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＞＞�ステージデッキ
ステージデッキは、アメリカSTAGING CONCEPTS社
によって開発された、軽量で耐久性に優れたアルミニウ
ム製のデッキシステムです。
堅牢設計で、一貫した品質管理のもとで生産されたス
テージデッキは、蓄積されたノウハウと実績から生まれ
る、信頼のある安定した製品としてお届けいたします。
また、バリエーション豊かな製品シリーズは、多彩な設置
条件にフレキシブルに対応し、最適環境を創造します。
ステージデッキは施工に特別な技術を必要とすることな
く、独自のテクノロジーを持つアルミフレームにより、
隣接し合うデッキの接続、豊富なアクセサリーの取り付
けを容易にし、誰にでも簡単に取り扱うことが出来る製
品仕様になっています。
スタジアムやアリーナクラスでのステージや階段状の観
客席から、劇場空間での変則的なステージ、イベント会
場での特設ステージ、商業施設等のフローリングシステ
ムなど幅広いプランを可能にし、お客様のニーズに応え
る為の素晴らしい空間を創造します。
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＞＞�PRG株式会社
PRG株式会社はアジア地域にとどまらず、欧米諸国などにも
グローバルに活動し、一箇所でショー制作に関わることは何

でも解決する『ワンストップ･ソリューション』をご提供いた
します。
高品質なトータルサービスを提供することを目的に、企業イベ
ントやモーターショーなどのプロダクションサービス全般、舞
台機構システムStage Command™ Systemのレンタルと販
売、劇場設計・建築コンサルティング業務、演出照明サービ
ス、VARI*LITE®製品等のレンタルと販売を行っております。 
NYやラスベガス、ロンドンなど世界各国で公演が行われてい
る、エンターテイメントショーの日本公演では、劇場設計から
機材提供、ショーランニングまで、ショーに関わる多くの業務
を手がけているものもあります。このようなショービジネスへ
のサポート力や、高い品質の製品ブランドが、クライアントの
皆様から支持を受けています。
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●表面ポリビニル仕上げ、裏面アルミニウム薄板貼りの米国基準防炎加工。

●ロトロックシステムによりプラットフォームの連結が可能。

●修理が必要な場合、損傷したパーツだけの、修理、交換が可能。

●全てのステージデッキ製品に対応。

�特徴

●高品質の押し出し形成アルミニウム板使用。

●表面は滑り止め加工処理。

●ロトロックシステムによりプラットフォームの連結が可能。

●修理が必要な場合、損傷したパーツだけの、修理、交換が可能。

�特徴

＞＞�SC90プラットフォームは、軽量で高品質のアルミニウム素材を使用したフレームと、
厚さ1インチの高密度構造用合板で構成された、屋内、屋外を問わず様々なシチュエー
ションでご利用いただけるスタンダードタイプのプラットフォームです。独自の構造を
持つアルミフレームはアクセサリー類の取り付けが容易で、施工時間を短縮します。プ
ラットフォームは表面仕上げの選択や追加オプションによって、ご使用いただく場所に
おいて最適な環境を創ります。また、全てのレッグサポート製品に対応し、大小様々な
形状のステージや、階段状のスタンドなどを造れます。

＞＞
�SC97プラットフォームは、全
てのパーツにアルミニウム素材
を使用した、軽量で強度と耐久
性に優れた全天候型のプラット
フォームです。SC90プラット
フォーム同様に、全てのレッグ
サポート、アクセサリーを使用
することができ、主にスポーツ
スタジアムやアリーナで使用さ
れています。

