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安心安全のアウトセット構造
指詰め防止をすることで、女性や子どもでも扱い
やすく安心安全に。通気のための隙間も兼ねて
ゴミの臭いの滞留を防ぎます。

配慮の行き届いた取手
未使用時も意識したシンプルで幅広設計の取手
は、持つ位置や利き手などにも配慮。また抗菌
塗装を施し、衛生面でも配慮を加えました。

ガススプリングを採用
小さな力で開閉が可能で、女性でも安心。また
開けたとき開放状態を維持してくれるので、安全
にご使用いただけます。

大きな開口でより使いやすく
正面パネルが大きく開閉するので、ゴミの投入
だけでなく、ゴミ回収や清掃が行いやすくなりま
した。

人と環境にやさしい、洗練された使いやすいデザイン

調整式グリップアンカー
四隅でそれぞれ高さを調整し、どんな場所でも 
安定して設置できます。アンカーで固定するので、
転倒やズレを防ぎます。（調整幅50〜130㎜）

新しいカタチ、やさしいカタチ。

安全性や衛生面を基準に、よりユーザー目線の意匠設計。
ゴミ集積ユニットとしての使いやすさ、清掃のしやすさといった基本性能を押さえながら、
集合住宅にマッチする重厚で上質なデザインを採用し、周辺環境との調和にも配慮しました。

女性やご年配の方にも
無理なく開け閉めできる
高さに設 計しました。

カラーバリエーション

ダークブラウン

ホワイト

ブラック
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RGS-1812AU
標準価格　¥200,000（税抜） 
面材：アルミパンチングパネル 
寸法（㎜）：1,800（幅）×1,300（高さ）×900（奥行） 
容量：約1,100ℓ（45ℓゴミ袋24個分相当）

写真はRGS-1818Aの基本棟です。

NRGS-1608 RGS-1511AKURGS-1812AU RGS-1818A/22A

NRGS-1608
標準価格　¥214,000（税抜） 
面材：アルミパネル 
寸法（㎜）：1,600（幅）×994（高さ）×774（奥行） 
容量：約850ℓ（45ℓゴミ袋18個分相当）

RGS-1511AKU
標準価格　¥130,000（税抜） 
面材：アルミ格子パネル 
寸法（㎜）：1,500（幅）×1,170（高さ）×750（奥行） 
容量：約600ℓ（45ℓゴミ袋13個分相当）

