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ハーフバーレル・バーレルスタンド

BS08 (N)ハーフバーレル用スタンド
（T48,47,45使用可）　2ヶ1セット
【サイズ】W400×T38×H75mm
【材質】パイン材・ナチュラル
　5001299　 参考価格 ¥3,400

BS08(O)ハーフバーレル用スタンド
（T48,47,45使用可）　2ヶ1セット
【サイズ】W400×T38×H75mm
【材質】パイン材・オイルステン
　5001300　 参考価格 ¥3,800

BS01 バーレルスタンドAタイプ
（ハーフバーレルT47使用）
【サイズ】W485×D445×H650mm

N 　5001301　 参考価格 ¥23,200
O 　5001302　 参考価格 ¥26,400

ハーフバーレルセット
（バーレルT43N付）
【サイズ】W430×D350×H230mm
　5001303　 参考価格 ¥13,600

仕上げ記号　N：ナチュラル　O：オイルステン

ワイヤー帯

木皮帯

黒帯

■ハーフバーレル
バーレルをスパっと縦半分に切った投げ込み什器です。

■バーレルスタンド
ハーフバーレルを乗せて使用するパーツです。

シルバー帯

※写真は使用例です。ハーフバーレルは付属しません。

仕上げ記号　N：ナチュラル　O：オイルステン　C：クリアー
※ハーフバーレルのブロンズ帯は生産終了となりました。
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8号    W670×D445×H222

　5001236　 T48N
参考価格 ¥14,600
　5001237　 T48O
参考価格 ¥15,900
　5001238　 T48C
参考価格 ¥19,200
　5001251　 L48N
参考価格 ¥14,600
　5001252　 L48O
参考価格 ¥15,900
　5001253　 L48C
参考価格 ¥19,200
　5001266　 M48N
参考価格 ¥14,600
　5001267　 M48O
参考価格 ¥15,900
　5001268　 M48C
参考価格 ¥19,200

7号    W485×D405×H202

　5001239　 T47N
参考価格 ¥12,400
　5001240　 T47O
参考価格 ¥13,600
　5001241　 T47C
参考価格 ¥16,600
　5001254　 L47N
参考価格 ¥12,400
　5001255　 L47O
参考価格 ¥13,600
　5001256　 L47C
参考価格 ¥16,600
　5001269　 M47N
参考価格 ¥12,400
　5001270　 M47O
参考価格 ¥13,600
　5001271　 M47C
参考価格 ¥16,600

5号    W485×D340×H170

　5001242　 T45N
参考価格 ¥10,400
　5001243　 T45O
参考価格 ¥11,200
　5001244　 T45C
参考価格 ¥15,600
　5001257　 L45N
参考価格 ¥10,400
　5001258　 L45O
参考価格 ¥11,200
　5001259　 L45C
参考価格 ¥15,600
　5001272　 M45N
参考価格 ¥10,400
　5001273　 M45O
参考価格 ¥11,200
　5001274　 M45C
参考価格 ¥15,600

　5001296　 P48N W550×D445×H222
参考価格 ¥17,900

　5001297　 P48O W550×D445×H222
参考価格 ¥20,200

　5001298　 P48C W550×D445×H222
参考価格 ¥23,800

3号    W430×D330×H165

　5001245　 T43N
参考価格 ¥10,300
　5001246　 T43O
参考価格 ¥11,200
　5001247　 T43C
参考価格 ¥14,600
　5001260　 L43N
参考価格 ¥10,300
　5001261　 L43O
参考価格 ¥11,200
　5001262　 L43C
参考価格 ¥14,600
　5001275　 M43N
参考価格 ¥10,300
　5001276　 M43O
参考価格 ¥11,200
　5001277　 M43C
参考価格 ¥14,600

0号   W360×D275×H138

　5001248　 T40N
参考価格 ¥8,600
　5001249　 T40O
参考価格 ¥9,200
　5001250　 T40C
参考価格 ¥12,300
　5001263　 L40N
参考価格 ¥8,600
　5001264　 L40O
参考価格 ¥9,200
　5001265　 L40C
参考価格 ¥12,300
　5001278　 M40N
参考価格 ¥8,600
　5001279　 M40O
参考価格 ¥9,200
　5001280　 M40C
参考価格 ¥12,300
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