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■手すり　（ｍ単価　　参考価格）
品　代 カタログページ

MST-T1-SW トップ1段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 連続基礎 ¥14,800 P25

MST-T1-SC トップ1段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 独立基礎 ¥15,200 P25

MST-T1-AW トップ1段手すり　アルミ 連続基礎 ¥9,100 P25

MST-T1-AC トップ1段手すり　アルミ 独立基礎 ¥9,300 P25

MST-F1-SW フロント1段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 連続基礎 ¥16,700 P25

MST-F1-SC フロント1段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 独立基礎 ¥17,100 P25

MST-F1-AW フロント1段手すり　アルミ 連続基礎 ¥11,700 P25

MST-F1-AC フロント1段手すり　アルミ 独立基礎 ¥11,900 P25

MST-T2-SW トップ2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 連続基礎 ¥25,200 P26

MST-T2-SC トップ2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 独立基礎 ¥25,600 P26

MST-T2-AW トップ2段手すり　アルミ 連続基礎 ¥17,500 P26

MST-T2-AC トップ2段手すり　アルミ 独立基礎 ¥17,700 P26

MST-F2-SW フロント2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 連続基礎 ¥27,100 P26

MST-F2-SC フロント2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 独立基礎 ¥27,500 P26

MST-F2-AW フロント2段手すり　アルミ 連続基礎 ¥20,100 P26

MST-F2-AC フロント2段手すり　アルミ 独立基礎 ¥20,300 P26

MST-K1-S 壁付1段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ ¥9,700 P27

MST-K1-A 壁付1段手すり　アルミ ¥6,900 P27

MST-K2-S 壁付2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ ¥18,900 P27

MST-K2-A 壁付2段手すり　アルミ ¥13,600 P27

MST-ST2-SW センタートップ2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 連続基礎 ¥36,100 P28

