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 排泄介護用品

 入浴介護用品

 レンタル用品

 住宅改修用品

 移動・歩行用品

 介護予防用品

 生活支援用品

 食品

 販売終了品一覧

[材質の略号について][材質の略号について]
PP＝ポリプロピレン
PE＝ポリエチレン
ABS＝ABS樹脂
PVC＝塩化ビニール樹脂
EVA＝エチレン酢酸ビニル
共重合樹脂

様々な要望に対応できる屋内用の手すりシステム。
販売終了品

住宅用連続手すりシステム住宅用連続手すりシステム

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品  

●エンド部材●エンド部材

エンドブラケット 32エンドブラケット 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドブラケット 35エンドブラケット 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507452
[φ35]507421
（ブロンズ）
[φ32]507469
[φ35]507438

エンドブラケット（シルバー） 32エンドブラケット（シルバー） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドブラケット（シルバー） 35エンドブラケット（シルバー） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507476
[φ35]507445

エンドブラケット Me 32エンドブラケット Me 32

価格 2,5002,500 円 （税抜）

エンドブラケット Me 35エンドブラケット Me 35

価格 2,5002,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507513
[φ35]507483
（ブロンズ）
[φ32]507520
[φ35]507490

エンドブラケット（シルバー） Me 32エンドブラケット（シルバー） Me 32

価格 2,5002,500 円 （税抜）

エンドブラケット（シルバー） Me 35エンドブラケット（シルバー） Me 35

価格 2,5002,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507537
[φ35]507506

エンドエルボN 32エンドエルボN 32

価格 2,4002,400 円 （税抜）

エンドエルボN（シルバー） 32エンドエルボN（シルバー） 32

価格 2,4002,400 円 （税抜）
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エンドエルボN 35エンドエルボN 35

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468913
[φ35]467862
（ブロンズ）
[φ32]468920
[φ35]467879

エンドエルボN（シルバー） 35エンドエルボN（シルバー） 35

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]468937
[φ35]467886

壁受けエンド 32壁受けエンド 32

価格 3,2003,200 円 （税抜）

壁受けエンド 35壁受けエンド 35

価格 3,2003,200 円 （税抜）

※壁受けエンド35ゴ
ールド色は販売終了致
しました。

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469606
（ブロンズ）
[φ32]469613
[φ35]468685

壁受けエンド（シルバー） 32壁受けエンド（シルバー） 32

価格 3,2003,200 円 （税抜）

壁受けエンド（シルバー） 35壁受けエンド（シルバー） 35

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469620
[φ35]468692

壁受けエンド（ゴールド） 35壁受けエンド（ゴールド） 35

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド

JAN：468678

手すり金具壁受けエンド 32手すり金具壁受けエンド 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

手すり金具壁受けエンド 35手すり金具壁受けエンド 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

※手すり金具壁受けエ
ンド32ゴールド色は
販売終了致しました。

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ35]467893
（ブロンズ）
[φ32]468951
[φ35]467909

手すり金具壁受けエンド（シルバー） 32手すり金具壁受けエンド（シルバー） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

手すり金具壁受けエンド（シルバー） 35手すり金具壁受けエンド（シルバー） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]468968
[φ35]467916

手すり金具壁受けエンド（ゴールド） 32手すり金具壁受けエンド（ゴールド） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド

JAN：468944

手すり金具壁受エンド出幅調節 32手すり金具壁受エンド出幅調節 32

価格 3,5003,500 円 （税抜）

手すり金具壁受エンド出幅調節 35手すり金具壁受エンド出幅調節 35

手すり金具壁受エンド出幅調節（シルバー） 32手すり金具壁受エンド出幅調節（シルバー） 32

価格 3,5003,500 円 （税抜）

手すり金具壁受エンド出幅調節（シルバー） 35手すり金具壁受エンド出幅調節（シルバー） 35
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価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：50

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469125
[φ35]468074
（ブロンズ）
[φ32]469132
[φ35]468081

価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：50

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469149
[φ35]468098

コーナーブラケットN 32コーナーブラケットN 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

コーナーブラケットN 35コーナーブラケットN 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468821
[φ35]467770
（ブロンズ）
[φ32]468838
[φ35]467787

