UMBRELLA BAG STAND

カ サ 袋 ス タンド

雨天時
Rainy weather

雨天時
Rainy weather
晴天時
Clear weather

晴天時
（スライドパネル閉）
Clear weather
（sliding panel closed）

カサ袋スタンドとゴミ箱の 1 台 2 役、

晴天時はゴミ箱として、雨天時にはスライドパネルを下げるだけ。

天候にかかわらず使える店頭用サービス什器。

シンプルなデザインのローコストタイプ。

One stand serves two roles, umbrella bag stand and trash bin.
Stand placed in front of the store for customer service regardless of weather.

Be used as trash bin on clear days.
Or pull the sliding panel down on rainy days. Simple design at affordable price.

UMBRELLA BAG STAND 381T

UMBRELLA BAG STAND 401T

Item No.

カサ 袋 スタンド 4 0 1 T

Price（JPY）/ea.

Item No.

Price（JPY）/ea.

AB272 ¥70,400

本体：スチール
（塗装/シルバーメタリックA）
投入枠：ABS
カサ袋収納枚数：2列、最大約1800枚（110×800mmのカサ袋まで）
スタンド部：板バネ伸縮式
容量：24ℓ
※前部：アジャスター、 後部：固定キャスター付

本体：スチール
（塗装）
投入枠：ABS
カサ袋収納枚数：最大約900枚（110×800mmのカサ袋まで）
容量：25ℓ
※前部：アジャスター、後部：固定キャスター付
※扉裏面に予備のカサ袋収納スペース付

353

(mm)

Body : Steel (coated)
Inlet frame : ABS
Number of bags to be stored :
Maximum 900(up to bag size of 110×800 mm)
Capacity : 25 L
* 2 front adjusters and 2 back fixed casters
* On the back of the door, storage space is provided
for extra umbrella bags.
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Body : Steel (silver metallic A coated)
Inlet frame : ABS
Number of bags to be stored : 2 rows, maximum 1,800
(up to bag size of 110×800 mm)
Stand section : Plate spring extension
Capacity : 24 L
* 2 front adjusters and 2 back fixed casters

840

AA131 ¥152,350

916

カサ 袋 スタンド 3 8 1 T

(mm)

OTHERS
スタンドの出 入 が片 手
でセットできます。

前 面 扉 裏 面は予 備 の
カサ袋が収納できます。

The sign can be pull in or
out easily.

The spare bags are on the
back of the door.

スタンド収納時は自動
で フタが セットされ、
タバコの投げ捨てなどを
防止します。
The lid stays closed to prevent
the unwanted rubbish.

スライドパネルを引き ゴミ箱として使用しない
上げるとゴミ箱として 時は、投入口カバー（オ
使用できます。
（晴天時） プション）
でフタをします。

アジャスター・キャスター
付で移動もラクに行え
ます。

Cover the stand with an
optional inlet cover not to
be used as trash bin.

This has adjusters and
casters to fit any situations.

To be used as trash bin by
pulling the sliding panel up
on clear days.

UMBRELLA BAG

カサ 袋
カサ袋のセッティングは、 アジャスター・キャスター
スタンド上部のフックに 付で移動もラクに行え
ひもをかけるだけです。
ます。
Easy to set the umbrella
bags.

This has adjusters and
casters to fit any situations.

Item No.

Price（JPY）
/ea.

投 入 口カ バ ー
Item No.

Price（JPY）
/ea.

AB340 ¥12,100

AB274 ¥2,200

袋サイズ：100×750mm
入数：1,000枚

※カサ袋スタンド401Tのみ対応

Bag size : 100×750 mm
Number of bags : 1,000
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INLET COVER

材質：塩ビ
（2mm厚）

Material : PVC(2 mm thick)