MST-ST2-SC センタートップ2段手すり　ｽﾃﾝﾚｽ 独立基礎 ¥36,900 P28

MST-ST2-AW センタートップ2段手すり　アルミ 連続基礎 ¥26,200 P28

MST-ST2-AC センタートップ2段手すり　アルミ 独立基礎 ¥26,400 P28

品　　　名
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■エコウッドベンチ
品　代 カタログページ

MB-C12ow パイプ脚背なしベンチ　C型 ¥70,000 P35

MB-C18ow パイプ脚背なしベンチ　C型 ¥95,000 P35

MB-D12ow パイプ脚背もたれ付ベンチ　D型 ¥95,000 P35

MB-D18ow パイプ脚背もたれ付ベンチ　D型 ¥125,000 P35

MV-A12ow 鋳鉄製脚ベンチ　A型 ¥81,000 P35

MV-A18ow 鋳鉄製脚ベンチ　A型 ¥119,000 P35

MV-C12ow 鋳鉄製脚ベンチ　C型 ¥62,000 P35

MV-C18ow 鋳鉄製脚ベンチ　C型 ¥93,000 P35

MB-F1A2 エコウッドベンチ ¥103,500 P35

MB-L1A2 エコウッドベンチ ¥173,900 P35

MB-F4A4(PL)-S エコウッドベンチ ¥63,900 P35

MB-F4A4(PL) エコウッドベンチ ¥86,500 P35

MB-L4A4(PL)-S エコウッドベンチ ¥94,300 P35

MB-L4A4(PL) エコウッドベンチ ¥130,400 P35

MB-KF01A(PL) エコウッドベンチ ¥57,100 P35

MB-KF02A(PL) エコウッドベンチ ¥81,000 P35

BK-150 ベンチ用基礎ブロック 1個当たり ¥8,000 P36

■エコウッドベンチ用肘掛け
品　代 カタログページ

AR-1ow 背付きﾍﾞﾝﾁ用肘掛け　ｵﾚﾝｼﾞｳｯﾄﾞ 1か所あたり ¥13,000 P36

AR-2ow 背無しﾍﾞﾝﾁ用肘掛け　ｵﾚﾝｼﾞｳｯﾄﾞ 1か所あたり ¥13,000 P36

■エコウッドベンチ　サークル
品　代 カタログページ

SB-C2A4(PL) エコウッドベンチサークル　3分割 1基当たり ¥162,500 P39

SB-C3A4(PL) エコウッドベンチサークル　4分割 1基当たり ¥175,500 P39

SB-C4A4(PL) エコウッドベンチサークル　6分割 1基当たり ¥163,800 P39

■エコウッドベンチワイド　テーブルセット
品　代 カタログページ

MBW-T3A2(PL) ベンチ　ワイドタイプ ¥232,400 P40

MBW-T3A3(PL) ベンチ　ワイドタイプ ¥237,500 P40

MBW-T3A4(PL) ベンチ　ワイドタイプ ¥242,900 P40

MED-T4A2(PL) 縁台 ¥342,700 P40

MTB-T2A1(PL) テーブル ¥217,800 P41

MB-F4A4(PL)-S ベンチ 1基当たり ¥63,900 P41

MTB-T1A1(PL) テーブル ¥230,900 P41

MB-F4A4(PL) ベンチ 1基当たり ¥86,500 P41

CB-1 四つ葉のクローバーベンチ ¥217,000 P42

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名
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■パーゴラ
品　代 カタログページ

MPS1-GG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　合成木材 ¥1,011,000 P43

MPS1-GS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥880,000 P43

MPS1-GP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　PC柱 ¥1,040,000 P43

MPS1-SG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　合成木材 ¥968,000 P43

MPS1-SS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥832,000 P43

MPS1-SP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　PC柱 ¥1,016,000 P43

MPS2-GG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　合成木材 ¥1,655,000 P43

MPS2-GS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥1,460,000 P43

MPS2-GP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　PC柱 ¥1,700,000 P43

MPS2-SG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　合成木材 ¥1,582,000 P43

MPS2-SS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥1,378,000 P43

MPS2-SP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　PC柱 ¥1,654,000 P43

MPW1-GG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　合成木材 ¥1,728,000 P44

MPW1-GS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥1,468,000 P44

MPW1-GP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　PC柱 ¥1,776,000 P44

MPW1-SG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　合成木材 ¥1,649,000 P44

MPW1-SS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥1,377,000 P44

MPW1-SP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　PC柱 ¥1,744,000 P44

MPW2-GG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　合成木材 ¥2,779,000 P44

MPW2-GS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥2,389,000 P44

MPW2-GP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰ合成木材 支柱　PC柱 ¥2,870,000 P44

MPW2-SG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　合成木材 ¥2,649,000 P44

MPW2-SS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥2,241,000 P44

MPW2-SP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ﾙｰﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 支柱　PC柱 ¥2,792,000 P44

MPW1-CRG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　合成木材 ¥2,360,000 P46

MPW1-CRS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥2,094,000 P46

MPW1-CRP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ1連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　PC柱 ¥2,430,000 P46

MPW2-CRG ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　合成木材 ¥4,149,000 P46

MPW2-CRS ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　ｽﾁｰﾙ丸柱 ¥3,741,000 P46

MPW2-CRP ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰｺﾞﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙ2連　ｼｪｰﾄﾞﾙｰﾌ 支柱　PC柱 ¥4,292,000 P46

■ソーラーLED照明灯
品　代 カタログページ

MSL-230PL ｿｰﾗｰLED照明灯　光数　2灯 ¥674,000 P49

MSL-330PL ｿｰﾗｰLED照明灯　光数　3灯 ¥730,000 P49

MSL-126PL ｿｰﾗｰLED照明灯　光数　1灯 ¥561,000 P50

MSL-430PL ｿｰﾗｰLED照明灯　光数　4灯 ¥1,103,000 P50

品　　　名

品　　　名

第4版（190401）



■車止め
品　代 カタログページ

KU-AK 単柱車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 固定式 ¥44,500 P51

KU-AS 単柱車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥88,000 P51

KU-BK 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 固定式 ¥42,300 P51

KU-BS 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥68,000 P51

KU-CK 車椅子対応型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 固定式 ¥192,000 P51