コーナーブラケットN（シルバー） 32コーナーブラケットN（シルバー） 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

コーナーブラケットN（シルバー） 35コーナーブラケットN（シルバー） 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]468845
[φ35]467794

スリムブラケット 32スリムブラケット 32

価格 1,9001,900 円 （税抜）

スリムブラケット 35スリムブラケット 35

価格 1,9001,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468791
[φ35]467749
（ブロンズ）
[φ32]468807
[φ35]467756

スリムブラケット（シルバー） 32スリムブラケット（シルバー） 32

価格 1,9001,900 円 （税抜）

スリムブラケット（シルバー） 35スリムブラケット（シルバー） 35

価格 1,9001,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]468814
[φ35]467763

直受けエンドスリム 32直受けエンドスリム 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

直受けエンドスリム 35直受けエンドスリム 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507322
[φ35]507292
（ブロンズ）
[φ32]507339
[φ35]507308

直受けエンドスリム（シルバー） 32直受けエンドスリム（シルバー） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

直受けエンドスリム（シルバー） 35直受けエンドスリム（シルバー） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507346
[φ35]507315
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オフセットスリムブラケット 32オフセットスリムブラケット 32

価格 3,2003,200 円 （税抜）

オフセットスリムブラケット 35オフセットスリムブラケット 35

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507391
[φ35]507353
（ブロンズ）
[φ32]507407
[φ35]507360

オフセットスリムブラケット（シルバー） 32オフセットスリムブラケット（シルバー） 32

価格 3,2003,200 円 （税抜）

オフセットスリムブラケット（シルバー） 35オフセットスリムブラケット（シルバー） 35

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507414
[φ35]507377

R ブラケット出幅調節 32R ブラケット出幅調節 32

価格 4,0004,000 円 （税抜）

R ブラケット出幅調節 35R ブラケット出幅調節 35

価格 4,0004,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：50

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469002
[φ35]467985
（ブロンズ）
[φ32]469019
[φ35]467992

R ブラケット出幅調節（シルバー） 32R ブラケット出幅調節（シルバー） 32

価格 4,0004,000 円 （税抜）

R ブラケット出幅調節（シルバー） 35R ブラケット出幅調節（シルバー） 35

価格 4,0004,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：50

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469026
[φ35]468005

フリーエンド壁用 32フリーエンド壁用 32

価格 3,8003,800 円 （税抜）

フリーエンド壁用 35フリーエンド壁用 35

価格 3,8003,800 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469514
[φ35]468555
（ブロンズ）
[φ32]469521
[φ35]468562

フリーエンド壁用（シルバー） 32フリーエンド壁用（シルバー） 32

価格 3,8003,800 円 （税抜）

フリーエンド壁用（シルバー） 35フリーエンド壁用（シルバー） 35

価格 3,8003,800 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469538
[φ35]468579

エンドベース(2個入） 32エンドベース(2個入） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドベース(2個入） 35エンドベース(2個入） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：150セット（2個入×150）

出荷単位：2個入×1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469590
[φ35]468630

エンドベース(2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32エンドベース(2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドベース(2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35エンドベース(2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：150セット（2個入×150）

出荷単位：2個入×1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469576
[φ35]468616
（ブロンズ）
[φ32]469583
[φ35]468623
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T ジョイント 32T ジョイント 32

価格 1,2001,200 円 （税抜）

T ジョイント 35T ジョイント 35

価格 1,2001,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469187
[φ35]468135
（ブロンズ）
[φ32]469194
[φ35]468142

T ジョイント（シルバー） 32T ジョイント（シルバー） 32

価格 1,2001,200 円 （税抜）

T ジョイント（シルバー） 35T ジョイント（シルバー） 35

価格 1,2001,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469200
[φ35]468159

フリーエンド丸棒用 32フリーエンド丸棒用 32

価格 3,0003,000 円 （税抜）

フリーエンド丸棒用 35フリーエンド丸棒用 35

価格 3,0003,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469484
[φ35]468524
（ブロンズ）
[φ32]469491
[φ35]468531

フリーエンド丸棒用（シルバー） 32フリーエンド丸棒用（シルバー） 32

価格 3,0003,000 円 （税抜）

フリーエンド丸棒用（シルバー） 35フリーエンド丸棒用（シルバー） 35

価格 3,0003,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469507
[φ35]468548

