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オリジナルバーレル

バーレル
ディスプレイや商品陳列では欠かせないアイテムです。
様々なシーンで幅広い活躍の場を持つバーレルは、アイデア次第で用途が広がります。

■オリジナルバーレル
スタンダードな形のベーシックなバーレルです。

シルバー帯

黒帯

（O）オイルステン

木皮帯ワイヤー帯

（N）ナチュラル

ブロンズ帯

（C）クリアー

仕上げ記号　N：ナチュラル　O：オイルステン　C：クリアー

樽フタ
N O C

商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

0号用 　5001458　 ¥1,200 　5001459　 ¥1,500 　5001460　 ¥1,600
3号用 　5001461　 ¥1,200 　5001462　 ¥1,500 　5001463　 ¥1,600
5号用 　5001464　 ¥1,500 　5001465　 ¥1,600 　5001466　 ¥1,800
7号用 　5001467　 ¥1,800 　5001468　 ¥2,200 　5001469　 ¥2,300
8号用 　5001470　 ¥2,000 　5001471　 ¥2,300 　5001472　 ¥2,600

上げ底
商品コード 0・3・5号サイズ用 7・8号サイズ用

　5001473□　 参考価格  ¥4,800 参考価格  ¥5,900
※□には号数を入れてください。（例）0号→0、7号→7
※複数お見積りされる際は、どの商品に上げ底を取りつけるかをご指定ください。

フタ（取り外し可）

上げ底（取り外し不可）

バーレル の上蓋です。
取り外しが出来ますが完全固定をご希
望の方は別途お申し付け下さい。

陳列商品のボリュームUPの為に、上げ底
をセットアップできます。
ご発注時に、口部から何ミリ下げるかを申
し伝え下さい。
※上げ底は無塗装となります。

W405×D395×H485mm
ナチュラル・黒帯／上げ底付

上げ底仕様サンプル
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8号  W445×D420×H670

　5001001　 T18N
参考価格 ¥12,300
　5001002　 T18O
参考価格 ¥14,000
　5001003　 T18C
参考価格 ¥18,000
　5001016　 T58N
参考価格 ¥12,300
　5001017　 T58O
参考価格 ¥14,000
　5001018　 T58C
参考価格 ¥18,000
　5001031　A18N
参考価格 ¥12,300
　5001032　A18O
参考価格 ¥14,000
　5001033　 A18C
参考価格 ¥18,000
　5001046　 B18N
参考価格 ¥19,200
　5001047　 B18O
参考価格 ¥23,500
　5001048　 B18C
参考価格 ¥26,400
　5001061　 C18N
参考価格 ¥16,000
　5001062　 C18O
参考価格 ¥19,600
　5001063　 C18C
参考価格 ¥22,300

7号  W405×D395×H485

　5001004　 T17N
参考価格 ¥9,000
　5001005　 T17O
参考価格 ¥10,400
　5001006　 T17C
参考価格 ¥15,000
　5001019　 T57N
参考価格 ¥9,000
　5001020　 T57O
参考価格 ¥10,400
　5001021　 T57C
参考価格 ¥15,000
　5001034　A17N
参考価格 ¥9,000
　5001035　A17O
参考価格 ¥10,400
　5001036　 A17C
参考価格 ¥15,000
　5001049　 B17N
参考価格 ¥15,800
　5001050　 B17O
参考価格 ¥19,400
　5001051　 B17C
参考価格 ¥20,600
　5001064　 C17N
参考価格 ¥13,100
　5001065　 C17O
参考価格 ¥17,600
　5001066　 C17C
参考価格 ¥20,200

5号   W340×D325×H485

　5001007　 T15N
参考価格 ¥7,200
　5001008　 T15O
参考価格 ¥8,700
　5001009　 T15C
参考価格 ¥14,300
　5001022　 T55N
参考価格 ¥7,200
　5001023　 T55O
参考価格 ¥8,700
　5001024　 T55C
参考価格 ¥14,300
　5001037　A15N
参考価格 ¥7,200
　5001038　A15O
参考価格 ¥8,700
　5001039　 A15C
参考価格 ¥14,300
　5001052　 B15N
参考価格 ¥15,100
　5001053　 B15O
参考価格 ¥17,100
　5001054　 B15C
参考価格 ¥18,400
　5001067　 C15N
参考価格 ¥11,900
　5001068　 C15O
参考価格 ¥15,100
　5001069　 C15C
参考価格 ¥16,800

3号   W330×D305×H430

　5001010　 T13N
参考価格 ¥6,200
　5001011　 T13O
参考価格 ¥7,400
　5001012　 T13C
参考価格 ¥10,000
　5001025　 T53N
参考価格 ¥6,200
　5001026　 T53O
参考価格 ¥7,400
　5001027　 T53C
参考価格 ¥10,000
　5001040　A13N
参考価格 ¥6,200
　5001041　A13O
参考価格 ¥7,400
　5001042　 A13C
参考価格 ¥10,000
　5001055　 B13N
参考価格 ¥14,000
　5001056　 B13O
参考価格 ¥16,000
　5001057　 B13C
参考価格 ¥17,400
　5001070　 C13N
参考価格 ¥10,800
　5001071　 C13O
参考価格 ¥14,000
　5001072　 C13C
参考価格 ¥15,500

0号   W275×D265×H360

　5001013　 T10N
参考価格 ¥5,400
　5001014　 T10O
参考価格 ¥5,800
　5001015　 T10C
参考価格 ¥7,900
　5001028　 T50N
参考価格 ¥5,400
　5001029　 T50O
参考価格 ¥5,900
　5001030　 T50C
参考価格 ¥7,800
　5001043　A10N
参考価格 ¥5,400
　5001044　A10O
参考価格 ¥5,800
　5001045　 A10C
参考価格 ¥7,900
　5001058　 B10N
参考価格 ¥13,000
　5001059　 B10O
参考価格 ¥14,700
　5001060　 B10C
参考価格 ¥15,800
　5001073　 C10N
参考価格 ¥9,900
　5001074　 C10O
参考価格 ¥13,000
　5001075　 C10C
参考価格 ¥14,400
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