KU-CS 車椅子対応型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥280,000 P51

JSD 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥72,400 P52

JSG 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥42,000 P52

JSH 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥47,000 P52

KU-S90 門型車止め　ｽﾃﾝﾚｽ 可動式 ¥118,000 P52

■自転車置場
品　代 カタログページ

03K-K 03型自転車置場　 片側規準 ¥194,200 P55

03K-T 片側追加 ¥124,800 P55

03R-K 03型自転車置場　 両側基準 ¥420,400 P56

03R-T 両側追加 ¥265,600 P56

03K-KP 03型自転車置場パネル 片側基準 ¥112,000 P56

03K-TP 片側追加 ¥48,500 P56

03R-KP 03型自転車置場パネル 両側基準 ¥127,000 P56

■ストレージサイン
品　代 カタログページ

MSS-R-101 ストレージサイン　収納型 救命工具別途 ¥642,000 P57

MSS-R-102 ストレージサイン　収納型 救命工具別途 ¥686,000 P57

■ストレージベンチ
品　代 カタログページ

MSB-12KB ストレジベンチ　かまど ¥310,000 P58

MSB-12SB ストレジベンチ　収納 ¥260,000 P58

■避難器具
品　代 カタログページ

HP-2800 管理用ポール ¥97,000 P59

HT-3550 管理用梯子 ¥220,000 P59

HK-120 浮き輪金具 浮き輪別途 ¥45,000 P59

■避難用すべり台
品　代 カタログページ

MS-E004 避難用すべり台ｽﾁｰﾙ たい-162号 ¥1,750,000 P60

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名
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■セーフティマット（安全マット）
品　代 カタログページ

SM-4 セーフティマットセット 1300×1300 ¥85,600 P68

SM-8 セーフティマットセット 1300×2300 ¥145,000 P68

SM-16 セーフティマットセット 2300×2300 ¥245,200 P91.92

TST455 タイルマット ¥10,200 P68

TSE455 スロープエッジ ¥4,400 P68

TSX455 スロープエッジコーナー（外） ¥6,500 P68

TSI455 スロープエッジコーナー（内） ¥6,500 P68

■コンビネーション遊具　SAIL PORT シリーズ
品　代 カタログページ

SP-10 セイルポート　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用 ¥1,460,000 P77

SP-15W セイルポート　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥1,520,000 P77

SP-30 セイルポート　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥2,000,000 P77

SP-14 セイルポート　ｽﾁｰﾙｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用 ¥1,600,000 P78

SP-16W セイルポート　ｽﾁｰﾙｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥1,690,000 P78

SP-35 セイルポート　ｽﾁｰﾙｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥2,180,000 P78

SP-40W セイルポート　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥3,240,000 P79

SP-60RW セイルポート　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾗｲﾀﾞｰ 幼児用（児童可） ¥5,720,000 P79

■コンビネーション遊具　ラウンドデザインシリーズ
品　代 カタログページ

RC-1 コンビネーション 幼児用 ¥623,000 P81

RC-2 コンビネーション 幼児用 ¥1,620,000 P81

RC-11 コンビネーション 幼児用（児童可） ¥1,426,000 P82

RC-12 コンビネーション 幼児用（児童可） ¥2,256,000 P82

レインボーエレファント（特注） 児童用 ¥6,264,000 P85

コンビネーションシップ（特注） 幼児用（児童可） ¥7,020,000 P85

■ロープウェイ
品　代 カタログページ

RW-1 ロープウェイ　/　水平設置用 ¥906,000 P86

RW-2 ロープウェイ　/　傾斜地設置用 ¥510,000 P86

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名
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■すべり台
品　代 カタログページ

