
メーカーコード　4973655
※表示価格には消費税が含まれておりません。

分別 リサイクルペール N
見た目がスッキリなクリアタイプ。

室内ゴミ容器・収納庫

■サイズ/33.3×48.9×56H(cm) 
■容量/60L  ■製品重量/2kg  ■材質/ポリプロピレン

分別 リサイクルペール65N（本体）
￥4,400 (税抜)　入数　6

47620-8ナチュラル(N)

■サイズ/34.6×48×27H(cm) 
■製品重量/1kg  ■材質/ポリプロピレン

分別 リサイクルペール65N（フタ）
￥3,600 (税抜)　入数　6

47640-6
47650-5

オープン
プッシュ

■組み立てサイズ/34.6×48.9×81.2H(cm) 
■組み立て重量/3kg

■サイズ/39.5×57.1×64.8H(cm) 
■容量/98L  ■製品重量/2.5kg  ■材質/ポリプロピレン

分別 リサイクルペール90N（本体）
￥6,200 (税抜)　入数　4

47630-7ナチュラル(N)

■サイズ/40.8×56.8×27H(cm) 
■製品重量/1.4kg  ■材質/ポリプロピレン 

分別 リサイクルペール90N（フタ）
￥4,800 (税抜)　入数　4

47660-4
47670-3

オープン
プッシュ

■組み立てサイズ/40.8×57.1×90H(cm) 
■組み立て重量/3.9kg

オープン(フタ)の組み合わせ例 プッシュ(フタ)の組み合わせ例
＊直射日光の当たる場所に設置された場合、表面がすりガラス調に曇ることがあります。
＊分別リサイクルペールNは、エコマーク認定商品ではありません。
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投入口 オープン プッシュ

65 ● ●
90 ● ●

・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

サイズ
(容 量)

添付
分別シール

分別シール付き（フタ）
4種類の分別シールが付いています。

捨てた中身が見えるので
分別のモラルの向上にもつながります。

60L
98L

グリーン購入法適合品

プラスチックの再利用
R-PP98％

エコマーク認定番号
第06128021号

分別シール付き（フタ）

シールと色分けでさらに分別しやすく…

4種類の分別シールが付いています。

ポリプロピレンの再生材を利用しています。

・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

・あきかん
・あきびん
・紙コップ
・ペットボトル

・あきかん
・あきびん
・紙コップ
・ペットボトル

添付
分別シール

45 ● ● ● ●
65 ● ● ● ●
90 ● ● ● ●

42L
60L
98L

投入口 オープン プッシュ 丸 三角

サイズ
(容 量)

分別 リサイクルペール
ゴミの種類に合わせてタイプが選べる。

■サイズ/33.3×48.9×56H(cm) 
■容量/60L  ■製品重量/2kg 
■材質/再生ポリプロピレン

■サイズ/39.5×57.1×64.8H(cm) 
■容量/98L  ■製品重量/2.5kg 
■材質/再生ポリプロピレン

プッシュ(フタ)の組み合わせ例

オープン(フタ)の組み合わせ例 丸(フタ)の組み合わせ例

分別 リサイクルペール
65（本体）
￥4,400 (税抜)　入数　6

93650-4グレー(GY)

■サイズ/34.6×48×27H(cm) 
■製品重量/1kg
■材質/再生ポリプロピレン 

分別 リサイクルペール
65（フタ）
￥3,600 (税抜)　入数　6

93651-1
93652-8
93653-5
93654-2

オープン
プッシュ
丸
三角

分別 リサイクルペール
90（本体）
￥6,200 (税抜)　入数　4

93950-5グレー(GY)

■サイズ/40.8×56.8×27H(cm) 
■製品重量/1.4kg
■材質/再生ポリプロピレン 

分別 リサイクルペール
90（フタ）
￥4,800 (税抜)　入数　4

93951-2
93952-9
93953-6
93954-3

オープン
プッシュ
丸
三角

■組み立てサイズ/
　30×42.5×68.6H(cm)
■組み立て重量/2.1kg

■組み立てサイズ/
　34.6×48.9×81.2H(cm)
■組み立て重量/3kg

■組み立てサイズ/
　40.8×57.1×90H(cm)
■組み立て重量/3.9kg

■サイズ/28.8×42.5×52H(cm) 
■容量/42L ■製品重量/1.5kg 
■材質/再生ポリプロピレン

分別 リサイクルペール
45（本体）
￥2,800 (税抜)　入数　8

■サイズ/30×41.7×18.5H(cm) 
■製品重量/600g
■材質/再生ポリプロピレン 

分別 リサイクルペール
45（フタ）
￥2,200 (税抜)　入数　8

93450-0グレー(GY)

93451-7
93452-4
93453-1
93454-8

オープン
プッシュ
丸
三角

45
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メーカーコード　4973655
※表示価格には消費税が含まれておりません。

