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懐かしいあの風景を再現

町
屋
は
う
す

町屋はうす
内装工事を省き、小スペースに短時間で簡単に組立の出来る
ミニショップ ( インショップ ) です。

町屋はうす共通仕様
材質：天然木無垢材
塗装：ステインオリジナル色クリアー仕上
※ 1 ブロック 960x960mm

町屋はうす組立手順

柱

梁

庇

格子天井

壁

棟

腰板

ステージに柱を立て梁を
つなげる

庇を先にのせ、格子天井用
たる木をあわせていきます

壁を取付けて必要なところに
腰板を張る

棟を上げる

町屋はうす 2.7 坪フルセット本体
サイズ 商品番号 価格

全体 W3320 x D3320 x H2550
52600-626M ¥980,000 + 税

本体 W2900 x D2900 x H2000

※棟付
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町屋はうす 1.6 坪
サイズ 商品番号 価格

全体 W3320 x D2370 x H2550
52607-626M ¥720,000 + 税

本体 W2900 x D1950 x H2000

町屋はうす 1.1 坪
サイズ 商品番号 価格

全体 W2370 x D2370 x H2050
52605-626M ¥460,000 + 税

本体 W1950 x D1950 x H2000

町屋はうす 0.8 坪
サイズ 商品番号 価格

全体 W3320 x D1180 x H2050
52603-626M ¥360,000 + 税

本体 W2900 x D960 x H2000

ディスプレイ用品は別途になります。
すべて屋内用です。
町家はうすシリーズは組立費が別途かかります。
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賑わい演出のイベントやコーナーづくりに和風木製ディスプレイ

卓上町屋はうすディスプレイセット導入事例

和雑貨ようがイーアスつくば店様でご採用頂きました。

お客様が思わず立ち止まって見てしまうような

和テイストのディスプレイ空間が出来上がりました。

吊るしたり、掛けたり、置いたり、入れたり出来るので

様々なアイテムを集約してディスプレイ出来ます。

チヨダディステムが組立ました。
什器の組立、おまかせください。

before after

卓上町屋はうすディスプレイセット
サイズ 商品番号 価格

 W1800 x D1800 x H1900 43211-626L ¥380,000 + 税

セット内容
　卓上町屋はうす、小上り風展示台
　自在かぎディスプレイ、可動棚板
　ミニ階段箪笥、小上り風展示台 ( 小 )
　りんご箱型小物入

1800

1800

900
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バックパネルを格子／障子／板張りで仕上げました。和風の商品イメージを損なわず商品をひきたてます。

和装ウッドコンポ格子（むかし色）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52660-626L ¥144,000 + 税
ストッカー 52661-626L ¥144,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52662-626L ¥155,000 + 税
ストッカー 52663-626L ¥155,000 + 税

写真は 52660-626L

和装ウッドコンポ障子（むかし色）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52664-626L ¥148,000 + 税
ストッカー 52665-626L ¥148,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52666-626L ¥159,000 + 税
ストッカー 52667-626L ¥159,000 + 税

写真は 52667-626L

和装ウッドコンポ板張り（むかし色）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52670-626L ¥144,000 + 税
ストッカー 52671-626L ¥144,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52672-626L ¥155,000 + 税
ストッカー 52673-626L ¥155,000 + 税

写真は 52673-626L

極限までパーツをトリミングしたシンプルな構造とデザイン。リーズナブルな価格もとってもうれしい物販販売台です。

ブレイ君
サイズ W1200 x D780 x H2060

商品番号 価格
52654-626L ¥69,000 + 税

※キャスター付（φ 50）
※無塗装
※のれん・のれん棒別売

ブレイ君　染色塗装
サイズ W1200 x D780 x H2060

商品番号 価格
52656-626L ¥92,000 + 税

※キャスター付（φ 50）

ブレイ君　コンパクトタイプ
サイズ W1030 x D600 x H2120

商品番号 価格
52655-626L ¥63,000 + 税

※キャスター付（φ 50）
※無塗装

和装ウッドコンポ板張り（無塗装）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52684-626L ¥119,000 + 税
ストッカー 52685-626L ¥119,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52686-626L ¥130,000 + 税
ストッカー 52687-626L ¥130,000 + 税

