
2022年夏 新商品のご紹介

RYL-SC-2206

自 分 ら し さ を 、飾 る 、自 由 。

3items

NEW



自由なアレンジ、魅せる収納で、

個性的なインテリアを演出する、アイテム新登場。

魅せる収納をコンセプトに

趣味のアイテムやお気に入りのグッズを飾る

新発想の収納システムをラインナップしました。

自由な感性でギャラリーと収納を兼ねた 

インテリア空間を演出します。

趣味収納シリーズ

自転車収納
お好みのパーツのアレンジで 
趣味の自転車をインテリアとして
飾れる収納です。
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P.11

レール収納
吊り下げタイプだから
棚のスライド移動※も可能。
オールラウンドに使える
収納システム。

02
※レール本体を２セット使⽤の場合

自然素材棚板
天然⽊ならではの「安らぎ」や

「ぬくもり」を感じられるスギの棚板。
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［ 写真の壁面サイズ ］W4500mm × H2700mm

サイクルストレージのトップメーカー「ミノウラ」
とのコラボレーションで誕生したスタイリッシュ
なバイクラックです。

2

1

自転車収納

01
お気に入りの自転車を室内に
ディスプレイしたい。愛車を愛
でながら⽇々の生活を満喫し
たい。そんなこだわりの「魅せる
収納」を実 現 する自転 車 収 納
プランです。愛車をインテリア
の⼀部としてお洒落に演出して
くれます。
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品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
サポート SS2-HSS ハット型

ダブルサポートセット 600 Sダークグレー 1 ¥1,900 ¥1,900

SS0-ST600 タッピングビス
サポート600⽤4本入り 50 Sダークグレー 1 ¥120 ¥120

ラック
SS2-HBR バイクラック ー Sダークグレー 1 ¥5,600 ¥5,600
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合計 ¥7,620

ガレージ
趣味のロードバイクやサイクル関連アイテムが散りばめられた、遊び⼼を発揮
できるガレージ空間です。整備⽤の⼯具やパーツ類などをセットアップすることで、
思う存分「ロードバイクいじり」の時間が楽しめます。

1

構成参考例 ［定価・税別］1

構成参考例 ［定価・税別］2
品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計

サポート SS2-HSS ハット型
ダブルサポートセット 600 Sダークグレー 1 ¥1,900 ¥1,900

SS0-ST600 タッピングビス
サポート600⽤4本入り 50 Sダークグレー 1 ¥120 ¥120

ラック
SS2-HBR バイクラック ー Sダークグレー 1 ¥5,600 ¥5,600

樹脂棚
SS2-HPS290 樹脂棚板 ー Sダークグレー 1 ¥5,300 ¥5,300

合計 ¥12,920

※写真はSS2-HSS

※写真はSS2-HSS
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［ 写真の壁面サイズ ］W2000mm × H2500mm

自
転
車
収
納

01

玄関
エントランス空間に愛車とサイクルアイテムを効率良くセットアップした収納
プランです。リビングや寝室などにバイクが置けないケースでもエントランス
空間なら、すぐにお出掛けができ、急ぎの外出や通勤や通学時にも便利です。 

2 概略図
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構成参考例 ［定価・税別］

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
サポート SS2-HSS ハット型

ダブルサポートセット 1820 Sダークグレー 1 ¥4,000 ¥4,000

SS0-ST1820 タッピングビス
サポート1820⽤10本入り 50 Sダークグレー 1 ¥270 ¥270

ラック
SS2-HBR バイクラック ー Sダークグレー 1 ¥5,600 ¥5,600

樹脂棚
SS2-HPS290 樹脂棚板 ー Sアイボリー 1 ¥5,300 ¥5,300

小物掛け
SS2-HAR 小物掛け ー Sアイボリー 1 ¥3,700 ¥3,700

合計 ¥18,870

※写真はSS2-HSS
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［ 写真の壁面サイズ ］W3500mm × H2500mm

リビングルーム
バイク好きの⽅にとって、愛車を眺めながらリビングでくつろぐひとときは、
何ものにも代えがたい時間。複数台掛けのプランなら、インテリアの⼀部として

「魅せる収納」が演出可能で、リビング空間をすっきりとした印象に。

3 概略図
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構成参考例 ［定価・税別］

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
サポート SS2-HSS ハット型

ダブルサポートセット 1820 Sアイボリー 1 ¥4,000 ¥4,000

SS0-ST1820 タッピングビス
サポート1820⽤10本入り 50 Sアイボリー 1 ¥270 ¥270

ラック
SS2-HBR バイクラック ー Sアイボリー 2 ¥5,600 ¥11,200

合計 ¥15,470

※写真はSS2-HSS
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自
転
車
収
納

01

［ 写真の壁面サイズ ］W4000mm × H2400mm

［ 写真の壁面サイズ ］W2000mm × H2500mm

趣味を楽しむホビー空間に愛車で
あるスポーツ BMXと関連アイテム
がセットアップされたギャラリー
収納です。お気に入りの愛車を愛
でながら暮らすことができます。

