
棚板 800×300mm

※丸棒の長さや棚板のサイズ

　は一例です
※用意する丸棒の長さは裏面

　を参照ください

「連結パーツ」を使って2本の

丸棒を繋げ、1本の長い丸棒

を用意する

丸棒（直径30mm）

● 突ぱりキャップ  1セット（1箱）

● 連結パーツ　1セット（1箱）

● フック　お好みの数

LABRICO 丸棒シリーズ

●脚　　…800mm × 4本

● 棚板…800×300mm × 2枚

丸棒（直径30mm）

● 棚受け　8個（2箱）

● 高さ調整キャップ 4個（1箱）

LABRICO 丸棒シリーズ

「連結パーツ」で繋いだ

丸棒に「フック」を取り付

ける

丸棒の上下に「突っ張り

キャップ」を差し込む

調整グリップを回し

て固定する

1 2 3 棚板に「棚受け」をすべ

て取り付ける

「棚受け」を脚に

固定する

「高さ調整キャップ」

を脚に取り付ける

1 2 3

ハンガーポール01

RECIPE 脚立を使わず取り付けできる

オープンシェルフ02

RECIPE 好きなところにぴったりサイズ

調整
グリップ

連結
パーツ

※取り付け寸法：2750mm以内 ※棚板サイズ：910×400mm以内、 板厚：15mm以上、 完成品の高さ：900mm以内

脚

800mm

丸棒∅30シリーズ



●支柱…1600mm × 1本

●脚　…  300mm  × 1本

●ハンガー…200mm  × 1本

丸棒（直径30mm）

● 連結パーツT型 2個（1箱）　

● 丸キャップ　4個（1箱）

LABRICO 丸棒シリーズ

支柱・脚に「連結パーツ

T型」を取り付ける

取り付けた「連結パーツ

T型」に支柱・ハンガーを

差し込み固定する

「丸キャップ」を丸棒

の先端に取り付ける

支柱

1600
mm

ハンガー

200
mm

脚
300mm

支柱

1600
mm

横木

600mm

※丸棒の長さは一例です ※丸棒の長さは一例です

1 2 3
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ハンガーラック03

RECIPE 場所を選ばず、移動もカンタン

●支柱…1600mm  × 2本

●横木…  600mm  × 3本

丸棒（直径30mm）

● 連結パーツT型 6個（3箱）

● 丸キャップ　4個（1箱）

LABRICO 丸棒シリーズ

「連結パーツT型」を横木

に取り付ける

①を支柱に取り付

ける

支柱に「丸キャップ」

を取り付ける

1 2 3

ラダーラック04

RECIPE 雑貨・衣類・植物、何でもディスプレイ収納

※横木の長さ910mm以内、 荷重は一本あたり10kgまで※ハンガーの長さは200mm以内、 荷重は3kgまで

プラスドライバー
をご用意ください

平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30 -17:00（土・日・祝除く）
www.heianshindo.co.jplabricoofficial

Brand Site
https://labrico.jp/
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用意する丸棒の長さ 丸棒（直径30mm）を別途用意し、必要な長さにカットしてお使いください。



丸棒に馴染む小枝のようなディテール。バッグ

やコート、帽子などを掛けるのに便利です。

仮止めテープ付きで、取り付けしやすい。

取り付けカンタン
丸棒と一体感のあるデザイン丸棒を縦に突っ張るのに、持ち帰りやすく分割した

場合に便利。本体に仮止めテープが付いてるから

組み立てやすい。 ※縦突っ張り専用

2本の丸棒を繋いで一本にできます

丸棒の先端に取り付けるだけ！

カット面を隠すことができるので、真っすぐ切れなくても安心です。

設置面の傷防止や滑り止めに

計り間違いなどで生じる木材サイズのカットミスも

8mmまでなら調整出来ます。

丸棒で組み立てた棚などの
脚のガタツキを調整できます

棚板にまっすぐ取り付けられるよう、

本体にガイドが入っています。仮止め

テープ付きで、組み立てやすい。

棚板と丸棒をつないで
棚が作れます

2本の丸棒をつないでラダーラックを作ったり、より安定感のある

脚の取り付けなど、工夫次第で使い方色々。丸棒シリーズは、取り

付けやすいよう、本体に仮止めテープが付いています。

2本の丸棒をＴ字型に連結できます

①W7×H9～11（下キャップ）3.9（上キャップ）×D7cm 

②縦に突っ張る場合：8kg／横に突っ張る場合：5kg

③本体1セット（上・下キャップ）、ねじ（１本）

④オフホワイト：DRO-601／4977612361200

マットブラック：DRK-601／4977612361217

突ぱりキャップ 

①W2×H9×D3.7cm 

②8kg

③本体1セット、ねじ（8本）

④オフホワイト：DRO-604／4977612361323

マットブラック：DRK-604／4977612361330

連結パーツ

①W3.8×H5×D6cm 

②置き型の場合：1段8kg／2本突っ張った場合：1段2kg

③本体4個、ねじ（20本）

④オフホワイト：DRO-602／4977612361262

マットブラック：DRK-602／4977612361279

棚受け

①W7.3×H9×D3.7cm 

②3kg

③本体1個、ねじ（2本）

④オフホワイト：DRO-611／4977612361446

マットブラック：DRK-611／4977612361453

フック

①W3.3×H1.8×D3.3cm 

②　－

③本体4個

④オフホワイト：DRO-606／4977612361385

マットブラック：DRK-606／4977612361392

丸キャップ

①W3.5×H4.8×D3.5cm 

②24kg（4個使用した場合）

③本体4個、ねじ（4本）

④オフホワイト：DRO-616／4977612361569

マットブラック：DRK-616／4977612361576

高さ調整キャップ

①W5.5×H10×D3.7cm 

②両端を固定の場合：10kg／片側のみ固定の場合：3kg

③本体2個、ねじ（8本）

④オフホワイト：DRO-615／4977612361507

マットブラック：DRK-615／4977612361514

連結パーツT型

棚受け

SHELF SUPPORT
3

連結パーツ Ｔ型

JOINT T-type
7

連結パーツ

JOINT
2

丸キャップ

ROUND CAP
6

高さ調整キャップ

FLAT ASSIST CAP
5フック

HOOK
4

※①商品サイズ　②使用荷重　③セット内容　④色：商品番号／JANコード

丸棒シリーズ

木製丸棒Φ30（直径30ｍｍ）をつなぎあわせてインテリアがつくれるパーツ「丸棒シリーズ」がLABRICOに仲間入り。

丸棒は軽くて扱いやすく、丸みのあるフォルムが柔らかで優しい印象を与えてくれます。

「丸棒シリーズ」を使えば、丸棒の持つ雰囲気はそのままに、シンプルで温かみのあるインテリアがつくれます。

置く場所にとらわれないインテリアは、毎日の暮らしにそっと溶け込み、彩りを添えてくれます。

調節グリップが下側についているので、脚立を使わずに床から

天井まで突っ張ることが出来ます。

丸棒を突っ張って柱を作ったり
横に突っ張って使えます

取り付け寸法から68mm短い木製丸棒をご用意ください。

突ぱりキャップ

ADJUSTER
1

1 2 3 4 5 6 7


