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高品質アルミトラス
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308角 フランジトラス（ストレート） 
型番 長さ：mm 重量：kg 商品コード 参考価格

308F-コーナー   308 約2.8 　5739031　 ¥32,900
308F-60   600 約3.9 　5739032　 ¥39,900
308F-90   900 約4.7 　5739033　 ¥41,800
308F-120 1200 約5.6 　5739034　 ¥52,300
308F-150 1500 約6.7 　5739035　 ¥60,500
308F-180 1800 約7.5 　5739036　 ¥66,200
308F-210 2100 約8.4 　5739037　 ¥75,400
308F-240 2400 約9.4 　5739038　 ¥85,900
308F-270 2700 約10.4 　5739039　 ¥90,100
308F-300 3000 約11.3 　5739040　 ¥99,300
308F-330 3300 約12.2 　5739041　 ¥100,800
308F-360 3600 約13.3 　5739042　 ¥107,000
ベース600×600×T6 　5739043　 ¥31,100
ボルトセット 　5739044　 ¥100
皿ねじセット 　5739045　 ¥200
T8調整板 　5739046　 ¥21,300

200角 フランジトラス（ストレート） 
型番 長さ：mm 重量：kg 商品コード 参考価格

200F- コーナー   200 約1.8 　5739047　 ¥31,900
200F-60   600 約3.1 　5739048　 ¥26,900
200F-90   900 約3.9 　5739049　 ¥41,300
200F-120 1200 約5.0 　5739050　 ¥44,300
200F-150 1500 約5.7 　5739051　 ¥61,000
200F-180 1800 約6.6 　5739052　 ¥66,700
200F-210 2100 約8.0 　5739053　 ¥75,400
200F-240 2400 約8.4 　5739054　 ¥86,900
200F-270 2700 約9.7 　5739055　 ¥97,100
200F-300 3000 約10.2 　5739056　 ¥100,800
200F-330 3300 約11.3 　5739057　 ¥102,800
200F-360 3600 約11.9 　5739058　 ¥117,000
ベース 400 × 400 × T6 　5739059　 ¥24,400
ボルトセット 　5739060　 ¥100
皿ねじセット 　5739061　 ¥200

308角・200角 フランジトラス（アーチ） 
型番 分割数 重量/1本（kg） A（mm） B（mm） C（mm） D（mm） 商品コード 参考価格
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φ3000-1/4 4 約8.7 3008  2392 1691 2127 　5739062　 ¥110,000
φ4000-1/4 4 約10.8 4008  3392 2398 2834 　5739063　 ¥156,300
φ6000-1/4 4 約16.1 6008  5392 3812 4248 　5739064　 ¥211,200
φ8000-1/8 8 約11.7 8008  7392 2829 3065 　5739065　 ¥144,100

φ10000-1/8 8 約14.8 10008  9392 3594 3830 　5739066　 ¥170,000
φ12000-1/12 12 約10.9 12008  11392 2949 3108 　5739067　 ¥167,500
φ15000-1/12 12 約12.4 15008 14392 3725 3884 　5739068　 ¥182,100

ベース600×600×T6 　5739069　 ¥31,100
ボルトセット 　5739070　 ¥100
皿ねじセット 　5739071　 ¥200
T8調整板 　5739072　 ¥19,400
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φ2000-1/4 4 約5.2 2000 1600 1137 1420 　5739073　 ¥86,200
φ3000-1/4 4 約8.2 3000 2600 1844 2127 　5739074　 ¥116,000
φ4000-1/4 4 約10.9 4000 3600 2551 2834 　5739075　 ¥155,500
φ6000-1/4 4 約16.6 6000 5600 3966 4248 　5739076　 ¥201,900
φ8000-1/8 8 約10.9 8000 7600 2912 3065 　5739077　 ¥182,500

φ10000-1/8 8 約13.7 10000 9600 3677 3830 　5739078　 ¥204,100
ボルトセット 　5739079　 ¥100
皿ねじセット 　5739080　 ¥200

Made in Japanトラス。
もう一つの可能性。
屋外イベントなどで使われるアルミトラスを店舗で利
用する、個性的な店舗デザインの提案です。

※簡単なラフ図面をFAX頂ければパーツを
拾い出し見積り致します。

■連結サイズ（mm)

パーツ拾い出しについて

ベース

トラスの特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

ご要望のサイズにカットすることが可能です。450角／600角トラスもございます。
黒塗装も可能ですが、数量によって価格や納期がかかります。