L型エルボ 32L型エルボ 32

価格 2,4002,400 円 （税抜）

L型エルボ 35L型エルボ 35

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469637
[φ35]468708
（ブロンズ）
[φ32]469644
[φ35]468715

L型エルボ（シルバー） 32L型エルボ（シルバー） 32

価格 2,4002,400 円 （税抜）

L型エルボ（シルバー） 35L型エルボ（シルバー） 35

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469651
[φ35]468722

エンドキャップ Me 32エンドキャップ Me 32

価格 2,5002,500 円 （税抜）

エンドキャップ Me 35エンドキャップ Me 35

価格 2,5002,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507841
[φ35]507810

エンドキャップ（シルバー） Me 32エンドキャップ（シルバー） Me 32

価格 2,5002,500 円 （税抜）

エンドキャップ（シルバー） Me 35エンドキャップ（シルバー） Me 35

価格 2,5002,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]507865
[φ35]507834
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（ブロンズ）
[φ32]507858
[φ35]507827

エンドキャップ （2個入） 32エンドキャップ （2個入） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドキャップ （2個入） 35エンドキャップ （2個入） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：ABS

梱包入数：20セット（2個入×20）

出荷単位：2個入×1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469569
[φ35]468609

エンドキャップ （2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32エンドキャップ （2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

エンドキャップ （2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35エンドキャップ （2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：ABS

梱包入数：20セット（2個入×20）

出荷単位：2個入×1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469545
[φ35]468586
（ブロンズ）
[φ32]469552
[φ35]468593

▲TOPへ戻る

●中間部材●中間部材

手すり金具壁受け（2個入）手すり金具壁受け（2個入）

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60セット（2個入×60）

出荷単位：2個入×1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]468739
[ブロンズ]468746

手すり金具壁受け（2個入）（シルバー）手すり金具壁受け（2個入）（シルバー）

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60セット（2個入×60）

出荷単位：2個入×1

色調：シルバー

JAN：[シルバー]468753

手すり金具壁受け出幅調節手すり金具壁受け出幅調節

価格 2,7002,700 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]467923
[ブロンズ]467930

手すり金具壁受け出幅調節（シルバー）手すり金具壁受け出幅調節（シルバー）

価格 2,7002,700 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：467947

手すり金具壁受け通し 32手すり金具壁受け通し 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

手すり金具壁受け通し 35手すり金具壁受け通し 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468760
[φ35]467718
（ブロンズ）
[φ32]468777
[φ35]467725

手すり金具壁受け通し（シルバー） 32手すり金具壁受け通し（シルバー） 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

手すり金具壁受け通し（シルバー） 35手すり金具壁受け通し（シルバー） 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]468784
[φ35]467732

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=457
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545121.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=745
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=348
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022615528.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=729
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=368
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022620435.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=690
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=370
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022620522.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=746
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=371
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022620557.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=747


手すり金具壁受け通し出幅調節 32手すり金具壁受け通し出幅調節 32

価格 3,0003,000 円 （税抜）

手すり金具壁受け通し出幅調節 35手すり金具壁受け通し出幅調節 35

価格 3,0003,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468975
[φ35]467954
（ブロンズ）
[φ32]468982
[φ35]467961

手すり金具壁受け通し出幅調節（シルバー） 32手すり金具壁受け通し出幅調節（シルバー） 32

価格 3,0003,000 円 （税抜）

手すり金具壁受け通し出幅調節（シルバー） 35手すり金具壁受け通し出幅調節（シルバー） 35

価格 3,0003,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]468999
[φ35]467978

手すり金具直受け（2個入）手すり金具直受け（2個入）

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60セット（2個入×60）

出荷単位：2個入×1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]472132
[ブロンズ]472149

手すり金具直受け（2個入）（シルバー）手すり金具直受け（2個入）（シルバー）

価格 2,4002,400 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60セット（2個入×60）

出荷単位：2個入×1

色調：シルバー

JAN：
[シルバー]472156

フリーブラケット 32フリーブラケット 32

価格 5,0005,000 円 （税抜）

フリーブラケット 35フリーブラケット 35

価格 5,0005,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469453
[φ35]468494
（ブロンズ）
[φ32]469460
[φ35]468500

