
ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]

YJG-KGA1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

100　Ｘ　1000 15Ｈ ¥20,500 ¥18,600 ¥17,600 ¥16,600 ¥15,700

100　Ｘ　1000 20Ｈ ¥22,700 ¥20,600 ¥19,600 ¥18,500 ¥17,500

150　Ｘ　1000 15Ｈ ¥21,800 ¥19,800 ¥18,700 ¥17,600 ¥16,700

150　Ｘ　1000 20Ｈ ¥24,500 ¥22,200 ¥21,100 ¥19,900 ¥18,900

200　Ｘ　1000 15Ｈ ¥24,700 ¥22,400 ¥21,300 ¥20,200 ¥19,100

200　Ｘ　1000 20Ｈ ¥28,300 ¥25,700 ¥24,400 ¥23,100 ¥21,900

250　Ｘ　1000 15Ｈ ¥30,700 ¥27,900 ¥26,400 ¥24,900 ¥23,600

250　Ｘ　1000 20Ｈ ¥35,000 ¥31,800 ¥30,100 ¥28,400 ¥26,900

300　Ｘ　1000 15Ｈ ¥33,600 ¥30,500 ¥29,100 ¥27,700 ¥26,300

300　Ｘ　1000 20Ｈ ¥38,500 ¥35,000 ¥33,300 ¥31,600 ¥30,000

350　Ｘ　1000 15Ｈ ¥37,400 ¥34,000 ¥32,900 ¥31,700 ¥30,100

350　Ｘ　1000 20Ｈ ¥42,900 ¥39,000 ¥37,100 ¥35,100 ¥33,300

400　Ｘ　1000 15Ｈ ¥48,300 ¥43,900 ¥40,000 ¥36,100 ¥34,200

400　Ｘ　1000 20Ｈ ¥54,100 ¥49,100 ¥44,700 ¥40,200 ¥38,100

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　ローレットタイプ

YJG-KRA1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

100　Ｘ　1000 15Ｈ ¥22,550 ¥20,500 ¥19,100 ¥17,600 ¥16,700

100　Ｘ　1000 20Ｈ ¥25,000 ¥22,700 ¥21,200 ¥19,600 ¥18,600

150　Ｘ　1000 15Ｈ ¥22,800 ¥20,700 ¥19,600 ¥18,400 ¥17,400

150　Ｘ　1000 20Ｈ ¥26,200 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,200 ¥20,100