SC90 PLATFORM

SC97 ALL – ALUMINUM PLATFORM 

SC90 PLATFORM/
SC97 ALL – ALUMINUM PLATFORM



断面図

1219mm   
（4'-0"TYP.）

ロトロック
プラットフォームコネクター

25mm（1"）
合板下地材

コネクターユニットメス
(ロトロック）

コネクターユニットオス
(ロトロック）

押し出し形成アルミフレーム
ミル仕上げ

76mm（3"）

102mm（4"）
25mm（1"）合板下地材

2438mm   
（8'-0"TYP.）

Surface Option

■ 主な仕様

■ 標準寸法／重量

■ 主な仕様

※オーダーメイドも承ります。

1.22m×2.44m（4’×8’） 

1.22m×1.83m（4’×6’）

1.22m×1.22m（4’×4’）

0.92m×1.83m（3’×6’）

1m×2m（3.28’×6.56’）   

合板生地  

57kg

45kg

30kg

32kg

34kg

ハードボード

67kg

52kg

34kg

36kg

36kg

アクリル

134kg

129kg

79kg

123kg

82kg

寸法  

▼アルミフレーム／ 高さ：121mm（4-3/4”） 

素材：アルミニウム（6005-T5）

▼フレーム機能／ ロトロックシステム内蔵 

ロッキングクリップシステム構造

▼床材／ ノンスリップ構造 

リブ付き押し出し形成アルミニウム材 

溝深さ0.23mm 

約76mmの逆T型材を背面に使用

▼耐荷重／600kg/㎡

▼表面処理／ ミル仕上げ 

アルマイト仕上げ（黒、クリアー）

▼オプション／センターI-BEAM

※オーダーメイドも承ります。

1.22m×2.44m（4’×8’）

1.22m×1.83m（4’×6’）

1.22m×1.22m（4’×4’）

0.91m×2.44m（3’×8’）

重量

45kg

42kg

27kg

42kg

■ 標準寸法／重量

寸法  

SC90 PLATFORM

SC97 ALL – ALUMINUM PLATFORM 
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▼アルミフレーム／ 高さ：102mm（4”） 

材質：アルミニウム（6005-T5） 

表面処理：ミル仕上げ

▼フレーム機能／ ロトロックシステム内蔵 

ロッキングクリップシステム構造

▼下地材／厚さ25mm（1”）構造用合板

▼床表面処理／合板生地

▼耐荷重／600kg/㎡

▼オプション／ センターI-BEAM 

防音処理 

SC90レッグサポート収納アタッチメント 

アルミフレーム表面処理： パウダーコート仕上げ（黒、シルバー） 

アルマイト仕上げ（黒、クリアー）

　　　　　　　床表面処理： ポリビニル（黒、グレー） 

カーペット（黒、グレー） 

合板塗装 

ハードボード 

アクリル（クリアー、不透明）



SC90 LEG SUPPORT
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＞＞�SC90レッグサポートは、プラットフォームで使用しているアルミニウムと同じ品質で出来ている
為、とても丈夫で、信頼性が高く、安心して使用する事が出来る製品シリーズの1つです。レッグ
サポートはシンプルな構造の高さ固定タイプと、ピンの抜き差しによって簡単に素早く脚の長さを
調節出来る高さ調節タイプの両方を用意し、どちらのレッグサポートも様々な高さに対応しており
ます。高さの必要なシーンでは、ブレスとレッグクランプを取り付ける事で、より安全にご利用い
ただけます。SC90レッグサポートは各プラットフォームを独立して組み立てられるので、舞台、
客席、そしてスタンドなどの形状を自在にアレンジするのに最適です。

SC90 LEG SUPPORT  



高さ固定タイプ

　 ▼レッグ／1-1/4B×Sch40（外径43mm）

　 ▼素材／アルミニウム（6105-T6）

　 ▼表面処理／ ミル仕上げ

　 ▼取り付け／専用アイボルト（3/8”）

　 ▼レベリングフット調整幅／0mm – 38mm（0”-1-1/2”）

高さ調節タイプ

　 ▼アウターレッグ／1-1/4B×Sch40（外径43mm）

　 ▼インナーレッグ／押し出し形成アルミニウム

　 ▼素材／アルミニウム（6105-T6）

　 ▼表面処理／ミル仕上げ

　 ▼調節間隔／51mm（2”）ピッチ

　 ▼高さ固定／10mm径ピン使用

　 ▼取り付け／専用アイボルト（3/8”）

　 ▼レベリングフット調整幅／0mm – 38mm（0”-1-1/2”）

ブレス

　 ▼パイプ／1-1/4B×Sch40（外径43mm）

　 ▼素材／アルミニウム（6105-T6）

　 ▼取り付け／スピードT（差込型）

レッグクランプ

　 ▼亜鉛めっき仕上げ（ユニクロ）

　 ▼種類／ 2本足タイプ 

4本足タイプ

SC90 LEG SUPPORT 

■ 主な仕様 ■ 標準寸法

長さ

114mm-2133mm

■高さ固定タイプ

※高さ762mm以上からブレスが必要です。

　複数枚プラットフォーム使用時、高さ762mm以上からレッグクランプの使用【推奨】

　オーダーメイドも承ります。　

高さ調整幅

203mm- 304mm（  8”-12”）

304mm- 406mm（12”-16”）

406mm- 610mm（16”-24”）

610mm- 914mm（24”-36”）

■高さ調整タイプ
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●高さ固定タイプ又は高さ調節タイプが選べます。