間取りの条件で寝室や玄関などに
バイクを収納できない場合に、ダイ
ニングに愛車を収納してみては。
存在感あふれるオブジェを飾った
アートな空間が完成します。

愛車とともに趣味に没頭
できるギャラリー収納。

オブジェのように愛車を
飾るダイニング空間。

趣味を飾る、魅せる収納。バイク  　ラック・アイデアセレクション。
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［ 写真の壁面サイズ ］W4000mm × H2500mm 

［ 写真の壁面サイズ ］W4000mm × H2600mm 

親⽤＆⼦供⽤のバイクとサイクル
関連アイテムをハンギングしたエン
トランス収納プランです。玄関だか
らスピーディーに親⼦サイクリング
に出発できるのが魅⼒です。

夫婦で⻑い時間を共にする住まい
のメインステージ・リビングにバイク
を設置したプラン。⽇々健康でアク
ティブに暮らしたい⽅におすすめの
自転車収納アイデアです。

2台 の 愛 車 がさりげ なく
奏でる親⼦の絆。

愛車を愛でながら夫婦で
くつろげるリビング。

趣味を飾る、魅せる収納。バイク  　ラック・アイデアセレクション。
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SダークグレーSアイボリー

自
転
車
収
納

01

NEW バイクラック 愛車をしっかりと縦吊りできるラックです

NEW 樹脂棚板 サイクル⽤品の収納に便利な樹脂棚板です

クレ ードルアーム は、スロ ー
ピングフレームの場合もできる
だけ自転車を水平保持できる
ように、角度調整が可能。

（最大 15°までのフリー調整）

趣味を飾る、喜び。
ディスプレイ⽤バイクラック。

サイクルストレージのトップメーカー「ミノ
ウラ」とのコラボレーションで誕生したバイ
クラックをはじめ、自由なパーツアレンジで
趣 味 の バイクをインテリアとして飾 れる
自転車収納アイテムです。

Point

SダークグレーSアイボリー

Sアイボリー Sダークグレー
¥5,600 ¥5,600

SS2-HBR バイクラック

20kg

安全目安
荷重

※フック部分は Sアイボリーはホワイト、Sダークグレーはブラックになります。
※ラバー部分は赤色になります。
※自転車収納専⽤商品となります。
※同時発売のハット型ダブルサポートセット「SS2-HSS」専⽤品となります。
※ラバーの材質は十分に検討していますが、自転車フレームの表面塗装の成分

などによっては稀にフックの跡がフレームに染み付いてしまう事があります。
変色が⼼配な⽅は、フック部分に養生を行い直接フレームに触れないように
してお使いください。

Sアイボリー Sダークグレー
¥5,300 ¥5,300

SS2-HPS290 樹脂棚板

× 不可

× 不可

本体：スチール
樹脂棚板・サイドキャップ：樹脂
ストッパー：ABS樹脂
線材径：9Φ
板厚：t =2.6mm
樹脂棚板：t =12mm

本体：溶剤塗装 
ストッパー：材料色

× 不可

1個

5kg

※同時発売のハット型ダブルサポートセット「SS2-HSS」専⽤品となります。

11
0

（320）

振れ止め付
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振れ止め付

× 不可

× 不可

本体・フック：スチール
ラバー：軟質樹脂 
ストッパー：ABS樹脂 

本体：溶剤塗装 
フック：電着塗装 
ストッパー：材料色

× 不可

1個

線材径：9Φ
板厚：t =2.6mm

安全目安荷重安全目安荷重

安全目安荷重安全目安荷重

※角度調整には
　レンチ（市販品）が必要です。

取扱⽅法につきましては専⽤サイトをご参照ください。 

▲  

 https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/manual.php
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SダークグレーSアイボリー

