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耐荷重
１５００ｋｇ
（均等）

※指定のない場合は、規格色Aになります。
※天板塗装の別色対応承ります。詳しくは当社までお問い合わせください。

当社使用合板は、
F★★★★対応品です。

連結金具は複数台ご使用の場合
ご利用ください。

当社では、安全性を第一に考慮し収納時での天板転倒を防止する為、天板を押さえる安全バー（２本）と上部には天板開き止めロックピン（１ヶ所）
の２段階式の安全構造となっております。
また操作面では、移動式キャスター（４輪）により、所定の位置にらくらく移動セット出来ます。
また長年の研究の成果により当社が開発した特殊リンク（Ｐ．Ａ．Ｔ．登録済）で、より一層耐久性を加えた上、メンテナンスも易しくなりました。

ポータブルステージ

安心してご使用いただけます!!

最長3年間保証

天板カラーサンプル

天板開き止め
ロックピン

安全バー

アジャスター

リンク

連結金具

安全バー操作
シール

取り扱い説明
シール

自在キャスター１００φ

Ｐ．Ａ．Ｔ．商品

安心安全にポータブルステージをお取り扱いしていただくために
ステージ天板裏面に取扱説明書を貼り付けております。

すべてのポータブルステージに
ご購入日より最長3年間の保証
期間を設定致しております。
本書に明示した期間、条件のも
とにおいて無料修理をお約束
致しております。

●規格色A ●別注色B ●フロア Ａ.ｔｙｐｅ ●フロア Ｂ.ｔｙｐｅ ●フロア Ｃ.ｔｙｐｅ

ナラ単板市松貼り ノンスキッドフロア

安全荷重５００ｋｇ/m2

使用寸法
●W１８００～３０００mmまでOK ●D９００～１８００mmまでOK ●H20０～１２００mmまでOKステージ別寸対応可能です。

1台でも何台でも

スペースに合わせて

連結してご使用いただけます。
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Aluminum Stage NPS単独タイプ アルミステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2

ＮＰＳ-２００ＡＬ-Ｎ

ＮＰＳ-２００ＡＬ-W

アルミポータブルステージ ＮＰＳ-２００ＡＬ-Ｎ
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（３タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／５５ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥320,000（税別） Ａ０１１１３１

アルミポータブルステージ ＮＰＳ-２００ＡＬ-Ｗ
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７０ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥240,000（税別） Ａ０１１１３２

安全・軽量
アルミフレームの採用で
従来型に比べて
最大45％を軽量化

収納時

１
３
０
０

５５０
１２
００

収納時

１
３
０
０

５５０
１２
００

ＮＰＳ-４００ＡＬ-Ｗ

ＮＰＳ-６００ＡＬ-Ｗ

アルミポータブルステージ NPS-４００AL-W
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５６０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／７７ｋｇ　□キャスター／１００φ自在車輪
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥270,000（税別） Ａ０１１１３４

アルミポータブルステージ NPS-４００AL-N
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５６０×Ｈ１５００
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（３タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７１ｋｇ
□キャスター／１００φ自在車輪　□安全荷重／５００ｋｇ/m2

□アジャスター付

￥350,000（税別） Ａ０１１１３３
アルミポータブルステージ NPS-６００AL-W
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５７０×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／８０ｋｇ
□キャスター／１００φ自在車輪 □安全荷重／５００ｋｇ/m2 □アジャスター付

￥290,000（税別） Ａ０１１１３６

アルミポータブルステージ NPS-６００AL-N
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５７０×Ｈ１７００
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（３タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７４ｋｇ　
□キャスター／１００φ自在車輪 □安全荷重／５００ｋｇ/m2 □アジャスター付

