
お問い合わせシート Tel. 0575-22-0554    Fax. 0575-22-4035

＊前頁を参考に必要事項をご記入いただき（わかる範囲で結構です）ＦＡＸして下さい。
　図面やイメージ写真等がございましたら合わせてお送り下さい。

アイアン事業部  〒501-3829　岐阜県関市旭ヶ丘3-13   Tel. 0575-22-0554    Fax. 0575-22-4035

株式会社 杉山製作所

URL 　http://www.kebin.jp　  E-mail  info@kebin.jp

■寸法表示
・寸法は全てmm(ミリメートル）単位で表示しております。
・手作り製品のためサイズは多少の誤差が生じる場合がございます。また素材の都合上、同一の商品でも仕上がりに若干の差異がございます。予めご了承下さい。

■価格
・本カタログに表示された価格は、2010年3月現在の価格です。表示価格は予告なしに変更する場合がございます。
・税込価格は消費税5％を含んだ価格です。（　）内は税別価格です。
・表示価格に、送料・取付費・組立費は含まれておりません。

■ご返品･交換
・商品が届きましたら、ただちに点検をお願い致します。万一お届けした商品がご注文の品と異なる、または商品・部材などが不足している、破損・汚損があるなど
  商品に不備がございましたら、弊社までご連絡下さい。

information

■安全上の注意
・本来の目的以外にはご使用にならないで下さい。誤った使用方法で万一トラブルが生じても責任は負いかねますのでご了承下さい。

■おことわり
・鉄製品を屋外でご使用になる場合は、予めサビにくくする加工を施せるものもございます。ご相談下さい。 
・商品は改良のため、予告なくデザイン変更及び仕様変更、価格変更、製造中止となる場合がございます。
・印刷された写真と実際の商品は、色・質感において多少異なる場合がございます。

サイズ

カラー

品番

フレームタイプ
（ＰＬ・PHをご注文の方）

台数

□フレームあり　     □フレームなし

×

規格商品

□サンドブラック　　　　□オフホワイト　　□ゴールド　　　　　　　□シルバー
□アンティークゴールド　□鉄地グレー　　　□アンティークホワイト　□アンティークブラウン

□サンドブラック　　　　□オフホワイト　　□ゴールド　　　　　　　□シルバー
□アンティークゴールド　□鉄地グレー　　　□アンティークホワイト　□アンティークブラウン
□生地　　　　　　　　　□特注色［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

1.製作物

4.デザインパターン

2.サイズ (mm) 3.台数

□ 手摺 □ フェンス □ 門扉□ パネル

□ 什器・家具 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

5.材料

6.色

7.使用場所

備考欄

枠　　□フラットバー　□角パイプ 　□丸棒　　　　　　　材料サイズ［　　　　　　　　　　　　　　］
　　　□指定なし　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

飾り　□フラットバー　□角棒　　　 □丸棒      □鉄板　　材料サイズ［　　　　　　　　　　　　　　］
　　　□指定なし　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

［　W　　　　　　　　D　　　　　　　　　H         　　　　　］

□ 規格品番［　　　　　　　　　　　］

□ 屋内　　　□屋外　※屋外でのご使用の場合は屋外用の下地処理を施します。（別途料金）

□ 規格品以外（特注）

規格以外の商品

IRON PANEL
デザイン集

株式会社 杉山製作所

フリガナ
会社名

フリガナ
氏名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ Ｅ-ｍａｉｌ

〒

お問い合わせ内容 □見積依頼　　　　　　　　　　　□注文

（　　　　） （　　　　）



Ｐ2

＜実例イメージ　アクセサリーショップのファサードパネル＞

＜実例イメージ　アクセサリーショップのファサードパネル＞

＜実例イメージ　レディースアパレルショップのファサードパネル＞

＜実例イメージ　レディースアパレルショップのファサードパネル＞

＜実例イメージ　紅茶サロンの装飾＞

＜実例イメージ　階段手摺＞

＜実例イメージ　フェンス＞

＜実例イメージ　什器装飾＞

㈱杉山製作所 Ｐ3

このカタログには弊社オリジナルのアイアン装飾のデザインパターンの一部を掲載しております。

デザインパターンは様々な場面でお使いいただけます。

■規格商品について

＊屋内用仕様です。屋外でご使用の場合は屋外用の下地処理を施します。（別途料金）

■アイアンパネルデザイン集について

正方形タイプ　[ 　品番　 ＰＬ・ＰＨ　]

価格

外枠付タイプ

外枠にビス穴があいており、
内側からビス止めできます。

外枠なしタイプ

正面からビス止めができます。

外枠付

外枠なし

100～300 301～500

￥5,775-
（￥5,500-)

￥7,875-
（￥7,500-)

￥7,350-
（￥7,000-)

￥9,450-
（￥9,000-)

￥11,025-
（￥10,500-)

￥13,125-
（￥12,500-)

￥12,600-
（￥12,000-)

￥14,700
（￥14,000-)

