4x25 L1987 (KKFB-B200)， 
FB4x25 L987 (KKFB-B100)， 
FB4x25 L665 (KKFB-B70) 

間

オプション金具を利用することでキャプシヨ

ンボードやガイドプレートを取付けることが

できます

結界[フラットパータイプ]

結界[ラウンド1¥ー]

Border Rails [Flat barl 

Border Rails [Round bar] 

NT-KKFB-BR300 I BR250 I BR200 

結界[ラウンドパー]

、¥

/ 

横須賀美術館 IYOKOSUKA MUSEUM OF ART 

NT-WGK-2 
(フレキシブル40・フラットパー40タイプ)

間
材 質・ステンレス、ショットプラスト

サイズ・FB4X25日3，000円弧長さ

1，550X6本(BR300)

FB4X25 o2，500円弧長さ

1，289X6本(BR250)

FB4X25 o2，OOO円弧長さ

1，027X6本(BR200)

Border Rail [Round Bar) 

(NT-KKFB-BR300 I BR250 I BR200) 

[Material) Stainless steel， Shot blasting 
[Size) FB4X25 03，000 Arc 
length1，550X6bar (BR300) 
FB4X25 02，500 Arc length1，289X6bar 
(BR250) 
FB4X25 02，000 Arc length 1，027X6bar 
(BR200) 

NT-WGK-3 
(フレキシブル75 フラットパー725イブ)

専用ワゴン(詳細は、 P36参照)
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展示/設営

サインスタンド

Exhibitions I Set-up 

Sign Stand 

NT-SS-R20岨G

サインスタンド[順路案内板]

見学順路を案内する表示板です。順路の文

字はあらかじめ印刷されていてマグネット

の矢印シールを任意の方向に貼るだけのシ

ンフルな表示板です。

オプションのピクトサインを利用できます

ベ スおよび支柱は、他のガイドスタンド

シリ ズと兼用できます。上部サインパ

ネルは他のものと取替えが可能です。

上部サインパネルは、結界フラット}Cータ

イプに使用可能です。(別途オプションパ

ーツが必要です)

※ザイズ、仕様の変更および外国語併記芯

どは別途お見積と主主ります。

材 質.ステンレス、スチール、ゴム磁石

力ラ ・ショットプラスト、焼付塗装

ザイズ・ベース:日200x1 6t H 1 ，200 

サインパネル o200x1.6t 

重 量・15.3kg

付 属.矢印マーク(マグネット赤)1枚

1 Surroundings} Guidance . Information 
41 I 

Direction Sign 
(NT-SS-R200G) 

Thi5 is a sign which 5hows the touring 
rOute. This is a simple sign because you 
only put the magnetic arrow showing the 
direction on i1. The letters lor the touring 
route are already pri門tedon the sign 

. Optional pictograph magnet5 can also 
be used 

ー The base and stand suppo目。fthe sign 
can al80 be used together wIth our other 
guide stands. The upper sign panel is 
changeable to any other sign panel 

The upper sign panel can al50 be used 
for the border rail Ilat bar. (Extra pa代sare 
needed.) 

骨 Forany changes to the size and specifi-
団 tion，and any foreign languages in addi 
tion to Japanese. a quotat旧nis needed 

‘順路

[Material] Stainless-steel， Gum magnet 
[Color] Shot blasting， Baking finish 
[Size] Base : 0200X16t H 1200， Sign 
panel : 0200Xl.6t 
[Weight] 5.3kg 
[Accessory] Magnetic arrow (red) one 
pl8ce 
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⑮ 
NT-SS-R200P-03円

マグネット式ピクト
O200さわる芯
Do nottouch 

NT-SSトR200P-02G

マグネット式ピクト
o200禁煙

Do not enter 

⑧ 
NT-SS-R200P-03G 

マグネット式ピクト
o200さわるな
Do nottouch 

NT-SS-R200P-04R NT-S5-R200P-04G 
マグネット式ピクト マグネット式ピクト
0200ー写真撮影禁止 の200-写真撮影禁止

Do not photography Do not enter photography 

⑮ 
NT-SS-R200P-05R 
マグネット式ピクト

0200携帯電話禁止
Do not cel卜phone

NT-SS-R200P-05G 
マグネット式ピクト

の200携帯電話禁止
Do not cel卜phone

※マグネット式ピクトのオプションは価格表を参照してください。

*Please refer to a price list for the opt旧n01 the magnet type pictographs 

NT-SS-R200P 

サインスタンド[ラウンドタイプ] 間
主に注意事項を伝えるサインシステムです。

サインパネルにマグネット式ピクトを両面貼

る乙とが可能で、方向によって多様芯ピク卜

を利用できま昔。

ーベースおよび支柱は、他のサインスタンド

シリ ズと兼用できます。上部サインパ

ネルは他のものと取替えが可能です。

上部ザインパネルl品、結界フラットパータ

イプ1こ使用可能です。(別途オプションパ

ーツが必要です)

※サイズ、仕様の変更および外国語併記芯

ど1<);別途お見Z賓と芯ります。

材 質・ステンレス、スチール、ゴム磁石

カラー・ショットプラスト、焼付塗装

サイズ・ベース臼200x1 6t H 1 ，200 

ザインパネル.日200x1.6t

軍量・5.3kg

付属・マグネット式ピクト1枚

Sign with stand (Round type) 
(NT-SS-R200P) 

This sign system shows re日ulationsand 
guidelines. Both sides 01 the sign panel 
can be used. Various pictographs can 
al80 be used as necessary 

. The base and stand su ppo仕 01the sign 
can also be used together with our other 
sign stands. The upper sign panel is 
changeable to any other sign panel 

. The upper sign panel can also be used 
lor the border rail flat bar. (Extra pa門sare 
needed.) 

長 Forany changes to the size and specif卜
cation， and any foreign lan日ua日esin addi 
t旧nto Japanese， a quotat旧nis needed 

[Material] Stainless steel， Gum magnet 
[Color] Shot blasting， Baking linish 
[Size] 8ase: 0200X16t H1200， 
Sign panel : 0200Xl.6t 
[Weight] 5.3kg 
[Accesso町]Magnet type pictograph 
with one piece 

ign Stand I 42 
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サインスタンド

Exhibitions / Set-up 

Sign Stand 

N下SS-A4V(H)I A5V(H) 

サインスタンド[A4/A5固定タイプ]

アクリルパネルで掲示内容をプリントした

用紙などを挟み込み主に情報を伝えるサイ

ンシステムです。

ベースおよび支柱は、他のサインスタンド

シリーズと兼用できます。上部サインパ

ネルは他のものと取替えが可能です。

-上部サインパネルは、結界フラットパータ

イプに使用可能です。(別途オプションパ

ーツが必要です)

※サイズ、仕様の変更および外国語併記な

どは別途お見積となります。

材質・ステンレス、スチール、アクリル

カラー・ショットプラスト、焼付塗装

サイズ・ベース'由200x16t 首下H1，000

サインパネル A4(21 Ox297) 

A5(148x210) 

重量・6_0kg(A4V(H)) 

5.5kg (A5V(H)) 

付属・アクリル力パー

I Surroundings I Guidance -Information 
43 I 

Sign with stand (A4/A5 Lock-in type) 
(NT-SS-A4V(H) I A5V(H)) 

This acrylic panel is for providing exhibi 
tion information by clipping on papers 
printed with the exhibition information 

• The base and stand suppo同 ofthe sign 
can also be used together with our other 
sign stands_ The upper sign panel is 

changeable to any other sign panel 

. The upper sign panel can also be used 

for the border rail flat bar_ (Extra parts are 
needed_) 

• For any changes to the size and specifi 

cation， and any foreign languages in addi-
tion to Japanese， a quotation is needed. 

[Material) Stainless steel， Steel， Acrylic 
[Color) Shot blasting， Baking finish 
[Size) Ba自白2αlx16tH1αJQ(Underh田 d)，
Sign panel:A4(210x297)A5(148x210) 
[Weight) 6_0kg (A4V(H))， 5_5kg(A5V(H)) 
[Accesso町)Acrylic cover 

サインスタンド I Sign Stand 

NT-SS-A4U I A5U 

サインスタンド[A4/A5可変タイプ]

NT-SS-A5U NT-SS-A4U 

間

NT-SS-CS 

サインスタンド[チャンネルサポートタイプ]

NT-SS-A4V N下SS-ASV NT-SS--A4H NT-SS-A5H 

、

可変タイプは、縦績の方向と傾斜角度を工

具なしで調整白可能です。

。ベ スおよひ支柱は、他のサインスタンド

シリーズと兼用できます。上部サインパ

ネルは他のものと取替えが可能です。

上部サインパネルは、結界フラットパータ

イプに使用可能です。(別途オプションパ

ーツが必要です)

※サイズ、仕様の変更および外国語併記な

どは別途お見積となります。

材質・ステンレス、スチール、アクリル

カラー・ショットプラスト、焼付塗装

サイズ・ベース:O200x16t

ザイン中心H1，000

ザインパネル:A4(21 Ox297) 

A5(148x210) 

重量・6.1kg(A4U)

5.6kg(A5U) 

付属・アクリルカバー

チャンネルサポートタイプは厚み (~6mm)

のあるスチレンボードやアクリル板などを

支持するためのサインシステムです。

-挟み込める厚みは、 6酬まで可能です。

(1，ネル等は別途)

ベースおよび支柱は、他のサインスタン

ドシリ ズと兼用できます。上部サインパ

ネルは他のものと取替えが可能です。

上部サインパネルは、結界フラットj(ー

タイプに使用可能です。(別途オプション

パーツが必要です)

※サイズ、仕様の変更および外国語併記な

どは別途お見積と砿ります。

材質・ステンレス

カラー・ショットプラスト

サイズ・ベース:由200x16tH1，000 

サインパネル :A4 (21Ox297) 

A5 (148x21 0) 

重量・5.1kg

付属・六角レンチ

A41 A5 Adjustable type 
(NT-SS-A4U I A5U) 

間

For this adjustable type， you can adjust to 
a horizontal or vertical direction and an in-
clinat旧nangle without tools 
• The base and stand support of the sign 
can also be used together with our other 
sign stands_ The upper sign panel is 
changeable to any other sign panel 
• The upper sign panel can also be used 
for the border rail flat bar_ (Extra parts are 
needed.) 
• For any changes to the size and specifi-
cation， and any foreign languages in addi 
tion to Japanese， a quotation is needed 

[Material[ Stainless-steel， Acrylic 
[Color[ Shot blasting， Baking finish 
[Size) Base: O200X16tXH1000 (Sign 
center) ， Sign panel: A4 (21 OX297) A5 
(148X210) 
[Weight)6.1kg (A4U)， 5.6kg (A5U) 
[Accessory) Ac町liccover 

Channel Suppo同type
(NT-SS-CS) 

間

This is a sign system which suppo円sup 
to 6 mm  thick polystyrene or acrylic 
board 

. Up to 6mm thick material can be clipped 
on. (Panels are not included.) 

• The base and stand suppo内 ofthe sign 
can also be used together with our other 
sign stands_ The upper sign panel is 
changeable to any other sign panel 

. The upper sign panel can also be used 
for the border rail flat bar_ (Extra parts are 
needed_) 

骨 Forany changes to the size and specifト
cat旧n，and any foreign languages in addi-
tion to Japanese， a quotat旧nis needed 

[Material) Stainless steel 
[Color) Shot blasting 
[Size) Base: O200x16t H1000， 
Sign panel : A4 (210x297)， 
A5 (148x210) 
[Weight) 5_1 kg 
[Accessory) Hex key wrench 
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ブツロプンイ一フ

100kg(の3.0)
重量用 lorHeavy weight 

30-70kg (0 1.5-2.5) 

中量用 lorMedium weりht

15-30kg(の1.2-1.5)
中軽量用 lorMedium Light weight軽量用 lorLight weight 

15kg(01.2) 

TDB-01 TDB-02 TCB・01 TCB-02 TCB-03 TBB-01 TAB-01 

ピクチャーハンギングシステム「コ

レダーラインJその長年の実績によ

り、国内外の美術館、 1導物館から大

き主主信頼を得ているタキヤから、居

鋪用ワイヤ八ンギングシステム「ラ

インブロップiJが誕生しました。

美術館、博物館で培った「信頼性j

に加え、デザインしないことをデザ

インコンセブトとし、機能性を追求

し細部にまでこだわったjてーツ類は
TCZ-01 TCZ-02 TCZ-03 TBZ-01 TBZ・02

、どれもシンプルな美しさを秘めて

います。しかし、それが私たちの目

的ではありません。パーツ類が目立 中間/Middle
たす、主張せず、あらゆる空間にも

溶け込むことが重要であると私たち
r1 r1 TAZ・01 TAP-01 は考えています。

「ラインフロップiJはインテリア

モティーフと調和しながら空間全体

に上質な印象を与え、展示商品を引

き立たせます。

TCZ・04 TCZ-05 TBZ-03 TBZ-04 

コンセプトは、「シンプルJ。 天井/Ceiling

Concept is "Simplicity". 

From TAKIY A. who makes our highly trus-
ted original hanging system. the吋くoreder
Line." which has long been used at a 
large nu円、ber01作、useu刊1Sand art灯、u-
seums in Japan and overseas， comes the 
release 01“Line prop i" TAKIYA's success-
lul wire hanging system lor stores and 
shops 

TCK 

In addition to the "credibility" obtained 
lrom our great reputat旧nwith museums， 
our pa代sdesign pursues lunctionality and 
draws a仕ent旧nto detail based on our de-
sign concept. which is "not to design." 
but to hold simple beauty in eve町 pa内

床/Floor
Our goal is to make eve町 pa同 blendin 
with the environment and lit naturally into 
any space 

Our new product，“Line prop i，" 0汗ersa 
high quality dimension to any environ 
ment， while harmonizing with all interior 
motils and evoking the a代01exhibit旧ns.