￥370,000（税別） Ａ０１１１３５

収納時

１
５
０
０

５６０
１２
００

収納時

１
７
０
０

５７０
１２
００

アルミは、軽く・強く・耐食性に優れ、再加工が簡単な素材で再資源化に有効な
「地球環境保護」に役立つ素材です。当社では、これらの特性を活かし、新しい
商品づくりを展開しています。
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Aluminum Stage WPS2段階タイプ アルミステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2 Aluminum Stage TPS3段階タイプ アルミステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2

Aluminum Stepアルミステップ

アルミポータブルステージ
WPS-４００/６００AL-W
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００/６００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５６０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７９ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥370,000（税別） Ａ０１１１４４

アルミポータブルステージ
WPS-４００/６００AL-N
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００/６００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５６０×Ｈ１５００
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（３タイプよりお選びください）　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７３ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥450,000（税別） Ａ０１１１４３

ＷＰＳ-２００/４００ＡＬ-Ｗ

ＷＰＳ-４００/６００ＡＬ

アルミポータブルステージ 
ＷＰＳ-２００/４００ＡＬ-Ｗ
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７７ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥350,000（税別） Ａ０１１１４２

アルミポータブルステージ 
ＷＰＳ-２００/４００ＡＬ-Ｎ
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（３タイプよりお選びください）　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／７１ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥430,000（税別） Ａ０１１１４１

収納時

１
３
０
０

５５０
１２
００

収納時

１
５
０
０

５６０
１２
００

アルミポータブルステージ
TＰＳ-６００/８００/１０００AL-W
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ６００/８００/１０００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５００×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／９８ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥540,000（税別） Ａ０１１１４６

アルミポータブルステージ
TＰＳ-２００/４００/６００AL-W
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００/６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／８３ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2

□アジャスター付

￥420,000（税別） Ａ０１１１４７

H１０００
収納時

１
７
０
０

５００ １２
００

H６００

H６００

H４００

H２００

H２００

H4００

H4００

H6００

H８００

収納時

１
３
０
０

５５０
１２
００

アルミステップ NSS-４００AL

□外寸法／２段（Ｈ６００用）Ｗ９６０×Ｄ６００×Ｈ４９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／１３．５ｋｇ　□脚ゴム付

￥50,000（税別） Ａ０１１３１３

H200×2段
アルミステップ NSS-２００AL

□外寸法／１段（Ｈ４００用）Ｗ９６０×Ｄ３００×Ｈ２９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／６．０ｋｇ　□脚ゴム付

￥34,000（税別） Ａ０１１３１２

H200×1段
アルミステップ NSS-１００AL

□外寸法／１段（Ｈ２００用）Ｗ９６０×Ｄ３００×Ｈ１９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／５．５ｋｇ　□脚ゴム付

￥34,000（税別） Ａ０１１３１１

H100×1段

アルミステップ NSSW-６００AL

□外寸法／３段（Ｈ８００用）Ｗ９６０×Ｄ９００×Ｈ６６０
□折りたたまれた状態／W970×D1100×H265
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／２２ｋｇ　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

￥100,000（税別） Ａ０１１３１５

H200×3段
アルミステップ NSSW-８００AL

□外寸法／４段（Ｈ１０００用）Ｗ９６０×Ｄ１２００×Ｈ８６０
□折りたたまれた状態／W970×D1400×H265
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／３２ｋｇ　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

￥120,000（税別） Ａ０１１３１６

H200×4段

アルミステップ NSS-６００AL
H200×3段
□外寸法／３段（Ｈ８００用）Ｗ９６０×Ｄ９００×Ｈ６９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□フレーム／丸型アルミ管φ２５.４×t１.８
□重量／２１．０ｋｇ　□脚ゴム付

￥70,000（税別） Ａ０１１３１４

折りたたみタイプステージ天板別注対応可能です。お問い合わせ下さい。

NSS-２００ALNSS-1００AL NSS-４００AL
NSS-６００AL

NSSW-８００AL

折りたたまれた状態
フローリング材 タイルカーペット カーペット パンチカーペット
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Steel Stage NPS単独タイプ スチールステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2