仕様
サイズ

PＬ

100～300 301～500

PＨ

カラー：サンドブラック（基本色）

枠　  ：無
   　   有 フラットバー　3×25 ｍｍ

サイズ：Ｚ＝100～500ｍｍ

飾り  ：鉄板　厚み3.2ｍｍ

取付方法：

ビス穴

Ｚ

Ｚ

＜外枠付タイプ＞ビス穴

Ｚ

Ｚ

＜外枠なしタイプ＞

長方形タイプ　[　品番　ＩＬ・ＩＨ　]

価格

外枠にビス穴があいており、内側からビス止めできます。

カラー：サンドブラック塗装（基本色）

枠　  ：フラットバー　3×25 ｍｍ

サイズ： 短手（Ｘ）＝300～500ｍｍ　長手（Ｙ）＝1000～2400ｍｍ

取付方法：

ビス穴

ＦＢ3×25

丸棒φ6Ｙ

Ｘ

①イメージに合うデザインがございましたら、巻末のお問い合わせシートをお使いいただきお気軽にお問い合わせ下さい。

②お伺いした内容をもとにイメージ・用途・ご予算を考慮し、弊社デザイナーがデザイン画・概算見積書を提出いたします。

④お見積書の内容をご確認いただき、内容がよろしければお見積書にご署名をいただきご発注となります。

⑥製品完成後、検品・梱包し、発送いたします。

⑤製作図面を作成いたします。最終確認をいただき製作に入ります。　製作期間は通常2～4週間程度いただきます。（仕様・数量・時期により異なります。）
　お急ぎの場合はご相談下さい。

③ご提案内容をもとにお客様のイメージに近づけるようお打ち合わせを重ねます。仕様（サイズ・色・加工方法など）を決定し、正式にお見積書を提出いたします。

※上記の他、デザイン集に無いデザインの提案もさせていいただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。

IL - 08 のデザインで
お店のファサードが
作りたい。
サイズは…

ご提案致します！

IH - 06 のデザインを
什器に使いたいけど…

■規格以外の商品（特注）のお問い合わせについて

A色　上記価格の20％UP

B色　上記価格の40％UP

C色　上記価格の50％UP

A色　上記価格の20％UP

B色　上記価格の30％UP

C色　上記価格の40％UP

＊カラーはP15をご覧下さい。

＊送料は別途頂戴いたします。

￥38,850-/ｍ
（￥37,000-/ｍ)

￥44,100-/ｍ
（￥42,000-/ｍ)

I HI Ｌ

＊長手(Y)方向のｍ単価です。短手(X)方向は300～500mmで価格は変わりません。

店舗のファサード・店舗の装飾・什器の側面・パーテーション

住宅のフェンス・お部屋の間仕切り・壁面のワンポイント装飾・ドアパネル・階段手摺　…　

デザインにお悩みの時、是非本カタログをご利用下さい。

飾り  ：鉄板　厚み2.3ｍｍ・3.2ｍｍ 
　　　　丸棒φ6ｍｍ・φ9ｍｍ　角棒□9ｍｍ
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㈱杉山製作所 Ｐ4

info@kebin.jp  http://www.kebin.jp

＊サイズ・カラーはご指定下さい。（参考サイズW300H300）デザインパターン＜正方形タイプ＞

ＰＬ-01 ＰＬ-02 ＰＬ-03

ＰＬ-04 ＰＬ-05 ＰＬ-06

ＰＨ-01 ＰＨ-02

ＰＨ-04 ＰＨ-05 ＰＨ-06

ＰＨ-03

＜製作イメージ＞

＜実例イメージ　アクセサリーショップの壁面装飾＞

＊サイズ・カラーはご指定下さい。（参考サイズW1500H500）

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

デザインパターン Ｐ5㈱杉山製作所

IL-01

IH-01

IH-02

IH-03

＜製作イメージ＞

＜製作イメージ＞

info@kebin.jp  http://www.kebin.jp

（飾り：鉄板t=3.2mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ6mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ9mm）

（飾り：鉄板t=3.2mm）



IH-04

IH-05

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

㈱杉山製作所 Ｐ6

info@kebin.jp  http://www.kebin.jp

IL-02 IL-03

＜製作イメージ＞

＜実例イメージ　フェンス＞

（飾り：t=3.2mm）

（飾り：t=2.3mm　丸棒φ6mm）

（飾り：t=3.2mm） （飾り：t=3.2mm）

（参考サイズW1500H500）デザインパターン ＊サイズ・カラーはご指定下さい。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

Ｐ7㈱杉山製作所
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IH-07

IH-06

IL-05

IL-04

＜製作イメージ＞

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ6mm）

（飾り：丸棒φ6mm）

（飾り：鉄板t=3.2mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ6mm）
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㈱杉山製作所 Ｐ8

＜製作イメージ＞

IL-07

IH-08

IL-06 （飾り：鉄板t=3.2mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ9mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ9mm）

デザインパターン ＊サイズ・カラーはご指定下さい。（参考サイズW1500H500）

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

Ｐ9㈱杉山製作所

IH-09

IH-10 IH-11

IL-08

IL-09

＜製作イメージ＞

＜製作イメージ＞

（飾り：φ6mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ6mm）

（飾り：鉄板t=2.3mm 丸棒φ6mm） （飾り：鉄板t=3.2mm） （飾り：丸棒φ6mm）

info@kebin.jp  http://www.kebin.jp