トラッシュペール
地球と子どもへの「愛」に貢献。

分別 タウンボックス
並べてスッキリ！景観にも調和。

本体にペットボトルキャップの再生材を使用しています。

レッド

PETPETボトル
ペットボトルの再生材を使用しています。

ペットボトルキャップの再生材を使用しています。

PETボトルリサイクル推奨マーク
認定商品（PETボトル協議会）

ECOCAPマーク認定商品
(エコキャップ推進協会）

90NN型 フタR

90KB型 フタR

90型 フタR

フ　タ

紙コップや空き缶、空きびん、ペットボトルなどの専用くず入れに最適。

空き缶、空きびん、ペットボトルなどの専用くず入れに最適。

大きな開口部、ほどよい角度、スムーズな開閉で
ゴミを入れやすい。臭いが漏れにくい構造。

穴径
9
cm

穴径
7.5
cm

500mL ×約80本
PETボトル

空き缶
×約130缶350mL

ペットボトルキャップを
約800コ分使用しています。

※500mLPETボトルを約50本分使用しています。

■サイズ/44.5×45.8×65H(cm)
■容量/90L ■材質/再生ポリプロピレン

トラッシュペール
90型 本体R
￥4,600 (税抜)　入数　4

47920-9グレー(GY)

■サイズ/46×46×24.5H(cm)
■材質/再生PET樹脂

トラッシュペール
90型 フタR
￥3,400 (税抜)　入数　4

47930-8
47931-5
47934-6
47935-3

グレー(GY)
レッド(R)
ブルー(B)
イエロー(Y)

■サイズ/46×46×24.5H(cm)
■材質/再生PET樹脂

トラッシュペール
90NN型 フタR
￥3,200 (税抜)　入数　4

47950-6グレー(GY)

■サイズ/46×46×24.5H(cm)
■材質/再生PET樹脂

トラッシュペール
90KB型 フタR
 ￥3,200 (税抜)　入数　4

47960-5グレー(GY)

市販の90Lポリ袋が使用できます。

86.5

464646 (cm)

65

グレー

ブルー イエロー

グリーン購入法適合品

ゴミの種類に合わせて5タイプ選べます。

サビないプラスチック製です。

■サイズ/40×55×101H(cm)  ■容量/60L　■製品重量/25.8kg  
■材質/本体:ポリエチレン、中容器:再生ポリプロピレン ■アジャスター付 

分別 タウンボックス　
￥60,000 (税抜)　入数　1　

・耐久性・耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
・環境に配慮し、再生材を使用しています。
内容器にポリプロピレンの再生材を利用しています。

前面扉はフルオープンタイプなので
ゴミの取り出しが簡単です。

オープン
プッシュ(cm)

101

5540
42073-7
42087-4

オープン※分別シールは商品に
含まれておりません。
　(オプション対応しております。)

プッシュ
丸

三角
弓型

丸
三角

42096-6
42105-5

弓型 42114-7

500mL ×約60本
PETボトル

空き缶 ×約90缶350mL

本　体

■サイズ/12.4×17.6(cm)　■材質/PET樹脂

分別 タウンボックス用シール
￥2,000 (税抜)　入数　1

もえるゴミ
94011-2

もえないゴミ
94012-9

あきかん
94013-6

あきびん
94014-3

ペットボトル
94015-0

新聞・雑誌
94102-7

紙コップ
94104-1

あきかん・あきびん
94087-7

＊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）
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※表示価格には消費税が含まれておりません。

エフィ
資源の再利用と積極的な分別で
エコロジーライフ！

上質紙 雑紙 再利用

●オフィスで… ●家庭で…
かさばりがちな
紙の分別に

資源ゴミの
回収に

こんなシーンに…
MILK

■サイズ/φ20.8×25H(cm) ■容量/8L  
■製品重量/260g  ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ カン 8
￥600 (税抜)　入数　30

40652-6
40651-9

グレー(GY)
ブラック(BK)

■サイズ/φ24.6×36H(cm) ■容量/14L 
■製品重量/450g  ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ カン 14
￥850 (税抜)　入数　18

40662-5
40661-8

グレー(GY)
ブラック(BK)

■サイズ/18×18×31.4H(cm) ■容量/6.5L  
■製品重量/350g  ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ スクエアカン 6.5
￥600 (税抜)　入数　30

40672-4
40671-7

グレー(GY)
ブラック(BK)

■サイズ/20.9×20.9×41.9H(cm) ■容量/12L  
■製品重量/540g  ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ スクエアカン 12
￥980 (税抜)　入数　18

40682-3
40681-6

グレー(GY)
ブラック(BK)

■サイズ/32.5×21×56H(cm) ■容量/26L  
■製品重量/1.1kg ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ スリムペール角 26
￥1,850 (税抜)　入数　6

40692-2グレー(GY)

■サイズ/37.5×24.5×56H(cm)  ■容量/36L  
■製品重量/1.4kg  ■材質/再生ポリプロピレン 

エフィ スリムペール角 36
￥2,100 (税抜)　入数　6

40702-8グレー(GY)

