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シンプルで連続性を感じる美しい手すりユニット。 

支柱とパネルと手すりのカラーを自由にお選びいただけます。 

スッキリとしたアルミ形材の桁と支柱のピラータイプ。 

本体カラーバリエーションを３色とし、空間に合わせてコーディネートできます。 

手すりユニット 

■ Handrail 
■ Stairs 
■ Spiral Stairs 

吹抜け用手すり 

階段用手すり 

直 線 階 段 ピラータイプ 

ピラータイプ 
（下 廻 り 階 段） 

ら
せ
ん
階
段 

ら せ ん 階 段 

アルミ独特の輝きと、押し出し形材ならではのフォルム。 

住空間に流れるような大胆な曲線で、空間のシンボルとなります。 

● 樹脂パネルタイプ 

● ガラスタイプ 

● プレーンタイプ 

● 格子タイプ 

● ワイヤータイプ 

● 樹脂パネルタイプ 

● ガラスタイプ 

● 横格子タイプ 

● 樹脂パネルタイプ 

● 横格子タイプ 



アール形状 

斜めに面取り 

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil） 

○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい 

アミス 

手すりユニット 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

吹抜け用手すり（床置き納まり） 

自然な握り心地の木製手すり 

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで 
自然な握り心地としっかりしたグリップ感。 

サンシルバー 

手すりユニット 商品特長 吹抜け用手すり 

構成要素を削ぎ落とした 

シンプルな構造 

８角形の支柱とパネル 

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを 
両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることにより 
パネルがスッキリと納まります。 

ブラック ホワイト 

アルミ形材 

細部にこだわった部品 

ミニマムなデザインの連結部材や 
ソリッドな形状の樹脂カバーが 
自然な一体感をつくります。 
また、支柱上下の部材形状により 
軽快感を生み出しました。 

ゴム集成材 

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調 

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調 

アクリル 
クリア調 

ポリカーボネート 
ミスト 

ポリカーボネート 
クリアマット 

ポリカーボネート 
グレー 

樹脂パネル 
上質感を演出する樹脂パネル 

樹脂パネル   ガラス（現地手配） 

商品体系 

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕 

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。 

○住宅室内においての手すり高さは、法律上の規定値が定められていませんが、行政庁によっては屋上広場や２階以上の階にあるバルコニー高さ（令126条１項）で定められている1.1mを 

  指導する場合もあるため、安全配慮の点からも1.1mを推奨いたします。また、性能表示住宅においては、性能等級別設計基準（品質確保促進法の性能表示住宅における 

  性能等級別事例集6-36）に定められている「腰壁（足掛かり部分）より800mm以上必要」を指導する場合もありますので、あらかじめ住宅性能評価機関にご確認の上、設置してください。 

○本商品は床置き納まりに対応しています。 

（t=8mm） 

※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装） 

耐加重 JIS A 6601 に準ずる 

手すり水平荷重：75kgf 

手すり鉛直荷重：120kgf 



アミス 

手すりユニット 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

吹抜け用手すり（床置き納まり） 
手すりユニット サイズ一覧 吹抜け用手すり 

サイズバリエーション 

○コーナー納まり用 ○手すりエンドキャップ ○壁付Ｌ型金具セット ○ガラス小口カバー 

〔ご注意〕 

ガラスタイプの場合、小口面の安全のため 

必ず小口カバーを使用してください。 



アミス 

手すりユニット 階段用手すり（踏板納まり） 
手すりユニット 商品特長 階段用手すり 

構成要素を削ぎ落とした 

シンプルな構造 

樹脂パネル 

上質感を演出する樹脂パネル 

（t=8mm） 

アルミ形材 

商品体系 

自然な握り心地の木製手すり 

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りする 
ことで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。 

８角形の支柱とパネル 

テーパーを効果的に使い、十分な強度と 
スリムな美しさを両立させた支柱。 
支柱にパネルをのみ込ませることにより 
パネルがスッキリと納まります。 

ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装） 

樹脂パネル 横格子 すき間防止パネル 

○独立納まり 
○壁付納まり※樹脂パネルのみ 

○独立納まり 
○壁付納まり 

○独立納まり 
○壁付納まり 

シンプルにデザインされた支柱・手すりと自然に 
美しくまとまる樹脂パネルをご用意しています。 

（樹脂パネル：クリア調のみ設定） 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕 

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。 

○横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。 

○横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材（樹脂パネルまたはガラス）をご使用ください。また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。 

○面材無しの場合は必ず現地にてワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。 

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil） 

○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい 

 ガラス（現地手配） 

耐加重 
BLT-RW-02「歩行補助手すり」に準ずる 手すり水平荷重：120kgf 

BLT-RW-03「歩行補助手すり」に準ずる 手すり鉛直荷重：120kgf サンシルバー ブラック ホワイト 

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調 

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調 

アクリル 
クリア調 

ポリカーボネート 
ミスト 

ポリカーボネート 
クリアマット 

ポリカーボネート 
グレー 



アミス 

手すりユニット 階段用手すり（踏板納まり） 
手すりユニット サイズ一覧 階段用手すり 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