和装ウッドコンポ格子（無塗装）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52674-626L ¥119,000 + 税
ストッカー 52675-626L ¥119,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52676-626L ¥130,000 + 税
ストッカー 52677-626L ¥130,000 + 税

和装ウッドコンポ障子（無塗装）
サイズ W900 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52680-626L ¥123,000 + 税
ストッカー 52681-626L ¥123,000 + 税

サイズ W1200 x D450 x H1500
タイプ 商品番号 価格

扉収納 52682-626L ¥134,000 + 税
ストッカー 52683-626L ¥134,000 + 税

写真は 52674-626L 写真は 52683-626L写真は 52684-626L



C20

木
製
什
器

畳や障子を取り入れた、
和風の小物雑貨が映える木製什器です。

和
楽

和楽

格子（幅広）タイプ　木棚セット
サイズ (W x D x H)

価格
和風ブラウン

930 x 450 x 1500 ¥148,100 + 税
1230 x 450 x 1500 ¥179,900 + 税

格子（幅広）タイプ　畳棚セット
サイズ (W x D x H)

価格
和風ブラウン

930 x 450 x 1500 ¥166,900 + 税
1230 x 450 x 1500 ¥198,700 + 税

格子（幅狭）タイプ　木棚セット
サイズ (W x D x H)

価格
和風ブラウン

930 x 450 x 1500 ¥158,100 + 税
1230 x 450 x 1500 ¥190,800 + 税

格子（幅狭）タイプ　畳棚セット
サイズ (W x D x H)

価格
和風ブラウン

930 x 450 x 1500 ¥176,900 + 税
1230 x 450 x 1500 ¥209,600 + 税

セット内容

　・背面格子（幅広）＋紙貼

　・木棚：D390 x 3 枚

　・ストッカー

セット内容

　・背面格子（幅広）＋紙貼

　・畳棚：D390 x 3 枚

　・ストッカー

セット内容

　・背面格子（幅狭）＋紙貼

　・木棚：D390 x 3 枚

　・ストッカー

セット内容

　・背面格子（幅狭）＋紙貼

　・畳棚：D390 x 3 枚

　・ストッカー

備考：格子タイプの紙については、破れにくい素材を使用しています。
また、紙を貼らない格子のみのタイプもございます。

畳を取り入れた和風什器

「和 ＋ ラック」＝「和楽」

サイズ

フレーム芯 - 芯 900(1200)
870(1170)
930(1230)

45
0

30 30

フレーム内桁 (30mmx80mm)　取付位置変更により後方転倒防止対策

基本カラーは和風ブラウンとなります。
無塗装や別注色も対応できます。

注意：什器高さ H1800・2100 の場合、壁に固定してご使用ください。（前傾する場合がございます。）
　また、軽量物専用（棚板１枚あたり、5kg）什器ですので過重陳列にご注意ください。
　両面仕様はございません。

背面オープン、L 型（ストッカーなし）
も対応しております。

本体サイドフレームのスリット柱は
ロイヤル製品がご使用可能です。
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W D H 背面パネル
単体 連結

品番 和風ブラウン 品番 和風ブラウン

単体

930

連結

900

450

1350

格子（幅広）
格子のみ L913W ¥75,600 L913W-C ¥63,200
紙貼 L913WP ¥78,500 L913WP-C ¥66,100

格子（幅狭）
格子のみ L913N ¥82,700 L913N-C ¥70,300
紙貼 L913NP ¥85,600 L913NP-C ¥73,200

木板（シナベニヤ） L913B ¥74,900 L913B-C ¥62,500

1500

格子（幅広）
格子のみ L915W ¥79,400 L915W-C ¥66,700
紙貼 L915WP ¥82,600 L915WP-C ¥69,900

格子（幅狭）
格子のみ L915N ¥89,400 L915N-C ¥76,700
紙貼 L915NP ¥92,600 L915NP-C ¥79,900

木板（シナベニヤ） L915B ¥82,300 L915B-C ¥69,600

単体

1230

連結

1200

1350

格子（幅広）
格子のみ L1213W ¥87,100 L1213W-C ¥74,700
紙貼 L1213WP ¥91,600 L1213WP-C ¥79,200

格子（幅狭）
格子のみ L1213N ¥98,000 L1213N-C ¥85,600
紙貼 L1213NP ¥102,500 L1213NP-C ¥90,100