NEW ハット型ダブルサポートセット ラックや棚、小物掛けをジョイントする棚柱です

NEW 小物掛け ウェアや小物が吊り下げできるアイテムです

サポート+サポートキャップ（2個）+
キャップ取付ビス（2本）

【セット内容】

S ダークグレー

S アイボリー

150

34
6

小物掛けにすっぽり収まる、サイクル⽤品や小物の
収納に最適なコンパクトサイズのハンガー⽤バス
ケット（SS0-HBS）をご⽤意しています。

SS0-ST□ タッピングビス

品番 サイズ ステンレス色 Sアイボリー Sダークグレー

SS0-ST600
（ サポ ート600⽤

4本入り）

40 ¥65 ¥110 ¥110

50 ¥75 ¥120 ¥120 

65 ¥85 ¥130 ¥130 

SS0-ST1200
（サポート1200⽤

7本入り）

40 ¥110 ¥170 ¥170

50 ¥130 ¥200 ¥200 

65 ¥150 ¥230 ¥230 

品番 サイズ ステンレス色 Sアイボリー Sダークグレー

SS0-ST1820
（サポート1820⽤

10本入り）

40 ¥160 ¥240 ¥240

50 ¥180 ¥270 ¥270 

65 ¥200 ¥300 ¥300 

SS0-ST-P
（50本入り）

40 ¥600 ¥900 ¥900

50 ¥690 ¥1,050 ¥1,050 

65 ¥780 ¥1,200 ¥1,200 
（サポート600⽤ 4本入り） （サポート1200⽤7本入り） （サポート1820⽤10本入り） （50本入り）

SS0-ST600 SS0-ST1200 SS0-ST1820 SS0-ST-P

サイズ 最後のビス間
ピッチ

A
最後のビス後の
スリットピッチ

B
最後のスリット後の

下側寸法

600 228mm 33mm 約 68mm

1200 152mm 33mm 約 60mm

1820 95mm 14mm 約 72mm

（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

※商品図面はサイズ600のものです。

■ 関連パーツ ［サポートタッピングビス］　サポートを取り付ける専⽤ビスです。

ハンガー⽤バスケット（SS0-HBS）につきましては専⽤サイトをご参照ください。 

▲  

 http://www.royal-co.net/web/pdf/catalogue/ss-system_vol3_booklet.pdf
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○ 仕切り¥70 
（1⽇後出荷  50本以上は約 2⽇後出荷）

○ （⾒積必要）

サポート：スチール
サポートキャップ：ABS樹脂 
キャップ⽤ビス：ステンレス

サポート板厚：t =2.0mm

サイズ Sアイボリー Sダークグレー ビス穴数
600 ¥1,900 ¥1,900 4

1200 ¥3,100 ¥3,100 7
1820 ¥4,000 ¥4,000 10

SS2-HSS ハット型ダブルサポートセット

※サポートは専⽤ビス以外の取り付け不可。
※サポートキャップは同梱の専⽤ビス（6皿Φ 3.2）以外取り付け不可。
※弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし
　指定寸法分（1本）のみの納品となります。
※天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。
※必ず下地（柱・下地合板 12mm以上）のある位置へ取り付けてください。
※他のシューノ19サポートとの併⽤はできません。

Sアイボリー Sダークグレー
¥3,700 ¥3,700

SS2-HAR 小物掛け

※同時発売のハット型ダブルサポートセット「SS2-HSS」専⽤品となります。

× 不可

○ （⾒積必要）

本体：スチール
ストッパー：ABS樹脂

線材径：9Φ
板厚：t =2.6mm

本体：溶剤塗装 
ストッパー：材料色

× 不可

1個

5kg

振れ止め付

11
0

（205）

サポート：粉体塗装 
キャップ本体：Sアイボリーは材料色、
Sダークグレーは溶剤塗装
キャップ取付ビス：頭部のみ溶剤塗装
専⽤タッピング適合ビット二番

× 不可

1セット

安全目安荷重安全目安荷重
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［ 写真の壁面サイズ ］W3600mm × H2300mm

レール収納

02
収納棚板を吊り下げるという
新発想の収納メリットを活か
したレール収納アイデアです。
下地の関係で壁にビスを打て
ないケースにもオールラウン
ドな対応が可能なため、収納
の可能性を大きく広げてくれ
ます。
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レール本体を２セット使えば、棚のスライド移動が可能です。

概略図
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キッチン
カウンターに置きがちな普段使いの調理器具やカトラリー類をコンパクトに収納
したプランです。上部レールの延⻑で棚のスライドが可能となるため、フレキシブル
なストレージコーディネートが可能です。