●標準でレベリングフットが付属し、プラットフォームのレベル調整が可能。

●プラットフォームへの取り付けはアイボルトで、工具は不要です。

�特徴

スピードT レッグクランプ 高さ固定タイプ 高さ調節タイプ



SC9600 BRIDGE SUPPORT SYSTEM
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＞＞�SC9600は枠型のフレームと水平方向と斜め方向のブレスで構成されており、最高の
サポート力を発揮します。このシステムはプラットフォームをノードデザイン付きの
4つのノードプレートによって、ブリッジ構造を作り出し、少ないパーツで広い空間
を提供します。強さと耐久性を兼ね備えたサポートフレームが、簡単で素早いセット
アップを実現します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
SC9600は、固定タイプと、高さ調節タイプがあり、インナーレッグが上方向へ伸び
るアリーナスタイルと、インナーレッグが下方向へ伸びる万能スタイル2つのバージョ
ンがあります。

SC9600 BRIDGE SUPPORT SYSTEM



▼調節穴ピッチ／102mm（4”）

▼高さ固定／16mm径ピン使用（5/8”）

▼レベリングフット調整幅／0mm – 76mm（0”- 3”）

▼素材／アルミニウム（6105-T6）

▼アウターレッグ／2-1/2B×sch40（外径76mm）

▼インナーレッグ／2B×sch80（外径61mm）

▼水平部材／外径51mm

SC9600 BRIDGE SUPPORT SYSTEM

■ 主な仕様

■ 標準寸法／重量

■高さ調節タイプ

※オーダーメイドも承ります。

  610mm-  914mm （24”-36”）

  914mm-1372mm （36”-54”）

1219mm-1930mm （48”-76”）

重量

57kg

64kg

70kg

ステージ高

アリーナスタイル SC9600 Bridge Support System

万能スタイル　SC9600 Bridge Support System

延長状態

収納状態

1219mm

1219mm

1930mm

2438mm

6000mm

3000mm

ノードプレート
ブレス

サポートフレーム

プラットフォーム

1219mm

610mm

914mm

1219mm

※SC9600組み立て参考図
　1m×2mのプラットフォーム9枚を使用し、広さ3m×6mのステージを造る
　場合、SC9600が4セットでステージが完成します。
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●少ない部品でブリッジ構造を作るので、施工時間を短縮します。

●水平材とブレスは、スナップフックにより取り付けが容易。

●ブリッジ構造を作るノードプレートが、プラットフォームとサポートフレームを固定。

●万能スタイルのサポートフレームは、段差のある場所でも組み立て可能。

●アリーナスタイルのサポートフレームは、高さ調節がとても楽に行え、作業効率を上げます。

�特徴



■ 主な仕様

■ 主な仕様
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● 少ない部品でブリッジ構造を作るので、施工時間を短縮します。

● フラットなステージやシーティングライザーの基礎として使用されます。

�特徴

●アウトドア向きの万能スタイルと、インドア向きのアリーナスタイルから
　選べます。

●折りたたみ状態での、積み重ね収納が可能。

�特徴

＞＞�SC100は高い強度を持つスチール製品です。機能的なフレームが楽にブリッジ構造を作り出し、施工時間を短縮
します。収納時には折りたたむ事でコンパクトになり、省スペースでの運搬、保管が可能でとても効率的です。

＞＞
折りたたみ式のSC9600コラプスのメリットは、
SC9600と全て同じ特徴を持っている上に、ブレス
が一体型なのでさらに早く設置、解体が行えます。

▼調節穴ピッチ／ 51mm（2”）

▼高さ固定／10mm径ピン使用（3/8”）

▼レベリングフット調整幅／0mm – 51mm（0”- 2”）

▼電気抵抗溶接炭素鋼構造（ERW carbon steel）

▼アウターレッグ／外径51mm、厚さ3mm（2” OD by 12gauge）

▼インナーレッグ／外径45mm、厚さ3mm（1-3/4” OD by 12gauge）
▼ブレス／25mm×51mm、厚さ2mm（1” by 2” by 14gauge）