200　Ｘ　1000 15Ｈ ¥26,100 ¥23,700 ¥22,500 ¥21,300 ¥20,200

200　Ｘ　1000 20Ｈ ¥30,200 ¥27,400 ¥26,000 ¥24,600 ¥24,800

250　Ｘ　1000 15Ｈ ¥32,300 ¥29,300 ¥27,800 ¥26,200 ¥24,800

250　Ｘ　1000 20Ｈ ¥37,300 ¥33,900 ¥32,100 ¥30,200 ¥28,600

300　Ｘ　1000 15Ｈ ¥35,600 ¥32,300 ¥30,700 ¥29,000 ¥27,500

300　Ｘ　1000 20Ｈ ¥41,300 ¥37,500 ¥35,600 ¥33,700 ¥32,000

350　Ｘ　1000 15Ｈ ¥39,500 ¥35,900 ¥34,100 ¥32,300 ¥30,600

350　Ｘ　1000 20Ｈ ¥46,100 ¥41,900 ¥34,700 ¥37,400 ¥35,500

400　Ｘ　1000 15Ｈ ¥51,100 ¥46,400 ¥42,300 ¥38,100 ¥36,100

400　Ｘ　1000 20Ｈ ¥56,900 ¥51,700 ¥47,100 ¥42,400 ¥40,200

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　タコＱタイプ

YJG-KQA1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

100　Ｘ　1000 15Ｈ ¥21,600 ¥19,600 ¥18,400 ¥17,100 ¥16,200

100　Ｘ　1000 20Ｈ ¥23,900 ¥21,700 ¥20,400 ¥19,100 ¥18,100

150　Ｘ　1000 15Ｈ ¥22,300 ¥20,300 ¥19,200 ¥18,000 ¥17,100

150　Ｘ　1000 20Ｈ ¥25,300 ¥23,000 ¥21,800 ¥20,600 ¥19,500

200　Ｘ　1000 15Ｈ ¥25,500 ¥23,100 ¥21,900 ¥20,800 ¥19,700

200　Ｘ　1000 20Ｈ ¥29,300 ¥26,600 ¥25,200 ¥23,900 ¥23,400

250　Ｘ　1000 15Ｈ ¥31,500 ¥28,600 ¥27,100 ¥25,600 ¥24,200

250　Ｘ　1000 20Ｈ ¥36,200 ¥32,900 ¥31,100 ¥29,300 ¥27,800

300　Ｘ　1000 15Ｈ ¥34,600 ¥31,400 ¥29,900 ¥28,400 ¥26,900

300　Ｘ　1000 20Ｈ ¥39,900 ¥36,300 ¥34,500 ¥32,700 ¥31,000

350　Ｘ　1000 15Ｈ ¥38,500 ¥35,000 ¥33,500 ¥32,000 ¥30,400

350　Ｘ　1000 20Ｈ ¥44,500 ¥40,500 ¥35,900 ¥36,300 ¥34,400

400　Ｘ　1000 15Ｈ ¥49,700 ¥45,200 ¥41,200 ¥37,100 ¥35,200

400　Ｘ　1000 20Ｈ ¥55,500 ¥50,400 ¥45,900 ¥41,300 ¥39,200

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

スキマ（Ｓ）/m価格

推奨受け枠

備考

¥1,500

P18

カタログ頁

カタログ頁

カタログ頁

P14
P18

P18

スキマ（Ｓ）/m価格

備考

¥1,500

スキマ（Ｓ）/m価格

¥1,500

備考

推奨受け枠

推奨受け枠

歩道用

歩道用

歩道用
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ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　タコデコタイプ

YJG-KDQA1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

100　Ｘ　1000 15Ｈ ¥22,550 ¥20,500 ¥19,100 ¥17,600 ¥16,700

100　Ｘ　1000 20Ｈ ¥25,000 ¥22,700 ¥21,200 ¥19,600 ¥18,600

150　Ｘ　1000 15Ｈ ¥22,800 ¥20,700 ¥19,600 ¥18,400 ¥17,400

150　Ｘ　1000 20Ｈ ¥26,200 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,200 ¥20,100

