
屋外ゴミ容器・収納庫

丈夫でサビないプラスチック製。
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。

ワイドペール500K キャスター付き
シンプルモダンな店舗にぴったりの
メタリックブラックが新登場！
シンプルモダンな店舗にぴったりの
メタリックブラックが新登場！

ワイドペール500K キャスター付き

■サイズ/105×67.6×104H(cm)   ■容量/560L  
■製品重量/28.7kg  ■材質/ポリエチレン、他  
■キャスター径φ7.5cm

￥90,000 (税抜)　 入数  1

93549-1ブラック(BK)

67.6
（内寸55）

105
（内寸96）

10498.8
（内寸85）

57

(cm)・二重壁パネル構造
・排水口付き
・カギ穴アイボルト付き
・フード固定止め具付き
・表示プレート付き
・キャスター付き

※ポリ袋収容量の数値は目安です。

45L ×12コ
ポリ袋

フードは開いた状態で
固定できます。

［ 取り付けられる南京錠 ］

5cm以上

カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる
心配がありません。(商品にカギは含まれません。)

掃除がしやすく、清潔に使えます。
ゴミステーション、物置として飲食店や店舗、
公共施設、病院、会社などで幅広く使えます。

排水口付き カギ穴アイボルト付き

47

92

※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。

メーカーコード　4973655

1



ワイドペールST

内部に排水口が付いているの
で掃除がしやすく、いつも
清潔に使えます。

風が強い時はロープ等で固定
できます。

フタが軽いのでラクに開閉
できます。

底面はフラットなので掃除が
しやすく、いつも清潔に使え
ます。

カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる
心配がありません。(商品にカギは含まれません。)

分別などに便利です。 前2輪が固定用のストッパー
付きのキャスターです。
※キャスター径φ7.5cm
（キャスター付きタイプ）

［ 取り付けられる南京錠 ］

φ0.8cm
以下 1.8cm以上

1.5cm以上

大型キャスター 100
(4コセット)

ワイドペール
ハンドル

ワイドペール
アンカー固定金具

特　長

＊オプションについてはご相談ください。
オプション(受注生産品）

径φ15cm

径φ10cm

アンカー取り付け
穴径φ1.2cm

￥12,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

￥8,000 (税抜)
■材質/ポリプロピレン

￥1,000 (税抜)/4コセット
■材質/スチール　■4コセット

商品コード
※本体のみに取り付けできます。
※注文の際は取り付け位置（右・左）をご指定ください。

94478-3 商品コード 94479-0

商品コード 94477-6

大型キャスター 100
(5コセット)

径φ15cm

径φ10cm

￥15,000  (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム
■5コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94493-6

φ2.4

6.5

31.2 (cm)

耐衝撃性に優れた二重壁
パネル構造です。

サビないプラスチック製。
軽量タイプのフタで開閉ラクラク！

ゴミステーション、物置として飲食店や店舗、
公共施設、病院、会社などで幅広く使えます。

丈夫でサビないプラスチック製。
屋外でも使用可能です。

※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。

大型キャスター 150
(4コセット)
￥24,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム 
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94476-9
適用アイテム/ワイドペールST350・500・800、
ワイドペールFR1000、ワイドストレージ 400・600

適用アイテム/ワイドペールST350・500・800、
ワイドストレージ 400・600

大型キャスター 150
(5コセット)
￥30,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム 
■5コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94492-9
適用アイテム/ワイドペールST1000

適用アイテム/ワイドペールST1000

適用アイテム/
ワイドペールST、ワイドペールFR

開閉ラクラク

表示プレート付き キャスター カギ穴付き

お掃除ラクラク 二重壁パネル 本体固定穴付き

排水口付き

共通オプション

350・500・800専用オプション 1000専用オプション

■材質/塩化ビニル樹脂

商品コード 94491-2

￥9,000 (税抜)

ワイドペールST 仕切板

2分割

ワイドペールST 500 キャスター付き 使用例

2



メーカーコード　4973655
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50

50

50

127

73

75
（内寸66）

70.5
（内寸64）

73

(cm)

75
（内寸66） (cm)

97.5
（内寸91）

114.5106.5
(内寸96)

75
（内寸66）

147.5
（内寸141）

114.5106.5
(内寸96)

73

(cm)