※「上開き扉」のカラーは実際とは異なります。

周辺環境との調和まで配慮した新しいタイプ。

上開きタイプ 上開きタイプ 上開きタイプ 引き戸タイプ

コンパクトなスペースにスッキリ収まります。愛され続けるロングセラーモデル。 幅広い用途にご利用いただける連棟設置可能タイプ。

特長
• 女性やご年配の方にも配慮した開閉しやすい高さ寸法と、 

抗菌塗装も施された幅広い取手。

• 正面パネルが大きく開閉するので、ゴミ回収や清掃が行いやすくなりました。

• 指詰め防止となる蓋のアウトセット構造で安心安全に。

• パネルカラーは3色から選べ、まわりの環境に合わせてコーディネートできます。

特長
• 上開き式で開口が広く、ゴミの出し入れが容易です。

• アルミ格子パネル採用で通気性が良く、臭いが中にこもりません。

• コンパクト設計とシャープなデザインが敷居の狭い場所や店舗などのスペースに       　 

スッキリと収まります。

特長
• 上開き式で開口が広く、ゴミの出し入れが容易です。

• ガススプリング採用で開けた時は扉を保持し、閉める時は落下を防止します。

• アルミパンチングパネルなので錆に強く通気性が良く、臭いが中にこもりません。

• パネルカラーは2色から選べ、まわりの環境に合わせてコーディネートできます。

特長
• 広い開口の引き違い戸の採用で、左右どちらからもゴミの出し入れができます。

• 大規模マンションにも対応できる連棟設置可能タイプです。

• 管理しやすい分別棚や中仕切板を用意しました。

カラーバリエーション 枠組カラー（標準色）枠組カラー（標準色） アルミパンチングカラーアルミパンチングカラー

基本寸法図 基本寸法図基本寸法図 基本寸法図

ブラック シルバーブラック ブラックブラックホワイト ステンカラー ステンカラーステンカラーダークブラウン

RGS-1818A
基本棟  標準価格　¥220,000（税抜） 

 寸法（㎜）：1,800（幅）× 1,800（高さ）× 900（奥行）

追加棟  標準価格　¥200,000（税抜） 
 寸法（㎜）：1,740（幅）× 1,800（高さ）× 900（奥行）

 容量：約2,200ℓ（45ℓゴミ袋48個分相当）

RGS-1822A
基本棟  標準価格　¥270,000（税抜） 

 寸法（㎜）：1,800（幅）× 2,250（高さ）× 900（奥行）

追加棟  標準価格　¥240,000（税抜） 
 寸法（㎜）：1,740（幅）× 2,250（高さ）× 900（奥行）

 容量：約2,700ℓ（45ℓゴミ袋60個分相当）

RGS-1818A/1822A 共通仕様

面材：アルミパンチング 
形式：前面引違いタイプ 
カラー：ブラック／ステンカラー

オプション

RGS-1812AU用／仕切板 ￥9,000（税抜）



91
3

23
5

10
0

30 1460 （800ℓ）  /  1760  （1000ℓ）

10
36

1500 （800ℓ）  /  1800 （1000ℓ）

21
5

18
5

16
45

14
25

  （
40

0ℓ
・5

00
ℓ

）  
/  1

62
5 （

80
0ℓ

）

54
0  （

40
0ℓ

・5
00

ℓ
）

65
0  （

80
0ℓ

）
94

0  （
40

0ℓ
・5

00
ℓ

）  
/  1

14
0  （

80
0ℓ

）

950 （400ℓ）  /  1170  （500ℓ・800ℓ）25 25

1000 （400ℓ）  /  1220  （500ℓ・800ℓ）

400 500 600 800 900 1000 1100 大型

RGSR-800 RGSR-1000

RGS -1511AKU NRGS -1608 RGS -1812AU RGS -1818A

RGSU-400 RGSU-500 RGSU-800

G
-S

P
A

C
E

5 6

RGSR-800/1000 RGSU-400/500/800

機能美を兼ねそなえたスマートモデル。

スチール製 スチール製

小さいのに容量たっぷり！ 組み立てもとっても簡単。

RGSR-800
標準価格　¥120,000（税抜） 
面材：カラーガルバリウム鋼板 
寸法（㎜）：1,500（幅）×1,036（高さ）×913（奥行） 
容量：約800ℓ（45ℓゴミ袋18個分相当）

RGSR-1000
標準価格　¥140,000（税抜） 
面材：カラーガルバリウム鋼板 
寸法（㎜）：1,800（幅）×1,036（高さ）×913（奥行） 
容量：約1,000ℓ（45ℓゴミ袋22個分相当）

RGSU-400
標準価格　¥70,000（税抜） 
面材：カラーガルバリウム鋼板 
寸法（㎜）：1,000（幅）×940（高さ）×540（奥行） 
容量：約400ℓ（45ℓゴミ袋9個分相当）

RGSU-500
標準価格　¥80,000（税抜） 
面材：カラーガルバリウム鋼板 
寸法（㎜）：1,220（幅）×940（高さ）×540（奥行） 
容量：約500ℓ（45ℓゴミ袋11個分相当）

RGSU-800
標準価格　¥95,000（税抜） 
面材：カラーガルバリウム鋼板 
寸法（㎜）：1,220（幅）×1,140（高さ）×650（奥行） 
容量：約800ℓ（45ℓゴミ袋18個分相当）

G - S PAC E  L I NE  U P 用途に合わせて選べるラインナップ

NRGS-1608

名称 材質

床板 ZAM鋼板

天板 アルミ形材

フタパネル アルミ形材

前パネル アルミ形材

背面パネル ZAM鋼板

側面パネル アルミ樹脂複合板

根太 アルミ形材

枠組 アルミ形材

アジャスター ステンレス（50㎜〜130㎜）

RGS-1511AKU

名称 材質

床板 カラー鋼板

天板 カラー鋼板

フタパネル カラー鋼板

前パネル アルミ形材

背面パネル カラー鋼板

側面パネル カラー鋼板及びアルミ形材

根太 アルミ形材

枠組 アルミ形材

アジャスター ステンレス（50㎜〜130㎜）

RGSR(800 /1000)

名称 材質

床板 カラーガルバリウム鋼板

天板 カラーガルバリウム鋼板

フタパネル カラーガルバリウム鋼板

前パネル カラーガルバリウム鋼板

背面パネル カラーガルバリウム鋼板

側面パネル カラーガルバリウム鋼板

根太 カラーガルバリウム鋼板

枠組 溶融亜鉛めっき鋼管

アジャスター SPCC（ダクロめっき）

RGS-1812AU

名称 材質

床板 カラー鋼板

天板 アルミパンチング

フタパネル アルミパンチング

前パネル アルミパンチング

背面パネル カラー鋼板

側面パネル アルミパンチング

根太 アルミ形材

枠組 アルミ形材

アジャスター ステンレス（50㎜〜130㎜）

RGS-1818A.1822A

名称 材質

床板 カラー鋼板 t＝0.8

外扉 アルミパンチング

内扉 アルミパンチング

上レール アルミ形材

下レール アルミ形材

屋根パネル カラー鋼板

背面パネル カラー鋼板

側面パネル アルミパンチングパネル

根太 アルミ形材

上枠 アルミ形材

下枠 アルミ形材

ベースプレート スチール M12オールアンカー
柱 アルミ形材

RGSU (400 /500 / 800)

名称 材質

床板 カラーガルバリウム鋼板

天板 カラーガルバリウム鋼板

フタパネル 溶融亜鉛めっき鋼板（後塗装）

前パネル カラーガルバリウム鋼板

背面パネル カラーガルバリウム鋼板

側面パネル カラーガルバリウム鋼板

根太 カラーガルバリウム鋼板

枠組 溶融亜鉛めっき鋼管

アジャスター SPCC（ダクロめっき）

容量サイズ（ℓ）

本カタログの価格は全て税抜き価格表示です。　印刷のため、実際の色と若干異なる場合があります。

特長
• 前面、背面の換気口で優れた通気性を実現。清潔な環境をキープ。

• 底板の勾配で水がたまりません。取り外しも可能でお掃除もラクラク。

• ガススプリングの採用で開閉が簡単。握りやすく質感のよいハンドルを採用。

• ゴミの収集が簡単。前扉が大きく開くのでゴミの収集が容易にできます。

特長
• 上開き式で開口が広く、ゴミの出し入れが容易です。

• ガススプリング採用で開けた時は扉を保持し、閉める時は落下を防止します。

• パンチングパネルなので通気性が良く、臭いが中にこもりません。

基本寸法図 基本寸法図

オプション

間仕切りネット（2枚セット） 
￥17,000（税抜）

キャスター（4コ入り） 
￥7,000（税抜）

ガススプリング（1本） 
￥8,000（税抜）

オプション

キャスター（4コ入り） 
￥7,000（税抜）

ガススプリング（1本） 
￥8,000（税抜）