フリーブラケット（シルバー） 32フリーブラケット（シルバー） 32

価格 5,0005,000 円 （税抜）

フリーブラケット（シルバー） 35フリーブラケット（シルバー） 35

価格 5,0005,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469477
[φ35]468517

R ブラケット出隅用 32R ブラケット出隅用 32

価格 3,5003,500 円 （税抜）

R ブラケット出隅用 35R ブラケット出隅用 35

価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468852
[φ35]467800
（ブロンズ）
[φ32]468869
[φ35]467817

R ブラケット出隅用（シルバー） 32R ブラケット出隅用（シルバー） 32

価格 3,5003,500 円 （税抜）

R ブラケット出隅用（シルバー） 35R ブラケット出隅用（シルバー） 35

価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]468876
[φ35]467824

R ブラケット入隅用 32R ブラケット入隅用 32 R ブラケット入隅用（シルバー） 32R ブラケット入隅用（シルバー） 32
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価格 3,5003,500 円 （税抜）

R ブラケット入隅用 35R ブラケット入隅用 35

価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468883
[φ35]467831
（ブロンズ）
[φ32]468890
[φ35]467848

価格 3,5003,500 円 （税抜）

R ブラケット入隅用（シルバー） 35R ブラケット入隅用（シルバー） 35

価格 3,5003,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]468906
[φ35]467855

R ブラケット出隅用出幅調節 32R ブラケット出隅用出幅調節 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

R ブラケット出隅用出幅調節 35R ブラケット出隅用出幅調節 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469088
[φ35]468036

R ブラケット出隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 32R ブラケット出隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

R ブラケット出隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 35R ブラケット出隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469057
[φ35]468012
（ブロンズ）
[φ32]469064
[φ35]468029

R ブラケット入隅用出幅調節 32R ブラケット入隅用出幅調節 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

R ブラケット入隅用出幅調節 35R ブラケット入隅用出幅調節 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469118
[φ35]468067

R ブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 32R ブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

R ブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 35R ブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469095
[φ35]468043
（ブロンズ）
[φ32]469101
[φ35]468050

フリーブラケット出隅用 32フリーブラケット出隅用 32

価格 6,0006,000 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用 35フリーブラケット出隅用 35

価格 6,0006,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]468760
[φ35]467718
（ブロンズ）
[φ32]468777
[φ35]467725

フリーブラケット出隅用（シルバー） 32フリーブラケット出隅用（シルバー） 32

価格 6,0006,000 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用（シルバー） 35フリーブラケット出隅用（シルバー） 35

価格 6,0006,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469415
[φ35]468456
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フリーブラケット入隅用 32フリーブラケット入隅用 32

価格 6,2006,200 円 （税抜）

フリーブラケット入隅用 35フリーブラケット入隅用 35

価格 6,2006,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469422
[φ35]468463
（ブロンズ）
[φ32]469439
[φ35]468470

フリーブラケット入隅用（シルバー） 32フリーブラケット入隅用（シルバー） 32

価格 6,2006,200 円 （税抜）

フリーブラケット入隅用（シルバー） 35フリーブラケット入隅用（シルバー） 35

価格 6,2006,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469446
[φ35]468487

フリーブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンフリーブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロン
ズ） 32ズ） 32

価格 7,3007,300 円 （税抜）

フリーブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロンフリーブラケット入隅用出幅調節（ゴールド）（ブロン
ズ） 35ズ） 35

価格 7,3007,300 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507964
[φ35]507933
（ブロンズ）
[φ32]507971
[φ35]507940

フリーブラケット入隅用出幅調節 32フリーブラケット入隅用出幅調節 32

価格 7,3007,300 円 （税抜）

フリーブラケット入隅用出幅調節 35フリーブラケット入隅用出幅調節 35

価格 7,3007,300 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507988
[φ35]507957

Rブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ） 32Rブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 2,9002,900 円 （税抜）

Rブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ） 35Rブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 2,9002,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507575
[φ35]507544
（ブロンズ）
[φ32]507582
[φ35]507551

