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ナチュラルブラウンアルミ支柱60角焼木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-332 W786×H1800㎜ ¥150,000 60角焼木目2400㎜2本付
PAT-333 W786×H1500㎜ ¥148,500 60角焼木目2100㎜2本付

ナチュラルブラウンアルミ支柱70丸焼木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-338 W786×H1800㎜ ¥159,700 70丸焼木目2400㎜2本付
PAT-339 W786×H1500㎜ ¥158,200 70丸焼木目2100㎜2本付

オークアルミ支柱60角オーク木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-334 W786×H1800㎜ ¥150,000 60角オーク木目2400㎜2本付
PAT-335 W786×H1500㎜ ¥148,500 60角オーク木目2100㎜2本付

オークアルミ支柱60角オーク木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-340 W786×H1800㎜ ¥159,700 70丸オーク木目2400㎜2本付
PAT-341 W786×H1500㎜ ¥158,200 70丸オーク木目2100㎜2本付

アルミ支柱60角古色木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-330 W786×H1800㎜ ¥150,000 60角古色木目2400㎜2本付
PAT-331 W786×H1500㎜ ¥148,500 60角古色木目2100㎜2本付

ダークブラウン アルミ支柱70丸古色木目使用
品　番 規格（支柱内幅×高さ） 価　格

PAT-336 W786×H1800㎜ ¥159,700 70丸古色木目2400㎜2本付
PAT-337 W786×H1500㎜ ¥158,200 70丸古色木目2100㎜2本付

ダークブラウン

ラティス 縦格子
エイコー

エイコー ラティス 縦格子 扉セット 支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス
縦格子扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方
向等をご指定ください。

PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800（表）

PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800（裏）

ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク
60角

古色木目
60角
焼木目

60角
オーク木目

70丸
古色木目

70丸
焼木目

70丸
オーク木目

業 務 用

■製造物賠償責任保険制度加入
このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。
このカタログに掲載の写真は、印刷インク等の関係で実際の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
このカタログの製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合がありますのでご了承ください。
他社製品と併用することにより、施工性やアフター等に支障をきたす場合があります。
当社の製品については必ず当社ブランドであることをご確認ください。
本誌に掲載されている全ての情報・写真などの無断掲載、複写・複製を禁じます。

〒640-0454　和歌山県海南市別院522　
Tel.073（488）0331　Fax.073（486）0515
http://www.yamaichiya.co.jp/　
e-mail / info@yamaichiya.co.jp

※このパンフレットに掲載している価格は、平成28年11月1日現在のものです。

お問い合せは下記までお気軽に...

ラティス 縦格子
エイコー

ユニット ウィング



ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）

ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）

ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）

ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク
品　名 規　格 価　格

品 番 品 番 品 番
PAR-370DB PAR-370NB PAR-370O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1800 幅1800×高さ900㎜ ¥64,860
PAR-371DB PAR-371NB PAR-371O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1500 幅1500×高さ900㎜ ¥60,660
PAR-372DB PAR-372NB PAR-372O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1200 幅1200×高さ900㎜ ¥50,000

ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク
品　名 規　格 価　格

品 番 品 番 品 番
PAR-380DB PAR-380NB PAR-380O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1800 幅900×高さ1800㎜ ¥59,360
PAR-381DB PAR-381NB PAR-381O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1500 幅900×高さ1500㎜ ¥57,780
PAR-382DB PAR-382NB PAR-382O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1200 幅900×高さ1200㎜ ¥48,520

ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク
品　名 規　格 価　格

品 番 品 番 品 番
PAR-373DB PAR-373NB PAR-373O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1800 幅1800×高さ900㎜ ¥74,060
PAR-374DB PAR-374NB PAR-374O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1500 幅1500×高さ900㎜ ¥69,860
PAR-375DB PAR-375NB PAR-375O ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1200 幅1200×高さ900㎜ ¥59,200

ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク
品　名 規　格 価　格

品 番 品 番 品 番
PAR-383DB PAR-383NB PAR-383O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1800 幅900×高さ1800㎜ ¥68,720
PAR-384DB PAR-384NB PAR-384O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1500 幅900×高さ1500㎜ ¥67,140
PAR-385DB PAR-385NB PAR-385O ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1200 幅900×高さ1200㎜ ¥57,880

別注サイズ可
1800×900以下

別注サイズ可
1800×900以下

別注サイズ可
1800×900以下

別注サイズ可
1800×900以下

※写真はW5640（支柱外×外）×H900㎜
￥ 228,580

※写真はW2940（支柱外×外）×H1800㎜
￥ 229,760基本セット￥81,860

⃝60角焼木目1400㎜ ………… 2本
⃝60角焼木目用キャップ ……… 2枚

追加セット￥73,360
⃝60角焼木目1400㎜ ………… 1本
⃝60角焼木目用キャップ ……… 1枚

基本セット￥85,200
⃝60角古色木目2400㎜ ……… 2本
⃝60角ブラック用キャップ …… 2枚
追加セット￥72,280
⃝60角古色木目2400㎜ ……… 1本
⃝60角ブラック用キャップ …… 1枚

エイコー
プラボードジョイント材

ダークブラウン

ナチュラルブラウン

オーク

エイコー
ユニット式ラティス
洋風フェンス「ユニット式ラティス」は、 
あらかじめ組立済みのラティス・フェン
スの両端部のチャンネルハネ付のサラ刳
り加工した部分に付属ビス（サラビス
小頭 4×16㎜）にて支柱に取り付ける
だけの簡単施工です。
現場での工期を短縮してコストダウンを
実現しました。
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エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型

アルミ支柱60角使用 チャンネル22ハネ付

アルミ支柱60角使用 チャンネル22ハネ付

エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型
寸法図

アルミ支柱70丸使用 チャンネル22ハネ付丸柱用

アルミ支柱70丸使用 チャンネル22ハネ付丸柱用

基本セットと追加セット

基本セットと追加セット

丸型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス
（サラ小頭4×16㎜）で取り付けてください。

アルミ支柱
70丸焼木目 ラティス ユニットA-1型

（丸柱用） 焼木目

丸柱用ユニット

アルミ支柱
60角焼木目 ラティス ユニットA-1型

（角柱用） 焼木目

角型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス
（サラ小頭4×16㎜）で取り付けてください。

角柱用ユニット

ーー簡 単 施 工 例ーー