1

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
レール収納

SS2-RL レール収納
本体セット 1000 シルバー 2 ¥5,800 ¥11,600

サポート
SS2-RSF-14 レール収納⽤

サポート 800 Sシルバー 2 ¥3,100 ¥6,200

ブラケット
SS2-WOB-R/L ⽊棚ブラケット

（左右セット） 200 マットシルバー 2 ¥780 ¥1,560

⽊棚板 SS0-LWS200 ⽊棚板 900 WSホワイト 2 ¥3,400 ¥6,800

SS0-WST-4P ⽊棚板⽤ビス
（4本入り） 16 ステンレス色 2 ¥65 ¥130

合計 ¥26,290

構成参考例 ［定価・税別］

※写真はSS0-LWS200
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ランドリー
洗濯⽤アイテムのストックやタオル類を洗濯機上のデッドスペースに効率良く
まとめたランドリー収納プランです。収納量に合わせてレールを2セットにしたり
とアイデア次第で使い勝⼿の良い空間が演出できます。

2 概略図
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［ 写真の壁面サイズ ］W2000mm × H2300mm
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構成参考例 ［定価・税別］

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
レール収納

SS2-RL レール収納
本体セット 1000 シルバー 1 ¥5,800 ¥5,800

サポート
SS2-RSF-14 レール収納⽤

サポート 600 Sダークグレー 2 ¥2,500 ¥5,000

ブラケット
SS2-WOB-R/L ⽊棚ブラケット

（左右セット） 200 Sダークグレー 2 ¥780 ¥1,560

⽊棚板 SS0-LWS200 ⽊棚板 900 WSアッシュ 2 ¥3,400 ¥6,800

SS0-WST-4P ⽊棚板⽤ビス
（4本入り） 16 Sダークグレー 2 ¥100 ¥200

合計 ¥19,360
※写真はSS0-LWS200
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玄関
お出かけ時に使⽤する⾝だしなみ品を玄関まわりに収めたエントランス収納
プランです。ご家族を気持ち良く送り出し、そしてお客様を迎える。オールラウンド
に使えるレール収納なら、みんなが使いやすい玄関に。

3 概略図

［ 写真の壁面サイズ ］W2200mm × H2500mm
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※レールのカバー部のカラーはカスタマイズが可能です。

構成参考例 ［定価・税別］

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
レール収納

SS2-RL レール収納
本体セット 1000 シルバー 1 ¥5,800 ¥5,800

サポート
SS2-RSF-14 レール収納⽤

サポート 800 Sアイボリー 2 ¥3,100 ¥6,200

ブラケット
SS2-WOB-R/L ⽊棚ブラケット

（左右セット） 200 Sアイボリー 3 ¥780 ¥2,340

⽊棚板 SS0-LWS200 ⽊棚板 900 WSブライト 3 ¥3,400 ¥10,200

SS0-WST-4P ⽊棚板⽤ビス
（4本入り） 16 Sアイボリー 3 ¥100 ¥300

合計 ¥24,840
※写真はSS0-LWS200
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Sシルバー

Sアイボリー

Sダークグレー

※商品図面は呼び名 600のものです。

レ
ー
ル
収
納

02

NEW レール収納 本体セット レール収納ユニット専⽤のレールです

NEW シューノ19　レール収納⽤サポート レール収納ユニット専⽤のサポートです

レール本体 +レールカバー+サイドキャップ +
レール取付⽤ビス（4本）+連結ピン

【セット内容】

レール本体（ビス穴 4ヶ所）

レールカバー

サイドキャップ

33 1000

呼び名600（実寸法＝587）

アジャスター

35 271 228 A

45 8.
1

吊るす、という新発想。 
多⽬的に使えるレール収納。

吊り下げタイプだからサポートのビス止め
が不要です。レール本体を2セット使えば
棚のスライド移動も可能。オールラウンド
に使えるレール収納システムです。

48
.5

30.5 レールカバー

レール
本体

42

27
.5

20

レール取付⽤ビス

脱落防止パーツ

サイズ シルバー
1000 ¥5,800

○ 仕切り¥600 
（1⽇後出荷  50本以上は約 2⽇後出荷）

※専⽤ビス以外の取付不可。
※使⽤するには、レール収納⽤サポート「SS2-RSF-14」が必要です。

SS2-RL レール収納 本体セット

呼び名 Sシルバー Sアイボリー Sダークグレー
600 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
800 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,100

SS2-RSF-14 レール収納⽤サポート

× 不可

※使⽤するには、レール収納本体セット「SS2-RL」が必要です。

呼び名 実寸法 アジャスター数 A
600 587mm 2 53mm
800 817mm 3 55mm

（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

脱落防止パーツ付属【セット内容】

φ3.2

50

φ6

レール本体・レールカバー：
アルマイト処理
サイドキャップ：材料色
専⽤タッピング適合ビット二番

○ （⾒積必要）

レール本体・レールカバー：アルミ
サイドキャップ：ABS樹脂 
取付ビス：ステンレス

× 不可

1セット

○ （⾒積必要）

サポート：スチール
脱落防止パーツ：ポリカ（透明）

サポート：粉体塗装 
フック部分：S シルバーはメッキ、
S アイボリー・S ダークグレーは
溶剤塗装 

× 不可

1本

サポート板厚：t =2.0mm

取扱⽅法につきましては専⽤サイトをご参照ください。 

▲  

 https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/manual.php
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× 不可