Steel Stage WPS2段階タイプ スチールステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2

ポータブルステージ ＮＰＳ-２００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／９０ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥240,000（税別） Ａ０１１１０１

ポータブルステージ ＳＰＳ-２００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ２００
□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／７２ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥220,000（税別） Ａ０１１１１１

ポータブルステージ ＬＰＳ-２００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１８００×Ｈ２００
□折りたたまれた状態／Ｗ１８００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／１１５ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥360,000（税別） Ａ０１１１２１

ポータブルステージ ＮＰＳ-４００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５８０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１１５ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥270,000（税別） Ａ０１１１０２

ポータブルステージ ＮＰＳ-６００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５９０×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１２５ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥290,000（税別） Ａ０１１１０３

ポータブルステージ ＮＰＳ-８００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ８００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５９０×Ｈ１９００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１３０ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥310,000（税別） Ａ０１１１０４

ポータブルステージ ＳＰＳ-４００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ４００
□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５８０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／９７ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥250,000（税別） Ａ０１１１１２

ポータブルステージ ＬＰＳ-４００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１８００×Ｈ４００
□折りたたまれた状態／Ｗ１８００×Ｄ５８０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１４５ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥400,000（税別） Ａ０１１１２２

ポータブルステージ ＳＰＳ-６００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ６００
□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５９０×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１０８ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥270,000（税別） Ａ０１１１１３

ポータブルステージ ＬＰＳ-６００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１８００×Ｈ６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１８００×Ｄ５９０×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１５５ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥440,000（税別） Ａ０１１１２３

ポータブルステージ ＳＰＳ-８００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ８００
□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５９０×Ｈ１９００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１１３ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥300,000（税別） Ａ０１１１１４

ポータブルステージ ＬＰＳ-８００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１８００×Ｈ８００
□折りたたまれた状態／Ｗ１８００×Ｄ５９０×Ｈ１９００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１６０ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付　
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥460,000（税別） Ａ０１１１２４

収納時

１
３
０
０

５４０

１２
００

収納時

１
９
０
０

５９０

１２
００

収納時

１
７
０
０

５９０
１２
００

収納時

１
５
０
０

５８０ １２
００

ポータブルステージ
ＷＰＳ-２００/４００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／１１０ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥350,000（税別） Ａ０１１２０１

ポータブルステージ
ＷＳＰＳ-２００/４００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ２００/４００　□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／１００ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥330,000（税別） Ａ０１１２００

収納時

１
３
０
０

５４０

１２
００

収納時

１
５
０
０

５８０

１２
００

ポータブルステージ ＷＰＳ-４００/６００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００/６００　□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５８０×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／１２５ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥370,000（税別） Ａ０１１２０２

H200

H400

H400

H600
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Steel Stage TPS3段階タイプ スチールステージ 安全荷重／500ｋｇ/m2 Step Stageステップステージ

TATAMI Stage畳ステージ

Stepステップ

安全荷重／500ｋｇ/m2

ポータブルステージ ＴＰＳ-４００/６００/８００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ４００/６００/８００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１５００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１４０ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥460,000（税別） Ａ０１１２０５

収納時
１
５
０
０

６００
１２
００

収納時

１
３
０
０

５４０
１２
００

ポータブルステージ ＴＰＳ-６００/８００/１０００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ６００/８００/１０００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ６０５×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□脚部／スチール焼付塗装・メッキ仕上　□重量／１３５ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2

□アジャスター付

￥530,000（税別） Ａ０１１２１１

収納時

１
７
０
０

６０５
１２
００

ポータブルステージ ＴＰＳ-２００/４００/６００
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００/６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５４０×Ｈ１３００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１２０ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥420,000（税別） Ａ０１１２０４

集合写真の雛壇としてのご使用から広いスペースでポータブルステージをご使用時の
ステップとして幅広くご利用いただけます。

ステップステージ UＰＳ-３
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ１２００×Ｈ２００/４００/６００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２００×Ｄ５２０×Ｈ１７００
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／140kg　□キャスター／１００φ自在四輪付 
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□ワンタッチ３段式 □アジャスター付

