
アルミ室外機カバー

ルーバーは下向き、
上向きに変更できます。

■サ イ ズ／ （約）幅90.5×奥行38.0×高さ85.5㎝（アジャスター含む）
■本体重量／ （約）3.9㎏
■材　　質／ 本体：アルミ
■カ ラ ー／ ブラウン　■入　数／2
■有効内寸／ （約）幅85.0×奥行33.0×高さ74.0㎝（エアコン収納部）
■梱包サイズ／ （約）幅94.0×奥行38.5×高さ9.5㎝（小箱）
 （約）幅96.5×奥行41.0×高さ22.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）4.3㎏（小箱）　（約）9.2㎏（大箱）
■J A N／ 4971715 343446

ASC-85N アルミ室外機カバー
■サ イ ズ／ （約）幅99.5×奥行44.5×高さ106.0㎝（アジャスター含む）
■本体重量／ （約）4.3㎏
■材　　質／ 本体：アルミ
■カ ラ ー／ ブラウン　■入　数／2
■有効内寸／ （約）幅95.0×奥行40.0×高さ95.0㎝（エアコン収納部）
■梱包サイズ／ （約）幅103.0×奥行45.5×高さ9.5㎝（小箱）
 （約）幅104.5×奥行48.0×高さ20.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）5.7㎏（小箱）　（約）12.4㎏（大箱）
■J A N／ 4971715 344337

ASC-106N 大型アルミ室外機カバー

陽射しから室外機をガードし
省エネにも効果的！

エコキュートの大型室外機にも
設置対応可能‼

AFS-84N アルミ踏み台ストッカー 84（南京錠金具付き）
■サ イ ズ／ （約）幅84.0×奥行36.5×高さ32.0㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）7.0㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅76.0×奥行30.5×高さ24.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅88.0×奥行37.6×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）7.8㎏
■ J A N／ 4971715 443757
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アルミ踏み台ストッカー
軽量で耐久性に優れた踏み台型収納ボックス！
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■サ イ ズ／ （約）幅144.0×奥行46.0×高さ48.5㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）13.7㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅136.0×奥行40.5×高さ41.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅148.0×奥行47.0×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）15.0㎏
■ J A N／ 4971715 443740

ABS-144N アルミベンチストッカー 144（南京錠金具付き）

■サ イ ズ／ （約）幅114.0×奥行46.0×高さ48.5㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）11.0㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅106.0×奥行40.5×高さ41.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅118.0×奥行47.0×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）12.2㎏
■ J A N／ 4971715 443733

ABS-114N アルミベンチストッカー 114（南京錠金具付き）
■サ イ ズ／ （約）幅84.0×奥行46.0×高さ48.5㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）8.7㎏
■材　　質／ 座本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅76.0×奥行40.5×高さ41.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅88.0×奥行47.0×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）9.9㎏
■ J A N／ 4971715 443726

ABS-84N アルミベンチストッカー 84（南京錠金具付き）

■サ イ ズ／ （約）幅174.0×奥行46.0×高さ48.5㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）16.0㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅163.0×奥行37.0×高さ41.5㎝　
■梱包サイズ／ （約）幅178.0×奥行47.0×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）17.2㎏
■ J A N／ 4971715 443948

ABS-174N アルミベンチストッカー 174（南京錠金具付き）

アルミベンチストッカー
軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス！

ガタツキ
防止の

アジャスター
付き！

小鉢を置いて
ガーデニング
スペースに！

AFS-114N アルミ踏み台ストッカー 114（南京錠金具付き）
■サ イ ズ／ （約）幅114.0×奥行36.5×高さ32.0㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）8.6㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅106.0×奥行30.5×高さ24.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅118.0×奥行37.6×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）9.6㎏
■ J A N／ 4971715 443764
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※南京錠用金具が左右2ケ取付可能
※南京錠用金具が左右2ケ取付可能

