株式会社都村製作所

Pool appialance

プール関連用品

PF-2001 プールフロアV脚型
（台）
￥84,000

コースロープ

コースロープ

コースロープ

日本水泳連盟公認品

日本水泳連盟公認品

日本水泳連盟公認品

・W2,000×D1,000×H400㎜ ・天板/滑り防止板 ・重量32kg
・側板付時は
（台）
￥19,140加算となります。 ・側板（別途）

PC-1525 25m （本）設計見積

￥140,000
PC-1125 25m （本）

￥106,000
PC-8025 25m （本）

PC-1550 50m （本）設計見積

￥280,000
PC-1150 50m （本）

￥212,000
PC-8050 50m （本）

/ 税込￥154,000

・φ150㎜ ・金具一式付

・φ110㎜ ・金具一式付

/ 税込￥92,400

/ 税込￥308,000

・φ80㎜ ・金具一式付

/ 税込￥233,200

/ 税込￥96,800

・W2,000×D1,000×H400㎜ ・重量32kg

低発泡コースロープ
￥135,000
PC-2125 25m （本）

￥105,000
PC-8525 25m （本）

￥190,000
PC-7550 50m （本）

￥270,000
PC-2150 50m （本）

￥210,000
PC-8550 50m （本）

/ 税込￥209,000

/ 税込￥72,600

・W2,000×D500×H410㎜ ・アルミ製 ・クリア塗装

日本水泳連盟公認品

￥95,000
PC-7525 25m （本）

・φ75㎜ ・金具一式付

PF-5000 プールデッキ
（台）
￥66,000

低発泡コースロープ

日本水泳連盟公認品
/ 税込￥104,500

プ ール関 連 用 品

プ ール関 連 用 品

PF-2301 プールフロアN脚型

コースロープ

/ 税込￥110,000

・W2,000×D1,000×H400㎜ ・収納時高107㎜ ・重量36kg

/ 税込￥116,600

（台）
￥88,000

日本水泳連盟公認品

PF-2201 折畳プールフロア
（台）
￥100,000

/ 税込￥148,500

・φ110㎜ ・金具一式付

/ 税込￥115,500

/ 税込￥297,000

・φ85㎜ ・金具一式付

/ 税込￥231,000

収納時

吸水ローラー
・ステンレス製 ・ビスコーススポンジ

AT-0003 W300㎜ ￥33,000 / 税込￥36,300
AT-0006 W600㎜ ￥38,000 / 税込￥41,800
AT-0009 W900㎜ ￥47,000 / 税込￥51,700
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※スポンジは消耗品です。スペアスポンジも取り揃えております。
（別売）

PC-4157 コースロープ巻取器＜大＞
（台）
￥480,000

PC-4158 コースロープ巻取器＜小＞
（台）
￥240,000

/ 税込￥528,000

・W1,281×D1,600×H1,600㎜ ・重量47kg
・ポリエチレン成型品 ・脚部ステンレス
・φ120㎜キャスター付

/ 税込￥264,000

・W841×D1,600×H1,570㎜ ・重量40kg
・ポリエチレン成型品 ・脚部ステンレス
・φ100㎜キャスター付

PF-3011

（台）
￥420,000

・重量48kg
・水深1.0〜1.1mに対応

・重量51kg
・水深1.1〜1.2mに対応

/ 税込￥435,600

・W1,240×D1,350×H1,910㎜
・座席/ポリエチレンブロー成型
・いす高1,530㎜

PF-1150 ビート板整理棚
（台）
￥85,000

/ 税込￥93,500

・W1,100×D380×H1,480㎜
・アルミ製
・4段型

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

PF-1160 ヘルパー整理棚
（台）
￥110,000

（台）
￥11,000

/ 税込￥49,500

・アルミ製 ・重量6kg

/ 税込￥12,100

※ 絞りバケツに吸 水 ロ ー ラー をセットし、
下に押し込 む だけで 排 水 できます 。

/ 税込￥462,000

/ 税込￥39,600

・W1,806×D410×H400㎜
・座:樹脂成型品 ・脚：スチール ・紛体塗装 ・重量15kg

/ 税込￥143,000

（台）
￥45,000

絞りバケツ＜45L＞

PF-3022

（台）
￥396,000

（台）
￥36,000

PF-1181 アルミ監視台

AT-1010

着脱式階段〈折畳式〉

PF-0004 カラーベンチ

（台）
￥130,000

AT-1070

グラウンドキャリー

/ 税込￥121,000

・W1,100×D380×H1,480㎜
・アルミ製 ・4段型
・ネット付

PF-1270 スポーツタイマー
（台）
￥137,000 / 税込￥150,700
・W900×D600×H1,230㎜
・60分、60秒計時 ・グリップスイッチ操作
・ステンレススタンド ・電源/AC100V

PF-0003 カラーベンチ
（台）
￥48,200

/ 税込￥53,020

・W1,806×D500×H700㎜（SH400㎜）
・背/座:樹脂成型品 ・脚：スチール ・紛体塗装 ・重量23kg

折畳み時

PF-0006 カラーベンチ＜折畳み可＞
（台）
￥39,500

/ 税込￥43,450

・W1,806×D410×H400㎜
・座:樹脂成型品 ・脚：スチール ・紛体塗装 ・重量16.4kg

PF-0005 カラーベンチ＜折畳み可＞
（台）
￥67,000

/ 税込￥73,700

・W1,806×D455×H700㎜（SH400㎜）
・背/座:樹脂成型品 ・脚：スチール ・メラミン焼付塗装 ・重量23kg
※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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