￥520,000（税別） Ａ０１１２０７

ステージＨ２００用 ステージＨ４００用 ステージＨ６００用 ステージＨ８００用

ステップ ＮＳＳ-１００

□外寸法／Ｗ９６０×Ｄ３００×Ｈ１９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□Ｈ１００  １段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／８ｋｇ　□アジャスター付

￥45,000（税別） Ａ０１１３０１

H100×1段
ステップ ＮＳＳ-２００

□外寸法／Ｗ９６０×Ｄ３００×Ｈ２９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□Ｈ２００  １段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／８．７ｋｇ　□アジャスター付

￥45,000（税別） Ａ０１１３０２

H200×1段
ステップ ＮＳＳ-４００

□外寸法／Ｗ９６０×Ｄ６００×Ｈ４９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□Ｈ２００  ２段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／１８ｋｇ　□アジャスター付

￥55,000（税別） Ａ０１１３０３

H200×2段
ステップ ＮＳＳ-６００
H200×3段
□外寸法／Ｗ９６０×Ｄ９００×Ｈ６９０
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板
□Ｈ２００  ３段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／２８ｋｇ　□アジャスター付

￥78,000（税別） Ａ０１１３０４

詳細はお問合せ下さい。 Ａ０１１２１２

畳ステージ
□サイズ／お問い合せください。
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板表面／畳表使用（下地合板）

収納時

１
７
０
０

１２００ ５２
０

畳ステージ対応致します。サイズ・仕様等については、
お気軽にお問い合わせください。

H200

H400

H600

H400

H600

H800

H600

H800

H1000
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 Slopeスロープ

ステージ脚部連結金具

脚部締付ノブボルト

脚部受け固定金具

収納時

９
６
７

１０４４

２３
６

※Ｈ２００以外の高さも対応可能です。詳しくは担当者にご相談ください。

アルミスロープ NSR-２００AL
□外寸法／Ｗ１５２０×Ｄ１０４４×Ｈ２３６(Ｈ２００用)
□折りたたまれた状態／Ｗ１０４４×Ｄ２３６×Ｈ９６７
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア　
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／２７ｋｇ
□キャスター／φ５０自在車輪　□安全荷重／５００ｋｇ/m2

□アジャスター付

￥220,000（税別） Ａ０１１１８１

ポータブルスロープステージ NSR-400
□外寸法／Ｗ3600×Ｄ1200×Ｈ0～400
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1900
□天板／合板下地＋ノンスリップシート
□フレーム／スチール焼付塗装仕上　□重量／140kg
□キャスター／100φ自在車輪　□安全荷重／500kg/m2

□アジャスター付

￥360,000（税別） Ａ011182

アルミスロープ AS-12
□外寸法／Ｗ1260×D750
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／14.7kg　□折りたたみ式

￥38,000（税別） C011185

アルミスロープ AS-15
□外寸法／Ｗ1500×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／14.7kg　□折りたたみ式

￥44,000（税別） C011186

アルミスロープ AS-18
□外寸法／Ｗ1800×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／15.5kg　□折りたたみ式

￥46,000（税別） C011187

アルミスロープ AS-21
□外寸法／Ｗ2100×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／19.6kg　□折りたたみ式

￥54,000（税別） C011188

ステージ連結金具
□スチールユニクロメッキ仕上

￥8,000（税別） Ａ011191

会場に合わせて別注対応致します。
お問い合わせください。

段差解消
アルミスロープ（折りたたみ式）

隣接した外脚部の取付位置にステージ
連結金具をセットします。
出来るだけ脚部上部に金具をセットして
ください。

脚部上部に連結金具をセット後、締付
ノブボルトで隣接脚部を固定してくだ
さい。
※強く締めすぎると脚部が変形する
　場合があります。ご注意ください。
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幕板付アルミポータブルステージ