200　Ｘ　1000 15Ｈ ¥26,100 ¥23,700 ¥22,500 ¥21,300 ¥20,200

200　Ｘ　1000 20Ｈ ¥30,200 ¥27,400 ¥26,000 ¥24,600 ¥24,800

250　Ｘ　1000 15Ｈ ¥32,300 ¥29,300 ¥27,800 ¥26,200 ¥24,800

250　Ｘ　1000 20Ｈ ¥37,300 ¥33,900 ¥32,100 ¥30,200 ¥28,600

300　Ｘ　1000 15Ｈ ¥35,600 ¥32,300 ¥30,700 ¥29,000 ¥27,500

300　Ｘ　1000 20Ｈ ¥41,300 ¥37,500 ¥35,600 ¥33,700 ¥32,000

350　Ｘ　1000 15Ｈ ¥39,500 ¥35,900 ¥34,100 ¥32,300 ¥30,600

350　Ｘ　1000 20Ｈ ¥46,100 ¥41,900 ¥34,700 ¥37,400 ¥35,500

400　Ｘ　1000 15Ｈ ¥51,100 ¥46,400 ¥42,300 ¥38,100 ¥36,100

400　Ｘ　1000 20Ｈ ¥56,900 ¥51,700 ¥47,100 ¥42,400 ¥40,200

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　逆目仕様

YJG-KGC1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

500　Ｘ　100 15Ｈ ¥22,550 ¥20,500 ¥19,400 ¥18,300 ¥17,300

500　Ｘ　100 20Ｈ ¥25,000 ¥22,700 ¥21,600 ¥20,400 ¥19,300

500　Ｘ　150 15Ｈ ¥24,000 ¥21,800 ¥20,600 ¥19,400 ¥18,400

500　Ｘ　150 20Ｈ ¥27,000 ¥24,400 ¥23,200 ¥21,900 ¥20,800

500　Ｘ　200 15Ｈ ¥27,200 ¥24,600 ¥23,400 ¥22,200 ¥21,000

500　Ｘ　200 20Ｈ ¥31,100 ¥28,300 ¥26,800 ¥25,400 ¥24,100

500　Ｘ　250 15Ｈ ¥33,800 ¥30,700 ¥29,000 ¥27,400 ¥26,000

500　Ｘ　250 20Ｈ ¥38,500 ¥35,000 ¥33,100 ¥31,200 ¥29,600

500　Ｘ　300 15Ｈ ¥37,000 ¥33,600 ¥32,000 ¥30,500 ¥28,900

500　Ｘ　300 20Ｈ ¥42,400 ¥38,500 ¥36,600 ¥34,800 ¥33,000

500　Ｘ　350 15Ｈ ¥41,100 ¥37,400 ¥36,200 ¥34,900 ¥33,100

500　Ｘ　350 20Ｈ ¥47,200 ¥42,900 ¥40,800 ¥38,600 ¥36,600

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　ローレットタイプ 逆目仕様

YJG-KRC1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

500　Ｘ　100 15Ｈ ¥24,800 ¥22,600 ¥21,000 ¥19,400 ¥18,400

500　Ｘ　100 20Ｈ ¥27,500 ¥25,000 ¥23,300 ¥21,600 ¥20,500

500　Ｘ　150 15Ｈ ¥25,100 ¥22,800 ¥21,600 ¥20,200 ¥19,100

500　Ｘ　150 20Ｈ ¥28,800 ¥26,200 ¥24,900 ¥23,300 ¥22,100

500　Ｘ　200 15Ｈ ¥28,700 ¥26,100 ¥24,800 ¥23,400 ¥22,200

500　Ｘ　200 20Ｈ ¥33,200 ¥30,100 ¥28,600 ¥27,100 ¥27,300

500　Ｘ　250 15Ｈ ¥35,500 ¥32,200 ¥30,600 ¥28,800 ¥27,300

500　Ｘ　250 20Ｈ ¥41,000 ¥37,300 ¥35,300 ¥33,200 ¥31,500

500　Ｘ　300 15Ｈ ¥39,200 ¥35,500 ¥33,800 ¥31,900 ¥30,300

500　Ｘ　300 20Ｈ ¥45,400 ¥41,300 ¥39,200 ¥37,100 ¥35,200

500　Ｘ　350 15Ｈ ¥43,500 ¥39,500 ¥37,500 ¥35,500 ¥33,700

500　Ｘ　350 20Ｈ ¥50,700 ¥46,100 ¥38,200 ¥41,100 ¥39,100

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,400 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

備考

備考

カタログ頁

P18

スキマ（Ｓ）/m価格

カタログ頁

P18

スキマ（Ｓ）/m価格

備考

¥1,500

カタログ頁

P18

¥1,500
推奨受け枠

推奨受け枠

推奨受け枠

スキマ（Ｓ）/m価格

¥1,500

歩道用

歩道用

歩道用
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ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　タコＱタイプ 逆目仕様