サイズ
200

15 前面のみエッジテープ付き

WSアッシュ

WSホワイト

WSブライト

WSホワイト WSブライトWSアッシュ

NEW ⽊棚板 お部屋の雰囲気に合わせてカラーが選べる棚板です 

Sダークグレー

Sダークグレー

Sダークグレー

Sアイボリー

Sアイボリー

Sアイボリー

マットシルバー

マットシルバー

マットシルバー

■ 関連パーツ ［⽊棚ブラケット］

SS2-WOB-R/L

※ 1セット当たりの価格です。
⽊棚ブラケット 19

（左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
200 ¥780 ¥780 ¥780 

SS2-WIB-R/L

※ 1セット当たりの価格です。
⽊棚ブラケット 19

（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
200 ¥920 ¥920 ¥920 

SS2-WOB-C

※ 1本当たりの価格です。
⽊棚ブラケット 19

（中間⽤）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
200 ¥390 ¥390 ¥390 

⽊棚カットの発注の⼿引きにつきましては専⽤のサイトをご参照ください。 

▲  

 https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/order.php

⻑さ：2000mm

15

［安 全⽬安 荷 重］

1棚：20kg
サポート呼び名：600の場合は
1棚：20kg × 2段まで

サポート呼び名：800の場合は
1棚：20kg  × 3段まで

1棚
20kg

1棚
20kg

1棚
20kg

1棚
20kg

1棚
20kg

1棚
20kg

サイズ WSホワイト WSアッシュ WSブライト
700 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
900 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,400

SS0-LWS200 ⽊棚板

○ （特注対応 ワイド・奥行）

× 不可

集成材 MDF両面貼
（EBコート）

15mm

F☆☆☆☆対応品

× 不可

1枚〜

サイズ 700：10kg
サイズ 900：8kg
※ロイヤル製品以外で使⽤した場合の数値

※既製品・加⼯品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

WSホワイト WSアッシュ WSブライト
¥650 ¥650 ¥650

SS0-LWS-ET LWS⽤エッジテープ

× 不可

※粘着部に⼿を触れたり、貼り直したりすると粘着⼒が低下します。
※ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。

NEW LWS⽤エッジテープ

■ レール収納の安全⽬安荷重について

※レール収納の安全⽬安荷重は 1棚当たり
20kgですが、使⽤する製品の安全⽬安荷重
がそれ以下の場合はその数値を優先して
お守りください。

※サポート呼び名 600の場合は 20kg× 2段
まで、800の場合は 20kg× 3段まで。但し
バランスよく荷重をかけた場合に限ります
のでご注意ください。

※レール本体は必ず下地（柱・下地合板 12mm
以上）のある位置へ取り付けてください。

ご注意

樹脂粘着テープ

1巻

安全目安荷重安全目安荷重
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［ 写真の壁面サイズ ］W2700mm × H2300mm

自然素材棚板

03
⽇本の代表的な天然⽊を採⽤
した棚板なので、収納物を引き
⽴ててくれるだけでなく、イン
テリアのクオリティアップにも
貢献してくれます。キッチンを
はじめリビングなどの居室にも
お使いいただけます。

キッチン
シンプルで広がりのあるキッチン空間に魅せる収納を意識したお気に入りの
キッチンウェア、存在感のある天然⽊の棚板が映える収納プランです。経年美化
により時を経るごとに棚板の美しさや風合いが増していくのも魅⼒です。

1 概略図

A-A(1:20) B-B(1:20) A B

A B

300 300

100

700 700 200220

100

100100

30
4

30
443
7

43
7

木棚サイズ
900

木棚サイズ
900

12
00（
キ
ャ
ッ
プ
寸
法
除
く
）

10
00（
サ
ポ
ー
ト
下
端
）

スギフシ

スギマサ

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
自然素材
棚板

SS0-NS300 自然素材棚板 900 スギフシ 6 ¥5,900 ¥35,400

SS0-NST-4P 自然素材棚板⽤ビス
（4本入り） 16 Sダークグレー 6 ¥100 ¥600

サポート SS2-SSF-11 コノ字型
シングルサポート 1200 Sダークグレー 4 ¥880 ¥3,520

SS2-CSS11-S サポートキャップ
ビスセット（シングル） 50 ダークグレー 4 ¥260 ¥1,040

SS0-ST1200 タッピングビス
サポート1200⽤7本入り 50 Sダークグレー 4 ¥200 ¥800

ブラケット
SS2-WOB-R/L ⽊棚ブラケット 

（左右セット） 300 Sダークグレー 6 ¥1,040 ¥6,240

合計 ¥47,600

構成参考例 ［定価・税別］

※写真はSS2-SSF-11

※写真はSS0-NS300
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天然⽊だからウッディなインテリアとのコーディネートが楽しめる
収納プランです。趣味のアイテムも映えます。