▼表面処理／パウダーコート仕上げ（黒）

■ 標準寸法／重量

※オーダーメイドも承ります。

406mm-  559mm（16”-22”）

457mm-  610mm（18”-24”）

610mm-  812mm（24”-32”）

812mm-1066mm（32”-42”）  

重量

27kg

27kg

33kg

38kg

ステージ高                                

▼調節穴ピッチ／102mm（4”）

▼高さ固定／16mm径ピン使用（5/8”）

▼レベリングフット調整幅／0mm – 76mm（0”- 3”）

▼素材／アルミニウム（6105-T6）

▼アウターレッグ／2-1/2B×sch40（外径76mm）

▼インナーレッグ／2B×sch80（外径61mm）

▼水平部材／外径51mm

■ 標準寸法／重量

■高さ調節タイプ

※オーダーメイドも承ります。

  610mm-  914mm（24”-36”） 

  914mm-1372mm（36”-54”） 

1219mm-1930mm（48”-76”）

重量

57kg

64kg

70kg

ステージ高                                

SC9600 COLLAPSIBLE BRIDGE SUPPORT

SC100 FOLDING BRIDGE FRAME 

VARIATIONS



＞＞�SC2003は、格納型キャスターを使用する事で、ステージ
状態での移動、収納時の運搬が楽に行えます。標準サイズ
は、4’x8’のプラットフォーム3枚を使用し8’x12’のエリ
アを作ります。複数台でブリッジ構造にすると、大きなパ
フォーマンスエリアを簡単に組み立てられます。このため
SC2003はアリーナやスタジアムでの使用に最適です。

側面図（H=1270mm）正面図

側面図（H=914mm）

2438mm

1270
mm

3658mm

914
mm

● フレームを折りたたみ、収納カートとしても使用可能。

● キャスター付きフレームにより、開閉、運搬が容易。

�特徴

■ 主な仕様

▼調節穴ピッチ／ 102mm（4”）

▼高さ固定／ 16mm径ピン使用（5/8”）

▼レベリングフット調整幅：0mm – 76mm（0”- 3”）

▼垂直材／ 電気抵抗溶接炭素鋼管（ERW carbon steel） 

外径51mm、厚さ3mm（2” OD by 12gauge）

▼水平材／ 炭素鋼管（角）（Carbon steel） 

51mm×51mm、厚さ2mm（2” by 2” by 14gauge）

▼斜材／ 炭素鋼熱間圧延平鋼（Low carbon HR flat bar） 

5mm×25mm（0.2” by 1”）

▼軸／ 鋳造アルミニウム 

380アルミニウム合金（380 Aluminum alloy）

▼表面処理／パウダーコート仕上げ（黒）

※SC2003はオーダーメイドです。
　必要なスペックをお申し付けください。

■ 標準寸法／重量

  914mm-1270mm（36”-50”）　

1219mm-1829mm（48”-72”）　 

重量

250kg

272kg

ステージ高

● キャスターの上下により、組み立てられた状態での移動、設置が可能。

● 複数のSC2000を使用しブリッジ構造にする事で、大きなライザーを

　短時間で組み立てられます。

�特徴

＞＞
SC2000は、SC2003と同等の機能を持つライ
ザーシステムです。このため、フレキシブルな座席
を必要とする施設にとても理想的です。SC2003
同様に、素早く簡単な設置が可能で、アーム部分を
折りたたむとコンパクトになり、収納カートとして
も機能します。

■ 主な仕様

▼レベリングフット調整幅／0mm – 76mm（0”- 3”）

▼垂直材／ 電気抵抗溶接炭素鋼管（ERW carbon steel） 

外径51mm、厚さ3mm（2” OD by 12gauge）

▼水平材／ 炭素鋼管（角）（Carbon steel） 

51mm×51mm、厚さ2mm（2” by 2” by 14gauge）

▼斜材／炭素鋼熱間圧延平鋼（Low carbon HR flat bar）

▼軸／鋳造アルミニウム

▼表面処理／パウダーコート仕上げ（黒）

※SC2000はオーダーメイドです。
　必要なスペックをお申し付けください。

10

SC2003 ROLLING STAGE

SC2000 SEATING RISER SYSTEM
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＞＞
�収納・移動が出来るアリーナカート、バーティカル
カートと、フォークリフトで運ぶタイプのスタック
カートがあります。SC90/SC97両方のプラット
フォームに対応しています。