TCB-04 TCZ-06 TCW-01 
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ラインプロップ iI 

Exhibitions I Set-up 

Line prop i 

天井/Ceiling 100kg(の3.0) 重量用

TDB・01

用 途天井など

適応ネジ W3/8

材 質。工コプラス・ステンレス・スチル

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use application) Ceiling 
[Applicable screws) W 3/8 ru 
[Material) Ecobrass， Stainless steel， Steel 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

TDB-02 

用 途天井芯ど

適応ネジ W3/8 

材 質工コプラス・ステンレス・スチル

仕 上 げ :無電解ニッケルメツキ

ショットフラスト

※テンション機能付き。専用工具(TCK)を

使用するとよりテンションが

鍋けやすく芯ります。

[Use application) Ceiling 
[Applicable screws) W 3/8 
[Material) Ecobrass， Stainless steel， Steel 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 
‘With tension function 
Using our secial tool(TCK) eases hook tens旧n

TCK 

用 途専用締付け工具

適応製自 TCB-02、03、06 TDB-02 

材 質。ステンレス

仕上げショットフラスト

[Use applicat旧n)Special tools for attachment 
[Applicable products) TCB-02， 03. 06， TDB・02
[Material) Stainless steel 
[Finish] Shot blasting 

I Surroundings 1 Guidance . Information 
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W3/8 

V日」

30-70kg(の1.5-2.5) 中量用

一川謹用明|…1…

15-30kg(の1.2-1.5) 中軽量用

/ ワイヤ聞司TCB-01 

用 途天井

適応ネジ W3/8 

材 質。工コプラス・ステンレス・スチル

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use application) Ceiling " 
[Applicable screws] W 3/8 := 
[Material) Ecobrass， Stainless steel， Steel 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

TCB-02 

用 途天井ー床など

適応ネジ W3/8

材 質工コプラス・ステンレス

仕上げ無電解ニッケルメツキ

ショットフラスト

[Use appli目別on)Ceiling， Floor 
[Applicable screws] W 3 18 
[Material) Ecobrass， Stainless steel 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

TCB-03 

用 途天井ー床など

適応ネジ W3/8

材 質工コブラス

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use application) Ceiling， Floor 
[Applicable screws] W 3/8 
[Material) Ecobrass 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 
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TBB-01 

W3/8 

コT百」

用 途天井など

適応ネジ W3/8

材 質。工コプラス・ステンレス

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use application) Ceiling 
[Applicable screws] W 3/8 
[Material) Ecobrass， Stainless steel 
[Finish) Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

周
一

量
一

軽
一

、‘，，.
2
-
•• 1

・

醤

q
J

・
4
E

，

h
u
-
n
U
 

川
崎
一

B

R
u
-
A
H
 

1
-
T
L
 用 途天井など

適応ネジ M4ボードアンカーなど

材 質工コプラス

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use application] Ceiling 
[Applicable screws) M4 board anchor 
[Material] Ecobrass 
[F肝F円l川nI問l陪sh川)Non 一e帥l胎臨e配 帥C

Shot blasting 
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L_j 
φ11 

W3/8 

ワイヤ貧泊可

中間/Middle 30-70kg(の1，5-2.5) 中量用

TCZ-01 

用 途天井床パイプ用りなど

適応ネジ M3.5-4.0ナベ頭木orタッピンネジ

材 質。工コブラス・ステンレス・スチル

仕上げ無電解ニッケルメッキ

{U 
~=長

ショットプラスト

[Use application) Ceiling， Floor， Hanging pipe 
[Applicable screws) M3.5-4.0 Pan head wood 
screws or阻 pplngscrews 
[Material) Ecobrass， Stainless steel， Steel 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

TCZ-02 
/一一 φ4.2 

用途天井床棚など 写し/六ヘ
適応ネジ M3.5-4.0ナベ頭木口rタッピンネジ /〆よ

材 質工コプラス・真鎗 \o~o) 
仕上げ無電解ニッケルメッキ "-.. / 

ショットプラスト

[Use application) Ceiling， Floor， Rack 
[Applicable screws) M3.5-4.0 Pan head wood 
screws or tapping screws 
[Material) Ecobrass， Brass 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

円
日
川
一

」 予 ず寸 イ ヤ 間可

TCZ-03 

用 途ガラス棚アクリル棚など

適応ネジ M3.5-4.0ナベ頭木口rタッピンネジ

材 質工コプラス・真鎗・シリコン

仕 上 げ 無電解ニッケルメッキ @ 
ショットプラスト

[Use application) Glass rack， Ac町licrack 
[Applicable screws) M3.5-4.0 Pan head wood 
screW$ or tapping screW$ 
[Material) Ecobrass， Brass， Silicon 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

グユ「

jJ1 
」 7百台 て ワイヤ醐可
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ラインプロップ iI 

Exhibitions I Set-up 

Line prop i 

中間/Middle 30-70kg (の1.5-2.5) 中量用

TCZ-04 

用 途パネルなど

適応ネジ M3.5~4.0ナベ頭木口「タッピンネジ

材 質工コブラスステンレス

仕上げ 。無電解ニッケルメツキ

ショットフラスト

[Use applicat旧n]Hanging panel 
[Applicable screwsJ M3.5-4.0 Pan head wood 
screW$ or tapping screW$ 
[Material] Ecobrass， Stainless steel 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 
Shot blasting 

TCZ-05 

用 途パネル芯ど

適応ネジ 。 M3.5~4.0ナベ頭木口「タッピンネジ

材 質工コプラス真鎗

仕上げ無電解=ッケルメッキ

ショッ卜ブラスト

[Use applicat旧n]Hanging panel 
[Applicable screwsJ M3.5-4.0 Pan head wood 
screws or tapping screws 
[MaterialJ Ecobrass，日間ss
[FinishJ Non-electrolytic nickel plating， 
Shot blasting 

I Surroundings 1 Guidance . Information 
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15-30kg(の1.2-1.5) 中軽量用

TBZ-01 

用 途天井床パイプ棚吊りなど

適応ネジ M3.0ナベ頭木orタッピンネジ

材 質工コブラス

仕上げ 。無電解ニッケルメツキ

ショットプラスト

[Use applicationJ Ceiling， Floor， Hanging pipe 
and rack 
[Applicable screwsJ M3.0 Pan head wood 
screws or tapplng screws 
[MaterialJ Ecobrass 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 

イニ

TBZ-02 

用 途天井床パイプ棚吊りなど

適応ネジ M3.0ナベ頭木口rタッピンネジ

材 質工コフラス

仕上げ無電解ニッケルメツキ

ショットプラスト

[Use applicationJ Ceiling， Floor， Hanging 
pipe and rack 
[Applicable screwsJ M3.0 Pan head wood 
screws or tapping screws 
[MaterialJ Ecobrass 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， Shot 
blasting 

イ三

TBZ-03 

用 途ガラス棚ーアクりル棚芯ど

材 質工コプラスシりコン

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

[Use applicat旧nJGlass rack， Acrylic rack 
[MaterialJ Ecobrass， Silicon 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， Shot 
blasting 

牛

ーツプi聾用明|…1…

TBZ-04 

( 
E亡F空1イ闘

用 途パネルなど

適応ネジ M3.0ナベ頭木口「タッピンネジ

材 質工コプラスー真鎗

仕上げ。無電解三ツケルメツキ

ショットプラスト

[Use applicationJ Hanging panel 
[Applicable screwsJ M3.0 Pan head wood 
screW$ or tapping screW$ 
[MaterialJ Ecobrass， Brass 
[Finish] Non-electrolytic nickel plating， 
Shot blasting 

15kg(の1.2) 軽量用

町国φ3.5

ρ旦「 ρE「

~ca'-- ~ 

町乞霊:2)
l 旦

~ 

jjJJ27闘可
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TAZ-01 

仁6 用 途パネル吊りなど

適応ネジ M3.0~3.5ナベ頭木口rタッピンネジ

材 質工コプラスー E鉛ダイカスト

仕上げ焼付け塗装

A [[Use application] Hanging panel 
[Applicable screwsJ M3.0-3.5 Pan head 
wood screws or tapping screws 
IMater旧1IEcobrass， Zinc dicast 
IFinish] Baked finish 

可醐ヤ
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TAP-01 

⑥ 
用 途パネル吊り芯ど

材 質真銭ステンレスシりコン

仕上げ 。無電解ニッケルメツキ

ショットフラスト

※ワイヤ長さ1.0m以外以外は

お問い合わせください。A 

可阻ヤ4
 

J
1
ι
 

IUse applicationl Hanging panel 
IMaterial1 Brass， Stainless steel， Silicon 
IFinish] Non-electrolytic nickel plating， 
Shot blasting 
毎Pleasecontact us about the wire length 
except 1.0m 
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床/Flooor 30-70kg(の1.5-2.5) 中量用

TCB-04 

用 途天井床など

適応ネジ W3/8

材 質工コプラスーステンレス

仕上げ 。無電解ニッケルメツキ

ショットフラスト

※テンション機能付き。専用工具(TCK)を

使用するとよりテンションが

掛けやすくなります。

IUse application] Ceiling， Floor 
IApplicable screws] W 3/8 
IMaterial1 Ecobrass， Stainless steel 
IFinishJ Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 
持Withtension lunction 
Using our sec旧1tool(TCK) eases hook tens旧n

TCZ-06 

用 途天井床など

適応ネジ M3.5~4.0ナベ頭木口rタッピングネジ

材 質工コブラスーステンレス

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットプラスト

※テンション機能付き。専用工具(TCK)を

使用するとよりテンションが

掛けやすくなります。

IUse application] Ceiling， Floor 
IApplicable screws] M3.5-4.0 Pan head wood 
screws or tapping screws 
IMaterialJ Ecobrass， Stainless steel 
IFinishJ Non-electrolytic nickel plating， 

Shot blasting 
脅Withtension function 
Using our secial tool(TCK) eases hook tens旧n

TCW-01 

日

~ 

W3/8 

~ 

1 
止号ワ副

用 途床用ウエイト

材 質工コブラス・ステンレス

仕上げ無電解ニッケルメッキ

ショットブラスト
重量 2.3kg
※テンション機能付き

IUse applicat旧n]Weight lor Iloor I I 
IMaterial1 Ecobrass， Stainless steel 凶

IFinishJ Non-electrolytic nickel plating，吋
Shot blasting I [ 
IWeight] 2.3kgω七

卦Withtension lunction L一一一一=ム←ー」
φ80 '--ワイヤ貫通可

山 即 150



展示/照明 IExhibitions I Lights 

照明器具 I Lighting Equipment 

ERCOスポットライト

ヨーロッ)¥の美術館を中心に圧倒的な実績

を誇る独工ルコ社のスポットライトです。用

途に合わせて質の高い光を演出できるよう、

豊富芯種類の器具を取り揃えました。いす

れの器具も本体はアルミダイキャスト製で、

放熱性、堅牢性に優れています。

ERCO Spotlights 

Ger庁、anE円COspotlights are the predol引-

inant fixture in a同 museumsin Europe. T 0 

produce high quality lighting effects， we 
have a wide variety of slections. The body 
is made of strong die-cast aluminium， 
and efficient heat-sink system guarantees 
the optimum performance. 

夕、ブ]レロック機構

プラグ部分は、ロッキングレバーと

ON/OFF回路スイッチのダブルロック機構

となっており、JIS規格のライティングレ

ルに、しっかりと取り付けることができます。

Double lock structure 

The plug part has a locking lever and an 
on/off circuit switch. It can be placed 
tightly on the JIS standard lighting rails 

I Exhibitions / Set-up . Lights 
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多警
フラッドレンズ :29・

ON  

ナイトブルー

72076025TNS30 

LEDナロースポット 6。色温度3000K

LE口実装基板
LED populated board 

コリメーテインクレンズ
Collimating lens 

スフ工口リッ卜レンズ

スポットレンズ:16' 

ワイドフラッドレンズ 47・

オーバルフラッドレンズ :51・x 17・ ウオールウォッシユレンズ
360・回転可能

Spherolit lens 

従来の 100Wハロゲンの代替としても採

用されているLEDスポットライトです。自社

設計の基板+LED素子から平行光をつくり

だすコりメーテインクレンズ+任意配光に変

換するスフエロリットレンズといった光学シ

ステムにより、ナロースポットからウオール

ウォッシャまでさまざまな配光パリ工ーシヨ

ンを実現します。また、意図しない方向への

光漏れを徹底的に排除し、可能な限り舷し

さを防ぐことにも成功しています。内蔵の

調光器は0-100%の微細な調節を可能

にし、チラつきのない快適な光環境を提供

します。

消費電力 9.3・14W

サイズ径125.mX16811111 

光東 870・1080lm 謂光器内蔵

重量 :1.25kg 

器購命 :50，000時間

オプション ガラスレンズ ・フィルタも装着可

This is the LED spotlight released as an 
alternative to the conventional 100W ha・
logen spotlight 
This LED spotlight 剖lowswide pa口emsof 
light distribution from narrow spots to 
wallwasher based on an optical system 
employing Spherolit technology that can 
conve同 botharbitra吋 lightdistribution 
and a co川matinglens， which produces 
parallel light， based on the substrate and 
LED elements developed by ERCO 
This product completely eliminates light 
lealくagein unintended directions and suc-
cessfully prevents dazzle. The built・inlight 
dimmer enables fine control from 0 to 
100% and offers a comfo代ablelight en-
vironment with no light pulse. 

[Power consumption] 9.3-14W 
[Size] 125 diameterX168mm 
[Luminous flux] 870-10801m 
[Weight] 1.25kg 
[Options[ Glass lens， Attachable filter 

72076025TNS30 
ナロースポット 6・色温度3000K

72076025TNS32 
ナロースポット 6・色温度3200K

72076025T30 
スポット 16・色温度3000K

72076025T32 
スポット 16・色温度3200K

72084025T30 
フラッド 29・色温度3000K

72084025T32 
フラッド 29。色温度3200K

72161025T30 
ワイドフラッド 47'色温度3000K

72161025T32 
ワイドフラッド 47'色温度3200K

72153025T30 
オーバル色温度3000K

72153025T32 
オーバル色温度3200K

72095025T30 
ウオールウォッシユ色温度3000K

72095025T30 
ウオールウォッシユ色温度3200K

Lighting Equipment 
I 52 



展示/照明 I Exhibitions I Lights 

照明器具 I Lighting Equipment 

72020025Y 

ハロゲンスポットライト ナロー [90W]

光の色が自然光に近い口ーポJレトタイプの

スポットライト。照射角6'のライトヘッドを装

着した己のタイプは、主!こ天井高のある空

間や、彫刻作品の照明に適しています。

ランプ・ 12V90Wハロゲンランプ

力ヲー・ホワイト

サイズ・径125X168mm

重量・0.8kg

仕様・ 12V電子ダウントランス内蔵

謂光器内蔵

72021025Y 

Halogen Spotlight Narrow (72020025Y) 

This low-voltage spotlight produces light 
colors that simulate natural light. Equip-
ped with a six-degree light head. this type 
is ideal for high ceiling space and sculptu-
ral lighting 

[Color] 
White 
[Lamp] 12V90W halogen lamp 
[Size] 
125 diameterx168mm 
[Weight] O.8kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 

Built-in light controller 
[Accessories] Flood lens with ring 

ハロゲンスポットライト フラッド[90W]

ラザイシとガィ冗まプ-0-ィタイプ72020025Y

と同一ですが、照射角25。のライトヘッドを

装着しています。平面作品から立体作晶まで、

幅広い用途に対応できます。

ランプ・ 12V90Wハロゲンランプ

カラー・ホワイト

サイズ・径125X168mm

重量・0.8旭

仕様・ 12V電子ダウントランス内蔵

調光器内蔵

72022025Y 

Halogen Spotlight Flood (75376025Y) 

The same as the above item， but this has 
a twenty-five degree light head. This can 
be used for many purposes such as flat 
displays or voluminous items 

[Color] 
White (75376025Y) 
[Lamp] 12V90W halogen lamp 
[Size] 
125 diameterx168mm 
[Weight] 0.8kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 
Built-in light controller 
[Accessories] Flood lens with ring 

ハロゲンウォー)11ウォッシャライト[90W]

12Vの口ーボルトJ¥ロゲンランプを使用し

たウオールウォッシャライト。天井高は5~

6m程度が最適です。

ランプ・ 12V90Wハロゲンランプ

力ラー・ホワイト

径125x258mm 

サイズ・l.lkg

重量・ 12V電子ダウントランス内蔵

仕様・詞澗署内蔵

1 Exhibitions I Liahts 
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Halogen Spotlight (75381025Y) 

This is a with a low-voltage 12V halogen 
lamp. The ideal ceiling height is up to 5-6 
庁leters

[Color] 
White 
[Lamp]12V90W halogen lamp 
[Size] 
125 diameterχ258mm 
(Not including arm pa同)
[Weight] 1.1 kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 
Built-in light controller 

八一…[工ルコ] I Hal… 
72015025WY 

ハロゲンスポットライト ナロー [50W]

72016025WY 

ハロゲンスポットライト フラッド[50W]

72017025WY 

ハロゲンスポットライト ウォ-)11ウォッシャ [50W]

光色が自然光に近い口ーボルトタイプのス

ポットライト。照射角は彫刻作届等に適した

8'です。サイズもコンパクトで、4m程度ま

での天井に適しています。

ランプ・ 12V50Wハロゲンランプ

力ヲー・ホワイト(72015025WY) 

サイズ・径90X150mm

重量・0.55kg

仕様・ 12V電子ダウントランス内蔵

調光器内蔵

デザインとサイズはナロータイプ(72/5025

WY)と同一で、照射角25'タイプです。平

面作品から立体作晶まで、幅広い用途に対

応できます。

ランプ.12V50Wハロゲンランプ

カラー・ホワイト(72016025WY)

ザイズ・径90X150mm

重量・0.5kg

仕様・ 12V電子ダウントランス内蔵

調光器内蔵

ナロ一、フラットタイプ同様、口ーボルトタイ

プのウオールウォッシャライトです。専用レ

ンズと、キックリフレクタにより、壁面全体を

照射できます。天井高は3~4m程度が最

適です。

ランプ・ 12V50Wハロゲンランプ

カラー・ホワイト(72017025WY) 

サイズ・径90X225mm

重量・0.65kg

仕様・ 12V電子ダウントランス内蔵

調光器内蔵

Halogen Spotlight Narrow 
(72015025WY) 

