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型番 AREN39 型番 AREN42
価格 \15,500 (税別) 価格 \16,000 (税別)
内寸 368×208×43/75mm 内寸 398×233×43/85mm
外寸 396×233×130mm 外寸 426×258×140mm
重量 1.6kg 重量 1.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 ポケット付メルトン貼 その他 ポケット付メルトン貼

エコノミー エコノミー

型番 AREN45 型番 AREN48
価格 \16,500 (税別) 価格 \19,500 (税別)
内寸 428x257x43/95mm 内寸 458x281x48/100mm
外寸 456×282×150mm 外寸 486x306x162mm
重量 2.2kg 重量 2.7kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 ポケット付メルトン貼 その他 ポケット付メルトン貼

エコノミー ベルト付 エコノミー

型番 AREN54 型番 AREN60
価格 \21,500 (税別) 価格 \27,500 (税別)
内寸 518x327x48/117mm 内寸 575x376x57/124mm
外寸 546x352x178mm 外寸 606x407x196mm
重量 3.3kg 重量 4.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 ポケット付メルトン貼 その他 ポケット付メルトン貼

ベルト付 エコノミー ベルト付 エコノミー

型番 AREN66 型番 AREN72
価格 \29,000 (税別) 価格 \30,500 (税別)
内寸 635x426x57/144mm 内寸 695x486x57/164mm
外寸 666x457x216mm 外寸 726x517x236mm
重量 5.1kg 重量 5.9kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 ポケット付メルトン貼 その他 ポケット付メルトン貼

ベルト付 エコノミー ベルト付 エコノミー

型番 AREC66 型番 AREC72
価格 \39,000 (税別) 価格 \40,500 (税別)
内寸 635x426x57/144mm 内寸 695x486x57/164mm
外寸 666x457x216mm 外寸 726x517x236mm
重量 5.8kg 重量 6.7kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ポケット付メルトン貼 その他 ポケット付メルトン貼

キャスター エコノミー キャスター エコノミー

型番 AREC78
価格 \44,500 (税別)
内寸 755x546x57/184mm
外寸 786x577x256mm
重量 7.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ポケット付メルトン貼

キャスター エコノミー

合口部(サッシ) インロー(ズレ防止・プラ)

お問合せ
    アルミケースドットコム
    山梨県甲斐市島上条1466-8-101
    TEL 055-236-9080  FAX 055-268-2278
    Email  info@alumicase.com
    https://alumicase.com



製品カタログ 2/10 ジュラルミンケース アルミケースドットコム

型番 ARSN36カメラケース 型番 ARSN39カメラケース
価格 \19,500 (税別) 価格 \21,500 (税別)
内寸 335x176x30/235mm 内寸 365x186x30/250mm
外寸 362x203x288mm 外寸 392x213x303mm
重量 2.9kg 重量 3.1kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 仕切板 メルトン貼 その他 仕切板 メルトン貼

肩ベルト 肩ベルト

型番 ARSN42アタッシュ 型番 ARSN45アタッシュ
価格 \19,500 (税別) 価格 \20,500 (税別)
内寸 408x288x33/54mm 内寸 438x308x33/62mm
外寸 392x213x303mm 外寸 455x325x106mm
重量 2.2kg 重量 2.4kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 ポケット メルトン貼 その他 ポケット メルトン貼

型番 ARSN44F FLIGHT 型番 ARSN47F FLIGHT
価格 \31,500 (税別) 価格 \32,000 (税別)
内寸 420x150x74/250mm 内寸 450x200x84/270mm
外寸 440x170x335mm 外寸 470x220x365mm
重量 4.kg 重量 4.5kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ポケット メルトン貼 その他 ポケット メルトン貼

肩ベルト 肩ベルト

型番 ARSN48 型番 ARSN54
価格 \26,500 (税別) 価格 \28,000 (税別)
内寸 465x290x52/100mm 内寸 525x335x52/115mm
外寸 485x310x165mm 外寸 545x355x180mm
重量 3.5kg 重量 4.kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