■ 主な仕様

▼素材／ASTM A501スチールパイプ

▼表面処理／パウダーコート仕上げ（黒）

■ バリエーション

※プラットフォームサイズに合わせてオーダー出来ます。

プラットフォーム15枚段積

アリーナカート

4デッキバーティカルカート（プラットフォーム4枚縦積）

6デッキバーティカルカート（プラットフォーム6枚縦積）

8デッキバーティカルカート（プラットフォーム8枚縦積）

10デッキバーティカルカート（プラットフォーム10枚縦積）

バーティカルカート

シングルカート（プラットフォーム10枚縦積）

スタックカート（プラットフォーム20枚縦積）

スタックカート（積み重ねタイプ）

■ 主な仕様

ステアユニット（406mm－610mm）調節タイプ

610mm高状態

406mm高状態

610mm（24"）

プラットフォーム

プラットフォーム

889mm（35"）

406mm（16"）

178mm（7"）

プラスチック
フット（黒）

889mm（35インチ）高のステージに
適した、蹴上げ178mm（7インチ）
踏み面4段のステアユニット
（固定タイプ）

＞＞
ステアユニットは、スチール製の高さ固定タイプと、ア
ルミニウム製で高さを調節出来るタイプがあります。利
用者の安全の為、階段の両脇に手摺の取り付けが可能
で、踏み面には滑り止め加工が施されています。

高さ固定タイプ

　 ▼素材／ERWスチール

　 ▼表面処理／パウダーコート仕上げ（黒)

　 ▼蹴上げ／178mmを超えない高さ

　 ▼踏み面／D305mm×W914mm（12”×36”）

　 ▼踏み面仕上げ／ポリプロピレン素材（黒）、又はプラットフォームの仕上げと適合

　 ▼クローズパネル付き

高さ調節タイプ

　 ▼素材／押し出し形成アルミニウム（6105-T6）

　 ▼表面処理／ミル仕上げ

　 ▼踏み面／D305mm×W914mm（12”×36”）

　 ▼踏み面仕上げ／ポリプロピレン素材（黒）、又はプラットフォームの仕上げと適合

　 ▼高さ幅調整／ 406mm-610mm（16”-24”） 

610mm-914mm（24”-36”） 

914mm-1372mm（36”-54”） 

1219mm-1930mm（48”-76”）

手摺

　 ▼素材／ 38mm径アルミニウム

　 ▼表面処理／ パウダーコート仕上げ（黒、シルバー） 

アルマイト仕上げ（黒、クリアー）

PLATFORM STORAGE & TRANSPORT CARTS

FIXED & ADJUSTABLE HEIGHT STAIR UNITS

OPTIONS



平面図（収納状態）

400mm

762mmストラップ
マジックテープ止め
（2か所）

2480mm

2467mm

収納

収納 収納

収納

平面図

断面図断面図
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＞＞�
キャスター付のドラムライザーは楽に
移動させる事が出来、収納時は簡単
に、コンパクトな状態になります。

■ 主な仕様

▼素材／ 熱間圧延炭素鋼管、厚さ2mm（HREW 14gauge steel tubing）

▼キャスター／ 102mm径（ストッパー付き）

▼表面処理／ パウダーコート仕上げ（黒）

▼固定用マジックテープストラップ付き

■ 標準寸法／重量

■サイズ2.44m×2.44m（8’L×8’W）

※オーダーメイドも承ります。

406mm（16”H）

457mm（18”H）

610mm（24”H）

762mm（30”H）

重量

20kg

22kg

23kg

25kg

ステージ高

■ 主な仕様

■ 標準寸法／重量�

※オーダーメイドも承ります。

寸　法

2.44m×1067mm（8’W×42”H）

1.83m×1067mm（6’W×42”H）

1.22m×1067mm（4’W×42”H）

0.92m×1067mm（3’W×42”H）

0.61m×1067mm（2’W×42”H）

2ライン  

14kg

11kg

9kg

7kg

5kg

IBC規格

27kg

20kg

16kg

9kg

7kg

＞＞�標準で、ライン2本のスタンダード2ラインとIBC規格（米国規格）のガードレールが
あります。ロックメカニズム構造によりプラットフォームへ容易に固定されます。