木板（シナベニヤ） L1213B ¥84,700 L1213B-C ¥72,300

1500

格子（幅広）
格子のみ L1215W ¥92,100 L1215W-C ¥79,400
紙貼 L1215WP ¥97,200 L1215WP-C ¥84,500

格子（幅狭）
格子のみ L1215N ¥102,800 L1215N-C ¥90,100
紙貼 L1215NP ¥108,100 L1215NP-C ¥95,400

木板（シナベニヤ） L1215B ¥93,400 L1215B-C ¥80,700

W D H 背面パネル
ストッカー上部：木棚 ストッカー上部：畳棚

単体 連結 単体 連結
品番 和風ブラウン 品番 和風ブラウン 品番 和風ブラウン 品番 和風ブラウン

単体

930

連結

900

450

1350

格子（幅広）
格子のみ P913W ¥104,500 P913W-C ¥87,800 TP913W ¥109,200 TP913W-C ¥92,500
紙貼 P913WP ¥107,400 P913WP-C ¥90,700 TP913WP ¥112,100 TP913WP-C ¥95,400

格子（幅狭）
格子のみ P913N ¥111,600 P913N-C ¥94,900 TP913N ¥116,300 TP913N-C ¥99,600
紙貼 P913NP ¥114,500 P913NP-C ¥97,800 TP913NP ¥119,200 TP913NP-C ¥102,500

木板（シナベニヤ） P913B ¥103,800 P913B-C ¥87,100 TP913B ¥108,500 TP913B-C ¥91,800

1500

格子（幅広）
格子のみ P915W ¥108,900 P915W-C ¥91,300 TP915W ¥113,600 TP915W-C ¥96,000
紙貼 P915WP ¥112,100 P915WP-C ¥94,500 TP915WP ¥116,800 TP915WP-C ¥99,200

格子（幅狭）
格子のみ P915N ¥118,900 P915N-C ¥101,300 TP915N ¥123,600 TP915N-C ¥106,000
紙貼 P915NP ¥122,100 P915NP-C ¥104,500 TP915NP ¥126,800 TP915NP-C ¥109,200

木板（シナベニヤ） P915B ¥111,800 P915B-C ¥94,200 TP915B ¥116,500 TP915B-C ¥98,900

1800

格子（幅広）
格子のみ P918W ¥115,200 P918W-C ¥96,500 TP918W ¥119,900 TP918W-C ¥101,200
紙貼 P918WP ¥119,900 P918WP-C ¥101,200 TP918WP ¥124,600 TP918WP-C ¥105,900

格子（幅狭）
格子のみ P918N ¥127,900 P918N-C ¥109,200 TP918N ¥132,600 TP918N-C ¥113,900
紙貼 P918NP ¥132,800 P918NP-C ¥114,100 TP918NP ¥137,500 TP918NP-C ¥118,800

木板（シナベニヤ） P918B ¥117,400 P918B-C ¥98,700 TP918B ¥123,900 TP918B-C ¥103,400

2100

格子（幅広）
格子のみ P921W ¥119,100 P921W-C ¥99,800 TP921W ¥123,800 TP921W-C ¥104,500
紙貼 P921WP ¥124,000 P921WP-C ¥104,700 TP921WP ¥128,700 TP921WP-C ¥109,400

格子（幅狭）
格子のみ P921N ¥132,700 P921N-C ¥113,400 TP921N ¥137,400 TP921N-C ¥118,100
紙貼 P921NP ¥137,600 P921NP-C ¥118,300 TP921NP ¥142,300 TP921NP-C ¥123,000

木板（シナベニヤ） P921B ¥122,500 P921B-C ¥103,200 TP921B ¥127,200 TP921B-C ¥107,900

単体

1230

連結

1200

1350

格子（幅広）
格子のみ P1213W ¥123,900 P1213W-C ¥107,200 TP1213W ¥128,600 TP1213W-C ¥111,900
紙貼 P1213WP ¥128,400 P1213WP-C ¥111,700 TP1213WP ¥133,100 TP1213WP-C ¥116,400