ポケット付 ポケット付

型番 ARSN60 型番 ARSN66
価格 \35,000 (税別) 価格 \37,000 (税別)
内寸 585x390x60/126mm 内寸 645x435x60/146mm
外寸 605x410x200mm 外寸 665x455x220mm
重量 5.3kg 重量 6.kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

ポケット付 ポケット付

型番 ARSN72 型番 ARSC60
価格 \40,000 (税別) 価格 \45,500 (税別)
内寸 705x495x60/166mm 内寸 585x390x60/126mm
外寸 725x515x240mm 外寸 605x410x200mm
重量 7.2kg 重量 5.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

ポケット付 ポケット Φ50キャスター

型番 ARSC66 型番 ARSC72
価格 \47,500 (税別) 価格 \49,500 (税別)
内寸 645x435x60/146mm 内寸 705x495x60/166mm
外寸 665x455x220mm 外寸 725x515x240mm
重量 5.8kg 重量 7.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

ポケット Φ50キャスター ポケット Φ50キャスター
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型番 ARSC78 型番 ARDN48
価格 \54,000 (税別) 価格 \40,000 (税別)
内寸 765x555x60/186mm 内寸 464x324x63/102mm
外寸 785x575x260mm 外寸 484x344x175mm
重量 9.2kg 重量 4.6kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

ポケット Φ50キャスター

型番 ARDN54 型番 ARDC60
価格 \43,500 (税別) 価格 \57,000 (税別)
内寸 524x344x63/112mm 内寸 584x364x63/122mm
外寸 544x364x185mm 外寸 604x384x195mm
重量 5.5kg 重量 7.kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

型番 ARDC66 型番 ARDC72
価格 \64,000 (税別) 価格 \70,000 (税別)
内寸 644x404x63/152mm 内寸 704x434x63/172mm
外寸 664x424x225mm 外寸 724x454x245mm
重量 8.kg 重量 9.kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼 その他 ベルト メルトン貼

型番 ARDC76
価格 \74,000 (税別)
内寸 744x484x63/212mm
外寸 764x504x285mm
重量 11.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手
その他 ベルト メルトン貼

合口部 インロー(ズレ防止・ブラ)
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型番 ARST2800 型番 ARST3800
価格 \18,500(税別) 価格 \20,000(税別)
内寸 380x280x105mm 内寸 380x280x155mm
外寸 100x300x35/75mm 外寸 400x300x60/100mm
重量 1.9kg 重量 2.1kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 A5052 t1.2  その他 A5052 t1.2 

B型 B型

型番 ARST4000 型番 ARST4500
価格 \24,000(税別) 価格 \23,000(税別)
内寸 430x330x95mm 内寸 380x280x195mm
外寸 450x350x35/65mm 外寸 400x300x60/140mm
重量 2.2kg 重量 2.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 A5052 t1.2  その他 A5052 t1.2 

B型 B型

型番 ARST4800 型番 ARST5000
価格 \24,000(税別) 価格 \26,500(税別)
内寸 480x280x155mm 内寸 430x330x145mm
外寸 500x300x60/100mm 外寸 450x350x50/100mm
重量 2.5kg 重量 2.5kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 A5052 t1.2  その他 A5052 t1.2 

B型 B型

型番 ARST5500 型番 ARST6500
価格 \33,500(税別) 価格 \37,500(税別)
内寸 420x310x195mm 内寸 480x280x195mm
外寸 440x330x50/150mm 外寸 500x300x50/150mm
重量 3.kg 重量 3.5kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 A5052 t1.2  その他 A5052 t1.2 

A型 A型

型番 ARST6800 型番 ARST7000
価格 \34,500(税別) 価格 \45,500(税別)
内寸 430x330x195mm 内寸 530x430x225mm
外寸 430x350x50/150mm 外寸 550x450x60/170mm
重量 2.8kg 重量 6.kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 A5052 t1.2  その他 A5052 t1.2 