ステージ用幕板

幕板側金具

ステージ側金具

マジックテープ

垂直調整
アジャスター

幕板（マジックテープ取付タイプ）
□材質／ナラツキ板

￥22,000（税別）ＭＢ-２N □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ１８５

￥30,000（税別）ＭＢ-４N □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ３８５

Ａ０１１４０１

Ａ０１１４０２

￥36,000（税別）ＭＢ-６N □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ５８５

￥42,000（税別）ＭＢ-８N □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ７８５

Ａ０１１４０３

Ａ０１１４０４

幕板（金具式取付タイプ）
□材質／ナラツキ板

￥22,000（税別）ＭＢ-２ □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ190

￥30,000（税別）ＭＢ-４ □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ390

Ａ０１１４０１

Ａ０１１４０２

￥36,000（税別）ＭＢ-６ □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ590

￥42,000（税別）ＭＢ-８ □外寸法／Ｗ１２００×Ｄ２４×Ｈ790

Ａ０１１４０３

Ａ０１１４０４

幕板取付方法
（マジックテープ・アジャスター付）

今までと比較してください

見た目もスッキリ！セットの手間も省けます！

ステージのみ スカート取付

幕板付アルミポータブルステージ ＮＰＳ-２００ＡＬ/mb2
□外寸法／Ｗ２４48×Ｄ１２48×Ｈ２００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２48×Ｄ５５０×Ｈ１３００
□天板／t21合板 ＋ パンチカーペット貼り　□幕板／ナラツキ板 H175
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／80ｋｇ
□キャスター／１００φ自在四輪付　□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥350,000（税別） A011138

天板パンチカーペット貼り加工

Option タイルカーペット貼り加工
※お気軽にお問い合せください。

550

1248

1
3
0
0

安全バーによる安全構造
安全性を考慮し収納時での天板転倒を
防止するため天板を押さえる安全バー
（左右2カ所）をセットしています。

お立ち台としての利用に便利!

※ステージをセットする場合は、必ず安全
バーを解除して天板を開いてください。
収納時は必ず安全バーのロック確認をし
てください。

コンパクト収納
既存のステージと
収納サイズは同寸です！

使い易さ・コンパクト収納
安全軽量設計を重視 !!

アルミ製ステージと幕板をセットにして
ご提案いたします！

幕板ステージ
固定式

アルミ
ステージ＋

四方幕板固定仕様（H175㎜）

ＷＰＳ-mini ２００/3００ＡＬ

低価格

使い易さコンパクト
収納

アルミポータブルステージ
ＷＰＳ-mini ２００/３００AＬ
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ９００×Ｈ２００/３００
□折りたたまれた状態／Ｗ９００×Ｄ５５０×Ｈ９９０
□天板／t２４合板＋パンチカーペット貼り　
□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／５４ｋｇ　□キャスター／１００φ自在四輪付
□安全荷重／５００ｋｇ/m2　□アジャスター付

￥180,000（税別） Ａ０１１１４５

収納時

９
９
０

５５０
９０
０

H3００

H2００

女性でも簡単に設置・収納できます

ノブボルトを緩めロックピンを解除し300mmH用
スライド脚を引き出します。いっぱいに引き出しまし
たら、ロックピンを入れノブボルトを締め込みます。
8脚共同様の操作をします。（高さ200mmでご使
用の場合この操作は不要です。）

天板開き止めピンを解除して所定の箇所
に収納します。転倒防止ポールを解除し、
天板を少し開きます。

左右の天板を2人で同時に開いて
いきます。設置場所に移動させて
完了です。

天板変更対応
OPTION
規格市松天板

タイルカーペット等

幕板アレンジ
別注対応可能

お問い合わせください。
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Aluminum Attack Baseアルミアタックベース 安全荷重／500ｋｇ/m2ステージ用幕板

