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HA-36 支柱 13.3 (¥10800) ¥3,240 HSD-1 昇降ステップ 1.1 (¥2000) ¥600

HA-27 支柱 10 (¥8300) ¥2,490 HQ-N 補助ステップ 4.2 (¥5000) ¥1,500

HA-18 支柱 7 (¥6000) ¥1,800 HE-6 パイプジャッキ（固定） 2.8 (¥3000) ¥900

HA-09　 支柱 3.8 (¥3300) ¥990 HE-6S パイプジャッキ（自在） 3 (¥3600) ¥1,080

HA-074　 根絡支柱 3.4 (¥3300) ¥990 HE-6P 壁あてジャッキ 2.3 (¥3400) ¥1,020

HA-045 支柱 2.1 (¥2200) ¥660 HJH-20 壁あてジャッキホルダー 1.1 (¥1400) ¥420

HB-40 ブラケット 2.7 (¥3200) ¥960 踏板ホルダー 0.7 (¥2600) ¥780

HB-25 ブラケット 1.9 (¥2800) ¥840 HH-19 鉄鋼階段 18 (¥26000) ¥7,800

HBH-40 張出ブラケット 3.8 (¥4400) ¥1,320 HH-19AL アルミ製階段 12 (¥42000) ¥12,600

HBH-25 張出ブラケット 2.9 (¥3800) ¥1,140 HH-19HF 鋼製ハーフ階段（フック） 10.2 (¥18000) ¥5,400

HBH-20 張出ブラケット 1.8 (¥3200) ¥960 HH-19HB 鋼製ハーフ階段（ベース） 10.4 (¥18000) ¥5,400

HC-36 手摺 8.5 (¥7800) ¥2,340 階段手摺（1800ｍｍ） 7.4 (¥11000) ¥3,300

HC-18 手摺 4.3 (¥3700) ¥1,110 HK-18 筋交 3.9 (¥5500) ¥1,650

HC-15 手摺 3.8 (¥3400) ¥1,020 HK-15 筋交 3.6 (¥5300) ¥1,590

HC-12 手摺 3.3 (¥2800) ¥840 HK-12 筋交 2.5 (¥4500) ¥1,350

HC-09 手摺 2.5 (¥2300) ¥690 HK-09 筋交 2.2 (¥4200) ¥1,260

HC-06 手摺 1.7 (¥1800) ¥540 HPB-24P ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ（ﾌﾟﾗ） 0.26 (¥1000) ¥300

HC-04 手摺 1.3 (¥1600) ¥480 HPB-24S ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ（鋼製） 0.7 (¥1000) ¥300

HC-03 手摺 1.1 (¥1400) ¥420 下屋用ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ 3 (¥4300) ¥1,290