Low-voltage spotlight to produce simulat-
ing natural light目 Equippedwith 8 degree 
angle light head ideal for sculptural light-
ing. Compact size and ideal for c巴iling
height up to 4 meters 

[Lamp] 12V50W halogen lamp 
[Color] White (72015025WY) 
[Size] 90 diameterχ150mm 
[Weight] 0.55kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 
Built-in light controller 

Halogen Spotlight Flood 
(72016025WY) 

Design and size are the sam巴 withNar-
row type (72/5025WY). Equipped with 25 
degree angle light head. Used for broad 
purposes from flat displays to three di-
menslo問 1items 

[Lamp] 12V50W halogen lamp 
[Color] White (72016025WY) 
[Size]90diameterx150mm 
[Weight] 1.6kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 
Built-in light controller 
[Accessories] Flood lens with ring 

Halogen Spotlight Wall Washer 
(72017025WY) 

Low-voltage Wall Washer Light likewise 
as Narrow Flat type目 Equippedwith Cus-
tom Lens and Kick Reflector it illuminates 
the whole wall目 Idealheight of the ceiling 
is 3 -4 meters 

[Color] White (72017025WY) 
[Lamp] 12V50W halogen lamp 
[Size]90diameterχ225mm 
[Weight] 0.65kg 
[Specification] 
Built-in 12V step-down transformer， 
Built-in light controller 

Li口htinaEauioment 1 
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フラッドレンズ/スカルブチャレンズ Flood Lens I Sculpture Lens 

デイライトコンJCージョンフィJレター/}¥二力ムルー}¥ー I Daγlight Conversion Filter I Honey-comb Louver 

74825000WY I BY 

フラッドレンズ[固定リング付]

光を同心円状にやわらかく弧散させるレン

スです。

12V90Wタイプ'/LEDタイプ

カラー・ブラック(74825000BY)

ホワイト(74825000WY)

サイズ・レンズψ125mm

固定リング世140x32冊

12V50Wタイプ

カラー・ホワイト(74425000WY)

サイズ・レンズ世90mm

固定りングゆ105x31mm

74820000WY I BY 

スカルブチャレンズ[固定リング付]

光を楕円形に変換させるレンズです。

12V90Wタイプ/LEDタイプ

力ラー・ブラック(74820000BY)

ホワイト(74B20000WY)

サイズ・レンズ骨125mm

固定リングゆ140x32mm

12V50Wタイプ

カラー・ホワイト(74420000WY)

サイズ・レンズゆ90mm

固定リングゆ105x3lmm

74487000WY I BY 

Flood Lens (with ring] 
(74825000WY I BY) 

This lens spreads light in a soft concentric 
circle 

12V90Wtype 
(Color] 
Black (74825000BY) 
White (74825000WY) 
(Size] Lens:125 diam. Ring:140 diam.x32 

12V50Wtype 
(Color] White(74825000WY) 
(Size] Lens: 90 diam. Ring:105 diam.x31 

Sculpture Lens (with ring] 
(74820000WY I BY) 

This lens transforms light into an oval 
shape 

12V90Wtype 
(Color] 
Black(74820000BY)， 
White(74820000WY) 
(Size] Lens:125 diarr、Ring:140diam.x32 

12V50W type 
(Color] White(744820000WY) 
(Size] Lens: 90 diam. Ring:105 diam.x31 

デイライトコンJi.ージョンフィjレター[固定リング付]

色温度を変換させるフィルターです。

12V90Wタイプ/LEDタイプ

カラー.ブラック(74487000BY)

ホワイト(74487000WY)

サイズ・レンズ骨125mm

固定リングゆ140x32mm

12V50Wタイプ

カラー・ホワイト(74485000WY)

サイズ・レンズゆ90mm

固定リングゆ105x3lmm

748300∞WY/BY 

ハニカムルーパー[固定リング付]

グレア(舷しさを)軽減させるルー)¥ーです。

12V90Wタイプ/LEDタイプ

カラー.ブラック(748300008Y)

ホワイト(74B30000WY)

サイズ・レンズ世125mm

固定リングゆ140x32mm

12V50Wタイプ

カラー・ホワイト(74430000WY)

サイズ・レンズ骨90mm

固定リングゆ105x31 mm 

I Exhibitions I Liahts 
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Daylight Conversion Filter (with ring] 
(74487000WY I BY) 

Color T emperature conve巾 ngFilter 

12V90Wtype 
(Color] 
Black(74487000BY)White(74487000WY) 
(Size] 
Lens:125 diam. Ring:140 diam.x32mm 

12V50Wtype 
(Color] White(74485000WY) 
(Size] Lens: 90 diam. Ring:105 diam.x31 

Honey-comb Louver (with ring] 
(74820000WY I BY) 

To diminish the glare 

12V90Wtype 
(Color] 
Black(74830000BY)， 
White(74830∞OWY) 
(Size] 
Lens:125 diam. Ring:140 diam.x32mm 

12V50Wtype 
(Color] White(74430000WY) 
(Size] Lens: 90 diam. Ring:105 diam.x31 

オランダ国立メスダッ八美術館 IDe Mesdag Collectie 

Lighting Equipment 

Implementation 
[]mp]ementation] For Quicker and More Efficience Work 

[作業]迅速で円滑な展示作業をサポートするために

専門的な作業にはそれにあった環境づくり

と専用道具が必要です。「作業Jに掲載され

た道具類は、美術館ー博物館芯どの専門的

な環境での作業性老高める為に専門的なア

ドバイス芯どから取揃えたブロの作業をサ

ポー卜する道具です。

無理のない作業が大切芯作晶を傷付けす

人にも安全芯作業老実現します。

Specialized operations need special tools 

Along with the tools in the 'Operation' 

section， professional technical suppo同 IS

offered to aid work in specialized environ 

ments such as museums 

TAKIYA offers easy， safe and sophistica-

ted solutions for people and display 

pleces. 

運搬・収納

絵画運送用クレート

運鍛車

台車

収納ワゴン

作業足場・作業台

作業足場

作業台

イーゼル

工具・道具

工具

補修材

養生材

Transportation I Storage 

Picture Transport Crate 

Carts 

Dollies 

Storage Carts 

Platforms I Work Tables 

Platforms 

Work Tables 

Easel 

Tools I Devices 

Tools 

Repair Materials 

Frame Mats 



作業/運搬・収納 IImplementation I Transportation • Storage 

絵画輸送用クレート I Picture Transport Crate 
絵画町一一トル1I… 

絵画輸送用クレート [TURTLE]

オランダの美術品輸送会社ファン・クラりン

ゲン社が開発したトランク型のクレート(絵

画輸送箱)です。亀の甲羅のように丈夫で

長持ちという意昧から ITu吋le=亀」とネー

ミンクされました。環境問題への取り組み

が盛んなヨーロッパでは、輸送の度毎に使

い捨ての木箱を製作するのではなく、こうし

た「通い箱」が普及しつつあります。

タートルの用途は輸遡寺だけではありません。

内部に調湿剤を封入することによって、空調

条件が整わない収蔵庫や一般の倉庫内で

の中長期の作畠保管にも効果を発揮します。

plcture transpo目 crateITURTLE] 

This Turtle crate (picture transpo代 box)
developed by an artwork transport com-
pany， Van Kralingen， based in Holland. It 
was named Turtle because it is durable 
and long lasting， just like a tortoiseshell 
In Europe， where environmental issues 
are actively addressed， returnable boxes 
like this became common instead of us 
ing single-use wooden crates. The Tu内le
crate can be used not only when trans-
porting， but. by inserting a humidity con 
trol device， it becomes effective for stoト
ing artwork in locations which are not air 
conditioned 

唱、
TURTlE 

オランダの名画が世界を駆けめぐる時、タ

ートルの活躍は美術関係者の闘ではすでに

ポピュラ な存在となっています。

As famous Dutch paintings circle around 
the world， Turtle's activity is becoming 
popular among those in the art people 

HV-TUR-AL I BL I CL 

タートル

!H 日平
Humidity50曲 FI倒 ;b胎

Detail・dCross section Top Humidity田 OOFI・xible
DetailedCrosss・ctionBottom

~ 
1"= 

.. 区輔 .. 
j '印刷

ー-F22 

ー... 4b 

至?福

--圃・・圃・--
高気密クレート

タートルは気密性が極めて高く、輸送中の

外気の影響を最小限に抑えるよう設計され

ています。特に急激な温湿度変化を伴う航

空機による作品輸送に際しては、こうした高

気密クレートの使用が推奨されます。

日甲
fFZZ 

ポリエステルファイバー樹脂

外装部は厚さ4ミ1)のポリエステルファイバ

一樹脂でできており、一般的な木製のクレ

ートに比べて軽量、Eつ衝撃に強い構造と

なっています。

Fr-6.~可

胸;;毘翌
BYCQurt田 tyof the Van Gogh museum， Amsterdam 口巾pingfrom the Dutch newspaper AD 

bycou円esyof the Mauritshuis， The Hague 

材 質・表面:ポリエステルファイバーグラス

サイズ・内寸

H 740xW 980xD125l1l11(AL) 

H 950xW1 ，220xD 125mm (8L) 

H 1 ，340xW 1 ，620xD125l1l11 (CL) 

外寸

H 1 ，030xW 1 ，260xD430lll1l (AL) 

H 1 ，240xW 1 .470xD430lll1l (8L) 

H1 ，630xW1 ，870XD430lll1l (CL) 

重量・45kg(AL)

65kg(BL) 

88kg(CL) 

構成・コーナーブロック4コ付(AUBL)

コーナーブロック4コ、
サイドブロック2コ付(CL)

Fiberglass Crate [Turtle] 
(HV-TUR-AL I BL I CL) 

IMaterial] Surface: Polyester fiberglass 
ISize]lnner dimensions 
H740 x W980 x D125mm(AL) 
H950 x W1，220 x D125mm(BL) 
H1340 x W1，620 x D125mm(CL) 
Outer dimensions : 
H 1 ，030 x W1 ，260 x D430mm(AL) 
H 1 ，240 x W1 ，470 x D430mm(BL) 
H 1 ，630 x W1 ，870 x D430mm(CL) 
IWeight] 45kg(AL)， 65kg(BL)， 88kg(CL) 
IComposition] 
with 4 corner fittings (AUBL) 
with 4 corner fittings， 2 side fittings (CL) 
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'" HV-TUR-B-S 

コーナーブ白ロック
1 U ~ 1L E' 

材質・木/布

サイズ・220x220xH1 90mm 

(有効サイズ110)

Corner Fitting (HV-TUR・B-S)

IMaterial] Wood I Cloth 
ISize] 220 x 220 xH190mm(Effective size110) 
These fittings secure artwork at the cor-
ners. HV-TUR.AL HV.TUR.BL HV.TUR-GL 

The Tu門lecrate is extremely airtight and 
designed to minimize the effect 01 outside 
aiT in transit. Particularly when transport-
ing artworks by air， which involves sud 
den changes in humidity and tempera 
ture， the use 01 airtight crates like this is 
an advantage 

円berglassBox [Turtle] 
Compared to wooden crates， the 4mm 
thick polyester liberglass resin better pro-
tects against impact shock and light 

インナーフ、ロック(オプション)

作自を固定するインナーブロックは、マジッ

クテープ方式を採用しています。任意の位

置に素早く動かすことができ、額縁の厚さに

合わせて高さを自由に調節することができ

ます。

Inner Blocks (Optional) 

These inner blocks a壮achto artwork us-
ing Velcro strips. Works can be easily se 
cured at any position， as well as adjusted 
to accom modate va町ingIrame thicknes 
ses 

HV-TUR-L-S 

サイド‘ブ‘ロック

材質・木/布

サイズ・190x210xH190lll1l

{有効サイズ120)

Side Fitting (HV-TURーしS)

[Material] Wood I Cloth 
ISize]190 x 210 x H190rr、m(Effective size120) 
These littings secure works at the剖 de
edges. 

-タートルケース混湿度変化試験

外気温14'C、相対湿度45%の環境下にケ

ースを置き72時間の順応期間後、それぞ
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低温測定

l即E期間後一10'Cまで外気温を急速に下げ、

18時間保つ。その後、 14'Cに急速に上げ、

ケース内の変化を測定する。

高温/湿度測定

順応期間後40'Cまで外気温を急速に上げ、

18時間保つ、その後14'Cに急速に下げ、ケ

ース内の変化を測定する。

20 

-測定結果

-ケース内の温度は、低温測定18時間後

24時間の回復期間を経て、外気温から1

℃以内の下降であった。

・高温、湿度測定申ケース内の湿度は5%

を超さす開始条件から7%以下の掴加で

あった。

震 験 Petutz& b aS60cies B.V祉研究所

分析結摘エンジニアリングSコンモナルタント栓

-タートルケース録動試験

・測定方法

ケースに絵画(木製プレート2mm厚)を入れ、

3つの加速センサ (短辺部、長辺部、絵画

の上部)を取り付け、テストをお乙なう。

・測定結果

ケース内で測定された加速は、各方向とも

1xlQ"から1xlQ'Sとなり、低周波域(2-

12Hz)、高周波域 (500Hzまで)、共にケ

ス外で受ける加速力よりも小さい。

自 昼食アブライド・メカ=クス

(オランダEnchede，Twente:大学梅緩工学研究室)

分析。省抽エンジヱアリンクSコンザルタンド祉

35 

.Results 
After the 24hour recove町 periodfollow 
ing the 18 hour low temperature test. it 
was found that the temperature inside the 
case had decreased less than 1.C from 
the air tempe悶ture
During the high-temperature/humidity 
test， the humidity within the回目 didnot 
exceed 5% and there was less than a 7% 
Increase 
Testing: Petutz & b ass田 i8SB.V. company laboratory 
Analysis . Results : Engineering & Consultant company 

Turtle Case Vibration Test 

.Method 
A Iramed painting (wooden plate 2mm 
thick) was placed in the case， attached 
with three vibration sensors on all sides of 
the painting and the followed test was 
perfo円相ed

.Result 
The vibration measured within the case 
was 1x10" to 1x10-6 in each direction， 

and was smaller than the accelerating 
force received outside the case for both 
the low frequency reg旧n(2-12Hz) and 
the high Irequency region (up to 500Hz) 
Testing: Applied Mechanics 
(Holland， Enchede， T wente university Mechanical En 
gineering laboratory) 
Analysis' Result: Engineering & Consu比:antcompany 

Picture Transport Crate I 

I 58 



作業/運搬・収納 Implementation I Transportation . Storage 

運搬車 Ca巾
台車 Dollies 

N下UPK-1BO

絵画運搬車[ネットタイプ]

c
 

内局F卜
U》ρしU》H

u
 

pし匂》n「車鍛運画絵

間
NT.UPM-1B90 

マルチ運搬車

絵画作畠を安全に効率よく運ぶための絵画

専用運搬車です。主に作品を立て揖けたり、

ネッ卜部分に吊下げて使用します。また、ネ

ット部を取外す事ができるので台車として

の使用も可能です。

材質・スチール焼付塗装

サイズ・1.830x925xH 1 .61 01111 

積鷺荷重・200kg

重量・110kg

キャスト・ストッパー付/ウレタン車輪

※ベルト付

※オプション:緩衝キャスター(積載帝重200kg)

Picture Cart [NetType] (NT-UPK-180) 

To car町 artworks salely and efficiently 
Pictures can lean against the net or hang 
hooked to the net. The Net unit is re円、ov-
al， then you can use it as a cart 

IMaterial1 Steel baked finish 
[Size]1.830x925xH1.610mm 
[Load capacity] 200kg 
[Weight] 11 Okg 
[Casters] Urethane roller with stoppers 

*The belts included 
帯。ptional: Shock absorbing Caste悶 (Load団-

pacity 200kg) 

NT-UPK-200 

絵画運搬車[ネットタイプ]

ネット部を取外しての使用も可能です。
Possible to use 刷 thNet unit removed 

Multipurpose Carrier Ca同(NT-UPM-1890)