▼耐加重

　ガードレール手摺部分：

　・分布荷重は水平方向、垂直方向どの方向に対しても0.73kN/m

　・集中荷重は水平方向、垂直方向どの方向に対しても0.89kN

　ガードレール構成部分：

　・分布荷重は水平方向に対して1.2kN/㎡

　・ 集中荷重は水平方向に対して0.093㎡の範囲で、縦桟、横桟を含むど

のポイントに対しても0.89kN

▼ガードレールの高さ／   762mm（30”） 

914mm（36”） 

1067mm（42”）

▼素材／軽量アルミニウム

▼パイプ径／42mm

▼表面処理／ パウダーコート仕上げ（黒、シルバー） 

アルマイト仕上げ（黒、クリアー）

ROLLING DRUM RISER

GUARDRAIL
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● 設置の容易さの為に、クローズパネル（ケコミ）の構成部品として作られています。
● 通路ライトはクローズパネル（ケコミ）又はステップユニットの上端に埋め込まれています。

�通路ライト

■ 主な仕様

●椅子止めの役割や躓きを防止し、仕上がりを綺麗に見せます。
●取り付けが容易で素早く安全に緩み無く取り付けられます。

�クローズパネル（ケコミ）

●プラットフォームから椅子の落下や、スリップを防止します。
●取り付けが容易で素早く安全に緩み無く取り付けられます。

チェアーストップ（椅子止め）

通路ライト

　 ▼ライト／ UL規格認定済みの12V又は24Vの低電圧ライト

　 ▼電球色／ 透明

クローズパネル（ケコミ）

　 ▼最低高さ／152mm（6”）

　 ▼素材／  下地材：25mm（1”）構造用合板 

上面及び側面：ポリエチレン成型材

　 ▼表面処理／プラットフォームの仕上げと適合させます。

　 ▼取り付け／バネ式クリップ

チェアーストップ（椅子止め）

　 ▼素材／押し出し形成アルミニウム

　 ▼表面処理オプション／  ミル仕上げ 

パウダーコート仕上げ（黒、シルバー） 

アルマイト仕上げ（黒、クリアー）

＞＞�スカートを使用する事で、清潔で洗練されたスタイルのステージに仕上がります。 
様々な種類の色、丈、幅を選べます。

■ 主な仕様

▼素材／ポリまたはベロア

▼被せ／50％

▼米国基準防炎加工（NFPA701）

▼取り付け／マジックテープ

▼ひだ種類／ ボックスプリーツ（標準） 

 ギャザープリーツ 

※オーダーメイドも承ります。

SEATING RISER ACCESSORIES

STAGE SKIRTING

ACCESSORIES
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＞＞�バリケードは、鉄製でシンプルな構造の為、設置、解体に時間を掛けません。
収納時は1度の動作でコンパクトに折りたためます。

＞＞�可動式のイージーステージは、少ない動作でコンパクトな収納ポジションから安定したステー
ジへ切り替わるので、他のレッグサポート製品より施工時間が大幅に短縮します。　　　　　
連動式キャスターはステージを折りたたむと自動的に出現し移動が容易になります。イージー
ステージはイベントホールや催事場のステージに最適です。

■ 主な仕様 ■ 標準寸法／重量

■ 主な仕様

■ 標準寸法／重量

●警備員はバリケードの中段のステップに立ち監視する事が出来ます。

●バリケードは連結する事が出来、人波によってバリケードが崩れるのを防ぎます。

●【オプション】収納カート（バリケード10基用）

�特徴
▼素材／ HREW 14gauge steel 

スチールメッシュプレート

▼表面処理／ パウダーコート仕上げ（黒）

重量

64kg

使用時寸法

1.22m×1.22m×1.22m

※コーナーパーツもございます。

重量

64kg

収納時寸法

1.22m×1.22m×102mm

▼床板／19mm構造用合板

▼床表面処理／ カーペット 

ポリビニル 

合板生地 

合板塗装

▼床周り／アルミニウムアングル

▼フレーム／24mm×51mm（14gauge steel）

▼キャスター／102mm径重量用ストッパーなし自在キャスター

▼耐荷重／318kg

ステージ高

305mm

406mm

610mm

重量

143kg

147kg

160kg

■1.83m×2.44m（6’×8’）EZステージ

折り畳みサイズ

L1829mm×W559mm×H1397mm

L1829mm×W610mm×H1448mm

L1829mm×W762mm×H1626mm

SC9000 EZ STAGE

CROWD CONTROL BARRICADE

OTHER PRODUCTS
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