置き場所を選ばない丸型は、 
どんな場所にもぴったり。

ブラックグレー

ブラックグレー グレー

ゴミを入れやすい投入口がポイント。
お部屋の隅や壁ぎわ、デスクサイドなどに便利。

スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも最適。

分別シール付き
・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

分別シール付き
・もえるゴミ
・もえないゴミ
・ペットボトル
・無地

グリーン購入法適合品

プラスチックの再利用
R-PP100％

エコマーク認定番号
第06128020号

ポリプロピレンの再生材を利用しています。

プラスチックの再利用
R-PP70％

エコマーク認定番号
第06112279号

■サイズ/32×10×26H(cm) ■製品重量/650g 
■材質/本体：再生ポリプロピレン、
仕切り：ABS樹脂 ■耐荷重/2kg
■仕切り付 ■粘着マグネットシート(2枚)付

紙分別ポケット
￥2,800 (税抜)　入数　10

40786-8グレー(GY)

外せる仕切り
持ち手穴付き

引き出し内使用例
(使用可能サイズ 内寸幅32cm以上)

分別シール付き

A4

引き出しにもOK

グリーン購入法適合品紙分別ポケット
デスクの内外で簡単分別。

オフィス内での
資源ゴミ一時保管に最適です。

■サイズ/30×50×70H(cm) 
キャスター取り外し時65H(cm) 
■製品重量/8kg  
■材質/本体：スチール、他
■耐荷重/約20kg ■キャスター付 

【収納の目安】ダンボール約10枚

ダンボールスタンド　　
￥16,000 (税抜)　入数　1

40916-9グレー(GY)

ダンボールスタンド
スペース効率を配慮した
縦型タイプ。

組立式

マグネットで
取り付けできます。
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富山市水橋桜木136 〒939-0592 TEL(076)478-2177 FAX(076)478-2259 www.richell.co.jp
※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。

1602

壁かけサニタリーボックス

飲食店、ショッピングセンター、オフィスなど公共のトイレで活躍します。

・本体は清潔を保つため、抗菌加工を施しています。
・プラスチック製だから水洗いOK!

壁かけサニタリーボックス

■サイズ/18.5×11×26H(cm) 
[カバーオープン時:18.5×21.5×23H(cm)]
■容量/2.8L ■製品重量/500g
■材質/本体・カバー・取付け板:ABS樹脂
■取付け板１枚付（両面テープ付）、ネジ２本付、
付属シール付

※対応する袋の目安
　・袋幅：約30cm
　・レジ袋サイズ：6号以上

￥3,500 (税抜)　　入数　18

床の掃除がしやすい壁掛けタイプ！床の掃除がしやすい壁掛けタイプ！

中の汚物を見ることなく、また
本体に手を触れずに捨てられます。

本体を壁面に取り付けたまま、
簡単に袋を交換できます。

袋を引っ掛けて、ズレ
にくくします。レジ袋
の持ち手も掛けられます。

中が見えにくい投入口袋交換簡単

本体を取付け板から
簡単に取り外せます。

お手入れ簡単

44005-6ホワイト(W)

抗 菌 加 工

おむつペール
商業施設、駅のおむつ交換室や病院、介護施設で大活躍！

■サイズ/30×42.5×68.6H(cm) 
■容量/42L  ■製品重量/2.2kg
■材質/再生ポリプロピレン 

おむつペール 45
￥8,000 (税抜)　入数　1

47733-5オレンジ(O)

フタとおむつ受けは抗菌加工を
施しています。

市販の消臭剤がセットできます。
カバー内寸：9.6×11.1×1.7H(cm)

消臭剤カバー

おむつ受け

おむつ受け付きなので、
中の汚物を見ずに捨てられます。

汚物が見えない

おむつ 約 50 コ赤ちゃん用 ×

おむつ 約 35 コ大人用 ×

ぽい
っ！

ラクラク片手操作

グリーン購入法適合品

45L
ポリ袋

ニオイを防ぎ、清潔・快適に使えます。

・おむつ入れシール付き
・袋止め付き

掃除用具入れや、物置として便利です。
オフィスや商業施設、さまざまな場所で活躍します。

多目的キャビネット
サビないプラスチック製。脚付きだから湿気が溜まりにくい。

カギ穴付き（80-180）

※商品にカギは含まれません。

［ 取り付けられる南京錠 ］

1.4cm
以上

1.4cm以上

φ0.5cm
以下

わずかなすき間を活かせる
スリムタイプ。

たっぷり収納できる
大型タイプ。

組立式

■サイズ/39×49×181H(cm) 
■製品重量/15kg
■梱包サイズ/80.5×40.5×49.5H(cm)
■梱包重量/17kg
■材質/ポリプロピレン、他
■ポケット1コ付 ■棚板1枚付 
■Sフック3コ付

多目的キャビネット 
40－180
￥36,000 (税抜)　入数　1

42411-7ベージュ(BE)

【組立時間の目安】
 約20分(2人で組み立てた場合）

組立式

■サイズ/76.5×49×181H(cm) 
■製品重量/23.7kg
■梱包サイズ/81×59×49.5H(cm)
■梱包重量/26kg
■材質/ポリプロピレン、他
■ポケット2コ付 ■棚板3枚付 
■Sフック3コ付

多目的キャビネット 
80－180
￥60,000 (税抜)　入数　1

42421-6ベージュ(BE)

【組立時間の目安】
 約30分(2人で組み立てた場合）39

49
(cm)

76.5
49
(cm)

181 181