Wide loading area and removable/adjust-

able rails (4Ievels)回 ncarry Various items 

such as Ilat works or large boxes 
緩衝キャスター仕様

ワイドな積載面と取りはすし可能な可動柵(4

段階)で、平面作品から大きな箱まで、さま

ざまな用途に使用できます。

材質・スチール焼付塗装

サイズ・1.820x920XH1.6401111 

積載荷量・300kg

重量・80kg

キャスター・ストッパー付/ウレタン車輪

※才プション:緩衝キャスヲー(積載荷量2∞kg)

[Material] Steel baked linish 
[Size] 1.820 x 920 x H1.640mm 
[Load capacity] 300kg 
[Weight] 80kg 
[Casters] Urethane roller with stoppers 
暢Optional: Shock abso巾ingCasters (Load回一

pacity 200kg) 

NT-UPK-200P 

絵画運搬車[フ工Jレトタイプ]

絵画作晶を安全に効率よく運ぶための絵画

専用運搬車です。主に作品を立て掛けたり、

ネット部分に吊下げて使用します。

材質・スチール焼付塗装

ザイズ・2.040x1 .1 90xH 1 .820mm 

積範荷重・200kg

重量・110kg

キャ)，9-・ストッJCー付/ウレタン車輪

※ベルト付

I Implementation I Transpo同:atlon・Storage
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N下UPP-235

パネル運搬車[平積タイプ]

Picture Cart [Net type] 
( NT-UPK-200 ) 

This ca口 carriesart works salely and 
efficiently. Pictures can be hung or set 
against the net 

Picture Cart [Felt type] 
(NT-UPK-200P) 

This picture wagon is made 01 12mm-
thick plywood covered with lelt 

約20枚の展示パネル(NT-TPP-90)を水

平に重ねて運搬、および収納することがで

きるよう設計されています。

材質・スチール焼付塗装

ザイズ・2.380x1.090xH1.020mm 

積慌荷重・300kg

重量・60kg

キャ)，9-・ストッパー付/ウレタン車輪

厚さ12mmの合板にフ工JlJ卜を貼った絵画

運搬車です。

材質・スチール焼付塗装

サイズ・2.040x940xH1 .740mm 

積鶴荷量・200kg

重量・130kg

キャスト・ストッパー付/ウレタン車輪

Panel Carrier Cart (NT-UPP-235) 

This ca内旧 designedto carry or store 
approximatelγtwenty displaγpanels (NT・
TPP-90) layered horizontally 

[Material] Steel baked linish 
[Size] 2.380x1.090xH1.020mm 
[Load capacityJ 300kg 
[Weight] 60kg 
[Caste問]Urethane roller with stoppers 

[Material] Steel baked finish 
[Size] 2.040 x 940 x H1.740mm 
[Load] 200kg 
[Weight] 130kg 
[Casters] Urethane roller with stoppers 

[Mater旧1]Steel baked linish 
[Size] 2.040x1.190xH1.820mm 
[Load capacity]200kg 
[Weigh吋110kg
[Castersl Urethane roller with stoppers 
*The Belts included 

NT-UPM-1BO 

マルチ運搬車

ワイドな積載面と取りはすし可能な可動綱(4

段階)で、平面作品から大き砿箱まで、さま

ざま芯用途に使用できます。

Multipurpose Carrier Ca同(NT-UPM-180)

This cart's large load area and adjustable 
rails can car叩 variousitems such as Ilat 
works or large boxes 

材質・スチール焼付塗装
[Materiall Steel baked finish 
[Size] 1.830 x 1.230 x H 1. 790mm 
[Load capacity] 300kg 
[Weight]106kg 
(Casters] Urethane roller with stoppers 

サイズ・1.830x 1 .230XH 1 .7901111 

積載荷量・300kg

重量・106kg

キャスヲー・ストッパー付/ウレタン車輪

NT-UPP-1BOL 

パネル運搬車[縦積タイプ]

約14枚の展示パネル(NT-TPP-90)を垂

直に立てて移動、収納することができます。

また、中央のパイプICーは取り外しできます。

材質・スチール焼付塗装

サイズ・1.840x600xH7451111

積載荷量・250kg

重量・52kg

キャスト・ストッパー付/ウレタン車輪

Cart (vertical-Ioading type] 
(NT-UPP-180L) 

With this cart. approximately lourteen 
display panels (NT-TPP-90) can be 
ve円icallyloaded and translerred. The 
pipe bar in the center is also removable 

[Mater旧1]Steel baked finish 
[Size]1 ，840 x 600 x H745mm 
[Maximum load] 250kg 
[Weight] 52kg 
[Casters] Urethane roller with stoppers 

Picture Caπs 1 
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運搬車、台車 I Ca巾， Dollies 

収納ワゴン I Storage Cars 

SN-NB-l0ll NF-301 

台車[折りたたみ式]

折りたたみ式のハンドル付なのでコンパク

トに収納できます。

積載荷重・ 150kg(NB・101)

300kg (NF-30 1 ) 

サイズ・積載面740x480mm(NB・101)

920x61 Omm (NF-30 1 ) 

キャA9-.ウレタン車輪

Dolly [Foldaway] (SN-NB-1 01 1 NF-301) 

The handle part can be lolded down lor 
small storage spaces 

[Load capacity] 
150kg (NB-101)， 300kg (NF-301) 
[Size] Load area:740x480mm (NB刊 1)，
920x610mm (NF-301) 
[Casters] Urethane rollers 

SN-NF-307 I NG-407 

台車[サイドネット付]

脱着式のサイドネットが付いていて小物の運

搬に便利です。

積載荷重・300kg(NF-307) 

500kg (NG-407) 

サイズ・積載面 920x61 Omm (NF-307) 

l，240x790mm (NG-407) 

キャスヲー・ウレタン車輪

Implementation 1 Transportation . Storage 
61 I 

SN-NF-302B I NG-402B 

台車[ブレーキ付]

ハンドルから手を離すとブレーキがかかる

安全設計です。

積載荷量・300kg(NF・302B)

500kg (NG-402B) 
サイズ・積載面 920x61 Omm (NF-302B) 

1 ，240x790mm (NG-402B) 

キャA9-.ウレタン車輪

Dolly [With brakes] 
(SN-NF・302BING・402B)

The brakes will be activated when you re 
lease your hold on the handle 

[Load回 pacity]
300kg (NF-302B)， 500kg (NG-402B) 
[Size] Load area: 920x610mm (NF・302B)，
1，240x790mm (NG-402B) 
[Casters] Urethane rollers 

Dolly [With nets] 
(SN-NF-307 1 NG-407) 

This is convenient lor carrying many small 
Ite円、sat once. The nets are also rer明ov-
able lor larger objects 

[Load capacity] 
300kg (NF-307)， 500kg (NG-407) 
[Size] Load area: 920x61 Omm (NF-307)， 
1，240 x 790mm (NG-407) 
[Casters] Urethane rollers 

DK-BC-L1S 

パンパーキャリー[折たたみ式]

荷台廻りは幅が大きく弾性にとんだクッシヨ

ン素材を使用、多少の衝撃から壁や柱をガ

ードします。また、オプションのフットブレー

キは、荷物の積み降ろしの際、キャスタ を

ロックできるので安定した作業が可能です。

積罷荷量・300kg(L)

150kg(8) 

サイズ・積載面900x600mm(L) 

740x480mm(8) 

キャA9-・小音キャスターゴム車

Bumper Carry [Foldable] (DK-BC-L 1 S) 

Wide and elastic cushion material is at 
回ched surrounding the carry board， 
Guarding walls or pillars against most 
bumping shocks， and the optional loot 
brake can lock the casters， enabling se・
cure labor when loading and unloading 
displays 

[Load capacity] 300kg ( L)， 150kg ( S ) 
[Size] 
Load area: 900x600mm ( L)， 
740x480mm ( S ) 
[Casters] Rubber rollers 01 small sound 
caster 

NT-DS-MP90 

台車[汎用タイプ]

手軽に扱えて小回りのきく汎用タイプの台

車です。

材質.木

積識荷重・積載荷重200kg

積載面・900x600mm

キャスター.ストッパー付/ウレタン車輪

.ご要望に応じて、サイズを変更できます。

Multipurpose Dolly (NT-DS-MP90) 

This is a light.円、ultipurposedolly that can 
easily move around in small spaces 

[Load capacity] 200kg 
[Size] Load area:900 x 600mm 
[Casters] Urethane roller with stoppers 

.We take custom orders for different sizes 

オプション 。フットペダルを踏み込むとキャ

スターがロックされます。再度踏み込む事で

解除できます。

Option by stamping on the loot pedal， 
casters get locked. Second t附田 Stamping
unlock casters 

SN-CPし10S-107

キャッチパレット

手動式の油圧ポンプによってアーム部が昇

降します。彫刻作品芯ど重量物の運搬に不

可欠です。

積載荷量・l，OOOkg

サイズ・520x1.470mm
鱒7ーム・高さ45-135mm

Forklift Pallet (SN-CPL-10S-107) 

Thearms lift up by a manual hydraulic jack 
This is an essential tool in translerring 
sculptures and other heavyweight items 

[Load伺 pacity]l，OOOkg 
[Size] 520x1，470mm 
[Loading arm] H45-135mm 

台車/パンlてーキャりー/キャッチ!¥レット I Dollies 1 Forklift Pallets 

NT-WGW-86 

ワイヤ収納ワゴン

ワイヤやハンガーセットを丸めること芯く、

そのまま長さ別に収納することのできる便

利な大型のワゴンです。付属で部届収納用

のコンテナボックスが付いています。

材質.スチールグレー焼付塗装

収納量・ハンガーセット約360本

サイズ・861x450x

H1，665・1，915・2，165間1

重量・30kg

キャA9-.ストッパー付/ウレタン車輪

構成・コンテナボックスN-1、2(各2個)付

Wire Storage Ca川 NT-WGW・86)

This is a large storage ca内 thatis conve-
Large Sto悶geCart lor Wires and Hanger 
Sets conveniently stored without rolling 
and tangling 01 different lengths as they 
are. It also comes with a container box tor 
storage 01 parts 

[Material] Gray coated steel 
[Storage size] 
Approximately 360 hanger sets 
[Size]861x450xH1 ，665.1 ，915・2，165mm
[Weight] 30kg 
[Casters] Urethane rollers with stoppers 
[Composition] organizer boxes N-1， 2 
(2peices included) 

NT-WGB-94 

パケット式収納ワゴン

小形の部晶棚に天板とキャスターを付けた

ワゴンです。展示作業の際に、金具や工具

類をまとめて移動することができます。

材質・スチール黒焼付塗装

サイズ・940x400xH1 ，OOOmm 

369x278xH 1 28mm 

(コンテナボックス)

重量・40kg

キャスト・ストッパー付/ウレタン車輪

構成・コンテナボックス(フタ付)小3台付

コンテナ N・18個付

N-26個付

N・34個付

Organizer Bucket Cart (NT-WGB-94) 

This cart has small shelves， a top cover， 

and rollers. You can easily move accessoト
ies and tools together during installation 

[Material] Black coated steel 
[Size] 940 x 400 x H1 ，000mm 
[Organizer bucket size] 369 x 278 x H 128mm 
[Weight] 40kg 
[Caste悶]Urethane rollers with stoppers 
[Composition] 
3 small organizer boxes with lids 
8 small organizers without lids (N-1) 
6 medium organizers without lids (N-2) 
4 large organizers without lids (N-3) 
(included) 

NT-WGB-3 

コンテナボックス付き作業台

収納と作業性を考えた移動式作業台です。

外部から視認できる透明のコンテナボック

スを採用、立位置のよ段片側にはパケットコ

ンテナを引っ掛ける金具があり作業性を高

めます。キャスターは全て回転、旋回、ストッ

プ機能があります。

材質.スチールパイプ、シナベニヤ

カラー・白焼付塗装、白メラミン化粧板

サイズ・W800xH91OxL 1 ，200 

重量・53kg

付属・コンテナボックス(蓋付き)8個
(寸法 W441xH145xL281) 

パケット式コンテナ(大)4個
(寸法 :W192xH90xL285) 

パケット式コンテナ(小)6個
(寸法 W132xH90xL200)

間

ワイヤの長さに合わせて高注調節(3段階)でき
ます。

Height is adjustable according to the 
wire lengths打hreestep adjustment) 

Work Table with an Organizer 
(NT-WGB-3) 

This is a mobile work table designed lor 
storage and workability. A clear organizer 
visible Irom the outside is employed 
There is a clip to hook a bucket organizer 
on one upper side in a standing posit旧n
that enhances workability. The wheel has 
rotation， swivel and slipper functions 

[Material] Steel pipe， Plywood 
[Color] White coated steel， 

White plywood with melamine coating 
[Size] W800 x H91 0 x L 1，200 
[Weight] 53kg 
[Accesso町]
8 organizers with lids 
(Size: W441xH145xL281) 
4 large bucket organizers with lids 
(Size: W192xH90xL285) 
6 small bucket organizers with lids 
(Size: W132xH90xL200) 

Implementation 1 Transportation・Storage
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収納ワゴン

作業足場

NT-WGL-2 

照明器具収納ワゴン[置式]

NT-WGし3

照明器具収納ワゴン[置式]

Implementation I Platforms . Work Tables 

Storage Cars 
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ι手l 村〉
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照明器具を棚の上に置くだけなので、スピ

ーデイーな作業が可能です。球切れをチ工ツ

クするためのラインを1回路、備えているほ

か、下段には部品類を収納するための引出

しがついています。

材質・スチール黒焼付塗装

lIi(納数・約30-40灯

サイズ・1.300x600xH 1.750mm 

重 量・93kg

キャ7-$'-・ストッパー付/ウレタン車輪

付属品・電源コード5m

Lighting Equipment Storage Ca同
[Shelf typeJ (NT-WGL-2) 

Lighting equipment can be stored on the 
cart's shelves. The cart comes with one 
built-in circuit line to check your lights， 
and drawers at the bottom to organize 
and store accessories 

[Material] Black coated steel 
[CapacityJ 
Approx. 30-40 lights 
[SizeJ 1，300 x 600 x H1 ，750mm 
[WeightJ 93kg 
[CastersJ Urethane roller with stoppers 
[AccessoriesJ Plug cord 5m 

間
照明器具をフリーに収納することのできる

汎用性の高いワゴンです。緩衝キャスター

が標準装備なので移動がスムーズにおこな

えます。

材質・スチール焼付塗装

収納数・約30-40灯

サイズ・1，040x500xH 1 .230mm 

重量・40kg

キャスヲー・緩衝キャスター

付属品・電源コード5m

Lighting Equipment Storage Cart 
[Shell typeJ (NT-WGし3)

General purpose Wagon to store lighting 
equipment Ireely. Shock absorbing田 s-
ters are equipped as standard enabling 
smooth moving 

[Mater旧IJBlack coated steel 
[CapacityJ 
Approx. 30-40 lights (75371025Y) 
[SizeJ 1，040 x 500 x H1 ，230mm 
[WeightJ 40kg 
[CastersJ Shock absorbing Casters 

照明器具収納ワゴン|

口りングタワ | 

ローリングタワー

Lighting Equipment Storage ca同S

Rolling Towers 

展示や照明の調整に必要な高所作業、これ

らを安全に効率良く行うためには、しっかり

とした足場が必要です。また、広い工りアで

は移動性も求められます。

ローリングタワーは、こうした高所作業を安

全にザポー卜するとともにすぐれた収納性

も備えた製品です。

Rolling Towers 

Work with displays and lightning requires 
stable scaffolding， yet lor large spaces， 
mobility is also needed. This rolling tower 
is ideal lor just that. while easiness 01 
storage has also been considered in the 
design 

Storage Cars I Pla甘orms I 
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作業足場

PC-SNP-20A+SN-l B 

ローリングタワー

Implementation I Platforms . Work Tables 

Platforms 

間

-コンパクトに収納できる

折りたたみ式
Collapsible ladder 

収納に便利な折りたたみ式の足場です。用

途に応じて40an間隔で床面の高さを変え

るととができます。床高160an以上で使用

する場合は、オプションの手摺(SN-1)が必

要です。

材質・アルミ合金パイプ、木製床板

最大使用荷重・140kg

サイズ・2.500X750XH2.050mm

最高床高2.050mm(SNP-20A) 

2.500X750XH 1 .OOOmm 

(SN・1B)

330x750xH2.040mm 

(折りたたみ時、脚部)