※上記商品ご使用の際は、
　有効内寸を確認の上、ご使用ください。

南京錠（別売）が
取り付けられる！

南京錠（別売）が
取り付けられる！

アルミ人工木踏み台ストッカー
座面に人工木を使用した踏み台型収納ボックス！

マルチ収納BOX

■サ イ ズ／ （約）幅81.0×奥行58.5×高さ77.5㎝（取っ手、アジャスター含む）
■本体重量／ （約）11.4㎏　■入　数／1
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン
■収納スペース／ （約）幅71.8×奥行43.4×高さ69.2㎝
■梱包サイズ／ （約）幅90.0×奥行76.5×高さ14.5㎝　■梱包重量／（約）12.5㎏
■ J A N／ 4971715 443900

MSB-81
マルチ収納BOX81

■サ イ ズ／ （約）幅111.0×奥行58.5×高さ77.5㎝（取っ手、アジャスター含む）
■本体重量／ （約）14.1㎏　■入　数／1
■材　　質／ 本体：アルミ　■カラー／ブラウン
■収納スペース／ （約）幅101.8×奥行43.4×高さ69.2㎝
■梱包サイズ／ （約）幅120.0×奥行76.5×高さ14.5㎝　■梱包重量／（約）15.5㎏
■ J A N／ 4971715 443917

MSB-111
マルチ収納BOX111

大容量の収納ボックス！
ゴミ箱ペールやガーデニング用品、季節用品（灯油缶・除雪用品）などの保管、収納に便利です。
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アルミ人工木縁台

■サ イ ズ／（約）幅90.0×奥行34.0×高さ39.5㎝
■本体重量／（約）7.5kg
■材　　質／座面：人工木　脚部：アルミ
■カ ラ ー／ブラウン　■入　数／1
■梱包サイズ／（約）幅93.0×奥行41.0×高さ8.0㎝
■梱包重量／（約）8.0kg
■ J A N／4971715 443870

EA-90J
アルミ人工木縁台 90

■サ イ ズ／（約）幅150.0×奥行34.0×高さ39.5㎝　■本体重量／（約）13.0kg
■材　　質／座面：人工木　脚部：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■梱包サイズ／（約）幅153.0×奥行41.0×高さ8.0㎝　■梱包重量／（約）13.5kg
■ J A N／4971715 443887

EA-150J アルミ人工木縁台 150

■サ イ ズ／（約）幅120.0×奥行34.0×高さ39.5㎝　■本体重量／（約）9.5kg
■材　　質／座面：人工木　脚部：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■梱包サイズ／（約）幅123.0×奥行41.0×高さ8.0㎝　■梱包重量／（約）10.0kg
■ J A N／4971715 443863

EA-120J アルミ人工木縁台 120

■サ イ ズ／（約）幅180.0×奥行34.0×高さ39.5㎝　■本体重量／（約）15.5kg
■材　　質／座面：人工木　脚部：アルミ　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■梱包サイズ／（約）幅183.0×奥行41.0×高さ8.0㎝　■梱包重量／（約）16.0kg
■ J A N／4971715 443894

EA-180J アルミ人工木縁台 180

座面に人工木を使用し、庭先のくつろぎスペースを演出する縁台
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■サ イ ズ／ （約）幅114.0×奥行36.5×高さ32.0㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）12.7㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　座面：人工木　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅106.0×奥行30.5×高さ24.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅118.0×奥行37.6×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）13.5㎏
■ J A N／ 4971715 443856

AFS-114J アルミ人工木踏み台ストッカー 114（南京錠金具付き）
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■サ イ ズ／ （約）幅84.0×奥行36.5×高さ32.0㎝（アジャスター含む）　■本体重量／（約）9.5㎏
■材　　質／ 本体：アルミ　座面：人工木　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■収納スペース／ （約）幅76.0×奥行30.5×高さ24.5㎝
■梱包サイズ／ （約）幅88.0×奥行37.6×高さ12.5㎝　■梱包重量／（約）10.0㎏
■ J A N／ 4971715 443849

AFS-84J アルミ人工木踏み台ストッカー 84（南京錠金具付き）

南京錠（別売）が
取り付けられる！