お気に入りの調度品や観葉植物を自然素材棚板に配置した寝室収納
です。スギの香りに含まれるセドロールという成分により⼼地の良い
眠りを誘います。

リビング 寝 室
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03

ステンレス色 SダークグレーSアイボリー

NEW 自然素材棚板 天然⽊ならではの風合いが魅⼒の棚板です 

NEW 自然素材棚板⽤ビス 棚板とブラケットを固定するビスです 

足割付き
3.87

16

写真はスギマサ

さらっとした優しい感触とツヤ感
を抑えたマットで柔らかな⽊⽬
の質感が魅⼒のサンダー仕上げ
を採⽤。

サンダー仕上げの
採⽤でマットな
優しいテクスチャー。

サイズ
300

20

⽊棚カットの発注の⼿引きにつきましては専⽤のサイトをご参照ください。 

▲  

 https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/order.php

※無塗装

Sダークグレー

Sダークグレー

SダークグレーSアイボリー

Sアイボリー

Sアイボリー

マットシルバー

SダークグレーSアイボリーマットシルバー

マットシルバー

マットシルバー

■ 関連パーツ ［⽊棚ブラケット］

SS2-WOB-R/L
※ 1セット当たりの価格です。

⽊棚ブラケット 19
（左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300 ¥1,040 ¥1,040 ¥1,040 

SS2-WIB-R/L
※ 1セット当たりの価格です。

⽊棚ブラケット 19
（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300 ¥1,220 ¥1,220 ¥1,220 

SS2-WOB-C

SS3-WOB-R/L

※ 1本当たりの価格です。 ※ 1セット当たりの価格です。

※シューノ19、シューノ32共通

⽊棚ブラケット 19
（中間⽤）

⽊棚ブラケット 32
（左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300 ¥520 ¥520 ¥520

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー 1棚あたり安全⽬安荷重
SS3-SSF-14

300 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,320  
▲

　　　　58kg

スギフシ
節有

スギマサ
柾⽬上小無地

SS0-NS300 自然素材棚板

サイズ スギマサ スギフシ
900 ¥8,700 ¥5,900

○ （特注対応 ワイド・奥行）

○ （⾒積必要）
　　P.22参照

スギ集成材　無塗装

20mm

F☆☆☆☆対応品

○ ダボ穴加⼯ 特注対応

1枚〜

安全⽬安荷重ページ
P.21参照

品番 サイズ ステンレス色 Sアイボリー Sダークグレー

SS0-NST-4P (4本入り) 16 ¥65 ¥100 ¥100
SS0-NST-50P (50本入り) 16 ¥550 ¥830 ¥830

SS0-NST-□ 自然素材棚板⽤ビス

△ （特注対応）

ステンレス

専⽤タッピング適合ビット二番
Sアイボリー、Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

× 不可

1パック
（4本・50本入り）

※⽊棚板「SS0-WS300・SS0-WS450・SS0-GWS450・SS0-LWS200」へは使⽤しないでください。
　⽊棚板へは⽊棚板⽤ビスを使⽤して下さい。

安全目安荷重安全目安荷重

※既製品・加⼯品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

DS加⼯

ダボセット加⼯（DS加⼯） 

DS加⼯費（2ダボ）
100円

（仕切価格）

1セット（本）より
（50本約 5⽇後出荷）

SS2-WOB-R/L DSなどと
品番欄にご指定いただけれ
ば⽊棚板簡易固定⽤ダボを
取り付 け加 ⼯ い たします。
寸法表確認の上、⽊棚板に
6〜10φ程度の穴ぐり加⼯
を施してご使⽤ください。φ5×12