重量・95.1同

本ウレタン車輪仕綴あります。(オプション)

I Implementation 1 Platforms . Work Tables 
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.安全主主ロック式
Safety lock 

Rolling ladder Platform (PC-SNP・20+SN-l)

This is a collapsible ladder that stores 
conveniently. The height of the floorboard 
is adiustable at 40cm intervals. You need 
the handrail (SN-l) if you use it for 
heights higher than 160cm 

[Material[ Aluminum alloy pipe， Wood board 
[Maximum load] 140kg 
[Size] 
2，500x750xH2，050mm， 
Max. height 2，050mm (PC-SNP-20A) 
2，500x750xHl，000mm (PC-SN-1B) 
330x750xH2，040mm (Legs， folded) 
[Weight] 95.1 kg 

‘Urethane roller available (optional) 
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PC-TKY-2070 

ローリングタワー 間
PC-PSW-15018-2BA 

ローリングタワー 間

.2人での作業も可能芯余裕のあるスベー

ス、開閉式のハッチ採用

Large 2 man working space with remov-
able hatch 

天井高のある構造でのピクチャーレールへ

のフックの取り付けや照明器具の移動芯ど

をおこなうための足場です。ブレーキ付ウ

レタン車輸が標準仕様で移動作業がスム

ズにおこなえます。

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・250kg

サイズ・1，500x 1 ，800xH3， 160-3，3901 

最高床高2，180-2，41 Omm (1 BA) 

1 ，500x 1 ，800xH4，91 0-5，1401 

愚高床高3，930-4，160mm (2BA) 

1 ，500x 1 ，800xH6，660-6，8901 

愚高床高5，680-5，91Omm (3BA) 

重量・112kg(lBA)

157.7kg (2BA) 

203.5kg(3BA) 

キャスヲー・ウレタン車輪

難しい組立ては不要、女性や年配の方にも

安心な中階段付きです。収納スペースを取

ら?、間口が狭い展示室も通れ、間口が狭い

エレベーターにも積載が可能なコンパクト

な口一りンクタワーです。

ブレーキ付ウレタン車輪使用

Rolling ladder Platform (PC-TKY・2070)

This is a compact rolling tower with d卜

mensions of W1840 x D950 X H2810. It 
has urethane rollers with brakes and it 
features functions such as an easy-set up 
and a ladder that is safe for women and 
the old to climb. In addit旧n.the tower 
needs no storage space and can easily go 
through a narrQW entranC9. It is even pos-
sible to take the tower into an elevator 
with a na rrow front 

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・150kg

サイズ・1，840x950xH2，81 Omm 

最高床高1，890mm

折たたみ時高さ2，070mm

重 量・109kg

キャJ.9-・ウレタン車輪

[Material] Aluminum alloy pipe 
[Maximum load] 150kg 
[Size] 1840x950xH281 0 
Maximum footboard height 1890mm 
Folded hight 2，070mm 
[Weight]1 09kg 
[Caster] Urethane rollers 

-踊場付の階段、昇降が容易な安心設計

Ladders with landing for sa!e operation 

Rolling Tower (PC-PSW・15018・28)

This scaffold is perfect for asserr、bling
hooks on high ceiling picture rails. Ur 
ethane casters with brakes provide 
S門、ooth町、ove円lent

[Material] Aluminum alloy 
[Maximum load] 250 
[Size]1 ，500 x 1，800 x H3，160-3，3901 
Maximum footboard height 
2，180-2，410mm(1 BA) 
1，500 x 1，800 x H4，91 0-5， 1401 
Maximum footboard height 
3，930-4，160mm(2BA) 
1，500 x 1，800 x H6，660-6，8901 
Maximum footboard height 
5，680-5，910mm(3BA) 
[Weight] 112kg(IBA)， 157.7kg(2BA)， 
203.5kg(3BA) 
[Caster] Urethane rollers 

HK-STV-3 

ローリングタワー 間

-脚部は設置面積が大きい樹脂製端具、

伸縮調整(290mm)力t可能です。

-補強用の筋交いはスピーディな組立を考

えたワンタッチ方式

Oiagonal Braces for reinforcement are 
One-touch system considering speedy as-
sembly 

安全性の高いアウトリガータイプの口一り

ングタワーです。天井高のある構造での照

明器具の取付や移動芯どをおと芯うための

足場です。移動作業がスム ズにおこなえ

るブレーキ付ウレタン車輸をオプションでご

用意しています。

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・100kg

サイズ・1，080x630xH5，840 1 

作業床高4，700川 (3)

1 ，080x630xH4，320 1 

最高床高3，180川 (2)

重量・74.3kg(3)

57.8kg(2) 

キャJ.9-.ブレーキ付きウレタン車輪

(オプション)

-作業床面は、ストッパー付開閉タイプで

内側からの昇降力可能です。

-オプションのキャスターはブレーキ付き

ウレタン車輸を採用

Optional Castors are打、adein Urethane 
with brakes 

Rolling Tower (HK-STV-3) 

High Safety Level Out-Rigger Type Rolling 
Tower. This scaffold is pe刊ectfor assem 
bling lighting equipment for high ceiling 
structur9. Urethane casters with brakes 
provide smooth movement 

[Material] Aluminum alloy 
[Maximum load]100kg 
[Size]1 ，080 x 630 x H5，840 1 
Ma淵mumfootboard height 4，700mm(3) 
1，080 x 630 x H3，1801 
Maximum footboard height 3，180mm(2) 
[Weight] 74.3kg(3)， 57.8kg(2) 
[Caster] Urethane rollers (Option) 

Implementation 1 Platforms . Work Tables I 
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作業足場 I Platforms 

ローリングタワー I Rolling Towers 

脚立/電動リフト I Stepladders I Electric Lift 

PC-DWR 

脚立[ガードタイプ]

UL35E 

電動リフト間
PC-SEG-A240 

脚立[キャスタータイプ]

HK-KS-15 

脚立[軽量タイプ]

小型軽量で持ち運びゃ収納が容易な軽作

業用の脚立です。

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・100kg

天板寸法・350X45011111

サイズ・H2.380剛(実場寓1.710)(KS-18) 

H2.080叩(芙場商1.410)(KS-15) 

重 量・11 .4kg (KS-18) 

10.1 kg(KS-15) 

Stepladder (HK-KS・15)

This stepladder is small and light. port-
able. and easy to store. 

脚立や梯子では届かない高所作業用の電

動リフトです。昇降、停止はボタンひとつで

簡単に操作することができます。

材質・アルミ合金製

猷棚荷量・136kg (UL40E) 

159kg 

(UL35E1UL30ιUL25E1UL20ElUL 15日
サイズ・1.400X740XH2.770-13.920111TI

(UL40E) 

1.460x740xH 1.970-12.060~m 

(UL35E) 

1.400x740xH 1.970-1 O.680~m 

(UL30E) 

1.340x740xH 1.970-9.230胴

(UL25E) 

1.270x740xH 1.970-7.91 01llTI 

(UL20E) 

1.21 Ox740xH 1.970-6.530111TI 

(UL15E) 

最大床高・11.920胴(UL40E).l0.060mm (UL35E) 

8.680~~ (UL30E). 7.230m (UL25E) 

5.91 O~~ (UL20日.4.530棚 (UL15日
重 量・560同(UL40E).450ほ(UL35E)

41 Okg (UL30E). 385kg (UL25E) 
360kg(UL20日.335kg (ULl5E) 

構成・AC100V、DC12V(オプション)

[Material] Aluminum 剖loy，Almite finish 
[Maximum load] 100kg 
[5ize] Height : 2，380mm(18)， 
2，080mm(15) 
[Weight] II.4kg(18)， 10.lkg(15) 

HK-DT-170 

脚立[足場タイプ]

Electric lift 
(UL40町UL35日UL30ElUL25E1UL20ElUL15E) 

This is a motorized lift lor high places where 
steps and ladders cannot reach. One can 
move up. down and stop at the ease 01 a 
button 

PC-SEG-A300/ A240/ A 1 80 

聞いた状態のまま移動が容易に行え、上枠 5tepladder (PC-5EG-A240) 

付きなので天場に立って作業が行えます。 Thisis a multipurpose stepladder with a 
specially designed platform 

[Material] Aluminum alloy 
[Ma削 mumload] 
136kg(UL40E)，159kg(UL35町UL30ElUL25
ElUL20町ULI5E)，
[5ize] 
1，400 x 740 x H2.770-13，920mm(UL40E) 
1，460 x 740 x Hl ，970-12，060mm(UL35E) 
1，400 x 740 x Hl ，970-1 0，680mm(UL30E) 
1，340 x 740 x Hl ，970-9，230mm(UL25E) 
1，270 x 740 x Hl ，970-7，91 Omm(UL20E) 
1，210 x 740 x Hl.970-6，530mm(UL 15E) 
[Foothold] 
1'，920mm(UL40E)，10，060mm(UL35E)， 
8.680mm(UL30E)， 7，230mm(UL25E)， 
5，910mm(UL20E)， 4，530mm(UL 15E) 
[Weight] 560kg(UL40E)， 450kg(UL35E)， 
410kg(UL30E)，385kg(UL25E)， 
360kg(UL20E)，335kg(UL15E). 
[Composition] ACl OOV. DCI2V(optional) 

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・130kg(A420/A360)

1 OOkg(A300/A240/A 180) 

サイズ・H4，969mm(天場高4，200)(A420) 

H4.34211111(天場高3，600)(A3印)

H3.7301llll(天場高3，000)(A3∞) 

H3.1001llll(芙場高2，400)(A240) 

H2，47511111(天場高1，800)(Al80) 

重量・54.0kg(A420) 38.0kg(A360) 

29.2kg(A初日) 24.8kg(A240) 

19.1 kg(A180) 

キャスヲー・スプリングキャスターウレタン車輪

(A300/A240/A 180) 

ストッI~ー付キャスターウレタン車輪

(A420/A360) 

[Material] Aluminum alloy 
[Maximum load] 
1 00kg(A300/A240/A 180). 
130kg(A4201 A360) 
[5ize] Height : 4，969 mm  (A420)， 
4.342 mm  (A360)， 3，730 mm  (A300)， 

3，100 mm仏240)，2，475mm  (AI80) 
[Weight] 54kg(A420). 38kg(A360)， 
29.2kg(A300). 24.8kg(A240). 
19.1kg(AI80) 
[Casters] 
Urethane rollers with spring stoppe陪

(A3001 A240 I A180) 
Urethane rollers with stoppers (A420 I 
A360) 
Urethane roller available (optional) 

5tepladder (PC-DWR) 

This spacious platform is enclosed by 
three rails. It rolls smoothly on wheels on 
the back legs 

広い天場の三方はガードで固まれており、安

全性に優れています。後側の脚部にはキャ

スタが付いているため、移動もスムズ

におこなえます。

5tepladder (HK-DT-170) 

A handrail that thinks about safety and a 
wide work stand work efficientry. It is a 
convenient， for store it compact design 

立ち位置を安定させ、安全性を考慮した手

摺とワイドな足場が作業性を高めます。また、

展開した状態のまま移動力t容易に行えます。

優れた折たたみ設計がコンパクト芯収納を

可能にします。

材質・アルミ合金製

最大使用荷重・100kg

天板寸法・2.510x500mm

サイズ・H2，600剛(芙場寓1.700)

重量・45kg

キャA'j-・ウレタン車輪

[Material] Aluminum alloy 
[Maximum load] 120kg 
[5ize] Platform height 
2，100mm (DWR-210A) 
1，800mm (DWR-180A) 
1，500mm (DWR-150A) 
1，200mm (DWR-120A) 
900mm (DWR-90A) 

持Urethaneroller available (optional) 

材質・アルミ合金

量煉鵬重・120kg

サイズ・天場高2.1OOmm (DWR・21OA)

1 .800mm (DWR-1 80A) 

1 ，500mm (DWR・150A)

1 .200mm (DWR-1 20A) 

900mm(DWR・90A)

※ウレタン車輪仕儀(オプション)
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Implementation I Work Tables 

Work tables 

N下OT-180

折りたたみ式作業台

折りたたみ式作業台/昇降式作業台/ガス式昇降作業台

イーゼル

間
HB-2000L 

イーゼル [No.2000L]

キャスター付で移動も簡単、収納スペース

をとらない折りたたみ式の作業台です。

NT-UOT-180 

昇降式作業台 間

作業内容に合わせて高さを変えることので

きる油庄昇降式の作業台です。ハンドルを

回すと天板が上下lこ20cm動きます。

材質・天板.フロアリユーム仕上

脚部スチールメラニン焼付塗装

耐荷重・500kg(UDT・180)

530kg (UDT-240) 

サイズ・ 1.800x900xH620-8201ll11 

(UDT-180) 

2.400x 1 .200xH620-820mm 

(UDT-240) 

重量・69kg(UDT・180)

1 09kg (UDT-240) 

I Implementation I Work Tables 
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Adjustable Work Table (NT-UOT刊 0)

You can change the height 01 this work 
table lor different working conditions 
Turn the handle， and the top board moves 
20cm up or down 

(Material) 
Top board: vinyl sheet linish 
Legs: Steel， melanin-coated 
[Load capacity) 
500kg (UOT-180)， 530kg (UOT-240) 
[Size) 
1，800x900xH620-820mm， (UOT-180) 
2，400x1，200xH620.820mm， (UOT・240)
[Weight) 
69kg (UOT-180)， 109kg (UOT-240) 

NT-UOT-F180 

ガス式昇降作業台

材質・天板:フロアリューム仕上

脚部スチールメラニン焼付塗装

ウレタンキャスター付

耐荷重・300kg(OT・180)

400kg (OT-240) 

サイズ・1，800x900xH740mm

(OT-180) 

2.400x1，200xH7401ll11 

(OT-240) 

560x900xH 1 ，300mm 

(折りたたみ時、OT・180)

680X 1 ，200xH 1 ，5901ll11 

(折りたたみ時、OT・240)

キャA$>-・ウレタン車輪

Foldaway Work Table (NT-OT-180) 

The table can be moved easily with roll 
ers， and it does not take up much space 
in storage when folded 

[Material) 
Top board: Vinyl sheet linish 
Legs: Steel melanin-coated， 
Urethane rollers 
[Load capacity) 
300kg (OT-180) 
400kg (OT・240)
[Size) 
1，800x900xH740mm (OT-180) 
2，400x1，200xH740mm (OT-240) 
560x900xH1，300mm (OT-180， lolded) 
680x1，200xH1，590mm (OT-240， lolded) 
[Casters) Urethane rollers 

間
HB-50 

イーゼル [50号]

Hydraulic Work Table (NT-UOT-F180) 

This is a hydraulic elevating work plat-
lorm. When the top board is stored verti-
cally， 5 tables can fit in a lwo-meter 
square space 

しっかりとした構造のガススプリング方式の

昇降作業台です。天板を垂直に立てると2
メートル四方の空間lこ5台収納することが

できます。

材質・天板:木目調メラミン化粧板

脚部:スチール粉体塗装

耐荷量・70kg

サイズ・1，800x 1 ，200 H660-820剛

重量・78kg

昇降装置・ガススプリング/2本ロック式

[Materials) Top board : Wood grain 
melamine lacing plate 
Foot : Steel powder coating 
[Maximum load) 70kg 
[Size) 1，800 x 1，200 H660-820mm 
[Weight) 78kg 
[Elevation power) 
Two hydraulic springs with a lock system 

Foldaway Work Tables I Adjustable Work Tables 

Easel 

シンプル芯構造で収納に便利なイーゼルです。

材質・木製(ポプラ材}

カラー・ブラウン

ザイズ・W61OXD580xH 1 ，520mm 

重量・3.4kg

Easel [No.2000L) (HB-2000L) 

Simple structure and easy to put away. 