114.5106.5
(内寸96）

ワイドペールST
350

ワイドペールST
500

ワイドペールST
800

ワイドペールST 350
キャスター付き

ワイドペールST 500
キャスター付き 

ワイドペールST 800
キャスター付き 

ワイドペールST 1000
キャスター付き 

75

127

■サイズ/70.5×75×106.5H(cm)  ■容量/350L  ■製品重量/19.8kg  ■材質/ポリエチレン、他 

■サイズ/70.5×75×114.5H(cm)  ■容量/350L  ■製品重量/21.4kg  ■材質/ポリエチレン、他
■キャスター径φ7.5cm 

ワイドペールST 350 ￥60,000 (税抜) 入数 1

ワイドペールST 350  キャスター付き  ￥65,000 (税抜) 入数 1

■サイズ/97.5×75×106.5H(cm)  ■容量/500L  ■製品重量/22.9kg  ■材質/ポリエチレン、他 

ワイドペールST 500 ￥78,000 (税抜) 入数 1

■サイズ/97.5×75×114.5H(cm)  ■容量/500L  ■製品重量/24.5kg  ■材質/ポリエチレン、他
■キャスター径φ7.5cm  

ワイドペールST 500  キャスター付き     ￥83,000 (税抜) 入数 1

■サイズ/147.5×75×106.5H(cm)  ■容量/800L  ■製品重量/35.5kg  ■材質/ポリエチレン、他 

■サイズ/147.5×75×114.5H(cm)  ■容量/800L  ■製品重量/38.1kg  ■材質/ポリエチレン、他
■キャスター径φ7.5cm  

ワイドペールST 800 ￥100,000 (税抜) 入数 1

ワイドペールST 800  キャスター付き    ￥105,000 (税抜) 入数 1

45 × 17コ
ポリ袋

45 × 11コ約

約

ポリ袋

45L

L

L

ワイドペールST
1000 45 × 22コ

ポリ袋
約L

× 7コ約
ポリ袋

商品コード 94470-7

商品コード 94471-4

商品コード 94472-1

商品コード 94474-5

商品コード 94475-2

■サイズ/147.5×75×128H(cm)  ■容量/1000L  ■製品重量/46.9kg  ■材質/ポリエチレン、他 

■サイズ/147.5×75×136H(cm)  ■容量/1000L  ■製品重量/49.9kg  ■材質/ポリエチレン、他
■キャスター径φ7.5cm  

ワイドペールST 1000 ￥170,000 (税抜) 入数 1

ワイドペールST 1000  キャスター付き    ￥175,000 (税抜) 入数 1

商品コード 94468-4

商品コード 94469-1

商品コード 94473-8

50

※ポリ袋収容量の数値は目安です。

前扉オープン時

75
（内寸66）

147.5
（内寸141）

136128
(内寸117.5)

59

(cm)

94.5
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大型キャスター

 凹凸の場所でも移動しやすい
 大型キャスター付きです。
 ※キャスター径φ10cm
（キャスター付きタイプ）

分割でより使いやすくカスタマイズ

アイボルト付き

風が強い時はロープ等で固定
できます。

ワイドペールFR
丈夫なFRP製。
たっぷり入る大容量サイズ。

FRPサーマルリサイクル対応

■材質/塩化ビニル樹脂

商品コード 94485-1

ワイドペール
ハンドル
￥8,000  (税抜)
■材質/ポリプロピレン

商品コード

※本体のみに取り付けできます。
※注文の際は取り付け位置（右・左）
をご指定ください。94478-3

φ2.4

6.5

31.2 (cm)

￥9,000 (税抜)

特　長

カギ穴付き

  カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる
  心配がありません。（商品にカギは含まれません。）

底面がシンプル形状なので
掃除がしやすく、いつも清潔
に使えます。

お掃除ラクラク 排水口付き

内部に排水口が付いているので
掃除がしやすく、いつも清潔に
使えます。

表示プレート付き

分別などに便利です。

＊オプションについてはご相談ください。
オプション(受注生産品）

1500専用オプション

共通オプション 1000専用オプション

開閉ラクラク

持ち手が付いてラクに開閉
できます。

ゴミステーションとして飲食店や店舗、
公共施設、病院、会社などで幅広く使えます。

耐久性に優れたFRP（繊維強化プラスチック）製。
屋外での使用も安心です。

ワイドペールFR 1000 キャスター付き 使用例

仕切り板：
1枚使用

［ 取り付けられる南京錠 ］

5.5cm
以上

2.2cm以上

φ0.8cm
以下

ワイドペールFR 
仕切板

2分割
仕切り板：
2枚使用3分割

適用アイテム/ワイドペールFR1500

適用アイテム/ワイドペールST、
ワイドペールFR

大型キャスター150 
耐荷重強化タイプ(4コセット)