8
0
0

1200
2400

アルミアタックベース ＮAB-800ＡＬ-N
□外寸法／Ｗ２４00×Ｄ１２00×Ｈ8００
□折りたたまれた状態／Ｗ１２00×Ｄ５7０×Ｈ１9００
□天板／アルミ＋ノンスキッドフロア（天板側面・コーナーガード付）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／80ｋｇ
□キャスター／１００φ自在車輪　□安全荷重／５００ｋｇ/m2

□アジャスター付

￥398,000（税別） Ａ011137

9m

1.2m

2
.4
m

9
m

アタックベース4台設置例

ネットの前に横組にて4台連結設置すれば、コートの9mワイドを
すべてカバー出来ます。様々な想定で練習が可能です。
縦置き単体使用でも、練習の巾が広がります！

アルミ製バレーボール練習専用「アタックベース」
様々な練習に対応可能です!!

スパイクやフェイント、ブロックなど
実践的な練習が可能です！

保護クッション
□寸法／W3600
□1枚（2枚で1台をカバー出来ます）

￥28,000（税別）Ａ011139

天板から下部脚部に安全性を考慮
した、「保護クッション」をご用意
致しました。取付は、マジック
テープ脱着式！詳しくは、お問い
合せください。

安　全 OPTION

滑り止め用ノンスキッドフロア材
使用。天板側面・コーナーに
クッション材をセット。安全性を
考慮しました。

軽　量

キャスター付きで、女性の方でも
移動・設置が楽々。
※使用設置時は、必ず2人以上で
行ってください。

コンパクト
収納

収納時も、折り畳めばこんなに
コンパクト。小スペースでの
収納が可能です。

アタックベースを横向きに使用し、
移動しながらのスパイクやフェイントの練習です。

セッターが3人のスパイカーにトス。
それにブロッカーとレシーバーが反応した実践的な練習です。

スパイク
練習対応

ブロック
練習対応

押しピン

※加工例です。

取付方法

カラーバリエーション

ワインレッド ゴールド モスグリーン ネイビー

エンジ ブラウン ブラック

カラーバリエーション

ホワイト グリーン パープル

ブルー ワインレッド ネイビー

ゴールド

ステージスカート
□材質／別珍　□カラー／7色（カラーバリエーションよりお選びください）
□2倍ヒダ　□マジックテープ加工

※押しピン止め仕様も同価格です。

￥5,200／ｍ（税別）ＮＳＣ-２：Ｈ２００

￥7,200／ｍ（税別）ＮＳＣ-４：Ｈ４００

￥9,600／ｍ（税別）ＮＳＣ-６：Ｈ６００

￥10,800／ｍ（税別）ＮＳＣ-８：Ｈ８００

￥16,000／ｍ（税別）ＮＳＣ-１０：Ｈ１０００

￥18,000／ｍ（税別）ＮＳＣ-１２：Ｈ１２００

Ａ０７７１１１

ステージスカート
□材質／ポリエステル　□カラー／7色（カラーバリエーションよりお選びください）
□2倍ヒダ　□マジックテープ加工

￥4,400／ｍ（税別）ＮＳＣ-２Ａ：Ｈ２００

￥5,100／ｍ（税別）ＮＳＣ-４Ａ：Ｈ４００

￥6,800／ｍ（税別）ＮＳＣ-６Ａ：Ｈ６００

￥7,800／ｍ（税別）ＮＳＣ-８Ａ：Ｈ８００

￥9,800／ｍ（税別）ＮＳＣ-１０Ａ：Ｈ１０００

￥11,000／ｍ（税別）ＮＳＣ-１２Ａ：Ｈ１２００

Ａ０７７３１１※押しピン止め仕様も同価格です。

マジックテープ
Ａ／硬２０ｍｍ　Ｂ／柔２０ｍｍ
□のり付き

￥800（税別）Ａ０７３１１６

ステージスカート
H２００/４００兼用

お問い合せください。 Ａ０７７３１１

ポータブルステージ用
アジャスター

￥500（税別） Ａ０１１６０１

ステップ用脚ゴム

￥500（税別） Ａ０１１６０２

アルミフレーム採用で
軽量化を実現!!