[Material) Woods (Poplar wood) 
[Color) Brown 
[Size) W610 x 0580 x H1，520mm 
[Weight) 3.4kg 

最大50号までのキャンパスを自由にセット

できる安定感のあるイーゼルです。また、背

面には高さと角度が簡単に調整できる作品

台がセットされ合理的な製作環境を実現し

ます。移動もスムーズなキャスター付です。

材質.木製(オーク材)

サイズ・W720xD760xH2，380-2，880mm

重量・55kg

Easel [50) (HB-50) 

Up to円、aximumsize 50 canvas to 5e! 
Ireely and securely. Backed by the height 
and angle adjustable work-board provid-
ing rational creative environ-ment. With 
the equipped casters allowing smooth 
movlng 

[Material) Woods (Oak wood) 
[Size) W720 x 0760 x H2，380-2，880mm 
[Weight) 55kg 

HB-25M 

イーゼル [25M型]

HB-91 

電動イーゼル [No.91D]

キャンパスのサイズと位置が自由に調整でき、

移動もスムーズ芯キャスター付です。

材質・木製(ポプラ材)

サイズ・W61OXD745xH2， 150-2，740剛

重 量 ・16kg

Easel [25M] (HB-25M) 

Adjustable to place and to the size 01 
Canvas， and smoolh mo山 n9with casters 
equipped 

[[Malerial) Wood (Poplar wood) 
[Size] W610 x 0745 x H2，150-2，740mm 
[Weighl] 16kg 

大号数の作品を電動で上下傾斜さ世るこ

とができます。任意の位置で固定し制作で

きるので、より快適な制作環境を実現し、長

時間の無理な体勢での制作による体への

負担を軽減します。

水平~垂直、前傾5・の傾斜が可能です。

材 質・スチール・アルミ・ポプラ材

サイズ・垂直時

W840x071 OxH 1，850-2，940l1li 

水平時:H790-1190

画布受け:W840xD72

重 量・約55kg

Easel [No.910) 
(HB-91) 

Nol only can Ihis producl move up and 
down， bUl il can also incline large sized 
canvases 
In addition， lhe canvas can be lixed al any 
arbilrary posilion， so Ihe a巾stcan work in 
comlort and reduce the strain on the 
body Irom working in odd or slresslul 
posltlons 
The easel can lie flal and slop al any an・
gle up 10 90" and il is even possible 10 
lean 10附 'ard5" 

[Malerial] Stainless sleel， Aluminum， 
Poplarwood 
[Size) 
Vertical-alignrr、ent:
W840x0710xH1850問 2940mm
Horizonta卜alignment:H790-1190 
Canvas stand: W840x072 
[Weight) approx. 55kg 
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作業/工具・道具 IImplementation I Tools • Devices 

工具 I Tools 
補修材・養生材 I Repair Materials . Frame Mats 

ピンタッ力一/Mピン/クロスタッチ/クロス消しゴム/クロスの穴うめ材ス-j¥ー

ミユージアムツールセット

Pin-tacker 1 M-Pins 1 Cloth Retouching Pigments 1 Cloth Erasers 1 Super Cloth Paste 

Museum Tool Kits 

NT-PT 

ピンタッ力一

N下CT-01102/031 041 05 

クロスタッチ

NT-CK-01 

クロス消しゴム

NT-CA-011 021 031 041 05 

クロスの穴うめ材スーパー

ハンマー部¥
Hammer pa円~

寄託f

¥も
、岡国国国〆

ストラップ穴
Strap hole 

ピン銭き
Pin remover 

ピンの長さに応じて中芯を調整します。中

芯調整はハンマー部の中芯調整穴から六角

レンチ(4mm)で調節します。

According to the length 01 the Pin the 
center core is adjusted. Center adjusting 
is done with the hexagonal wrench 
(4mm) lrom the center core hole 01 the 
hammer part 

クロスにできた釘やピンの按き穴をワンタッチで補修します。クロスの変色や汚れ隠しに便利な補修剤です。普及率の

高いクロスの定番色に合せて5色を揃えました。

クロスの部分的な汚れや落書きなど、油性水性の両方の

汚れを落とす大型の消しゴムです。

材質・成分:メラミン、塩化ビニール、

フェニルグリコール

霊量・40g

材質・成分'アクリル樹脂、

ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水

力ラー・ホワイト(01)

アイボリー (02)

ベージュ(03)

オフホワイト(04)

ライトグレー(05)

内容量・10胡

材質.成分:酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水

カラー・ホワイト(01)、アイポリー(02)

ベージュ(03)、オフホワイト (04)

ライトグレー(05)

内容量・20mQ
Cloth Eraser (NT-CK・01)

A uselul large cleaner that removes both oily and aqu-
eous stains or graffiti on clothes just by scrubbing 

Cloth Retouching Pigment 
(NT-CT-01 102 1 031 041 05) 

This is a simple， last solution lor cloth stains or discol 
orat旧 n.TAKIYA田 rrieslive 01 the most popular colors 
to suit your cloth 

美術館や博物館での展示作業のために開

発されたピン打ち用のタッ力ーです。先端

の筒部は透明樹脂でできており、壁を傷つ

けることがありません。またピストン部は磁

石に芯っており、繰り出しの長さも調節する

ことができます。

材質・アルミ、スチール

サイズ・48Xl15mm

付属品・六角レンチ

ピン夕、y力-t]l壁面と直角になるように合

わせ、押し込むようにピンを打ちます。ピン

の頭をより打ち込むにはハンマー部の小槌

で軽く打ち込みます。打ち込んだピンを抜

くときはハンマー部のt:'ノ抜きを使用します。
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に• Super Cloth Paste 

(NT-CA-01 1 02 1 03 1 041 05) 

Paste that allows you to mend pin and nail holes in one 
simple step 

[Materials] Component : Titanium oxide， Acrylic resin， 
Pign可ent.Water 
[Color] White(Ol)， Ivo吋(02)，Beige(03)， 
Eggshell white(04)， Light gray(05) 
[Content]2αnl! 

Pin-Tacker is to place in the right angle 
against the wall surface， and tap the Pin 
just like pushing it in. To tap the pin-top 
lurther in， use the hammer's small m剖let
to do so. When to pull out the pin， use 
the hammers pin-remover 

[Materials] Component : Acrylic resin， 
Silicate compound， Pigment， 
Heat-swelling agent， Water 
[ColoけWhite(Ol)，Ivo町(02)，8eige(03)， Eggshell 
white(04)， Light gray(05) 
[content]10ml! NT -KP3-6 1 4-8 

あて布団[平タイプ]Pin-Tacker (NT-PT) 

This pin-tacker was developed lor display 
work in museums and a同 galleries.The 
tube tip is made 01 clear resin and will 
never damage display walls. The piston is 
magnetized， which allows easy place-
円、ent01 pins 

床に作昂を仮置きする時に使う薄手の布団

です。その他、多目的芯利用力可能です。

サイズ・1，200x2.400mm (KP4-8) 
900x 1 ，800mm (KP3-6) 

‘園圃 NT-KPl-3/4/6 

あて布団[衛タイプ]

絵画作晶を壁に立て掛ける際に、額縁の下

に敷いて使う帯状の布団です。

サイズ・300x1800mm(KPl-6)

300X1200mm (KPl-4) 

300x 900mm(KP1・3)

Frame Mat[Belt Type](NT・KP1・3/4/6)

This is a belt-shaped mat lor protecting 
picture Irames when standing paintings 
against a wall 

[Material] Aluminum， steel 
[Dimensions] 48xl15mm 
[Accessory] Allen wrench 

Frame Mat [Flat Type] (NT-KP3-6/4-8) 

This mat is used when artworks are 
placed temporarily on the Iloor or lor 
other purposes during setup 

[Size]1 ，200 x 2，400mm(KP4-8) 
900 x 1，800mm(KP3-6) 

[Size] 300 x 1，800mm(KPl-6) 
300 x 1，200mm(KPl-4) 
300 x 900mm(KP1・3)

NT-MP-11 116 

Mピン

M-pins (NT-MP-11 116) 

The M-pins are line-tip museum pins 
ideal lor placing panels and labels on a 
wall. There are two sizes available to meet 
your needs. These replace traditional pins 
that were too long 

壁にパネルやキャプションを取付けるため

の極細ピンです。市販されている虫ピンは、

長くて使いにくいとの声を受けて、展示作

業に適した2つのタイプを用意しました。

材質・ステンレス

ザイズ・0.8x16mm (MP-16) 

0.9x 1 lmm (MP-1 1) 

※100本入

[Material] Stainless steel 
[Dimensions] 
0.8 diameterx16mm (MP-16) 
0.9 diameterx11 mm  (MP-11) 
・100pins included 
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具道具工/
 

業

具

作

工
Surroundings 

[環境]大切な作晶管理とクリーンな環境づくりのために
[Surroundings] For Managing Clean Sroundings 

Implementation / Tools . Devices 

Tools 

……|ーアムーツ卜

NT-TS-27 

ミユージアム・ツールセット

美術館で使用する最も基本的拡工具セット

です。展示作業等に必要芯工具類を26点

そろえて、ステンレス製のツールボックスに

納めました。各工具の単晶売りもいたします。

I Implementation I Tools . Devices 
73 I 

1.電動ドライバー(大)

2.電動ドライバー(小)

3.電動ドライ1¥ーピットセット(10本入)

4.ドライJ'i.ーセット(6本入)

5.ラチエットドライバー

6.スパナセット(6本入)

7.モンキーレンチ

8.六角レンチセット (9本入)

9.ペンチ

10.ラジオベンチ

11.ニッパー

12.プライヤー(大)

13.プライヤー(小)

14.万能八サミ
15.カッター

16.ワイヤカッター

17.クラフトJ¥サミ

18.鋸(木工用折りたたみ式)

19.糸鋸
20.錐(四つ目)

21.レンチハンマー

22.ガンタッ力一(針20，000本付)

23.水平器

24.メジャー(5.5m巻尺ロック式)

25.金尺(長さ600mm)

26.金尺(長さ1，000mm)

27.ツールボックス(ステンレス製)

415x220xH250mm 

Museum Tool Kits (NT-T5-27) 

Thi5 i5 the m05t fundamental 5et of tool5 
that is needed for museum work. It has 
twenty-six tools required for exhibitio円

work in a stainless steel toolbox. They ca円

also be bought separately 
オランダ国立メスダッ八美術館IDe Mesdag Collectie 

1. Electric screwdriver (Large) 
2. Electric screwdriver (5mall) 
3. Electric screwdriver bit set (10 bi恰)
4. 5crewdriver set (6 included) 
5. Ratchet screwdriver 
6. Combination wrench set (6 included) 
7. Monkey wrench 
8. Hex key wrenches (9 included) 
9. Linesman pliers 
10. Needle nose pliers 
11. End nipper pliers 
12. Pliers (Large) 
13.円iers(5mall) 
14. AII-purpose scissors 
15. Snap-off knife 
16. Wire cutter 
17. Craft scissors 
18. Folding saw (for woodwork) 
19. Coping saw 
20. Gimket (Square) 
21. Framing hammer 
22. 5taple Gun (20，000 staples included) 
23. Level 
24. Tape measure with lock 

(Length: 5.5 meters) 
25. Metal ruler (Length: 600mm) 
26. Metal ruler (Length: 1，000mm) 
27. Tool box 

(5tainless steel， 415x220xH250mm) 

Tools 

美術館・博物館において居心地の良い館内

と作晶にやさしい環境づくりは重要芯課題

です。「環境Jでは、良質芯展示を実現させ

るために、作品の特性を知り尽くしたプ口が

使うことを前提に、厳選された機器・用具を

取揃えました。

In museums or galleries， making a friend-

Iy and comfortable environ庁lentis a criti 

cal issue. In "Surroundings"， we have se 

lected the finest in professional tools and 

equipment to handle all museum needs 

測定・衛生

温湿度計

照度・紫外線計

重量計

掃除機

展示清掃用品

防塵マット

保存・保管

保存箱

調湿吸着剤

加湿器

除湿器

備晶

傘立て

Measurement I Sanitation 

Hygrothermograph Recorders 

Luminance Meters I UV Light Meters 

Digital Scales 

Vacuum Cleaners 

Cleaning Tools 

Dust Protection Mats 

Storage I Safekeeping 

Storage Boxes 

Humidity Absorbent 

Humidifiers 

Dehumidifiers 

Equipment 

Umbrella Stands 



環境/測定・衛生 ISurroundings I Measurement . Sanitation 

温湿度計 I Hygrothermograph Recorders 

KK-TH-27R-MN7 

毛髪式温湿度記録計[クオーツ]

1日 1週間ー 1ヶ月 2ヶ月3ヶ月半年ー 1年 Hygrothermograph Recorder [Quartz) 

聞の7段階から自由に観測期闘を設定でき
( KK-TH-27R-MN7 ) 

るクォーツ式の自記温湿度計です。
This is a qua円zprecision hygrothermo-
graph which can record for periods rang-
ing Irom 1 day， 1 week， 1 month， 2 

測定範囲・温度 -20'C-50'C months， 3 months， 6 months， and 1 year .- ニヱー~湿度 0%-100%RH

検知感部・温度パイメタル [Measurement range) 

湿度脱脂毛髪
Temperature : -20'C-50'C 
Humidity : 0%勾 100%RH

記録方式・カートリッジベン [Oetector) 
電源・単2乾電池1.5V2本 Temperature : Bimetal 

サイズ・W361xD 150xH287mm Humidity : Oefa世edhair 
[Recording method) Cartridge pen 

重量・3kg [Power source) Two 1.5V C size batteries 
付属昂.単2乾電池1.5Vx2本 [Size) W361 x 0150 x H287mm 

7日用記録紙(55枚) [Weight) 3kg 

※オプション :1ヶ月用記録紙
[Accessories)1.5V C size batte町 x2
Recording paper for 7days (55pieces) 
普Option: Recording paper for 1 month 

NT-OKD-l00 

湿温度記録計置台

展示の景観を損ね主主いための湿温度記録 Hygrothermograph Recorder Cabinet 

計(クオーツ)を設置する専用の置台です。 (KT-OKO-100) 

記録をチェックする窓があるので機器の出 This is the cabinet to install Hygrothermo・

同日
し入れも、記録紙の入れ替え時以外必要が

graph Recorder (Qua口z)not to ruin the 
Oisplay at円、osphere.Very practical be-

無いので大変便利です。キャスター仕様な cause Record checking window saves 
ので移動も楽に行えます。 you Irom putting in and out， except when 

to change the recording paper. Equipped 

材 質.木製・ウレタン塗装 casters provide easy moving 

サイズ・W400xD250xH900mm [Materials) Woods， Urethane Painting 
霊童・7.5kg [Size) W400 x 0250 x H900mm 

[Weight)7.5kg 

SK-S丁目50A

電子式湿温度記録計

取扱が便利芯折たたみ式チャート紙で最長 Electronic Hygrothermograph Recorder 

6カ月間の連続記録が可能です。長期にわ (SK-ST-50) 

たる測定に最適です。 The longest 6 months' continuous record-
ing is possible leeding easy handling fold-
Ing syste円、 chartpaper， enabling long 

百し← ごterm measunng 

[Measurement method) 
Temperature : 58町、iconductor
Humidity : macromoleculestatic electri-
city capacity method 

霊盟t

[Measurement range) 
Temperature : -20・C角.80・c

亙'Humidity: 0%-100%RH 
[Recording method) 
Cartridge pen (Red I Blue) Folding cha同
paper (Whole length 12m Effective re-
cording width 100m 

打。回1accuracy) 
Temperature: "，1.0・c
Humidity 土3%RH
[Power) 
Alkaline D ba口e町 4pieces or 
AC adaptor 
[Using Environment) 
Temperature:-20・C問 50・c
Humidity 20%問 90%RHwithout Frost 
[Size) W300 x 0105 x H245mm 
[Weight) approx 2.8kg 
[Accessories) 
Regular Cha同Line1 piece， 2.5mm/h 
Record Pen Red/Blue each 1 piece 

Recording Period 6mths 
O-Batte町 4pieces， 

Ba世ervLife 3打lthsInstructions how to use 

75 
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毛髪式温湿度記録計[クオーツl/湿温度計記録計置台

電子式湿温度計

Hygrothermograph Recorders [Quartz[ I Hygrothermograph Recorder Cabinet 

Electronic Hygrothermograph Recorder 

データロガー[おんどとりl/データ収集器/デジタル式湿温度計 CabinetHygrothermograph Oata Loggers [ONOOTORI[ 

KK-TR-74Ui 

データロガー[おんどとり]