RS-10 ストレートスライダー　H=1000 幼児用 ¥382,000 P87

RS-14 ストレートスライダー　H=1400 幼児用 ¥453,000 P87

RS-16 ストレートスライダー　H=1600 幼児用（児童可） ¥488,000 P87

RS-18 ストレートスライダー　H=1800 幼児用（児童可） ¥523,000 P87

RS-20 ストレートスライダー　H=2000 児童用 ¥558,000 P87

RS-10W ウェーブスライダー　　H=1000 幼児用 ¥427,000 P88

RS-16W ウェーブスライダー　　H=1600 幼児用（児童可） ¥576,000 P88

RS2-16W 放射スライダー　　H=1600 幼児用（児童可） ¥780,000 P89

RS2-18Ｆ 放射スライダー　　H=1800 幼児用（児童可） ¥840,000 P89

RS-20P ウェーブスライダー　　H=2000 児童用 ¥605,000 P90

RSK-18P スパイラルスライダー　H=1800 幼児用（児童可） ¥1,035,000 P90

■２連ブランコ　・　境界柵
品　代 カタログページ

MB2-K20 2連ブランコ　*1 幼児用 ¥208,000 P91

MKA2-K20 境界柵 幼児用 ¥141,000 P91

MB2-25 2連ブランコ　 児童用 ¥252,000 P91

MKA2-25 境界柵 児童用 ¥141,000 P91

¥245,200 P91

■４連ブランコ　・　境界柵
品　代 カタログページ

MB4-K20 4連ブランコ　*1 幼児用 ¥379,000 P92

MKA4-K20 境界柵 幼児用 ¥185,000 P92

MB4-25 4連ブランコ 児童用 ¥464,000 P92

MKA4-25 境界柵 児童用 ¥185,000 P92

¥245,200 P92

■ブランコ部品
品　代 カタログページ

FS-20（φ60.5） ¥34,700 P93

FS-20（φ89.1） ¥34,700

FS-25 大型用吊席ﾌﾗｯﾄｼｰﾄ　H=2500　　*2 児童用 ¥36,000 P93

SRE505A 小型用ｸﾚｰﾄﾞﾙｼｰﾄ　H=2000　　*2 幼児用 ¥64,000 P93

MBP-50 吊金具セット　φ60.5用　*3 幼児用 ¥26,000 P93

MBP-80 吊金具セット　φ89.1用　*3 児童用 ¥28,800 P93

品　　　名

品　　　名

セーフティマットセット　SM-16

品　　　名

セーフティマットセット　SM-16

品　　　名

＊1　幼児用ﾌﾞﾗﾝｺの座板をｸﾚｰﾄﾞﾙｼｰﾄに変更する場合は１席当たりﾌﾟﾗｽ\30,000頂戴いたします。

＊1　幼児用ﾌﾞﾗﾝｺの座板をｸﾚｰﾄﾞﾙｼｰﾄに変更する場合は１席当たりﾌﾟﾗｽ\30,000頂戴いたします。

＊3　吊金具ｾｯﾄはﾒｯｷ仕上(無塗装)です。塗装(標準/黄色)する場合はﾌﾟﾗｽ\5,000頂戴いたします。

＊2　ｽｲﾝｸﾞｸﾘｱﾗﾝｽ(ﾁｪｰﾝの長さ)調整が必要な場合はﾌﾟﾗｽ\5,000頂戴いたします。

小型用吊席(φ60.5)ﾌﾗｯﾄｼｰﾄH=2000　*2　　幼児用

小型用吊席(φ89.1)ﾌﾗｯﾄｼｰﾄH=2000　*2　　幼児用
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■ローラーフェンス（砂場柵）H=1000
品　代 カタログページ

RF-10R ローラーフェンス　 W=1000 ¥49,000 P96

RFG-10 ローラーフェンス門扉 W=1000 ¥180,000 P96

■ボーダーフェンス（境界柵）H=1000
品　代 カタログページ

BF-10 ボーダーフェンス W=1000 ¥28,000 P98

BFG-10 ボーダーフェンス門扉 W=1000 ¥150,000 P98

■ロッキング遊具　ろっきー
品　代 カタログページ

RK5001 ろっきートラ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5031 ろっきーヒツジ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5171 ろっきーイカ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5061 ろっきーカエル 幼児用 ¥169,000 P100

RK5141 ろっきーロードローラー 幼児用 ¥169,000 P100

RK5151 ろっきージェットキ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5071 ろっきーウマ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5041 ろっきーウシ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5111 ろっきーウサギ 幼児用 ¥169,000 P100