別珍
全7色

ポリエステル
全7色
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Dance Floorダンスフロア

Lift車椅子用段差解消リフト

Stage Repairステージリペア

車椅子用リフト TKL-A１３００
□外寸法／Ｗ１５６０×Ｄ１１７０×Ｈ２１００
□床面寸法／１１００×７００
□主材／FRP・スチール　□本体自重／１２０ｋｇ
□最大積載荷重／２００ｋｇ
□電源／１００/４２０W（５０/６０Ｈz）
□停止範囲／６００～１３００

詳細はお問い合せください。Ａ０１１２２３

TKL-A１３００
折りたたみ時
Ｗ１１７０×Ｄ７００×Ｈ１９５０

■体育館・ホールでの段差解消に
体育館・ホールでのご使用に適したキャスタ
ー付・折りたたみ方式のリフト。必要な時だ
け運んで使う。新しいコンセプト商品。

■移動が簡単
キャスター付で移動が簡単。折りたたみ式だ
からエレベータへの搭載も可能。保管場所
への移動も簡単です。

■折りたたみ式でコンパクト収納
収納スペースが小さく、未使用時の保管ス
ペースをとりません。

■最大H１３００mm・持ち上げ重量１５０kg

■1BOX車での運搬が可能

■横置き収納可能
ステージの下の横長スペースにも保管OK。

TKL-A１３００ type キャスター付（折りたたみタイプ）

パネルを敷きつめるだけで必要なとき、必要なところに人数に合わせた広さのダンスフロアが短時間でセットできます。
不要な時は取りはずして収納できるので固定のダンスフロアとちがって、フロアが多目的にご使用できます。

セット時

ダンスフロア収納状態

ジョイント方法

ダンスフロア ＤＦ-００１
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ９００×Ｈ２４
□天板／ナラ単板市松貼り ｔ２４合板　□エッジ／アルミ押型

￥43,000（税別） Ａ０１２１０１

トリム ＤＦＴ-００１
□右・左コーナー／凹寸法Ｗ９５０×Ｄ５０×Ｈ２４・凸寸法Ｗ９５０×Ｄ６７×Ｈ２４
□セ ン タ ー／凹寸法Ｗ９００×Ｄ５０×Ｈ２４・凸寸法Ｗ９００×Ｄ６７×Ｈ２４
□材質／アルミ押型

￥6,000（税別）各 Ａ０１２２０１

収納キャリー ＤＷ-２０
□寸法／Ｗ７００×Ｄ１１５０×Ｈ９００
□本体／スチール焼付塗装　□底板／パンチ張り
□キャスター付（２０枚収納可）

￥125,000（税別） Ａ０１２３０１

■ ダンスフロアー凹部+トリム凸部
ビス

積層合板

ナラ寄木

■ ダンスフロアー凸部+トリム凹部
ビス

積層合板

ナラ寄木

■ ダンスフロアー+ダンスフロアー
ビス

積層合板

ナラ寄木

ステージ天板交換等、
修理ご相談ください。

●天板の汚れ・キズなど

●天板コーナーの破損など

天板交換
全メーカー
対応OK!!

お気軽にお問い合わせ下さい。

ポータブルステージのキズやいたみは、ほとんどが天板です。
ステージスカート等を使用するので、天板を張り替えることで
『新品同様』に生まれ変わります。

古いステージが
新品同様に!!

交換作業の流れ

※現地作業時間の目安（作業人員2人）
　約1時間／1台・1日最大8～10台。

現地
検品

受　注 交換日
打合せ

現地にて
交換作業

当社にて
引取
交換作業

引取
検品

正式
お見積
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