格子（幅狭）
格子のみ P1213N ¥134,800 P1213N-C ¥118,100 TP1213N ¥139,500 TP1213N-C ¥122,800
紙貼 P1213NP ¥139,300 P1213NP-C ¥122,600 TP1213NP ¥144,000 TP1213NP-C ¥127,300

木板（シナベニヤ） P1213B ¥121,500 P1213B-C ¥104,800 TP1213B ¥126,200 TP1213B-C ¥109,500

1500

格子（幅広）
格子のみ P1215W ¥129,500 P1215W-C ¥111,900 TP1215W ¥134,200 TP1215W-C ¥116,600
紙貼 P1215WP ¥134,600 P1215WP-C ¥117,000 TP1215WP ¥139,300 TP1215WP-C ¥121,700

格子（幅狭）
格子のみ P1215N ¥140,200 P1215N-C ¥122,600 TP1215N ¥144,900 TP1215N-C ¥127,300
紙貼 P1215NP ¥145,500 P1215NP-C ¥127,900 TP1215NP ¥150,200 TP1215NP-C ¥132,600

木板（シナベニヤ） P1215B ¥130,800 P1215B-C ¥113,200 TP1215B ¥135,500 TP1215B-C ¥117,900

1800

格子（幅広）
格子のみ P1218W ¥137,100 P1218W-C ¥118,400 TP1218W ¥141,800 TP1218W-C ¥123,100
紙貼 P1218WP ¥142,400 P1218WP-C ¥123,700 TP1218WP ¥147,100 TP1218WP-C ¥128,400

格子（幅狭）
格子のみ P1218N ¥154,900 P1218N-C ¥136,200 TP1218N ¥159,600 TP1218N-C ¥140,900
紙貼 P1218NP ¥160,200 P1218NP-C ¥141,500 TP1218NP ¥164,900 TP1218NP-C ¥146,200

木板（シナベニヤ） P1218B ¥142,000 P1218B-C ¥123,300 TP1218B ¥146,700 TP1218B-C ¥128,000

2100

格子（幅広）
格子のみ P1221W ¥141,500 P1221W-C ¥122,200 TP1221W ¥146,200 TP1221W-C ¥126,900
紙貼 P1221WP ¥147,000 P1221WP-C ¥127,700 TP1221WP ¥151,700 TP1221WP-C ¥132,400

格子（幅狭）
格子のみ P1221N ¥161,000 P1221N-C ¥141,700 TP1221N ¥165,700 TP1221N-C ¥146,400
紙貼 P1221NP ¥166,600 P1221NP-C ¥147,300 TP1221NP ¥171,300 TP1221NP-C ¥152,000

木板（シナベニヤ） P1221B ¥147,500 P1221B-C ¥128,200 TP1221B ¥152,200 TP1221B-C ¥132,900

背面パネルを
お選びください

背面パネルを
お選びください

基本ユニット L 型

単体 + 連結で 2 連結になります。
※連結のみで自立はできません。

木板（シナベニヤ）

格子（幅広）

格子（幅狭）

基本ユニット P 型

ストッカー上部棚は木棚 or 畳棚を
お選びください

ユニット内容（単体）

　・サイドフレーム x2

　・フレーム連結材

　・ストッカー上部棚

　・背面パネル

　・ストッカー

※棚は含まれておりません。
下記オプションの棚板をご使用ください。

タイプ 対応W 種類 W D H 品番 和風ブラウン

棚板

※ブラケット付

900 用

木棚

898

390

20

JWSF-39090 ¥12,000
340 JWSF-34090 ¥10,700
290 JWSF-29090 ¥9,300

畳棚
390 JTSF-39090 ¥16,700
340 JTSF-34090 ¥14,700
290 JTSF-29090 ¥14,200

1200 用

木棚

1198

390 JWSF-39120 ¥15,100
340 JWSF-34120 ¥13,300
290 JWSF-29120 ¥11,600

畳棚
390 JTSF-39120 ¥19,800
340 JTSF-34120 ¥17,600
290 JTSF-29120 ¥16,900

注意：什器高さ H1800・2100 の場合、壁に固定してご使用ください。（前傾する場合がございます。）
　また、軽量物専用（棚板１枚あたり、5kg）什器ですので過重陳列にご注意ください。
　両面仕様はございません。

※表示価格は全て税別です。