RK5221 ろっきー救急車 幼児用 ¥175,000 P101

RK5231 ろっきー消防車 幼児用 ¥175,000 P101

RK5241 ろっきーパトカー 幼児用 ¥175,000 P101

RK5251 ろっきーダンプカー 幼児用 ¥175,000 P101

RK5261 ろっきーオープンカー 幼児用 ¥175,000 P101

RK5271 ろっきー機関車 幼児用 ¥175,000 P101

RK5281 ろっきー潜水艦 幼児用 ¥175,000 P101

RK5291 ろっきー飛行機 幼児用 ¥175,000 P101

RK5301 ろっきーヘリコプター 幼児用 ¥175,000 P101

RK1001 ろっきーベアー 幼児用 ¥180,000 P102

RK1011 ろっきーポニー 幼児用 ¥180,000 P102

RK1021 ろっきーパンダ 幼児用 ¥180,000 P102

RK1031 ろっきーペンギン 幼児用 ¥190,000 P102

■平均台
品　代 カタログページ

MH-1 あみだ平均台　24基1ｾｯﾄ ｶﾀﾛｸﾞ形状 幼児用 ¥3,510,000 P103

MH-2 平均台　　6基　1ｾｯﾄ　ｶﾀﾛｸﾞ形状 幼児用 ¥780,000 P103

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名

第4版（190401）



■シーソー（タイヤ別途）
品　代 カタログページ

SW-1 シーソー　合成木材 児童用 ¥336,000 P104

SW-2 シーソー　桧材 児童用 ¥225,000 P104

SW-3 シーソー　高密度ポリエチレン板 幼児用 ¥330,000 P104

■ジャングルジム
品　代 カタログページ

RG-25 ジャングルジム 児童用 ¥696,000 P105

RG-20 ジャングルジム 幼児用 ¥630,000 P105

■はん登棒
品　代 カタログページ

MH-6A 小型6人用はん登棒 幼児用 ¥168,000 P106

MH-6B 大型6人用はん登棒 児童用 ¥179,000 P106

MH-10A 小型10人用はん登棒 幼児用 ¥334,000 P106

MH-10B 大型10人用はん登棒 児童用 ¥366,000 P106

MH-20A 小型20人用はん登棒 幼児用 ¥540,000 P106

MH-20B 大型20人用はん登棒 児童用 ¥604,000 P106

■うんてい＆クライマー
品　代 カタログページ

MR-3 傾斜うんてい 幼児用 ¥152,000 P107

MR-6 山型うんてい 児童用 ¥252,000 P107

MR-1 アーチクライマー 幼児用（児童可） ¥129,000 P107

■鉄棒
品　代 カタログページ

MT2-A 2連低鉄棒　　H900+H1300 幼児用（児童可） ¥73,000 P108

MT3-B 3連低鉄棒　　H900+H1000+H1100 幼児用（児童可） ¥104,000 P108

MT2-C 2連鉄棒　　　 H1500+H1800 児童 ¥110,000 P108

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名

品　　　名
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■健康器具　マルフィット
品　代 カタログページ

MF-A 背のばしベンチ 大人用 ¥345,000 P109

MF-B あんばベンチ 大人用 ¥209,000 P109

MF-C 腹筋ベンチ 大人用 ¥266,000 P109

MF-E 平行棒 大人用 ¥136,000 P110

MF-F 腰ひねり棒 大人用 ¥126,000 P110

MF-G ぶら下がり棒 大人用 ¥136,000 P110

SIG-MF 看板　表示板1枚 ※計3枚まで追加可能 ¥98,000 P110

※表示板１枚追加でﾌﾟﾗｽ\30,000頂戴いたします。

品　　　名
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本社 〒136-0071

東京都江東区亀戸７丁目５番１号
TEL 03-3637-4340 / FAX　03-3683-7553

白井工場 〒270-1402
千葉県白井市平塚２７５７
TEL 047-497-1175 / FAX　047-497-1130

丸山製作所のすべての製品に保険がついています

丸山製作所のすべての製品が設計製作上の欠陥に

より人及び対物に対して損害を与えた場合は

次の生産賠償責任保険により補償させて頂きます。

一般社団法人日本公園施設業協会賠償責任保険制度

保険会社 日本興亜損害保険株式会社

* 人身事故１事故につき最高限度額 5億円

* 対物１事故につき最高限度額 2,000万円
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