
抗菌

アルミレールタイプ

http://www.ym-k.co.jp

φ35mm

丸棒タイプ
自然木の温かみと充分な強度を有した集成

材手すりです。取付け、取替えが簡単で連

続性のある歩行補助手すり２種をラインアッ

プしました。また、様々なデザインの専用ブ

ラケットも用意しています。

BR-550

シルバー・ライトオーク

AG・Mオーク

AG・Mオーク

BR-552

ユニバーサル手すり
美しい木目の集成材を使用した室内用

補助手すりです。

トイレ、洗面所、玄関等に最適です。

シルバー・ライトオーク
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ウッドハンドレール

アルミレールタイプ

ライトオーク

ミディアムオーク

アルミレール集成材

笠木＋アルミレールBR-735　
カバーコード BR-710（オプション）

アルミブラケットＡ型

自在ジョイント（BR-7113）もあります。

L型エンドキャップ U型エンドキャップ

ジョイント

※左用（L）・右用（R）があります

定尺：4000mm ブラケットピッチ：910ｍｍ以内 ジョイント部、エンド部より100ｍｍ以内

屋内用

カバーコード（オプション）

色：ゴールド・シルバー・アンバー

色：ゴールド・シルバー・アンバー

色：ゴールド・シルバー・アンバー色：ゴールド・シルバー・アンバー

カバーリングの色：
ゴールド・シルバー・アンバー

BR-701
BR-7138E（L・R）BR-7138E（L・R） BR-107

亜鉛合金＋樹脂製 亜鉛合金製

入隅 出隅

BR-735A 150R BR-735A 71R

ストレートジョイントBR-713
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アルミブラケットB型

色：シルバー

BR-702

カバーリングBR-712

リング：BR-711 リング：BR-711



丸棒タイプ

丸棒笠木 BR-35W

ライトオーク

ミディアムオーク

Ｗ型ブラケットＬ長受

亜鉛合金＋樹脂製　（アンカー・タッピングネジ共用）

手すりのジョイントは、ブラケットに
カバーリングを装着して行います。 ※左用（L）・右用（R）があります。
（ジョイント用カバーリング ABR-CR)

Ｌ型エンドキャップ U型エンドキャップ

亜鉛合金製

BR-113

BR-35AL

BR-138（L・R） BR-108

自在ジョイント

コーナー

ABR-CR

定尺：4000ｍｍ・2500ｍｍ・2000ｍｍ・1500ｍｍ ブラケットピッチ：910ｍｍ以内エンド部より100ｍｍ以内　

自然木のやさしい感触と充分な強度を兼ね備えた集成材抗菌処理手すり
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ユニバーサル手すりI型 BR-550

ユニバーサル手すりL型 BR-552

抗菌処理

改良等により当カタログ記載事項を予告なしに変更する場合があります。     ’15. 7

暮らしの中の有害な細菌の活動を抑え、
増殖を抑制します。
近年、快適な生活への志向と共に衛生や安全管理に
対する要求が高まりを見せています。人体への安全性
が高く、適応範囲が広い無機系抗菌剤を採用してお
り、効果の持続性も優れています。
●抗菌処理製品は表面に汚れや油等が付着した場
　合、その効果が低下します。定期的な拭取りを行っ
　て下さい。
●抗菌処理品はその表面の菌の増殖抑制効果、減菌
　効果はありますが、殺菌の効果はありません。

■材質…手すり部：タモ集成材、ブラケット部：亜鉛ダイカスト

端部ブラケット部品 コーナー部ブラケット部品

安全上の注意

施工上の注意

●ぶら下がったり、上に乗ったり、強く押し引きするなど、故意に強い衝撃を与えた場合、手すりの破損・壁面から抜け落ちる恐れが
　あります。万が一、手すりにガタツキが出た場合は、直ちに使用を止め、取付業者または販売店にご連絡下さい。
●屋外や浴室などの水がかかったり湿気が多い場所には設置しないで下さい。また、下地及び製品を水に濡らさないで下さい。部材
　が腐蝕することで製品及び手すりが脱落する恐れがあります。

●手すり取付けには必ず平らで堅固な構造体（柱・間柱・胴縁）に確実に取付けて下さい。取付けが不安定になることで手すりが抜け
　落ちる恐れがあります。
●壁全体に強度がない場合（石こうボード壁・在来壁・コンパネ壁など）は、補強材等を柱・間柱・胴縁に固定して、その補強材に確実
　に取付けて下さい。
●優良住宅部品は設置する場所（適用範囲）を設定して認定基準等を規定しております。そのため優良住宅部品を適用範囲外で使用
　される場合は優良な部品としての性能等が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはな
　りませんのでご注意ください。

サルモネラ菌

処理 未処理

処理 未処理

保存24時間後の生菌数比較
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　　　  シルバー・ライトオーク
サイズ／800mm・600mm・400mm
入  数／2本

仕  上／AG・Mオーク
　　　  シルバー・ライトオーク
サイズ／600×600mm
入  数／1組
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AG シルバー

青線部分・緑線部分は、組立て済みです。
緑線部分をコーナー部ブラケットに差し込み
付属木ネジ（A4×20）でしっかり
止めてください。

付属木ネジ
（A4×20）

優良住宅部品

優良住宅部品
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