Rブラケット出隅用スリム 32Rブラケット出隅用スリム 32

価格 2,9002,900 円 （税抜）

Rブラケット出隅用スリム 35Rブラケット出隅用スリム 35

価格 2,9002,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507599
[φ35]507568

Rブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブロンRブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブロン
ズ） 32ズ） 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

Rブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブロンRブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブロン
ズ） 35ズ） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507667
[φ35]507636
（ブロンズ）
[φ32]507674

Rブラケット出隅用出幅調節スリム 32Rブラケット出隅用出幅調節スリム 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

Rブラケット出隅用出幅調節スリム 35Rブラケット出隅用出幅調節スリム 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
[φ32]507681
[φ35]507650

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=362
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545352.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=752
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=722
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=464
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545159.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=732
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=460
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545749.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=461
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545732.pdf


�[φ35]507643

フリーブラケット出隅用スリム 32フリーブラケット出隅用スリム 32

価格 5,0005,000 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用スリム 35フリーブラケット出隅用スリム 35

価格 5,0005,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507803
[φ35]507773

フリーブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ）フリーブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ）
3232

価格 5,0005,000 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ）フリーブラケット出隅用スリム（ゴールド）（ブロンズ）
3535

価格 5,0005,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507780
[φ35]507759
（ブロンズ）
[φ32]507797
[φ35]507766

フリーブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブフリーブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブ
ロンズ） 32ロンズ） 32

価格 6,9006,900 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブフリーブラケット出隅用出幅調節スリム（ゴールド）（ブ
ロンズ） 35ロンズ） 35

価格 6,9006,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507902
[φ35]507872
（ブロンズ）
[φ32]507919
[φ35]507889

フリーブラケット出隅用出幅調節スリム 32フリーブラケット出隅用出幅調節スリム 32

価格 6,9006,900 円 （税抜）

フリーブラケット出隅用出幅調節スリム 35フリーブラケット出隅用出幅調節スリム 35

価格 6,9006,900 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：20

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]507926
[φ35]507896

真壁入隅用スリムスペーサー真壁入隅用スリムスペーサー

価格 1,5501,550 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
[シルバー]507629

真壁入隅用スリムスペーサー（ゴールド）（ブロンズ）真壁入隅用スリムスペーサー（ゴールド）（ブロンズ）

価格 1,5501,550 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]507605
[ブロンズ]507612

R ジョイント 32R ジョイント 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

R ジョイント 35R ジョイント 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469248
[φ35]468197
（ブロンズ）
[φ32]469255
[φ35]468203

R ジョイント（シルバー） 32R ジョイント（シルバー） 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

R ジョイント（シルバー） 35R ジョイント（シルバー） 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469262
[φ35]468210

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=733
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=462
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545303.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=723
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=724
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=463
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545408.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=459
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545813.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=721
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=753


L ジョイント 32L ジョイント 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

L ジョイント 35L ジョイント 35

価格 1,5001,500 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469293
[φ35]468265

L ジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32L ジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 1,5001,500 円 （税抜）

L ジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35L ジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469279
[φ35]468234
（ブロンズ）
[φ32]469286
[φ35]468241

フリージョイント 32フリージョイント 32

価格 4,8004,800 円 （税抜）

フリージョイント 35フリージョイント 35

価格 4,8004,800 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469217
[φ35]468166
（ブロンズ）
[φ32]469224
[φ35]468173

フリージョイント（シルバー） 32フリージョイント（シルバー） 32

価格 4,8004,800 円 （税抜）

フリージョイント（シルバー） 35フリージョイント（シルバー） 35

価格 4,8004,800 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：80

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]469231
[φ35]468180

アングルジョイント 32アングルジョイント 32

価格 3,6003,600 円 （税抜）

アングルジョイント 35アングルジョイント 35

価格 3,6003,600 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]507728
[φ35]507698
（ブロンズ）
[φ32]507735
[φ35]507704

アングルジョイント（シルバー） 32アングルジョイント（シルバー） 32

価格 3,6003,600 円 （税抜）

アングルジョイント（シルバー） 35アングルジョイント（シルバー） 35

価格 3,6003,600 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：[φ32]507742
[φ35]507711