温度、湿度に加え照度、紫外線の4項目を同 Hygrothermograph Oata Logger [ONOOTORI) 

時に測定記録することができるデーターロ
( KK-TR-74Ui ) 

ガーです。記録データは、 USB通信で直接
This is a small Oata Logger that records 

パソコンに送れるほか、携帯電話を利用して
change in temperature and humidity. A 
sensor part can also be used once separa-

赤外線通信で眼い上げることも可能です。 ted Irom its base. It also comes with a 
cable that connects to a personal cor引ー

測定範囲・照度0-130，0001x 
puter 

紫~線強度0-30mW/cm [Measurement range) 

温度0-55'C Temperature :ー15-60・c

湿度10-95%RH
Humidity : 20問 90%RH
[Measurement Accuracy) 

測定精度・照度10-1OO，OOOlx :t5% ( Temperature : "，0.3・c
25'C 50%において) Humidity :企5%RH(at 25'C) 

紫~線強度0. 1 -30mW/cm :t [Volume of Oata) 

5%(25'C 50%において)
Temperature， Humidity 8，000 data 
[Measurement Interval) 

温度平均土0.3'C 2・5・10・15・20・30seconds 

湿度土5%RH(25'C 50%に 1 . 2 . 5 . 10 . 15 . 30 minutes 

おいて)
[Power) OC3V (剖zeAAA batte町 x2)

データ容量・照度、紫外線、温度、湿度各即日日デーヲ
[Ba世e町 life)Approx. 6 months 
[Size) W98 x 028 x H55mm 

測定間隔・1・2・5・10・15・20・30fJ> [Weight)100g (Battery included) 
KK-TR-57DCi 

1・2・5・10・15・20・30・60分 [Accessories) AAA battery x 2 

データ収集器 電源・単3アルカリ乾電池(LR06)x1本
connection cable 
*Option : USB conversion adaptor 

使用時間.約6ヶ月 (KK-TH-USB2SRTH) 

74Ui'72Ui収集器共用 サイズ・W78xD1 8xH5511l11 

重量・62g

付属品・単3アルカリ乾電池(LR06)x1本

通信ケーブル(USB)x1本ソフ

トウヱア一式

※オプション'データ収集録(KK-TR-57DCi)
KK-TR-72Ui 

1 データロガー[おんどとり]

打~! 温度・湿度を測定し記録します。記録された Hygrothermograph Data Logger [ONDOTORI) 

データは専用ソフトでパソコンに読み込み、
( KK-TR-72U ) 

グラフや表が簡単に作成できます。移動中
This円、achinemeasures and records ter羽一

perature and humidity levels. Recorded 
や放置状態でも長時間連続記録tJtできます。 data can be fed into computer Graphs 

測定範囲・温度一10-60'C
and tables can be easily created. It can 
record continuously when moving or 

湿度10-95%RH standing 
※オプション 測定精度・平均土0.3'C(-20-80'C) 

土5%RH(25'C 50%RH時) [Measurement range) 

デー鰭量・温度、湿度各8，000データ
temperature: -10-60・c
humidity: 10-95%RH 

測定間隔・1・2・5・10・15・20・30秒 [Measurement accuracy) 

ー一 1・2・5・10・15・20・30・60分 average主0.3・C(ー20-80・C)

tl 電源・単3アルカリ乾電池(LR06)x1本
ま5%RH(at 25'C 50%RH) 
[Oata capacity) 

使用時間.約1年 temperature， humidity : 8，OOOdata each 

Lごし4.
国

サイズ・W78x018xH55mm [measurement interval) 

重量・62g 1.2.5.10.15.20・30seconds 

付属品・単3アルカリ乾電池(LR06)xl本
1・2・5・10・15・20・30・60minutes 
[Operating time) around 1year 

/ 通信ケーブル(USB)x1:本 [Power source) AAA ba世e町 (LR06)x 1 

センサー延長ケーブルxl本 [Size) W78 x 018 x H55mm 

ソフトウエア一式
[Weight) 62g 
[Accessories] AAA batte町 (LR06)x 1 

※オプション:データ収集器(KK-TR・57DCi) Connection cable (USB) x 1 
Sensor extension cable x 1 
Software package 
*Option : Oata collection machin 

KK-TMS-441 - (KK-TR・570Ci)

デジタル式湿湿度計

温度、相対湿度、湿成富度、露点を表示します。 Oigital Thermohygrometer (KK-TMS-441) 

ブロ ブヘッドを取外し、TMS441-1J¥ン This product displays temperature， rela-

ドル付延長ケーブルの接続ができます。
tive humidity， wet-bulb temperature and 
dew point. By removing the probe head， 

測定範囲・温度:ー10-60'C it is possible to connect an extension 

湿度:0-100%RH
cable with a TMS441・1handle 

測定精度・温度::!:0.5'C 湿度::!:2.5%RH [Measurement range) 

電源・アルカリ電池 Temperature: -10 -60.C 

(i(ッテリ一寿命・・・70時間)
Humidity: 0 -100%RH 

サイズ・W64x040 x H 1 82mm 
[Measurement accuracy) 
Temperature: "，0.5.C 

重量・約1959 Humidity: "，2.5%RH 

付属品・ハンドル付延長ケーブル [Power source) 
Alkaline battery (battery life 70 hours) 
[Size) W64X040XH182mm 
[Weight) 1959 
[Accessories) Extension印刷ewith handle 

Hygrothermograph円ecorders I 76 
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照度計・紫外線計・重量計 I Luminance Meters . UV  Light Meters . Digital Scales 

掃除機・展示清掃用品・防塵マット IVacuum Cleaners . Cleaning Tools . Dust Protection Mats 

KK-ANA-F11 KK-ANA-F9 

デジタル照度計 ポケット照度計

正確な読み取りが可能な液晶デジタル表示

の照度計です。受光素子には精度の高いシ

りコンフォトダイオードを使用しています。

霊光素子・シリコンフォトダイオード

測定範囲・0.0-999，OOOlx(5レンジ)

』踏速度・オートレンジ 5秒

マニュアルレンジ:2秒

電源・DC9V(006P電池X1)

ACアダプター(オプション)

サイズ・約177x67x38mm 

重量・約260g

付属品・ソフトケース・リコーダー出力プ

ラグ・乾電池(内臓)・取級説明書

KK-UV-340A 

紫外線計

Digital Luminance Meter (KK-ANA-F11) 

This is a digital meter with a liquid crystal 
display that allows you to take precise 
measurements 01 lighting. It was a highlγ 
accurate silicon photodiode as its detec-
tor 

[Detector] Silicon photodiode 
[Measurement range] 
0.0・999，OOOlx(5ranges) 
[Response time] 
Auto range: 5 seconds 
Manual range: 2 seconds 
[Power Source] 
DC9V (one 006P ba杭e町i
AC adapter (optional) 
[Dimensions] 117x67x38mm 
[Weight] approximately 260g 

美術晶に有害な紫外線の強さを計測します。

芙窓や自然光を利用した展示室のある施

設にとっては必需晶です。

測定範囲・Lo:0-1999μW/回n2

Hi :2000-1 9990μW/cm2 

電源・DC9V(006P電池x1)

サイズ.131 x70x25l1l11 

重量・335g

付属品・UVセンサー・取扱説明書

乾電池別途

内
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UV Light Meter (KK-UV・340A)

This machine円、easuresthe strength 01 
ultraviolet rays harmlul to works 01 art. It 
is essential lor galleries with skylights and 
those exposed to naturallight. 

[Measurement range] 
Lo:0-1999~W/cm'， 
Hi:2000-19990~W/cm' 
[Power source] DC9V (006P ba口e町 x1) 
[Size] 131 x 70 x 25mm 
[Weight] 335g 
[Accessory] UV sensor'Users manual . 

デジタル照度計/ポケット照度計

照度・紫外線計/紫外線計/デジタル台秤

ショlレダ一式クリーナー/クリーンフィJレタークリーナー

羽根ばたき/除電ブラシ/マジッククロス岡卜レシ 関/防塵マット関ピュアクリ ンBS'

Digital Luminance Meters I Compact Luminance Meters 

Luminance and Ultraviolet Meters I UV Light Meters I Digital Scales 

Shoulder-type Vacuum Cleaners I Air Filtrat旧nVacuum Cleaners 

Fether Dusters I Anti-s祖ticBrush I Magic Cloth I Dust Protection Mats 

KK-TVM-110 

ショJレダ一式クリーナー(HEPAタイプ)

Compact Luminance Meter (KK-ANA-F9) 

This pocket size luminance meter is con 
venient and po同able.A lighting lunction 
on the display makes data reading easy 

携帯に便利なポケットサイズの照度計。表

示板には照明機能が付いており、データの

読み取りが容易です。

受精子・シリコンフォトダイオード

表 示 ・0-19，9991x、愚小11x

/(，:/クライト付き

電 源 ・DC9V(006P電池x1)

サイズ・135x62x24mm 

重 量・150g

付属品・ソフトケース・取m説明書・乾電

池1個(テスト用)

KK-Kし100NX-K-150A

デジタル台秤

[Detector] Silicon photodiode 
[Display] 
o -19，9991x， minimum llx， light built in 
[Power Source] DC9V (one 006P battery) 
[Dimensions] 135 x 62 x 24mm 
[Weight] 150g 

小型ー軽量で、吸引力も抜群。4段階フィルタ

ーにより微粉塵や細菌などを99.58%捕集

てを持院で室内を汚染することがありません。

吸引風量・2.6m2/min

集盛タンク容量・5.00

電源・AC100V

消費電力・1.1kw 

重 量・4.1kg

構成.電源コード10m

[Suction airflow] 2.6m'/min 
[Precipitator capacity] 5.00 
[Power source] AC100V 
[Power consumption] 1.1 kw 
[Weight] 4.1 kg 
[Components] Power stripl Om 

Shoulder-type Vacuum Cleaner 
(KK-TVMll0) 

This is small and lightweight vaccum with 
super旧rsuction power. Four levels 01 li卜
ters prevent 99.9% 01 dust and bacteria 
Irom discharging and polluting the room 

KK-AS-l OOM 110M 

クリーンフィルタークリーナー

ー ::::;;;置画面

t±言通量一円
圃里聖~

彫刻作昂の重量測定は、もちろんのとと、絵

画作品の正確な重さを測れば、ワイヤやフ

ックの耐荷重とのバランスに配慮するとと

ができます。

測定範囲・0-150kg

置IJ¥単位・20g(60kgまで)

50g(150kgまで)

電 源 ・DC9V(単1電池x6)

使用時間・約1，000時間

サイズ・370x500x109-126~(本体)

重量・約13kg

付属品・指示計据置台・延長ケーブル4m

.AC アダプターケーブル2m.

乾電池内臓

Digital Scale (KK-Kし100NX-K・150A)

This scale can be used not only to weigh 
sculptures， but also to know the weight 
01 your artwork. This will help you choose 
which wires and hooks to use to keep 
them within their sale load ranges 

Air Filtration Vacuum Cleaner 
(KK-AS-l00M 110M) 

This vacuum has a high efficiency lilter to 
thoroughly catch O.I-micron dust pa巾 C

les. Its exhaust is clean and will not scat-
ter the dust or germs. The KK-AS・100
model is equipped with an even higher 
efficiency lilter and cleans more than 
99.99% 01 minute particles 

0.1ミクロンの塵挨も完全に捕集する高精

度のフィルターを採用したクリーナー。排気

は清浄で、挨や菌が再飛散しません。

AS100型は、より高性能のフィルターを用

いてあらゆる微粒子を99.99%除去します。

吸ヲ閣量・2m3/ min (AS-100M) 

3m3/ min (AS-10M) 

集塵タンク容量・220

電源・AC1 OOV 50/60Hz 

消費電力・1kw

サイズ・413x413XH663mm(AS-100M) 

400x400xH575mm (AS-10M) 

重量・lOkg

[Aspiration rate] 
2 m'/min (100M) 
3 m'/min (10M) 
[Vacuum cleaner bag size]22 0 
[Power Source] ACl OOV， 50/60HZ 
[Electricity consumption]1 kw 
[Dimensions] 
413 x 413 x H663mm (AS-100M) 
400 x 400 x H575mm (AS-10M) 
[Weight]10kg 

[Measurement range] 0 -150kg 
[Minimal unit] 
20g (Up to 60kg)， 50g (Up to 150kg) 
[Power Source] 
DC9V (Six D or #1 batteries) 
[Ba社erylife] Approximately 1，000 hours 
[Dimensions] 
370 x 500 x 1 09-126mm(Body only) 
[Weight] Appro削mately13kg 
[Accessories] 
Stand， Extension cable (4m)， AC adapter 
cable (2m)， Battery included 

AB-FD-US 

羽根ばたき[大・小]

サイズ・長さ約750mm(大)

長さ約580mm(小)

Feather Duster [Large . Small] 
(AB-FD-υS) 

[Size] 
Length : Approx 750mm (Large) 
Length : Approx 580mm (Small) 

AB-DFD-S 

だちょう羽根ばたき

サイズ・長さ約720mm

Ostrich・sFeather Duster 
(AB-DFD-S) 

[Size] Length : Approx 720mm 

サイズ・平型 L450lll11(SR3000) 

丸型:L485l1l11(C)

Anti-s阻ticBrush 
(AB-JB-SR3000 I C) 

[Size]円attypr : L450mm(SR3000)， 

Tube cylindical : L485mm(C) 

NT-MK24H 

マジ‘ッククロス[トレシー]

MR-123-140-S I 143-S 

防塵マット[ピュアクリーンBS]

超々極細鰍量でできたワイピンククロスです。

自己発塵が少なく、優れた拭き取り性能と、

ニット特有のポりユーム感による優れた阪水ー

吸油性、ハンドリンク性を持っています。

サイズ・サイズ・240x240mm

Magic Cloth打。町see](NT-MK24H) 

This is a wiping cloth made 01 ultra thin 
thread. It is sell-cleaning and is excellent 
in absorbing a high amount 01 water and 
oil. It5 easy-to-use effectiveness co円、es
Irom its unique labric knit 

[Size] 240 x 240mm 

.表面に特殊怠粘着材処理が施され.靴の裏のチリ
やホコリを付着させます。汚れて粘着度が落ちた
ら一枚づっ剥がして使う積層タイプです。残Dの
枚数が分かるようにコーナー部分にナンバーリン
グが施されています。

収蔵庫や前室等、土足禁止工リアに置いて

塵挨の散逸を防ぎます。

サイズ・718x1，018mm(140-S)

718x1，318l1l11(143-S) 

構成・フレーム、シート付

.The surface is treated with special adhe-
sive to catch shoe dust and dirt. When it be-
comes dirtγand the adhesive effect is lost， 
just peel the top sheet， and the next new 
sheet is there. At a corner 01 the mat， the 
numbering is shown as to how manγsheets 
there are remaining in the layer reserve 

Dust Protection Mat [Pureclean BS] 
(MR-123-140-S/143-S) 

This mat prevents shoedust Irom scatter-
ing in sensitive areas such as storage and 
front rooms 

[Size] 
718 x l，018mm(140・S)
718 x 1，318mm(143・S)
[Composition] With frames and sheets 

Luminance Meters . UV Light Meters . Digital Scales 1 
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調湿吸着剤・加湿器・除湿器 I Humidity Absorbent田 Humidifiers. Dehumidifiers 

KK-NP 

調湿服着剤二ッ力ベレッ卜

二ッ力ペレッ卜は、天然粘土鉱物原料モンモ

リロナイトを主原料とし、展示ケ ス内や密

閉度の高い箱の中の湿度を一定に保つた

めの調湿作用と、有害汚染物質を吸着除去

する清浄作用がある調湿吸着剤です。
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Humidity Control Pellets ( KK-NP) 

These are used when humidity needs to 
be adjusted in an exhibition切 seor box 
with a tight seal 

上ケース内
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調湿例・陳列ケースlこRH60%1こシーズニングしたニッ力ペレット封入時

KK-NP-C KK-NP-SS 

ニッカベレッ卜[力セットタイプ] ニッ力ベレッ卜[小波シートタイプ]

材質・モンモリロナイト

髄盟闘z・RH20~80%(設定単位5%毎)

