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PTE200
エコノミーペーパータオルホルダー

天井面と壁面対応のペーパータオルホルダー New  product

壁付け、天井面付けに対応し、コンクリート、木下地に取付け可能です。
さらに、石こうボード用ピンで石こうボードの壁にも取付けが可能です。
（石膏ボード用のピンは付属しておりませんので別途ご用意ください。）

出幅を抑えた
コンパクトなデザイン

選べる取付位置

カバーが透けているため、日ごろからペーパー
残量を確認でき、効率よくペーパータオルの
補充ができます。

ペーパー残量が見える

石膏ボードに市販の石膏ボード用ピンで
取付ける場合の注意点
●天井面への取付けには石膏ボード用のピ
　ンを使用しないでください。
●石膏ボード用ピンをご使用の場合、ピン
　の説明書に従い取扱ってください。
※石膏ボード用ピンをご使用の場合、取付けに
　関する破損等の責任は負いかねます。

PTH200
縦型ペーパータオルホルダー

使用例

機能性と衛生面を両立させたペーパータオルホルダー

オプション品

ペーパー入れ替え カラー展開

衛生的

縦置きすることで、ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が
つくことを大幅に減少しており、清潔に使えます。

上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。

�

ブラックピンクブルーホワイト

木製蓋 マグネットブラケット
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7～12
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ピン取付位置

タッピンネジ用穴 タッピンネジ用穴タッピンネジ用穴

壁付け 天井面付け

エコノミーペーパー
タオル専用でコンパクト
壁面からの出幅が抑えられているため省スペースでも圧迫感がありません。
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PT600
ペーパータオルホルダー

600枚収納タイプの壁付け専用ペーパータオルホルダー

PT200
ペーパータオルホルダー

200枚収納タイプの壁付け専用ペーパータオルホルダー

壁付けで衛生的

濡れた手で取出すときに、次のペーパーに水が
付くことを大幅に軽減し、清潔に使えます。

200枚収納できる
レギュラータイプ
業務用に、ご家庭用にお使いいただけます。

ペーパーの補充が簡単 各サイズに対応するアダプタ

カバーを開くと大きな開口で補充がしやすい設計。 レギュラーサイズとエコノミーサイズどちらも対応可能。

小窓からペーパー残量が見える

ペーパー残量が見えることで開閉して確認する手間を省けます。

壁付けで衛生的

濡れた手で取出すときに、次のペーパーに水が
付くことを大幅に軽減し、清潔に使えます。

ペーパーの補充が簡単 各サイズに対応するアダプタ

カバーを開くと大きな開口で補充がしやすい設計。 レギュラーサイズとエコノミーサイズどちらも対応可能。

窓からペーパー残量が見える

ペーパー残量が見えることで開閉して確認する手間を省けます。

600枚収納できる
大容量タイプ
店舗や施設用に、補充の手間を軽減できます。

美しい曲線のデザイン
優美で有機的なウェーブが空間に調和します。
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TH200
ティシューホルダー

袋タイプのティシューを彩るティシューホルダー

省スペース 設置場所
マグネットブラケット
で設置場所が広がり
ます。

マグネットブラケット

製品ラインナップ

清潔感のあるホワイトと上品なブラックの2色展開。

ブラックホワイト

縦置き・横置き+2箇所の取り出し口で4通りの使い方が可能。
設置幅は縦横約100mmで省スペース。転倒防止用ゲル付き。

TH-10

PT200 TH200 2R-TPHPT600PTE200

オプション品

PTH200専用オプション品

木製蓋 PTH-P01 マグネットブラケット PTH-20

品　名

型　番

寸　法

製品重量

製品材質

セット内容

生産国

JANコード

ペーパー
対応サイズ

縦型
ペーパーホルダー

本体・蓋・ブラケット・底上
げ台・転倒防止ゲル・アン
カープラグ・タッピンネジ

ホワイト
4543845002540

ピンク
4543845002663

ブルー
4543845002670

ブラック
4543845003257

ペーパータオル
ホルダー

本体・ガイドレール・両面
テープ・アンカープラ
グ・タッピンネジ

本体、カバー、タッピン
ネジ、アンカープラグ

ホワイト
4543845000140

ホワイト
4543845005121

ペーパータオル
ホルダー

本体・ガイドレール・両面
テープ・アンカープラ
グ・タッピンネジ

ホワイト
4543845000157

ティシューホルダー

本体・蓋・キャップ・中底・
転倒防止ゲル

ホワイト
4543845002557

ブラック
4543845002618

2連トイレットペーパー
ホルダー

200枚 200枚 200枚 600枚 160枚 2ロール

PTH200

W139×D103×H245㎜

413g

ABS、SUS、ウレタン

日　本

PT200

W244×D149×H130㎜

510g

ABS、SUS

日　本

PT600

W252×D154×H330㎜

1200g

ABS、SUS

ベトナム

TH200

W105×D100×H260㎜

285g

ABS、PP、ウレタン

中　国

2R-TPH

W265×D157×H159㎜

800g

ABS、POM、SUS

ベトナム

本体・ブラケット・普通芯
軸・鍵・アンカープラグ・
タッピンネジ

ホワイト
4543845004520

レギュラーサイズ
220×230㎜以下
エコノミーサイズ
220×170㎜以下
ミニサイズ

180×170㎜以下
（底上げ台の使用推奨）

エコノミーペーパー
タオルホルダー

PTE200

W253×D103×H121㎜

455ｇ

ABS、SUS、PP

日　本

エコノミーサイズ
220×85×170㎜以下

レギュラーサイズ
220×230㎜以下
エコノミーサイズ
220×170㎜以下

レギュラーサイズ
220×230㎜以下
エコノミーサイズ
220×170㎜以下

ピロー（袋）タイプ
160組

ボックスタイプ
160組

※ピロータイプをご使
用の場合、袋ごと本体
へ入れてください。

外径　 = φ120㎜以下
幅　　 = 105～114㎜
軸穴径 = φ30～φ38㎜

TH200専用オプション品

マグネットブラケット TH-10
品　名 : PTH200マグネットブラケット
型　番 : PTH-20
寸　法 : W70×D19×H100㎜
製品重量 : 113ｇ
製品材質 : ABS・フェライト磁石
セット内容 : ブラケット・マグネット・両面テープ・
  保護テープ・取扱説明書
生産国 : 日　本
JANコード : ホワイト　4543845003165

品　名 : TH200マグネットブラケット
型　番 : TH-10
寸　法 : W30×D12×H184㎜
製品重量 : 63g
製品材質 : ABS・フェライト磁石
セット内容 : ブラケット・マグネット・両面テープ・
   保護シール、取扱説明書
JANコード : ブラック　4543845004544

マグネット製品に関しての注意 凸凹面や濡れた面、及び40度以上の高温となる場所では、テープの剥がれ、落下の恐れがあるので、使用しないでください。

ペーパー
目安収納枚数

製品WEB
2R-TPH
2連トイレットペーパーホルダー

盗難防止鍵付き省スペーストイレットペーパーホルダー

盗難防止 スペア収納

� �

ペーパー取替用の

カギ付き！
ペーパーが2つ同時に

補充可能！

公共施設・スーパーマーケットでの利用を想定した機能

ホルダーには2つのペーパーを補充できます。 
片方がなくなった場合は、お客様にカバーをスライドしていただくこ
とで、スペアを使用できます。

ホルダーの開閉は専用のカギを使って行
います。 カギがないと開かないため盗難
防止になります。

PTH200