YJG-KQC1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

500　Ｘ　100 15Ｈ ¥23,800 ¥21,600 ¥20,200 ¥18,800 ¥17,800

500　Ｘ　100 20Ｈ ¥26,300 ¥23,900 ¥22,400 ¥21,000 ¥19,900

500　Ｘ　150 15Ｈ ¥24,500 ¥22,300 ¥21,100 ¥19,800 ¥18,800

500　Ｘ　150 20Ｈ ¥27,800 ¥25,300 ¥24,000 ¥22,700 ¥21,500

500　Ｘ　200 15Ｈ ¥28,100 ¥25,400 ¥24,100 ¥22,900 ¥21,700

500　Ｘ　200 20Ｈ ¥32,200 ¥29,300 ¥27,700 ¥26,300 ¥25,700

500　Ｘ　250 15Ｈ ¥34,700 ¥31,500 ¥29,800 ¥28,200 ¥26,600

500　Ｘ　250 20Ｈ ¥39,800 ¥36,200 ¥34,200 ¥32,200 ¥30,600

500　Ｘ　300 15Ｈ ¥38,100 ¥34,500 ¥32,900 ¥31,200 ¥29,600

500　Ｘ　300 20Ｈ ¥43,900 ¥39,900 ¥38,000 ¥36,000 ¥34,100

500　Ｘ　350 15Ｈ ¥42,400 ¥38,500 ¥36,900 ¥35,200 ¥33,400

500　Ｘ　350 20Ｈ ¥49,000 ¥44,600 ¥39,500 ¥39,900 ¥37,800

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

ステンレス製　歩道用Tバーグレーチング　[10ｍｍTバー]　タコデコタイプ 逆目仕様

YJG-KDQC1
幅（A）Ｘ長さ（B） 高さ（Ｈ）

5 6 7 9 12

500　Ｘ　100 15Ｈ ¥24,800 ¥22,600 ¥21,000 ¥19,400 ¥18,400

500　Ｘ　100 20Ｈ ¥27,500 ¥25,000 ¥23,300 ¥21,600 ¥20,500

500　Ｘ　150 15Ｈ ¥25,100 ¥22,800 ¥21,600 ¥20,200 ¥19,100

500　Ｘ　150 20Ｈ ¥28,800 ¥26,200 ¥24,900 ¥23,300 ¥22,100

500　Ｘ　200 15Ｈ ¥28,700 ¥26,100 ¥24,800 ¥23,400 ¥22,200

500　Ｘ　200 20Ｈ ¥33,200 ¥30,100 ¥28,600 ¥27,100 ¥27,300

500　Ｘ　250 15Ｈ ¥35,500 ¥32,200 ¥30,600 ¥28,800 ¥27,300

500　Ｘ　250 20Ｈ ¥41,000 ¥37,300 ¥35,300 ¥33,200 ¥31,500

500　Ｘ　300 15Ｈ ¥39,200 ¥35,500 ¥33,800 ¥31,900 ¥30,300

500　Ｘ　300 20Ｈ ¥45,400 ¥41,300 ¥39,200 ¥37,100 ¥35,200

500　Ｘ　350 15Ｈ ¥43,500 ¥39,500 ¥37,500 ¥35,500 ¥33,700

500　Ｘ　350 20Ｈ ¥50,700 ¥46,100 ¥38,200 ¥41,100 ¥39,100

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 15H用 ¥3,600 SUS製

MBN枠 20H用 ¥3,700 SUS製

MBN-Q枠  15H用 ¥3,900 SUS製クッションゴム付

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 SUS製クッションゴム付

G-Q枠15H・20H用 ¥6,100 ¥1,600 SUS製クッションゴム付

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

¥1,500

P18

カタログ頁

P18

カタログ頁

スキマ（Ｓ）/m価格

スキマ（Ｓ）/m価格

¥1,500

備考

推奨受け枠

推奨受け枠

備考

歩道用

歩道用
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プラスチック製芯金入りグレーチング

ＹＰＣ-GA・ＹＰＣ-DA
溝幅 幅 長さ 高さ

（ｍｍ） （W） （L） （Ｈ） S＝5 S＝6 S＝7 S＝9 S＝12

15Ｈ ¥30,200 ¥27,400 ¥25,800 ¥23,900 ¥22,700

20Ｈ ¥33,500 ¥30,400 ¥28,600 ¥26,700 ¥25,300

15Ｈ ¥31,200 ¥28,400 ¥26,900 ¥25,200 ¥23,900

20Ｈ ¥35,400 ¥32,200 ¥30,500 ¥28,800 ¥27,300

15Ｈ ¥35,700 ¥32,300 ¥30,700 ¥29,100 ¥27,600

20Ｈ ¥41,000 ¥37,200 ¥35,300 ¥33,500 ¥32,800