B型 A型

型番 ARST7500 型番 ARST8000
価格 \47,500(税別) 価格 \52,500(税別)
内寸 580x400x205mm 内寸 470x370x305mm
外寸 600x420x60/150mm 外寸 490x390x80/230mm
重量 5.5kg 重量 6.5kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵無パチン錠 直角手
その他 A5052 t1.2  その他 掛け金 宛名差

A型 A5052 t1.2 Ａ型

型番 ARST8200 型番 ARST8500
価格 \54,500(税別) 価格 \58,000(税別)
内寸 520x420x295mm 内寸 530x350x435mm
外寸 550x450x60/240mm 外寸 550x370x80/360mm
重量 6.kg 重量 7.5kg
パーツ 鍵付パチン錠 直角手 パーツ 鍵無パチン錠 直角手
その他 宛名差 その他 掛け金 宛名差

A5052 t1.2 Ｃ型 A5052 t1.2 Ａ型
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型番 ARST8800 型番 ARST9000
価格 \65,500(税別) 価格 \79,000(税別)
内寸 570x390x345mm 内寸 670x470x345mm
外寸 600x420x60/290mm 外寸 700x500x50/300mm
重量 7.3kg 重量 8.6kg
パーツ 鍵付パチン錠 直角手 パーツ 鍵付パチン錠 直角手
その他 宛名差 その他 宛名差

A5052 t1.2 Ｃ型 A5052 t1.2 Ｃ型

型番 ARST9900 型番 ARST10000
価格 \108,000(税別) 価格 \135,000(税別)
内寸 870x370x395mm 内寸 955x455x495mm
外寸 900x400x60/340mm 外寸 1000x500x95/405mm
重量 10.kg 重量 18.kg
パーツ 鍵無パチン錠 直角手 パーツ 鍵無パチン錠 直角手
その他 掛け金 宛名差 その他 掛け金 宛名差

A5052 t1.2 C型 A5052 t1.2 C型

型番 ARBK1 1億円用 型番 ARBK2 2億円用
価格 \43,500(税別) 価格 \56,500(税別)
内寸 430x345x115mm 内寸 870x370x395mm
外寸 450x365x50/85mm 外寸 900x400x60/340mm
重量 3.3kg 重量 10.kg
パーツ 鍵付パチン錠 アルミ手 パーツ 鍵付パチン錠 直角手
その他 掛け金 コルク貼り その他 掛け金 コルク貼り

A5052 t1.2 A型 A5052 t1.2 A型

型番 ARBK3 3億円用
価格 \67,000(税別)
内寸 430x345x330mm
外寸 450x365x80/290mm
重量 5.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 直角手
その他 掛け金 コルク貼り

A5052 t1.2 A型
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型番 ARODC304 型番 ARCFD8
価格 \8,500(税別) 価格 \7,000(税別)
種類 FDx4 MOx2 種類 FDx8 MOx4
外寸 250x135x35mm 外寸 250x250x35mm
重量 0.8kg 重量 0.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 宛名差 パーツ 鍵付パチン錠 宛名差
その他 A5052 t1.2 その他 A5052 t1.2

型番 ARFD02D 型番 ARMO02D
価格 \13,500(税別) 価格 \13,500(税別)
種類 FDx2 種類 MOx1
外寸 250x135x35mm 外寸 250x250x35mm
重量 0.4kg 重量 0.4kg
パーツ 3桁ダイヤル錠 パーツ 3桁ダイヤル錠
その他 A5052 t1.2 その他 A5052 t1.2

