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株式会社アイエスアイサービス

木目調アルミ

プランパーツ



その１ 耐久性に優れたアルミ製品でお手入れ簡単！

その２ どこよりも安く木目調アルミ製品が手に入る！

その３ 組み合わせ次第で施工方法は無限大！

その４ 穴あけ加工、寸法切り 承ります！

外構のアクセント 外壁の装飾

オリジナル門柱

アーチ フェンス

パーゴラ



本製品は、景観用に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。転落など重大な事故が起きる恐れがある場所には設置しないでください。

アルミ形材

90角柱 100×15平板 30×40柱材 30×40壁用柱材

キャップ 連結材

75角柱

90角・75角 100×15平板 30×40柱材

鉄心

100×15平板 30×40壁柱材兼用

C型ジョイントビス

90角 75角

30×40壁用30×40

4×40 4×50 4×16

色無し

2個入り

ドリルネジ
各50本入り

色 ダークウッド チークウッド シルバー

※寸法は、mmで表記。
※ t ＝厚み。

ｔ＝1.8

ｔ＝1.6

ｔ＝1.3

ｔ＝1.3 ｔ＝1.3

ｔ＝1.8

ｔ＝1.8

30×40柱材用 30×40壁用柱材用



製品名 H600 フェンス H800 フェンス

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 600×2000 800×2000

製品名 H600 フェンス H800 フェンス

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 600×2000 800×2000

特徴 シルバー平板 1枚 シルバー平板 2枚

フェンス ナチュラルウッド

フェンス モダンウッド

製品名 H2000 フェンス

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 2000×2000

フェンス 新型

製品仕様

製品仕様

製品仕様

H600 H800

H600 H800

色 ダークウッド チークウッド

色 ダークウッド チークウッド

色 ダークウッド チークウッド シルバー



製品仕様

ウォール 格子ウッド

製品名
H1600 格子ウッド

（基本タイプ）
H1800 格子ウッド

（基本タイプ）
H2000 格子ウッド

（基本タイプ）

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 1600×990 1800×990 2000×990

製品仕様

製品名
H1600 格子ウッド

（連結タイプ）
H1800 格子ウッド

（連結タイプ）
H2000 格子ウッド

（連結タイプ）

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 1600×963 1800×963 2000×963

製品名
H800 格子フェンス

（基本タイプ）
H800 格子フェンス

（連結タイプ）

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 800×990 800×963

製品仕様

色 ダークウッド チークウッド

写真は基本タイプと連結タイプを繋げて設置。
基本タイプ 連結タイプ

基本タイプ

連結タイプ

H1600 H1800 H2000

H1600 H1800 H2000

色 ダークウッド チークウッドフェンス 格子

本製品は、景観用に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。転落など重大な事故が起きる恐れがある場所には設置しないでください。



製品仕様

H2000ウォール オリジナル格子

H2000ウォール モダンウッド 縦型

製品名 H2000オリジナル格子ウォール

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 2000×1000

製品名 H2000ウォール モダンウッド縦型

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 2000×1000

製品仕様

H2000ウォール ナチュラルウッド

製品名 H2000ウォール ナチュラルウッド

商品タイプ キット商品

寸法（H×W） 2000×1000

製品仕様

色 ダークウッド チークウッド

色 ダークウッド チークウッド

色 ダークウッド チークウッド



門柱 A型

製品仕様

製品名
門柱 A型

（H1880タイプ）
門柱 A型

（H1950タイプ）

商品タイプ 完成品

寸法（H×W） 1880×285 1950×285

門柱 B型

製品仕様

製品名
門柱 B型

（H1880タイプ）
門柱 B型

（H1950タイプ）

商品タイプ 完成品

寸法（H×W） 1880×285 1950×285

メッシュフェンス用目隠し

製品仕様

製品名 メッシュフェンス用目隠し

商品タイプ セット商品

寸法（H×W）

30×40× L 600

さくさくエクステリア
2個付

30×40× L 800

30×40×L1000

30×40×L1200 さくさくエクステリア
3個付30×40×L1500

30×40×L1800 さくさくエクステリア
4個付30×40×L2000

付属品 柱材キャップ1個

色 ダークウッド チークウッド シルバー

色 ダークウッド チークウッド シルバー

色 ダークウッド チークウッド シルバー

＜ご注意ください。＞

●寸法(Ｈ×W)には埋込部(300～400mm)を含みます。

●75角柱3本で作製、柱と柱の間に30mmの隙間が開いています。

●ポスト、表札、照明器具などは付属しておりません。

●ポスト取付け位置はお好みで変更できます。

＜ご注意ください。＞

●寸法(Ｈ×W)には埋込部(300～400mm)を含みます。

●75角柱3本と30×40柱材（シルバー）2本で作製、
柱と柱の間に隙間はありません。

●ポスト、表札、照明器具などは付属しておりません。

●ポスト取付け位置はお好みで変更できます。

シルバー

ダーク

シルバー

チーク

選べる3色

選べる2色

ダーク

本製品は、景観用に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。転落など重大な事故が起きる恐れがある場所には設置しないでください。



株式会社アイエスアイサービス
〒594-0065 大阪府和泉市観音寺町850-3

URL https://www.ispage.net/

お問い合わせ先

ご購入前にご確認ください。

アルミ型材はお好みの長さにカットいたします。1本につき1ヶ所サービス、2ヶ所目から有料となります。
穴あけ加工は有料で承ります。ご注文時にご依頼ください。

商品カットサンプルは無料でお送りいたします。
(ご購入前にはサンプルで商品規格・色目等を確認されることをお勧めしております。)

現地取付に必要な特注部材 (ステイ・Ｌ型アングル・ビス等)も、有料で揃えることが可能です。
施工方法を聞きたい等お気軽にメールにてご相談ください。

商品について

商品イメージは撮影の状況や画質により、印象が変わります。
不安がございましたら、カットサンプルでサイズ・色調・質感等をご確認ください。
またご不明な点は、お気軽にお問合せください。

商品イメージについて

設置場所、商品サイズ、重量等により、取付けが困難となる場合がございます。
購入前には施工業者様に取り付け可能かどうかを必ずご確認の上、ご購入下さい。

商品が取付け可能かご購入前に必ずご確認ください。

商品は材料販売のみとなります。(取付工事は行っておりません）

●プランパーツは景観用の商品ですので、強度が必要な防護柵・ベランダ柵、高所の手すり等には使用できません。

●風当りの強い場所、積雪の多い場所、地盤の弱い場所で施工する場合、控え柱等の補強が必要です。

●プランパーツは必ず平坦な場所に平置きしてください。立て掛けたり、段差のある場所に置くと商品が変形する場合があります。

●プランパーツは素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。

●アルミ柱を立てる場合は、必ず直径4ｍｍ以上の水抜き穴をあけてください。

●汚れを落とす際には、製品表面に傷がつかないよう柔らかい布か、スポンジで水洗いしてください。

●汚れがひどく洗浄する場合には、家庭用中性洗剤を薄めて使用してください。

●キャップ類はコーキング材・ビス等で取り付け補強してください。

取付けについて

アイエスアイサービス

で検索して下さい。

詳しい内容は、お使いのブラウザで

0725-40-5822

＜電話受付＞午前9時～午後17時（正月、盆、土日祝除く）＜Web受付＞24時間

TEL.

Mail sales@ispage.net

FAX. 0725-40-5833



ブラックウッド ホワイトウッド新色発売！



ダーク ・ チーク ・ シルバー ・ ブラックウッド ・ ホワイトウッド
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