使用量・1kg/m3

サイズ・125x275x30mm 

構成・500gX2ヶ組

Humidity Control Pellet [Cassette Type] 
(KK-NP-C) 

[Material] Montmorillonite 
[Relative Humidity] 
RH20-80% (5etting unit every 5%) 
[Quantity Consumed] 1 kg/m3 

[5ize] 125x275x30mm 
[Volume] 500gx2pieces 

材質・モンモリロナイト

設定湿度・RH50・60%

使用量・6m/m3

シートタイプ(小波)

サイズ・幅550mmX1m単位

Humidity Control Pellet [Small Sheet type] 
(1くK-NP-55) 

[Material] Montmorillonite 
[Relative Humidity] RH50-60% 
[Quantity Consumed] 6 m/m3 

[5ize] W 550mmx1 m each 

I 5urroundings 15torage . 5afekeeping -Guidance・Informations
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調湿例・ケースにRH60.7%/ 21'Cにシーズニングしたドライウェット

ドライウェット使用量:1錠 /1a 
封入空気:RH65% / 1 2.2'C、水6.96g/ m3 

KK-NP-K 

ニッカベレット[缶入りタイプ]

lOkg缶入の頼粒状の調湿剤です。大型の

展示ケ ス内等で、大量に使用する際には、

己のタイプをお使いください。

材質・モンモリロナイト

設問度・RH20-80%(設定単位5%毎)

使用量・1同1m3

容 量 ・10kg

Humidity Control Pellets [Canister] 
(KK-NP-K) 

This 10kg canister of humidity control 
granules can be used in a large display 
case 

[Material] Montmorillonite 
[Relative Humidity] 
RH20-80% (Setting unit every 5%) 
[Dose]1 kg/m' 
[Volume] 10kg 

KK-NP-DW 

調湿吸着剤ドライウエット

特殊な粘土(モンモリロナイト)を原料とし、

安定した無機物で毒性、腐食生がありません。

保存・保管の最適湿度lζ調湿して納入します。

材質・モンモリロナイト

設定湿度・RH40/50/60%

使用量・1錠IU
入数・100錠入

Humidity Absorbent Tablets Dry Wet 
(KK-NP-DW) 

This is made from a special argil. Mon-
tmorillonite， a non-poisionous and non-
caustic organic substance目

TAKIYA takes special care against humidi-
ty during delivery for longer shelf lif巴

[Material] Montmorillonite 
[Relative Humidity] RH40/50/60% 
[Dose]ltabletl1 Q 
[Units] 100 tablets 

二ツカペレット/ドライウエット/加湿器/除湿器 Humidity Control P自IletsI Humidity Absorbent Tablet I Pure Air Humidifiers I Dehumidifiers 
インターセプトテクノロジー Intercept Technology 

KK-PH15 

気化式加湿機

水分中に含まれる不純物を飛散し芯い自然

蒸発式の加湿機。空気清浄機能と週加湿抑

制機能力I付いており、展示室や収蔵庫内で

の使用に最適です。

加湿量.~1 目oa/h

電源・AC1 OOV 50/60Hz 

消費電力・最大72W

運転音・32~56dB

9ンク容量・20Q
離tJ<間隔・20-50時間

サイズ・W730xD370xH61Omm 

重量・25kg

TH-STA/COR 

インターセプトテクノロジー

美術晶保管時の腐食の原因となる酸化硫黄、

硫化水素、窒素酸化物、擬さ蟻酸、酢酸、オゾ

ン、バクテリア等にインターセプトテクノロ

ジーが有用であるととから現在美術館で使

用されています。

インタ セブトテクノロジ は、ポU工チレ

ンに特殊銅粒子や酸化銅粒子を混入させた

フィルムです。酸化の原因となる缶因子を

吸着し中和することで美術晶芯どを腐食か

ら守ります。

材質・ポリエチレン

サイズ・袋タイプ(100枚入)

150X200 STA・1B

230X330 STA-2B 

300X460 STA・3B

400X560 STA-4B 

1 50X200 COR-1 8 

230X330 COR・28

300X460 COR-3B 

400X560 COR・48

フィルムタイプ

600X 1 0000 COR-1 F (6枚入)

1 200X 1 0000 COR・2F(4枚入)

Pure Air Humidifier (KK-PH15) 

This is a humidifier that uses natural 
evaporation， which does not disperse the 
impurities contained in moisture. The air 
pure function and the over-humidification 
control function are included. This is best 
for use within an exhibition room or 
storage area 

[The amount of humidification] -1.0 Q Ih 
[Power 50urce] AC1 OOV. 50/60Hz 
[Power Consumption] Max.72W 
[Operating Volume] 32-56 dB 
[Tank Volume] 20Q 
[Water 5upply] Every 20四 50hours 
[5ize] W730xD370xH610 m m  
[Weight] 25kg 

Intercept Technology (TH-STA / COR) 

This intercept technology is employed by 
a目 museumsand museums around the 
world. 
During storage， it is helpful in protecting 
aπwork against corrosion伺 usedby oxト
dized sulfur， hydrogen sulfide， nitrogen 
oxide， formic acid， acetic acid， ozone and 
bacteria 
This Intercept technology is co打lposedof 
a polyethylene film mixed with special 
copper particles 
This product protects artwork against cor-
rosion by adsorbing日ndneutralizing fac-
tors that cause oxidation 

[Material] Polyethylene 
[Size] Bag type (100pieces case) 
1 50X200 5T A-l B 
230X330 5TA-2B 
300X460 5T A-3B 
400X560 5T A-4B 
1 50X200 COR-l B 
230X330 COR-2B 
300X460 COR-3B 
400X560 COR-4B 
Film type 
600X10000 COR-1 F (6pieces case) 
1200Xl0000 COR-2F (4pieces case) 

除湿乾燥機

湿った空気を吸い込み、冷却して水滴化す

ることによって室内の空気を除湿、乾燥さ

せます。付属の調節器を利用すれば、湿度

を定に保つこともできます。

除湿量・l.U/h、11.4Q/h

電源・AC1 OOV 50/60Hz 

消費電力・510/610W

9ンク容量・17Q(満水自動停止装置付)

サイズ・W377XD407XH858mm

重量・35kg
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Dehumidifier ( KK-RFB-500F ) 

This device dehumidifies indoor air by 
taking in damp air， cooling， and then va-
porizing it. Humidity can also be kept 
constant if an attached regulator is used 

[The amount it dehumidifies] 
1.1 Q I h ， 1.4 Q / h 
[Power 50urce] AC100V 50/60Hz 
[Power Consumption] 510 /610W 
[Tank Volume]17 a (When the tank is 
full， it will shutoff automatically ) 
[5ize] W377 x D407 x H858mm 
[Weight] 35kg 

Humidity Absorbent . Humidifiers . Dehumidifiers I 
I 82 
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傘立て I Umbrella Stands 

HN-PIR-E1S-1315H-P-R1 

傘立て[スタッキングタイプ]

玄関の余剰スペースを生かせる移動タイプ。

収納時には傘止めを折りたたんで重ね置き

できる収納タイプです。

材質.ステンレス

サイズ・W1 ，624xD470xH990mm 

(E1S・1315H)

Wl，304xD470XH990mm 

(E1S・1312H)

W 984xD470xH990mm 

(El S-1309H) 

収納本数・54本(鍵付)(E1S・1315H)

42本(鍵付)(E1S-1312H) 

30本(鍵付)(E1S・1309H)

※マスターキー1本付

I Surroundings I Equipment 
83 I 

Umbrella Stand [Folding type) 
( HN-PIR-E1S-1315H・P-R1) 

Mobile unit that utilizes excess space at a 
building's entrance. A compact storage 
feature allows it to be folded when the 
umbrella stopper is folded 

[Material) Stainless steel 
[Size) 
W1，624 x 0470 x H990mm(E1S・1315H)
W1，304 x 0470 x H990mm(E1S-1312H) 
W984x 0470 x H990mm(E1S-1309H) 
[Capacity) 
54 umbrellas (with keys) (E1S-1315H) 
42 umbrellas (with keys) (E1S-1312H) 
30 umbrellas (with keys) (E1S-1309H) 

・1master key adhering 

HN-PIR-J12-1415H-P-R1 

傘立て[スタンダードタイプ]

S
 

Au 
nH a
 

ea 
au
 

e
 

h
u
 m

 

H
U
 

て立傘

シンプルなデザインと堅牢さを兼ね備えた

スタンダードタイプの傘立てです。移動に便

利なキャスタ 付きです。

材質・ステンレス

ザイズ・W1 .456xD573xH 1 ，070mm 

(J12-1415H) 

W 1 ，1 36xD573xH 1 ，070棚

(J12-1412H) 

W896xD573xH 1 ，070mm 

(J 12-1409H) 

収納本数・68本(鍵付)(J12・1415H)

52本(鍵付)(J12-1412H) 

40本(鍵付)(J12・1409H)

※マスターキー1本付

Umbrella Stand [Standard) 
(HN-PIR-J12-1415H-P-R1 ) 

This is a solid， movable umbrella stand 
that has a simple design 

[Material) Stainless steel 
[Size) 
W1，456 x 0573 x H1，070mm (J12-1415H) 
W1，136 x 0573x H1，070mm(J12-1412H) 
W896 x 0573 x H1，070mm(J12-1409H) 
[Capacity) 
68 umbrellas (with keys) (J12-1415H) 
52 umbrellas (with keys) (J12-1412H) 
40 umbrellas (with keys) (J12・1409H)

市 1master key adhering 

Umbrella Stands 

索引 I INDEX 

50音順 IThe Japanese syllabary order 

ー迫電車副周師副司a圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃

67・68 脚立

キャスタータイプ

軽量タイプ

足場タイプ

ガードタイプ

キャッチJ'i.レット

キャプションケース

フラットタイプ

スタンドタイプ

アルミ平付

78 クリーンフィルタークリーナ-

57・58 クレート[タートル]

24 傾斜ブラケット

21 卦算

35-40 結界

15 AS耐震金具

45・50 Line prop i 

13 MFハンガー用トルクレンチ

71 Mピン

22 Sカン 61 

16 T字金具 24 

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町沼::::..r.I圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

79・80 アーカイバルボックス

被せ蓋箱

シェルボックス

台差し箱

差し込み箱

巻子箱用台差し式

アーカイバルクリアホルダー

3Fフォルダ

棚はめ込み式箱(組立て式)

トレイ式棚はめこみ箱

つづら式保存箱

大型差し込み式箱、スロット付

ガラス乾板保存箱(縦置型)

ガラス乾板ホルダー

ブルーフ

新きりなみ

3F仕様

19 アートフック

19 アートフック用ピン

16 アームヒートン

21 アクリルパーツ

72 あて布団

平タイプ

待タイプ

70 イーゼル

82 インターセプトテクノロジ-

52・55 エルコスポットライト

LEDナロースポット

LEDオーj¥Jレ
LEDウオールウォッシャー

ハロゲンスポットライト

ハロゲンウオールウッシャライト

フラッドレンズ(固定リング付)

スカルプチャレンズ (固定リング付)

デイライトコンパージョンフィルタ(固定リンク付)

八二力ムルーパー (固定りング付)

34 折り畳み式展示台座

折り畳み式展示台座用台車

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃.J岨;;r.._・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

59 絵画運搬車

ネットタイプ

フェルトタイプ

22 角吊り棒(ねじ式)

83 傘立て

スタッキングタイプ

スタンダードタイプ

72 壁繍修剤[クロスタッチ]

クロスタッチ

クロス消しゴム

クロスの穴うめ材スーjてー

82 気化式加湿器

25-26 キャスターパネル

ベース&J¥ータイプ

フレキシブルタイプ

フラットパータイプ

8-12 コレダーラインハンガーセット

13 コレダーライン MFハンガーセット

14 コレダーライン チューブハンガーセット

8・10 コレダーライン ピクチャーレール

8-10 コレダーライン フック

62 コンテナボックス付作業台車

ーーーーーー~-ーーーーー
41-44 サインスタンド

順路案内板

ラウンドタイプ

A4/B5固定タイプ

A4/B6可変タイプ

69 作業台

折り宣み作業台

昇降式作業台

ガス式昇降作業台

34 作品置台

平台

斜台

77 紫外線計

33 システム台座

27-28 システムパネル

62 収納ワゴン

ワイヤ収納ワゴン

パケット式収納ワゴン

63 照明器具Itil納フゴン

82 除湿乾燥機

78 ショルダ一式クリーナー (HEPAタイプ)

31・32 スタンド式展示ケース

キューピックタイプ

フラットタイプ

展示ケスキャリ

19 スリムビス

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃.MiiiiI1I圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

61 台車

折り畳み式

ブレーキ付

サイドネット付き

汎用タイプ

78 宇野電除去ブラシ

16 額倒れ止めクリップ

78 だちょう羽根はたき

19 タッピングビス

22 チタン吊棒(ワンタッチ式)

81 調湿吸着剤[ニッカペレット]

76 データ収集機(おんどとり)

76 データロガー(おんどとり)

76 デジタル式温湿度計

フア デジタル照度計

アア デジタル台秤

72 展示作業用あて布団

平タイプ

帯タイプ

68 電動りフト

19 取付ネジ

ステンタッピンク -トラス

ステンタッピンク ・皿

木ねじ-丸

木ねじ -丸皿

-圃圃圃圃圃圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 園 町 阜 軍 司 ，.. 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

21 鉛玉ウェイト

ーーーーーーーーーーーーー11:沼:::Jl _ーーーーーーーーーーーー

78 羽根はたき

60 パネル運搬車

平積タイプ

縦積タイプ

61 パンパーキャリー(折り畳み式)

23 扉風押え

23 扉風立て

71 ピンタッ力一

15 ファームヒートン

15 ファームヒートン・ダブル

17 ファームフック

ファームフック ストツHー

ファームフックストッパー専用ドライバー

18 ファームフック.MF 

18 ファームフック(ボルト式)

18 ファームフック ・ボルト式受け金具

19 フアームブラケット

23 襖立て

29 プラグパネル

78 防塵マット(ピュアクリーンBS)

アア ポケット照度計

78 マジッククロス(トレシー)

30 マジックパネル

60 マルチ運搬車

73 ミユージアムツールセット

75 毛髪式温湿度記録計(クオーツ)

22 矢筈(やはす)

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃L・6直面匝両国・・・・・・・・・・・・・・・・・

20 ラックハンガー

ラックハンガー揺れ止め

18 連絡フック

65-66 ローりングタワー

12 ワイヤキャップ
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Picturo eart 
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71 Data Collection Machine [ONDOTORI] 

Dehumidifier 
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Digi也15ωle
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DisplayCa盟Stands

Display Paper明内eightHolders 

Display Platfロrm
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82 
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D 

76 

31-32 

21 
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19 Double D-rings 

D-rings 

Dust Protection Mat [Purecloan B5] 

34 

61 

15 
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5houlder-ty問 VacuumCI銅 ner[HEPA type] 

5ign凱ands

Sliding Paper Ooor Stand 

SlimScrews 

22 

78 

41-44 

21 

15 

70 

68 

Ea田|

7自

E 

23 

19 

Electric lift 

ERCO Spotlight 52・55

Squaro-Hoad凶 HangingRod 

Stepladders 

Storege BロX関 [ArchivalBox] 

Storege Carts 

Storage H∞ks 

釘宮愉mPanel 

sy冒包mStands 

22 

67-68 

79-80 

62 

20 

27-28 

33 

Feather Dus旬『

Fiberglass Crate [TURTLE] 

Foldable Display System Stand 

F白IdingBell Hangers 

Foldin自SCr99n5泊nds

Folding Shipping B悶偲S

Forklift Pallet 

34 

F 

78 

57-58 

16 

23 

16 

Tapping Sc同IWS

T四clip

TItanium Hanging line 

19 

T 

Frem・Mat
61 

72 

16 

22 

Fr百meSecuro Clip 16 

Wall Hooks 

Wall Hoo陥[8olttypo]

Wall Hoo陥[8olttypo] Bracket草

Wall Hooks[M円

WireCap 

W白rkTable witlh an Organizer 

WorkTables 
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Hy目rothermo目悶phRec白rder[Quartz] 
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