HC-02 手摺 0.8 (¥1400) ¥420 HDS-A1 センターアダプター（1型） 0.7 (¥1300) ¥390

HD-5018 踏板（500幅） 17.5 (¥14000) ¥4,200 HDS-A2 センターアダプター（2型） 1 (¥1400) ¥420

HD-5015 踏板（500幅） 14.7 (¥13500) ¥4,050 HM-120 サイドアダプター 0.6 (¥1100) ¥330

HD-5012 踏板（500幅） 11.9 (¥13100) ¥3,930 HSW-200 自在クサビ 0.8 (¥1500) ¥450

HD-5009 踏板（500幅） 9.3 (¥10800) ¥3,240 簡易式アサガオ 9.8 (¥15000) ¥4,500

HD-5006 踏板（500幅） 6.7 (¥8800) ¥2,640 進入防止バー 1.3 (¥2500) ¥750

HD-4018 踏板（400幅） 14 (¥11000) ¥3,300 HF-36 梯子（3600ｍｍ） 25 (¥22000) ¥6,600

HD-4015 踏板（400幅） 12 (¥10500) ¥3,150 HF-27 梯子（2700ｍｍ） 19.5 (¥18000) ¥5,400

HD-4012 踏板（400幅） 10.1 (¥9400) ¥2,820 HF-18 梯子（1800ｍｍ） 13 (¥13000) ¥3,900

HD-4009 踏板（400幅） 7.8 (¥6800) ¥2,040 HG-54 梁枠（5400ｍｍ） 43.6 (¥53000) ¥15,900

HD-4006 踏板（400幅） 5.8 (¥6000) ¥1,800 HG-36 梁枠（3600ｍｍ） 28 (¥32000) ¥9,600

HD-3018 踏板（300幅） 11.5 (¥10500) ¥3,150 HG-A18 ガードフェンス 6.7 (¥10000) ¥3,000

HD-3015 踏板（300幅） 10 (¥10300) ¥3,090 HG-B18 ガードフェンス 6.8 (¥10250) ¥3,075

HD-3012 踏板（300幅） 8.5 (¥9000) ¥2,700 進入防止扉6090 15 (¥60000) ¥18,000

HD-3009 踏板（300幅） 7.2 (¥6400) ¥1,920 トライアングル HASTD-18 8 (¥12000) ¥3,600

HD-3006 踏板（300幅） 5 (¥5700) ¥1,710 トライアングル HASTD-15 7.3 (¥11800) ¥3,540

HD-2518 踏板（200幅） 10.1 (¥8300) ¥2,490 トライアングル HASTD-12 6.3 (¥11600) ¥3,480

HD-2515 踏板（200幅） 8.7 (¥7900) ¥2,370 トライアングル HASTD-09 5.5 (¥11400) ¥3,420

HD-2512 踏板（200幅） 7.2 (¥7400) ¥2,220 幅木 HL-18 5.8 (¥7200) ¥2,160

HD-2509 踏板（200幅） 5.6 (¥6100) ¥1,830 幅木 HL-12 4 (¥6600) ¥1,980

HD-2506 踏板（200幅） 4.3 (¥5200) ¥1,560 幅木 HL-09 3.1 (¥6300) ¥1,890

HD-2504 踏板（200幅） 3.3 (¥4300) ¥1,290 幅木 HL-06 2.3 (¥6000) ¥1,800

HDS-2518 S踏板（250幅） 9.6 (¥8500) ¥2,550

HDS-2512 S踏板（250幅） 6.8 (¥8000) ¥2,400

HDS-2509 S踏板（250幅） 5.2 (¥6700) ¥2,010

HDS-1518 S踏板（150幅） 8.3 (¥7800) ¥2,340

HDS-1512 S踏板（150幅） 5.8 (¥6400) ¥1,920

HDS-1509 S踏板（150幅） 4.4 (¥5000) ¥1,500
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HA2-3800 支柱 14.1 (¥11600) ¥3,480 HK2-18 筋交 4.1 (¥5400) ¥1,620

HA2-2850 支柱 10.6 (¥8700) ¥2,610 HK2-15 筋交 3.3 (¥4900) ¥1,470

HA2-1900 支柱 7.1 (¥6400) ¥1,920 HK2-12 筋交 2.6 (¥4400) ¥1,320

HA2-1230 支柱 5 (¥5300) ¥1,590 HK2-09 筋交 2.3 (¥4200) ¥1,260

HA2-1095 根絡支柱 4.6 (¥4800) ¥1,440

HA2-0950 支柱 3.9 (¥4000) ¥1,200

HA2-0620 根絡支柱 3.1 (¥3300) ¥990

HA2-0475 支柱 2.2 (¥2600) ¥780

HA2-0130 支柱 0.7 (¥1200) ¥360

HB2-40 ブラケット 2.9 (¥3100) ¥930

HB2-24 ブラケット 1.9 (¥2500) ¥750

HBH2-40 張出ブラケット 3.5 (¥4100) ¥1,230

HBH2-24 張出ブラケット 2.2 (¥3300) ¥990

HBH2-15 張出ブラケット 1.7 (¥3100) ¥930

HC2-18 手摺 4.3 (¥3300) ¥990

HC2-15 手摺 3.8 (¥3300) ¥990

HC2-12 手摺 3.3 (¥3000) ¥900

HC2-09 手摺 2.5 (¥2400) ¥720

HC2-075 手摺 2 (¥2000) ¥600

HC2-06 手摺 1.7 (¥1900) ¥570

HC2-03 手摺 1.1 (¥1300) ¥390

HC2-015 手摺 0.7 (¥1100) ¥330

HD2-4018 踏板（400幅） 13 (¥12700) ¥3,810

HD2-4015 踏板（400幅） 11 (¥12500) ¥3,750

HD2-4012 踏板（400幅） 8.6 (¥10800) ¥3,240

HD2-4009 踏板（400幅） 6.8 (¥8800) ¥2,640

HD2-40075 踏板（400幅） 6 (¥7000) ¥2,100

HD2-4006 踏板（400幅） 5.2 (¥6800) ¥2,040

HD2-2418 踏板（240幅） 9.2 (¥9200) ¥2,760

HD2-2415 踏板（240幅） 7.9 (¥9000) ¥2,700

HD2-2412 踏板（240幅） 6.6 (¥7900) ¥2,370

HD2-2409 踏板（240幅） 5.2 (¥6600) ¥1,980

HD2-24075 踏板（240幅） 4.7 (¥5500) ¥1,650

HD2-2406 踏板（240幅） 3.2 (¥4100) ¥1,230

HE2-6 パイプジャッキ（固定） 2.5 (¥3200) ¥960

HE2-6S パイプジャッキ（自在） 2.7 (¥3900) ¥1,170

HE2-6P 壁あてジャッキ 2.3 (¥4300) ¥1,290

HJH2-20 壁あてジャッキホルダー 1.1 (¥1300) ¥390

HPB2-24S 鋼製アンダーベース 0.8 (¥700) ¥210

HH2-19 鉄鋼階段 19.8 (¥28900) ¥8,670

HH2-19AL アルミ製階段 12.6 (¥48000) ¥14,400

HQ2 補助ステップ 1.8 (¥3500) ¥1,050

HG2-54 梁枠（5400ｍｍ） 35 (¥50000) ¥15,000

HG2-36 梁枠（3600ｍｍ） 20 (¥30000) ¥9,000
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