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KOREDER LINE
コレダーライン
G-1 type　G-1タイプ 推奨荷重10kgの展示システム

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭や
オフィス、店舗等の壁面にご利用いただける軽量物用
（推奨荷重10kg）ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押
し込むだけの簡単施工です。
●レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
●仕上：電着塗装

ピクチャーレール
G-1
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押
し込むだけで簡単に取付けができるピクチャーレール
です。
●レール長さ：ℓ3,000・ℓ2,000mm
●カラー：ホワイト

●G1キャップ

●G1ブラケット

●オプション
SL-4
フック部に掛けた
ハンガーセットの脱落を
防止します。

ビスサイズ：3.5×20

●G1付属セット内容
G1キャップ G1ブラケット

G1付属3m用 2個 8個
G1付属2m用 2個 6個

CAフック
CA hook

G1付属セット
ブラケット（ネジ付）とキャップのセットです。ブラ
ケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
●材　質：樹脂
●カラー：ホワイト

CAフック
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使
用されているプッシュ固定式のフックです。
●材　質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕　上：サーチライトニッケルメッキ
　　　　　焼付塗装
●カラー：シルバー・ホワイト
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C type　Cタイプ 推奨荷重30kgの展示システム

C type hook　Cタイプ 推奨荷重30kg

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能に
する豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレール
です。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプ
です。
●レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
●仕上：アルマイトAA6
ホワイト、ブロンズ、ブラックは電着塗装

先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラー
なピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。

C-5A
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
●レール長さ：ℓ3,000mm・ℓ2,000mm
●カラー：シルバー・ホワイト・ブラック

CAフック
天井面取付専用のフックで中量用として
は最も広く使用されているプッシュ固定
式のフックです。
●材　質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕　上：サーチライトニッケルメッキ
　　　　　焼付塗装
●カラー：シルバー・ホワイト

CBフック
壁面取付専用のフックで中量用としては最も
広く使用されている引掛式のフックです。
●材　質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
●仕　上：サーチライトニッケルメッキ
　　　　　焼付塗装
●カラー：シルバー・ホワイト

●Cタイプレール適応フック　
ミニAフック

C-1
●レール長さ：ℓ3,000mm・ℓ2,000mm
●カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック
　ℓ2,000mm：シルバー・ホワイト・ブラックのみ

C-1（穴アキ）
●レール長さ：ℓ3,000mm・ℓ2,000mm
●カラー：シルバー

●ℓ3,000mm 穴径φ3.8、両端から50mm
 内290mmピッチ
●ℓ2,000mm 穴径φ3.8、両端から50mm
 内271mmピッチ

C-1
C-1（穴アキ）
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Hanger set
ハンガーセット　推奨荷重20kg

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセット
です。
●材　質：ハンガー /ステンレス
　　　　　ワイヤ/SUS304 7×7
●仕　上：ショットブラスト
●サイズ：ワイヤ径/φ1.2
　　　　　ワイヤ長さ/1.0 ～ 5.0m
　　　　　　　　　　（0.5mピッチ）
　　　　　シンブル内径/W5.5×H7mm

ミニハンガー Nハンガー

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備
えたハンガーセットです。安全性の高い展示
を実現します。
●材　質：ハンガー /ステンレス
　　　　　ワイヤ/SUS304 7×7
●仕　上：ショットブラスト
●サイズ：ワイヤ径/φ2.0
　　　　　ワイヤ長さ/1.0 ～ 5.0m
　　　　　　　　　　（0.5mピッチ）
　　　　　シンブル内径/W6.5×H10mm

ミニハンガーセットA NハンガーセットA

商品名
Name of products

ワイヤ
Wire

単体推奨荷重（kg）
Single recommended load（kg）

最大荷重（kg）
Maximum load （kg）

結果
Results

Nハンガーセット
N hanger set

φ2.0 50 146 ワイヤ破断（本体異常なし）
Wire break（Self is alright）

ハンガー単体最大荷重250kg
The maximum load of hanger, 250kg

商品名
Name of products

ワイヤ
Wire

単体推奨荷重（kg）
Single recommended load（kg）

最大荷重（kg）
Maximum load （kg）

結果
Results

ミニハンガーセット
Mini hanger set

φ1.2 20 61 ワイヤ破断（本体異常なし）
Wire break（Self is alright）

ハンガー単体最大荷重125kg
The maximum load of hanger, 125kg
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関連部品

C-1キャップ（C-1レール専用）
レール端部の化粧材として使用します。取付けは
レール端部に押込むだけです。
●材　質：アルミ
●仕　上：焼付塗装
●カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ・
　　　　　ブラック

ストップ
レール端部の化粧材として使用します。
●材　質：アルミ
●仕　上：アルマイト
●カラー：シルバー・ホワイト・ブラック

ジョイントピン
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連
結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ ご使用になるレールにより、ジョイントピンの
本数が異なります。
●材　質：スチール
●仕　上：三価ユニクロメッキ
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建設業登録第116559号

本社工場　　〒538-0035　大阪市鶴見区浜3-7-44
　　　　　　TEL 06-6911-7781
　　　　　　FAX 06-6911-7893
福岡営業所　〒812-0023　福岡市博多区奈良屋町9-11
　　　　　　TEL 092-282-7781
　　　　　　FAX 092-282-7782　
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