15Ｈ ¥44,100 ¥40,000 ¥37,900 ¥35,800 ¥33,900

20Ｈ ¥50,700 ¥46,100 ¥43,500 ¥41,000 ¥38,900

15Ｈ ¥48,400 ¥44,000 ¥41,900 ¥39,800 ¥37,700

20Ｈ ¥55,900 ¥50,800 ¥48,300 ¥45,800 ¥43,400

15Ｈ ¥53,900 ¥49,000 ¥46,900 ¥44,800 ¥42,600

20Ｈ ¥62,300 ¥56,700 ¥50,300 ¥50,800 ¥48,200

15Ｈ ¥69,600 ¥63,300 ¥57,700 ¥51,900 ¥49,300

20Ｈ ¥77,700 ¥70,600 ¥64,300 ¥57,800 ¥54,900

プラスチック製芯金入りグレーチング

ＹＰＣ-GC・ＹＰＣ-DC
溝幅 幅 長さ 高さ

（ｍｍ） （W） （L） （Ｈ） S＝5 S＝6 S＝7 S＝9 S＝12

15Ｈ ¥30,400 ¥28,700 ¥27,400 ¥24,600 ¥24,400

20Ｈ ¥33,600 ¥31,800 ¥30,500 ¥27,400 ¥27,000

15Ｈ ¥33,700 ¥32,200 ¥30,700 ¥27,400 ¥26,500

20Ｈ ¥37,900 ¥36,100 ¥34,400 ¥30,500 ¥29,800

15Ｈ ¥39,300 ¥37,400 ¥35,700 ¥31,200 ¥30,400

20Ｈ ¥43,800 ¥42,000 ¥39,800 ¥35,000 ¥34,200

15Ｈ ¥44,500 ¥42,800 ¥40,600 ¥35,700 ¥34,400

20Ｈ ¥50,100 ¥48,300 ¥45,600 ¥40,000 ¥38,500

15Ｈ ¥55,700 ¥53,500 ¥50,500 ¥44,200 ¥42,600

20Ｈ ¥62,000 ¥59,400 ¥56,300 ¥49,100 ¥47,300

15Ｈ ¥63,400 ¥60,800 ¥57,500 ¥50,100 ¥46,900

20Ｈ ¥68,900 ¥64,500 ¥62,600 ¥55,200 ¥52,600

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

プラスチック製 ステップロール

ＹＣＰＲ

幅（mm） 高さ 最小R (mm) 定価/ｍ カタログ頁

100～150 700

151～200 900

201～250 1100

251～300 1300

材質

色

付属品

用途

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

プラスチック製 パラレルステップ

ＹＣＰＳ
幅（mm） 高さ

150～170

171～190

191～210

211～230

231～250

251～270

271～290

291～300

材質

色

付属品

用途

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

プラスチック製グレーチング

Y C P G
　

　

150 Ｘ 500 ¥16,000 　

200 Ｘ 500 ¥16,900 　

250 Ｘ 500 ¥18,500 　

300 Ｘ 500 ¥20,500 　

価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

推奨受け枠 MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

　プール・シャワールーム等の排水溝蓋

プラスチック製　歩行用エコプラ・グレーチング （ステンレス芯金入り）

型式

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ) 高さ（Ｈ） スキマ（Ｓ） 価格/m

200 250

250 300

300 350

350 400

逆目仕様

ピッチ（Ｐ）/価格
カタログ頁

50

500

100

Ｐ19

200 250

250 300

300 350

順目仕様

ピッチ（Ｐ）/価格

50 100

1000

100

備考

¥1,500

カタログ頁

25 5 P21

　

　本体/軟・硬質塩化ビニール スペーサー・キャップ/ASA樹脂・シャフト/ステンレス

　オフホワイト

　１ケース　２ｍ巻　２本入り

　プール・シャワールーム等の排水溝蓋

　

25Ｈ

定価/ｍ

別途見積もり　

　

25Ｈ
別途

見積もり
P20

　軟・硬質塩化ビニール [ 防カビ剤配合 ]

150

150 200

SUS製

SUS製クッションゴム付

カタログ頁

P20

　オフホワイト・グレー・ブラック

　メンテナンス専用フック

100 150

150 200

カタログ頁

Ｐ19

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用
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アルミ製グレーチング
Ｙ Ｈ Ｇ Ａ