径φ15cm

径φ15cm

￥24,000  (税抜) 
■材質/スチール、合成ゴム
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94486-8

大型キャスター 150(4コセット)
￥24,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム 
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94476-9
適用アイテム/ワイドペールST350・500・800、
ワイドペールFR1000、ワイドストレージ 400・600

※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。
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メーカーコード　4973655

ワイドペールFR 1000 キャスター付き
■サイズ/130×92×135H(cm)  ■容量/1000L  ■製品重量/37kg  ■材質/FRP、他
■キャスター径φ10cm 
商品コード 94481-3

■サイズ/130×92×129H(cm)  ■容量/1000L  ■製品重量/35kg  ■材質/FRP、他 
商品コード 94480-6

ワイドペールFR 1000 ￥145,000 (税抜)　 入数  1

￥145,000 (税抜)　 入数  1

■サイズ/180×92×129.5H(cm)  ■容量/1500L  ■製品重量/49.3kg  ■材質/FRP、他 

ワイドペールFR 1500

商品コード 94482-0

■サイズ/180×92×137H(cm)  ■容量/1500L  ■製品重量/53.5kg ■材質/FRP、他
■キャスター径φ10cm 

ワイドペールFR 1500 キャスター付き

商品コード 94483-7

￥210,000 (税抜)　 入数  1

￥210,000 (税抜)　 入数  1

L

L

すっきり形状なので、
並べて設置しても外観がスマートです。

ワイドペールFR
1000

ワイドペールFR
1500

45L × 約33コ
ポリ袋

45L × 約22コ
ポリ袋

ワイドペールFR 1000 キャスター付き 

ワイドペールFR 1500 キャスター付き 

62

140

62

(cm)

(cm)

90

72

130
（内寸120）

92
（内寸79）

129

(内寸108)

(cm)

78

130
（内寸120）

92
（内寸79）

135

(内寸108)

(内寸115)
72

180
（内寸170）

129.5

92
（内寸79）

(cm)

(内寸115)
79.5

180
（内寸170）

137

92
（内寸79）

アンカーで固定できます。

脚仕様

アンカーで固定できます。

脚仕様

※ポリ袋収容量の数値は目安です。
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ゴミステーション、物置として飲食店や店鋪、
公共施設、病院、会社などで幅広く使えます。

カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる
心配がありません。(商品にカギは含まれません。)

棚板の取り付けができます。(商品に棚板は含まれません。)

内部に排水口が付いているの
で掃除がしやすく、いつも
清潔に使えます。

アイボルト付きで、
風が強い時はロープ
等で固定できます。

ワイドストレージ 
大型ハンドル

耐衝撃性に優れた
二重壁パネル構造です。

プレートに貼り付けできます。

［ 取り付けられる棚板 ］［ 取り付けられる南京錠 ］ ※厚さは用途に合わせてお選びください。

4.5cm
以上

1.5cm以上

φ0.5cm
以下

30～45
cm

77cm

厚さ1.5～2.5cm

112cm

厚さ1.5～2.5cm

400
タイプ

600
タイプ

30～45
cm

名入れシール

屋根と前扉が
大きく開くフルオープンタイプです。

特　長

※文字数により価格が異なります。
　お問い合わせください。

＊オプションについてはご相談ください。
オプション(受注生産品）

ワイドストレージ
ワイドな間口で、
出し入れラクラク。

分別などに便利です。 前2輪が固定用のストッパー
付きのキャスターです。
※キャスター径φ7.5cm
（キャスター付きタイプ）

径φ15cm

径φ10cm

大型キャスター 100(4コセット)
￥12,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94477-6

ワイドストレージ 600 使用例

排水口付きアイボルト付き二重壁パネル 表示プレート付き キャスター

カギ穴付き 棚板受け部付き

￥11,200 (税抜) 
■サイズ/幅40/径2.5(cm)

大型キャスター 150(4コセット)
￥24,000 (税抜)
■材質/スチール、合成ゴム 
■4コセット(うちストッパー付きは2コ） 

商品コード 94476-9
適用アイテム/ワイドペールST350・500・800、
ワイドペールFR1000、ワイドストレージ 400・600

適用アイテム/ワイドペールST350・500・800、
ワイドストレージ 400・600

※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。
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105

