
●「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
●ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
●「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ず
お渡しください。

https://www.vinyframe.co.jp/

※商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の商品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので
　ご了承ください。

ビニフレームのWEBサイト
商品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。

商品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

◎全国サービスネットワーク

本社・工場／富山県魚津市北鬼江616番地
本社・工場

札幌

大阪
岡山広島福岡

宮崎

北信越

名古屋

仙台

東京

安全に関するご注意 ●お問い合わせ、ご用命は

TEL +62-21-897-1177

62-21　22.10（A）
業務用

TEL 0765-24-1032
TEL 011-624-5080
TEL 022-288-2141
TEL 03-5204-0820
TEL 0765-55-1208
TEL 052-703-8850
TEL 072-645-2626
TEL 086-244-5544
TEL 082-291-8251
TEL 092-541-7771
TEL 0986-46-5180

FAX 0765-24-1051
FAX 011-633-7088
FAX 022-288-5070
FAX 03-5204-0824
FAX 0765-55-1206
FAX 052-703-8234
FAX 072-645-2627
FAX 086-244-5344
FAX 082-291-8260
FAX 092-541-7701
FAX 0986-46-5100

本社
札幌
仙台
東京
北信越
名古屋
大阪
岡山
広島
福岡
宮崎
インドネシア   PT.ALVINY INDONESIA











木目調ラッピング材　お取り扱い上のご注意
●木目調ラッピング材は可燃性です。燃料タンクなどの危険物および熱風が出る排気口の近くには設置しないでください。
ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご留意ください。
●火気使用箇所に設置しないでください。また、近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。
変形・変色・破損や化粧シート表面に膨れが生じるおそれがあります。

●品質には万全を期しておりますが、同色の商品間で若干の色のばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
●木目調ラッピング材の化粧シートは樹脂製のため、摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
●木目調ラッピング材には高圧洗浄機を使用しないでください。化粧シートが剥がれたり、化粧シート表面を傷めるおそれがあります。

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー



木目調ラッピング材　お取り扱い上のご注意
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●木目調ラッピング材の化粧シートは樹脂製のため、摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
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【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
JC／オレンジチェリー



【格子30×50 見付30】
横格子パターン
SK／ツヤ消しシルバー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
TP／トラッドパイン

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
TP／トラッドパイン

【格子20×30 見付20】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【格子100×10 見付100】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【格子100×10 見付100】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【ガラリ格子】
UC／アーバングレー

【格子30×50 見付30】
TP／トラッドパイン



【格子30×50 見付30】
横格子パターン
SK／ツヤ消しシルバー

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
TP／トラッドパイン

【格子30×50 見付30】
竪格子パターン
TP／トラッドパイン

【格子20×30 見付20】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【格子100×10 見付100】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【格子100×10 見付100】
横格子パターン
UC／アーバングレー

【ガラリ格子】
UC／アーバングレー

【格子30×50 見付30】
TP／トラッドパイン



SK
ツヤ消しシルバー

SC
ステンカラー

KCBK
ツヤ消しブラックダークブロンズ

UC
アーバングレー

QB
ライトバーチ

JC
オレンジチェリー

TPDA
トラッドパイン

HG
ビターグレインダークウォールナット

WP
オールドファッションパイン

GP
ロイヤルペア

機能性を確保しつつ、住まいのお洒落なアクセントになります。 内観と外観で異なる印象と視覚効果を与えます。

シャープなフォルムが住まいをスタイリッシュに彩ります。

幅広い形状を活かして、住まいに力強い表情をつくり出します。

格 子 SCREEN

※木目調は格子材のみの設定となります。
※格子25(15)×50は木目調には対応していません。

■木目調■アルミ色

◯外観

◯内観

外観

内観

10ｍｍ

100ｍｍ

30ｍｍ

50ｍｍ

20ｍｍ

30ｍｍ

15ｍｍ

25ｍｍ

50ｍｍ

台形格子の外部25見付、内部15見付の違いによる視覚効果

外観→外からの視界を狭め、中が見えにくい印象。
内観→外からの光を採り込み、より明るく、視野も広がる。

25 外からの視界

採光15

格子30×50 見付30 格子30×50 見付50

格子25(15)×50 見付25

格子20×30 見付20 格子20×30 見付30

格子100×10 見付100
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【格子30×50 見付50】
※格子P=75
WP／オールドファッションパイン

【格子100×10 見付100】
※格子P=125
HG／ビターグレイン

【格子100×10 見付100】
※格子P=125
JC／オレンジチェリー

【格子30×50 見付50】
※格子P=65
DA／ダークウォールナット

横格子タイプ 横格子タイプ 持出し横格子タイプ 持出し竪格子タイプ竪格子タイプ竪格子タイプ

【格子100×10 見付100】
※格子P=115
TP／トラッドパイン

【格子100×10 見付100】
※格子P=115
GP／ロイヤルペア

SK
ツヤ消しシルバー

SC
ステンカラー

KCBK
ツヤ消しブラックダークブロンズ

UC
アーバングレー

格 子 SCREEN
スクリーンが視線を遮りながら光と風を採り入れ、
プライベートな空間を確保します。

◯竪格子パターン

◯斜め方向からの見え方の変化

◯横格子パターン

格子寸法と格子ピッチにより、斜めからの視線を遮断しながら、ほどよく採光・通風します。
ご使用場所は、横からの視線を遮る「竪格子」を1階、下からの視線を遮る「横格子」は、2階をおすすめいたします。

格子30×50 見付30 アルミ色

格子30×50 見付30 木目調 格子30×50 見付30 木目調

※木目調は対応していません。

【格子30×50 見付30】
UC／アーバングレー



【格子30×50 見付50】
※格子P=75
WP／オールドファッションパイン

【格子100×10 見付100】
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TP／トラッドパイン
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SK
ツヤ消しシルバー

SC
ステンカラー

KCBK
ツヤ消しブラックダークブロンズ

UC
アーバングレー

格 子 SCREEN
スクリーンが視線を遮りながら光と風を採り入れ、
プライベートな空間を確保します。

◯竪格子パターン

◯斜め方向からの見え方の変化

◯横格子パターン

格子寸法と格子ピッチにより、斜めからの視線を遮断しながら、ほどよく採光・通風します。
ご使用場所は、横からの視線を遮る「竪格子」を1階、下からの視線を遮る「横格子」は、2階をおすすめいたします。

格子30×50 見付30 アルミ色
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【格子30×50 見付30】
UC／アーバングレー















●「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
●ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
●「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ず
お渡しください。

https://www.vinyframe.co.jp/

※商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の商品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので
　ご了承ください。

ビニフレームのWEBサイト
商品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。

商品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。
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札幌

大阪
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安全に関するご注意 ●お問い合わせ、ご用命は

TEL +62-21-897-1177

62-21　22.10（A）
業務用

TEL 0765-24-1032
TEL 011-624-5080
TEL 022-288-2141
TEL 03-5204-0820
TEL 0765-55-1208
TEL 052-703-8850
TEL 072-645-2626
TEL 086-244-5544
TEL 082-291-8251
TEL 092-541-7771
TEL 0986-46-5180

FAX 0765-24-1051
FAX 011-633-7088
FAX 022-288-5070
FAX 03-5204-0824
FAX 0765-55-1206
FAX 052-703-8234
FAX 072-645-2627
FAX 086-244-5344
FAX 082-291-8260
FAX 092-541-7701
FAX 0986-46-5100
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