7 12

20 ¥32,900 ¥28,400

25 ¥36,000 ¥30,900

30 ¥38,700 ¥33,200

20 ¥37,000 ¥31,500

25 ¥40,600 ¥34,500

30 ¥44,100 ¥37,400

20 ¥41,100 ¥34,600

25 ¥45,400 ¥38,100

30 ¥49,300 ¥41,400

20 ¥52,100 ¥43,900

25 ¥56,900 ¥47,800

30 ¥61,600 ¥51,800

20 ¥56,400 ¥47,100

25 ¥61,700 ¥51,500

30 ¥66,700 ¥55,600

20 ¥60,400 ¥50,300

25 ¥66,500 ¥55,100

30 ¥72,200 ¥59,900

20 ¥150,600 ¥124,900

25 ¥165,200 ¥136,500

30 ¥179,300 ¥148,000

価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 20H用 ¥3,700

MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000 ¥1,500

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

特MBN-Q枠 30H用 ¥5,600

ＡＰＦ-I-30 ¥7,100 ¥1,600

ステンレス製 アジャスター付 グレチング
ＹＭＴ－ＡＪ

幅 蓋　　形式 幅A 長さ 高さ スキマ6 スキマ9

50 YMT-AJ 10 100 価格 ／ ｍ ¥46,100 ¥43,500

100 YMT-AJ 15 500 150 30～65Ｈ 価格 ／ ｍ ¥48,400 ¥45,300

150 YMT-AJ 20 （定尺） 200 （本体Ｈ15） 価格 ／ ｍ ¥51,700 ¥47,700

200 YMT-AJ 25 250 価格 ／ ｍ ¥55,300 ¥50,600

　＊ご注文の際は、スキマ（S）をご指示下さい。

　＊標準寸法品以外も製作いたします。

ソフトクッションタイプ グレーチング [10ｍｍＴバー]（抗菌剤付）
Ｙ Ｊ Ｇ - Ｑ - Ａ

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ） 高さ 　

（Ｈ1/Ｈ） 4 7 12 　

20/15 ¥49,800 ¥41,500 ¥37,100 　

25/20 ¥66,900 ¥50,400 ¥45,100 　

20/15 ¥57,500 ¥49,100 ¥42,300 　

25/20 ¥71,200 ¥59,100 ¥51,500 　

20/15 ¥68,900 ¥56,700 ¥48,600

25/20 ¥83,500 ¥67,900 ¥59,000

20/15 ¥83,000 ¥67,800 ¥58,300

25/20 ¥96,600 ¥80,600 ¥70,200

20/15 ¥91,100 ¥75,300 ¥64,600

25/20 ¥107,700 ¥89,500 ¥77,200

20/15 ¥99,600 ¥82,100 ¥70,200

25/20 ¥121,300 ¥97,500 ¥83,600

20/15 ¥259,400 ¥203,400 ¥177,800

25/20 ¥315,500 ¥243,200 ¥197,600

価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

特枠 28H用 ¥6,500 ¥1,600

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

型式

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ） 高さ（Ｈ）

1000 Ｘ 1000

推奨受け枠

型式 備考

¥1,500
SUS製

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

 P21

スキマ（Ｓ）/m価格
カタログ頁

150 Ｘ 1000

P22

200 Ｘ 1000

250 Ｘ 1000

300 Ｘ 1000

350 Ｘ 1000

400 Ｘ 1000

400 Ｘ 1000

1000 Ｘ 1000

推奨受け枠

備考

YMT-AJ              アジャスター付き
 カタログ頁

SUS製

SUS製

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

スキマ（Ｓ）/m価格
カタログ頁

150 Ｘ 1000

P21

200 Ｘ 1000

250 Ｘ 1000

300 Ｘ 1000

350 Ｘ 1000

SUS製2mmクッションゴム付

アルミ製

歩行用

歩行用

歩行用
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ソフトクッションタイプ グレーチング [10ｍｍＴバー]（抗菌剤付）／ オープンエンド
Ｙ Ｊ Ｇ - Ｑ - B