シューノ19 シューノ32

スパン独⽴棚外々棚内々上乗せ
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天然⽊の特徴について

光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。
色の変化は光の当たる量によって異なります。

光や雨が当たることで、少しずつグレーに変わっていきます。
色の変化は光や雨の当たり⽅によって異なります。

内装（屋内使⽤） 外装（屋外使⽤）

施⼯直後 施⼯直後6年後 6年後

自然素材であるスギには、
⼀つとして同じ物がない
⽊⽬や色合いなどの魅⼒
があります。⽊の成⻑過
程で生じる節、また⽊⽬や
色のばらつきなど、天然⽊
ならではの自然な風合い
や美しさ、躍動感をお楽し
みください。

⽊の幹が太くなる過程で、枝が
幹の中に包み込まれた部分。

乾燥などにより小さな割れや隙間
が生じる事があります。

⽊の樹脂が中に染み込みスジ状
に⾒える部分。

節

材色

小さな割れヤニスジ

■ 自然素材棚板の
　 製品規格について

■ 自然素材棚板の
　 経年変化について

無節または小さな節がわずかに
含まれた製品。落ち着きのある
上品な空間を演出できます。

年輪に対して平行に挽いたもの。
⽊⽬が山型やタケノコ型になり、
豊かな表情が楽しめます。

柾⽬を細かく貼り合わせた集成
材。縦⽅向に継ぎ⽬が無いのが
特徴です。

年輪に対して垂直に挽いたもの。
⽊⽬が 真っすぐな 縦 縞 に なり、
すっきりとした印象になります。

パテ、埋⽊処理を行っている製品。
節が生み出す、趣のある⽊本来の
豊かな表情を楽しむ事が出来ます。

上小無地 板⽬（いため）

節有 集成柾⽬柾⽬（まさめ）

⽊本来の風合いを感じる濃淡の
魅⼒。樹⽊の多くは、外周部と内側
で色が異なります。外周部（辺材）
は白っぽく、中⼼に近い部分（⼼材）
は赤味を帯びています。⼼材は辺
材に比べ虫害や腐りにも強く、狂い
も少ない等の特徴があります。
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ビス止め穴

ダボ（DS加⼯）⽤穴

鉛筆などで位置マーク

ダボ⽤穴（DS加⼯）は丸穴、
ビス止め穴は小判穴です。

穴あけまたはビス止めす
る場合は、傷がつかない
よう床を養生し、裏返して
ブラケットを当てがい作
業を行なってください。

上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に自然素材棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。

棚板のみの荷重データです。（ロイヤル製品以外で使⽤した場合のデータ値）
以下の安全⽬安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた
場合はデータ値が異なります。

■ 安全⽬安荷重について
　 （JIS規格データ）

■ ご注意事項

■ ダボ穴位置算出

■ ビス止め位置の
　 マーク

ご注意事項

製品を安全にご使⽤いただくために、ご注意事項、耐荷重データをご確認ください。

SS2-WOB-R/L
SS3-WOB-R/L
ご使⽤の場合

SS2-WIB-R/L
ご使⽤の場合

項⽬ スギマサ スギフシ

ロイヤル製品以外で
使⽤した場合の⽊棚データ値

（サイズ 900mm 厚み 20mm）

300mm 33kg 33kg

本製品は天然⽊を使⽤しています。天然⽊の特徴や性質をご理解いただきご採⽤いただきますようお願いいたします。
・天然⽊を使⽤しているため、1点ごとに⽊⽬、色調、節の数が異なります。・スギは比較的柔らかい樹種であり、へこみや
傷がつきやすい特徴があります。・無塗装で使⽤する場合は⽊材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮・反り・
割れなどが生じる可能性が高くなります。・設置される場所の湿度、温度変化によって小さな割れや隙間、反り、節抜け、
ヤニが生じることがあります。・経年変化については、光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。色の変化は
光の当たる量によって異なります。・ビス止めは、「SS0-NST-4P/50P」を使⽤してください。
※既製品・加⼯品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

【製品】

・⽇常のお⼿入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。・水がついてしまった場合、すぐに拭きとるようにしてください。
・乾拭きで落ちない汚れについては、硬く絞った雑巾で拭いてください。

【メンテナンス】

次の場所での保管、及び施⼯は避けてください。
× 湿気の多い場所　× 直接水のかかる場所　× ⽇当たりの強い場所　× 地面に直接触れる場所

・製品の保管は、ねじれ、反り防止のため平置きにする事をお勧めします。・この製品はホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆です。ホルムアルデヒドに汚染しない場所に保管してください。・開梱時には、入数・品質等をよく確認して
ください。・この製品は収納材、棚板⽤材料です。その他の⽬的にはご使⽤にならないでください。・現場でカットする
場合は、ササクレを防止するために、⽊材の表面を⼯具等で必ずケガキ処理してから切り始めてください。・塗装する
場合は、取付前に必ず裏面、⽊口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して⽊材の
バランスが崩れ、反り、膨れなどの原因になります。