型番 ARCDR02 型番 ARCDR02D
価格 \15,000(税別) 価格 \18,500(税別)
種類 CDx2 種類 CDx2
外寸 265x180x50mm 外寸 265x180x50mm
重量 0.6kg 重量 0.6kg
パーツ 鍵付パチン錠 ビニール手 パーツ 3桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 鍵付パチン錠
その他 A5052 t1.2 その他 A5052 t1.2

型番 ARLT02 型番 ARLT02D
価格 \15,000(税別) 価格 \18,500(税別)
種類 LTOx2 種類 LTOx2
外寸 265x180x50mm 外寸 265x180x50mm
重量 0.6kg 重量 0.7kg
パーツ 鍵付パチン錠 ビニール手 パーツ 3桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARLT04 型番 ARLT04D
価格 \18,500(税別) 価格 \22,000(税別)
種類 LTOx4 種類 LTOx4
外寸 335x265x50mm 外寸 335x265x50mm
重量 0.8kg 重量 0.9kg
パーツ 鍵付パチン錠 ビニール手 パーツ 3桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 A5052 t1.2

A5052 t1.2

型番 ARLT10 型番 ARLT10D
価格 \27,500(税別) 価格 \31,000(税別)
種類 LTOx10 種類 LTOx10
外寸 480x65x155mm 外寸 480x65x155mm
重量 2.0kg 重量 2.0kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 3桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 プラ手 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARLT20 型番 ARLT20D
価格 \41,000(税別) 価格 \45,000(税別)
種類 LTOx20 種類 LTOx20
外寸 400x286x155mm 外寸 400x286x155mm
重量 2.8kg 重量 2.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 3桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 プラ手 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2
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型番 ARLT30 型番 ARLT30D
価格 \53,500(税別) 価格 \57,500(税別)
種類 LTOx30 種類 LTOx30
外寸 400x403x155mm 外寸 400x403x155mm
重量 3.3kg 重量 3.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARDL02 型番 ARDL02D
価格 \15,000(税別) 価格 \18,500(税別)
種類 DLTx2 種類 DLTx2
外寸 265x180x50mm 外寸 265x180x50mm
重量 0.6kg 重量 0.7kg
パーツ 鍵付パチン錠 ﾋﾞﾆｰﾙ手 パーツ 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARDL04 型番 ARDL04D
価格 \18,500(税別) 価格 \22,000(税別)
種類 DLTx4 種類 LTOx20
外寸 335x265x50mm 外寸 335x265x50mm
重量 0.8kg 重量 0.9kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARDL10 型番 ARDL10D
価格 \27,500(税別) 価格 \31,000(税別)
種類 DLTx10 種類 DLTx10
外寸 480x65x155mm 外寸 480x65x155mm
重量 0.9kg 重量 2.0kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT02 型番 ARCT02D
価格 \15,000(税別) 価格 \18,500(税別)
種類 3480/CMTx2 種類 3480/CMTx2
外寸 265x180x50mm 外寸 265x180x50mm
重量 0.6kg 重量 0.6kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT04 型番 ARCT04D
価格 \18,500(税別) 価格 \22,000(税別)
種類 3480/CMTx4 種類 3480/CMTx4
外寸 335x265x50mm 外寸 335x265x50mm
重量 0.8kg 重量 0.9kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT10 型番 ARCT10D
価格 \24,500(税別) 価格 \28,500(税別)
種類 3480/CMTx10 種類 3480/CMTx10
外寸 400x65x155mm 外寸 400x65x155mm
重量 1.8kg 重量 1.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2
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型番 ARCT20 型番 ARCT20D
価格 \38,500(税別) 価格 \41,500(税別)
種類 3480/CMTx20 種類 3480/CMTx20
外寸 400x286x155mm 外寸 400x286x155mm
重量 2.8kg 重量 2.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT30 型番 ARCT30D
価格 \50,500(税別) 価格 \54,500(税別)
種類 3480/CMTx30 種類 3480/CMTx30
外寸 400x403x155mm 外寸 335x26x550mm
重量 3.3kg 重量 3.3kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT40 型番 ARCT50
価格 \65,500(税別) 価格 \80,000(税別)
種類 3480/CMTx40 種類 3480/CMTx50
外寸 560x410x155mm 外寸 680x415x155mm
重量 5.1kg 重量 6.7kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARCT50D 型番 ARDC01
価格 \83,000(税別) 価格 \15,000(税別)
種類 3480/CMTx50 種類 1/4inch x1
外寸 335x26x550mm 外寸 335x265x50mm
重量 6.7kg 重量 0.6kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 ビニール手
その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠 その他 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARDC02 型番 ARDC04
価格 \18,500(税別) 価格 \24,000(税別)
種類 1/4inch x2 種類 1/4inch x4
外寸 335x265x50mm 外寸 425x315x50mm
重量 0.8kg 重量 1.4kg
パーツ 鍵付パチン錠 ビニール手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差