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ） 高さ 　

（Ｈ1/Ｈ） 4 7 12 　

18/15 ¥38,700 ¥31,300 ¥26,500 　

23/20 ¥44,500 ¥35,700 ¥30,300 　

18/15 ¥49,100 ¥38,500 ¥32,700 　

23/20 ¥54,500 ¥43,900 ¥37,200 　

18/15 ¥57,500 ¥46,300 ¥38,100 　

23/20 ¥64,300 ¥52,700 ¥43,900

18/15 ¥73,400 ¥57,200 ¥48,300

23/20 ¥81,200 ¥65,500 ¥55,300

18/15 ¥81,600 ¥65,000 ¥54,000

23/20 ¥90,800 ¥74,400 ¥61,800

18/15 ¥88,700 ¥72,200 ¥59,900

23/20 ¥99,800 ¥82,700 ¥68,800

18/15 ¥254,000 ¥197,300 ¥163,900

23/20 ¥296,900 ¥223,400 ¥185,800

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 20H用 ¥3,700

MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

G-Q枠20H用 ¥6,100 ¥1,600

ソフトクッションタイプ グレーチング [10ｍｍＴバー]（抗菌剤付）／ 逆⽬
Ｙ Ｊ Ｇ - Ｑ - C

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ） 高さ 　

（Ｈ1/Ｈ） 4 7 12 　

20/15 ¥39,900 ¥34,500 ¥30,500 　

25/20 ¥48,600 ¥42,300 ¥38,000 　

20/15 ¥49,800 ¥41,500 ¥37,100 　

25/20 ¥66,900 ¥50,400 ¥45,100 　

20/15 ¥57,500 ¥49,100 ¥42,300

25/20 ¥71,200 ¥59,100 ¥51,500

20/15 ¥68,900 ¥56,700 ¥48,600

25/20 ¥83,500 ¥67,900 ¥59,000

20/15 ¥83,000 ¥67,800 ¥58,300

25/20 ¥96,600 ¥80,600 ¥70,200

20/15 ¥91,100 ¥75,300 ¥64,600

25/20 ¥107,700 ¥89,500 ¥77,200

20/15 ¥259,400 ¥203,400 ¥177,800

25/20 ¥315,500 ¥243,200 ¥197,600

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

特枠 28H用 ¥6,500 ¥1,600

ソフトクッションタイプ グレーチング [10ｍｍＴバー]（抗菌剤付）／ オープンエンド・逆⽬
Ｙ Ｊ Ｇ - Ｑ - D

幅（Ａ）Ｘ長さ（Ｂ） 高さ 　

（Ｈ1/Ｈ） 4 7 12 　

18/15 ¥30,000 ¥24,200 ¥20,200 　

23/20 ¥32,900 ¥27,400 ¥23,100 　

18/15 ¥38,700 ¥31,300 ¥26,500 　

23/20 ¥44,500 ¥35,700 ¥30,300 　

18/15 ¥49,100 ¥38,500 ¥32,700 　

23/20 ¥54,500 ¥43,900 ¥37,200

18/15 ¥57,500 ¥46,300 ¥38,100

23/20 ¥64,300 ¥52,700 ¥43,900

18/15 ¥73,400 ¥57,200 ¥48,300

23/20 ¥81,200 ¥65,500 ¥55,300

18/15 ¥254,000 ¥197,300 ¥163,900

23/20 ¥296,900 ¥223,400 ¥185,800

型式 価格 コーナー

(片側m) 加工(ヶ所)

MBN枠 20H用 ¥3,700

MBN枠 25H用 ¥3,900

MBN-Q枠  20H用 ¥4,000

MBN-Q枠  25H用 ¥4,600

G-Q枠20H用 ¥6,100 ¥1,600

※即納も可能です。弊社営業部までご相談ください。

※予期せぬ事由（天災・事故・設備故障等）により、上記の納期対応ができない場合もございます。ご了承ください。

¥1,500

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

SUS製

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

SUS製

SUS製推奨受け枠

備考

¥1,500

カタログ頁

500 Ｘ 100

P22

500 Ｘ 150

500 Ｘ 200

500 Ｘ 250

500 Ｘ 300

1000 Ｘ 1000

500 Ｘ 350

1000 Ｘ 1000

推奨受け枠

備考

¥1,500

スキマ（Ｓ）/m価格

推奨受け枠

備考

スキマ（Ｓ）/m価格
カタログ頁

500 Ｘ 100

P22

500 Ｘ 150

500 Ｘ 200

500 Ｘ 250

500 Ｘ 300

カタログ頁

150 Ｘ 1000

P22

200 Ｘ 1000

250 Ｘ 1000

300 Ｘ 1000

350 Ｘ 1000

400 Ｘ 1000

1000 Ｘ 1000

スキマ（Ｓ）/m価格

SUS製

SUS製

SUS製クッションゴム付

SUS製クッションゴム付

歩行用

歩行用

歩行用
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