ジョイント（ 2個入） 32ジョイント（ 2個入） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

ジョイント（ 2個入） 35ジョイント（ 2個入） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100セット（2個入×100）

出荷単位：2個入×1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469354
[φ35]468364

ジョイント（ 2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32ジョイント（ 2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

ジョイント（ 2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35ジョイント（ 2個入）（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：100セット（2個入×100）

出荷単位：2個入×1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469330
[φ35]468340
（ブロンズ）

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=341
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051550108.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=375
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022661249.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=734
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=359
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545551.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=754
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=465
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051544508.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=755


[φ32]469347
[φ35]468357

クロスジョイント 32クロスジョイント 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

クロスジョイント 35クロスジョイント 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469323
[φ35]468333

クロスジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32クロスジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 2,0002,000 円 （税抜）

クロスジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35クロスジョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 2,0002,000 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：60

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469309
[φ35]468319
（ブロンズ）
[φ32]469316
[φ35]468326

▲TOPへ戻る

●その他部材●その他部材

スタンドジョイントスタンドジョイント

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]468401
[ブロンズ]468418

スタンドジョイント（シルバー）スタンドジョイント（シルバー）

価格 3,2003,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：468425

I型セット800ディンプルI型セット800ディンプル

価格 14,50014,500 円 （税抜）

材質：（手すり）天然木、（ブラケット）亜鉛合金

梱包入数：1

出荷単位：1

色調：ライトブラウン（部材：シルバー）
ブラウン（部材：ゴールド）
ダークブラウン（部材：ブロンズ）

JAN：[ライトブラウン（部材：シルバー）]470145
[ブラウン（部材：ゴールド）]470152
[ダークブラウン（部材：ブロン
ズ）]470169

スタンドベース 35スタンドベース 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：[ゴールド]468647
[ブロンズ]468654

スタンドベース（シルバー） 35スタンドベース（シルバー） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：468661

I型セット600ディンプルI型セット600ディンプル

価格 13,50013,500 円 （税抜）

材質：（手すり）天然木、（ブラケット）亜鉛合金

梱包入数：1

出荷単位：1

色調：ライトブラウン（部材：シルバー）
ブラウン（部材：ゴールド）
ダークブラウン（部材：ブロンズ）

JAN：[ライトブラウン（部材：シルバー）]470114
[ブラウン（部材：ゴールド）]470121
[ダークブラウン（部材：ブロン
ズ）]470138

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=352
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022615741.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=726
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=350
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545015.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=727
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=353
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545856.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=756
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=374
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022661200.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=355
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022615920.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=757


スタンドフリージョイント 32スタンドフリージョイント 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

スタンドフリージョイント 35スタンドフリージョイント 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：シルバー

JAN：
（シルバー）
[φ32]469385
[φ35]468395

スタンドフリージョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32スタンドフリージョイント（ゴールド）（ブロンズ） 32

価格 4,2004,200 円 （税抜）

スタンドフリージョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35スタンドフリージョイント（ゴールド）（ブロンズ） 35

価格 4,2004,200 円 （税抜）

材質：亜鉛合金

梱包入数：30

出荷単位：1

色調：ゴールド/ブロンズ

JAN：（ゴールド）
[φ32]469361
[φ35]468371
（ブロンズ）
[φ32]469378
[φ35]468388

L型セット600ディンプルL型セット600ディンプル

価格 19,00019,000 円 （税抜）

材質：（手すり）天然木、（ブラケット）亜鉛合金

梱包入数：1

出荷単位：1

色調：ライトブラウン（部材：シルバー）
ブラウン（部材：ゴールド）
ダークブラウン（部材：ブロンズ）

JAN：[ライトブラウン（部材：シルバー）]470084
[ブラウン（部材：ゴールド）]470091
[ダークブラウン（部材：ブロン
ズ）]470107

▲TOPへ戻る

   
 

https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=338
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022615256.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=354
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/09051545837.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=725
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=340
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/torisetsu/07022615329.pdf
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=402&other=juutaku_1.php
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=402&other=juutaku_2.php
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=402&other=juutaku_3.php
https://www.aronkasei.co.jp/anjyu/products/products_haiban.php?id=402&other=juutaku_4.php