A5052 t1.2 A5052 t1.2

型番 ARDC10 型番 ARTS10
価格 \29,500(税別) 価格 \29,500(税別)
種類 1/4inch x10 種類 連続紙
外寸 390x225x140mm 内寸 420x310x80mm
重量 1.9kg 重量 2.8kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 プラ手
その他 宛名差 その他 宛名差 十字ベルト

A5052 t1.2 A5052 t1.2 硬質ｳﾚﾀﾝ貼

型番 ARTS55 型番 ARTS04D
価格 \41,000(税別) 価格 \22,000(税別)
種類 連続紙 種類 連続紙
内寸 420x310x190mm 外寸 335x265x50mm
重量 3.9kg 重量 0.9kg
パーツ 鍵付パチン錠 プラ手 パーツ 鍵付パチン錠 硬質ｳﾚﾀﾝ貼
その他 宛名差 硬質ｳﾚﾀﾝ貼 その他 宛名差 ３桁ﾀﾞｲﾔﾙ錠

A5052 t1.2 A5052 t1.2
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型番 MAX235S 黒 型番 MAX235S 橙
価格 \7,000(税別) 価格 \7,000(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 235x180x25/80mm 内寸 235x180x25/80mm
重量 0.95kg 重量 0.95kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX235L 黒 型番 ARMAX235L 橙
価格 \7,500(税別) 価格 \7,500(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 235x180x25/130mm 内寸 235x180x25/130mm
重量 1.2kg 重量 1.2kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX300 黒 型番 ARMAX300 橙
価格 \9,700(税別) 価格 \9,700(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 300x225x35/100mm 内寸 300x225x35/100mm
重量 1.8kg 重量 1.8kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX430 黒 型番 ARMAX430 橙
価格 \12,800(税別) 価格 \12,800(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 425x290x45/115mm 内寸 425x290x45/115mm
重量 3.2kg 重量 3.2kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX505 黒 型番 ARMAX505 橙
価格 \20,200(税別) 価格 \20,200(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 500x350x55/135mm 内寸 500x350x55/135mm
重量 4.15kg 重量 4.15kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX520 型番 ARMAX540S
価格 \28,500(税別) 価格 \33,500(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 520x290x45/115mm 内寸 538x405x50/140mm
重量 5.7kg 重量 7.6kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン

型番 ARMAX540L 型番 ARMAX620S
価格 \35,500(税別) 価格 \47,500(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 538x405x50/195mm 内寸 620x460x60/190mm
重量 8.3kg 重量 10kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン
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型番 ARMAX620L 型番 ARM1100
価格 \51,500(税別) 価格 \41,600(税別)
種類 樹脂 種類 樹脂
内寸 620x460x60/280mm 内寸 1100x370x45/95mm
重量 11.2kg 重量 8.8kg
パーツ ２段式ラッチ パーツ ２段式ラッチ
その他 気圧調整弁 その他 気圧調整弁

樹脂 ブロックウレタン 樹脂 ブロックウレタン