90
（内寸77）

68
（内寸56）

111

(cm)

（内寸90）

125
（内寸112）

68
（内寸56）(cm)

105 111
（内寸90）

45L × 約8コ
ポリ袋

45L × 約13コ
ポリ袋

ワイドストレージ400(キャスター付き）

ワイドストレージ600(キャスター付き）

ワイドストレージ
400

ワイドストレージ
600

93091-5商品コード
■サイズ/90×68×105H(cm) ■容量/400L  ■製品重量/27kg ■材質/ポリエチレン 

ワイドストレージ 400 ￥80,000 (税抜)　 入数  1

93090-8商品コード

■サイズ/90×68×111H(cm) ■容量/400L  ■製品重量/29kg  ■材質/ポリエチレン
■キャスター径φ7.5cm  

ワイドストレージ 400（キャスター付き） ￥85,000 (税抜)　 入数  1

93093-9商品コード
■サイズ/125×68×105H(cm) ■容量/600L  ■製品重量/35.5kg   ■材質/ポリエチレン

ワイドストレージ 600 ￥95,000 (税抜)　 入数  1

93092-2商品コード

■サイズ/125×68×111H(cm) ■容量/600L  ■製品重量/37.5kg  ■材質/ポリエチレン
■キャスター径φ7.5cm   

ワイドストレージ 600（キャスター付き） ￥100,000 (税抜)　 入数  1

すっきり形状なので、
並べて設置しても外観がスマートです。

メーカーコード　4973655

※ポリ袋収容量の数値は目安です。
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メーカーコード　4973655

富山市水橋桜木136 〒939-0592 TEL(076)478-2177 FAX(076)478-2259
※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

1702

［ 取り付けられる南京錠 ］

1.5cm
以上

1.2cm以上

φ1cm
以下

■サイズ/135×87.5×101Ｈ(cm）
[折りたたみ時：135×21×101Ｈ(cm）]
■容量/800L  ■製品重量/46.2kg
■材質/スチール、アルミ複合板、他
■アンカーボルト・ボルト・ナット・平座金・
バネ座金：各4コ付 

ラク折りくん 800
￥250,000 (税抜)　 入数  1

■サイズ/213.5×87.5×101Ｈ(cm）
[折りたたみ時：213.5×21×101Ｈ(cm）]
■容量/1300L  ■製品重量/55.4kg
■材質/スチール、アルミ複合板、他
■アンカーボルト・ボルト・ナット・平座金・
 バネ座金：各4コ付

ラク折りくん 1300
￥280,000 (税抜)　 入数  1

※ポリ袋収容量の数値は目安です。
※送料は別途頂戴致します。

※送料は別途頂戴致します。

セット完了 !!

セット完了 !!

使用後は折りたたんでロックをします。
省スペースなので通行の邪魔になりません。

コンパクト収納 カギ穴付き

カギの取り付けができるので勝手にセットされる
心配がありません。（商品にカギは含まれません。）

・収集日以外は折りたためるので通行人による投棄を防ぐ事ができます。
・風の強い日でもゴミが散乱しません。
・ゴミネットをめくる、片付ける、積み上げる操作が不要になります。
・ゴミネットを触る必要がなく、掃除も簡単です。
・カラスや猫の侵入を防ぎ、ゴミの散乱を防ぎます。

1 2 3 4

ロックを解除します。 レバーを手前に引きます。 側面のパネルが伸びきるまで引きます。 レバーを持ち上げてロックをします。

ラク折りくん
軽い力でラクにセット。
コンパクト収納で美観アップ。

女性でもラクラク簡単セット

サビに強い亜鉛溶融メッキ仕様。
耐久性があるので長持ちします。

折りたたみ式のゴミステーションです。
前面にタイヤが付いているので、簡単にセット・収納ができます。

特　長

ラク折りくん1300 2台 使用例

タイヤ付きタイヤ付き

12

21

(cm)

124
122.5

135

85

80
.5

（開
口奥
行き
寸法
）

87.5
80

101

12

21

(cm)

85

80
.5

（開
口奥
行き
寸法
）

87.5213.5
80

101

100（開口寸法）

202.5
201

150（開口寸法）

45 L × 約17コ
ポリ袋

45 L × 約28コ
ポリ袋

49010-5商品コード

49020-4商品コード

セット手順・収納手順の
動画を見ることができます。
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