サイズバリエーション 

○連結金具（壁連結） 

○連結金具 （直線連結） （90°連結） ○連結金具 

〔ご注意〕吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合にご使用できます。 



アミス 

直線階段 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

ピラータイプ 
直線階段 商品特長 ピラータイプ 

開放感のあるノイズレスデザイン 

樹脂パネル 

商品体系 

横格子 

ガラス（現地手配） 

すき間防止パネル 

ピラータイプ 

 ピラータイプ （下廻り階段仕様） 

スペース確保が困難な場所に対応できるように設計 
された下廻り階段仕様です。 
上がりきり段数／４段から１５段まで対応可能。 

○安全面への配慮として、補助手すり（木製丸棒手すり）を 壁側に 

  設置することをおすすめします。 

アルミ形材の押出し技術を活かしたローレット処理 
を施したマットラインの桁。スッキリとした意匠の 
ステップ受けが、よりシャープな印象を与えます。 

○片側手すり 
○両側手すり 

○片側手すり 
○両側手すり 

750mm・850mm・950mm 

（樹脂パネル：クリア調のみ設定） 

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil） 
○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい 

アクリル 
クリア調 

ポリカーボネート 
ミスト 

ポリカーボネート 
クリアマット 

ポリカーボネート 
グレー 

樹脂パネル 

上質感を演出する樹脂パネル 

（t=8mm） 

アルミ形材 

自然な握り心地の木製手すり 

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りする 
ことで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。 

８角形の支柱とパネル 

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを 
両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることにより 
パネルがスッキリと納まります。 

ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装） 

４種の樹脂パネルをご用意しています。 

木製の踏板 

テーパー付踏板とすることでスリムさ強調。 
踏板幅は３種類設定しています。 

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 

ミッドチェリー調 ブラウンナット調 ビターナット調 

○樹脂パネルの「クリア調」は 

直線階段にすき間防止仕様 

が可能です。 

ゴム集成材 ※ウレタン塗装 

耐荷重 
ステップ：250kgf（BL試験基準による） 
格子  ：120kgf（BL試験基準による） 

商品重量 約140kg（両側手すりタイプ） 
約200kg（下廻り階段仕様 両側手すりタイプ） 

※H2900／14段上りきりの場合 

＊踏板幅＋ 

サンシルバー ブラック ホワイト 

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調 

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調 



直線階段 サイズ一覧 ピラータイプ 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

サイズバリエーション 

○手すりエンドキャップ 

○ガラス小口カバー 
〔ご注意〕 
ガラスタイプの場合、小口面の安全のため 
必ず小口カバーを使用してください。 

アミス 

直線階段 ピラータイプ 

○上段框 ○先付けベースプレート ○上段框補強材 

上段框の鼻の出が45mm以上と 
なる場合、必ずご使用ください。 

○蹴込板 

（樹脂パネル：クリア調のみ設定） 

○連結金具（壁連結） 

○連結金具（直線連結／90°連結） 
〔ご注意〕 
吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合 
にご使用できます。 



モダンな仕上がりのアルミ鋳物。 

アルミ鋳物 

踊り場 上りきり段数 

アミス 

らせん階段 
らせん階段 商品特長 

プレーンタイプ 格子タイプ ワイヤータイプ 

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 

ミッドチェリー調 ブラウンナット調 ビターナット調 

踏板（アルミ鋳物／木調樹脂シート） 

踏板は、モダンで美しい仕上がりのアルミ鋳物と木調色から 
選ぶことができます。 

室内インテリアに合わせて設定した 
木調カラー6色をご用意しています。 

木調踏板 

サンシルバー 

サイズバリエーション 

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し、1坪プランの納まりに対応しています。 
踊り場は、納まりに合わせて、出入り方向を選択できます。 

支柱分割タイプ 

支柱１本タイプ 

支柱分割タイプ 

支柱１本タイプ 

支柱分割タイプ 

支柱１本タイプ 

格子ピッチ：379mm 格子ピッチ：127mm 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

スチールにないアルミ独特の輝きと押出し 
形材でしかできないようなフォルムは、 
室内に新しい空間を創造します。 

マテリアル 
無駄を削ぎ落としたスッキリとシンプルな 
デザインの踏板裏面。細部にまでこだわり 
シャープでモダンなフォルムにしています。 

スッキリとした構造 

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板 
幅は750mmを確保し１坪プランの納まり 
に対応しています。 

１坪プランへの対応 
ワイヤータイプは、手すりの流れるような 
曲線にしっくりとなじみ、美しいフォルム 
を形成しています。 

ワイヤータイプ 

踏板カラーバリエーション 

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕 

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 

○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。 

○主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。 

○らせん階段手すりは110ｍｍ以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や 

  建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。 



アミス 

らせん階段 
らせん階段 商品特長 

サイズバリエーション 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

○すき間防止格子 ○エンド柱 

○すき間防止パネル 

○蹴込パネル ○台座カバー 

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕 

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 

○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。 

○主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。 

○らせん階段手すりは110ｍｍ以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により 

  使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。 