【保管・開梱・施⼯】

安全⽬安荷重につきましては専⽤のサイトをご参照ください。 

▲  

 https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/about/safety.php
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【 特注塗装品のご紹介 】

自然素材棚板の特注塗装品は⼈と環境に優しい自然塗料「U-OIL」を採⽤。
ご家族やペットが触れても安全です。

全35色の豊富なカラーをご⽤意。こだわりのインテリアコーディネートが可能です。

特　⻑ 効　果

カラーバリエーション

H01
Hエクストラクリア

H06
Hダークブラウン

H11
Hブラック

H16
Hクリーム

H21
Hワインレッド

H26
Hモスグリーン

H31
Hライトシーダー

H02
Hクリア

H07
H古色ブラウン

H12
Hグリーン

H17
Hベージュ

H22
Hアンチークブルー

H27
Hモスグレー

H32
H和風赤

H03
Hライトオーク

H08
H古色ブラック

H13
Hライトグリーン

H18
Hイエロー

H23
Hダークグリーン

H28
Hピンク

H33
H和風藍

H04
Hダークオーク

H09
Hホワイト

H14
Hブルー

H19
Hカントリーイエロー

H24
Hダークグレー

H29
Hライトピンク

H34
H和風鶯

H05
Hライトブラウン

H10
Hグレー

H15
Hライトブルー

H20
Hカントリーオレンジ

H25
Hダークベージュ

H30
Hシーダー

H35
H石板色

H01 : Hエクストラクリア H02 : Hクリア
塗装後の仕上がり 透明仕上げ（⽊の質感を活かす） 飴色仕上げ（⽊に温かみをもたせる）
ツヤの有無 ツヤなし 半ツヤ

撥水性

防汚性  耐候性

Hエクストラクリアと
Hクリアの違い

F☆☆☆☆対応品

精選亜⿇仁油、天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全にこだわって
います。刺激臭のある石油系溶剤は使っておらず、ほぼ無臭です。

高い着色性があり、⽊の質感をそのままに、⽊⽬が引き⽴ち、⽊の
美しさが際⽴ちます。

浸透型塗料なので、⽊に浸透し、⽊の呼吸を妨げることなく調湿性を
活かします。

時を経るほどに、⽊の経年変化との相乗効果によって、より味わい
深い色合いに変化していきます。

高い安全性

⽊⽬を活かした
仕上げに

活かされる
⽊の調湿性

経年変化により
味わいのある色合いに 
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お施主様

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設
置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能
性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。
注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社
での保証は致しかねますのでご了承ください。

本　　社/〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15
東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8

TEL:(06)6789-1234(代)
TEL:(03)3634-6180(代)

FAX:(06)6789-1231
FAX:(03)3635-5766

●本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい
場合は必ず弊社の了承を得てください。

●本カタログの記載内容は2022年6月1日現在のものです。
●外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
●ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
●商品の色はお使いの環境（モニター、ブラウザ、照明等）や印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
●弊社の商品は知的財産権所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）

絶対に棚板の上に乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね
上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）

ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようとせず、安全のため2人で行なって
ください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。

木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあり
ます。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。

取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具（ドライバーなど）を正しく使用するなどして確実
に固定してください。

使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安荷重をご確認いただき、
収納物の重量を考慮してください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

注意
「してはいけない」を示します。

「必ず行なっていただくこと」を示します。

この表示を無視して誤った取り扱いを行なう
と使用者などが傷害（※1）を負うことが想定
されるか、物的損害（※2）の発生が想定される
危害・損害の程度を示す。
(※1)傷害とは、治療に入院や長期の通院を要

さない、ケガ、やけど、感電などをさす。
(※2)物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大        

損害をさす。

国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる

環境への負荷を抑えようという働きが活発になってきております。

そのような中、弊社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境

負荷物質（SOC10物質）規制を積極的に取り組んで参ります。

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ
悪影響をもたらすSOC10物質規制への
取り組みを加速させ安心で安全な
「グリーン商品」を広げていきます。

①鉛およびその化合物
②水銀およびその化合物
③カドミウムおよびその化合物
④六価クロムおよびその化合物
⑤ポリ臭化ビフェニール
⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル

※ロイヤルは上記EU RoHS指令の対象10物質を 
   「SOC10物質」と表記いたします。

⑦フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
⑧フタル酸ジ-n-ブチル
⑨フタル酸ブチルベンジル
⑩フタル酸ジイソブチル

SOC6物質 SOC4物質

環境への取り組み

注意

INFORMATION & CAUTION


