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アルマクリートハーフベース

TUUCI

トゥウチ
TUUCI

オーシャンマスターMAXキャンチSQ8／ 
NAT／6004ホワイト
Ocean Master Max Cantilever SQ8/ 
NAT/6004W
W2,730×D2,450×H2,590・3,120mm 　 
軒下／2,220mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／64.0kg　 
クランクハンドル式開閉　テレスコープ付　

 ￥2,486,000（本体価格 ￥2,260,000）

オーシャンマスターMAXキャンチSQ8／ 
PT／6004ホワイト
Ocean Master Max Cantilever SQ8/ 
PT/6004W

 ￥2,145,000（本体価格 ￥1,950,000） 

オーシャンマスターMAXキャンチSQ8／ 
BS／4651シルバー
Ocean Master Max Cantilever SQ8/ 
BS/4651S

 ￥2,277,000（本体価格 ￥2,070,000）

アルマクリートハーフベース

ジャバ
（JAV）

ナチュラル
（NAT）

ポリッシュド 
チタニウム

（PT）

グラシア
ホワイト

（GW）

ブラック
シー

（BS）

ウェザード
（WEA）

FRAME&BASE COLOR

RECTANGLE（支柱／木目調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥2,563,000（本体価格 ￥2,330,000）
10.0×14.0ft／3.0×4.25m

 ￥3,113,000（本体価格 ￥2,830,000）

RECTANGLE（支柱／PT） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥2,222,000（本体価格 ￥2,020,000）
10.0×14.0ft／3.0×4.25m

 ￥2,783,000（本体価格 ￥2,530,000）

SQUARE（支柱／木目調） 
8.0ft／2.45m

 ￥2,486,000（本体価格 ￥2,260,000）

12.0ft／3.65m
 ￥2,948,000（本体価格 ￥2,680,000）

10.0ft／3.0m
 ￥2,563,000（本体価格 ￥2,330,000）

13.0ft／4.0m
 ￥3,223,000（本体価格 ￥2,930,000）

SQUARE（支柱／PT） 
8.0ft／2.45m

 ￥2,145,000（本体価格 ￥1,950,000）
10.0ft／3.0m

 ￥2,222,000（本体価格 ￥2,020,000）

12.0ft／3.65m
 ￥2,607,000（本体価格 ￥2,370,000）

13.0ft／4.0m
 ￥2,882,000（本体価格 ￥2,620,000）

OCTACON（支柱／木目調） 
9.0ft／2.75m

 ￥2,596,000（本体価格 ￥2,360,000）
11.0ft／3.4m

 ￥2,673,000（本体価格 ￥2,430,000）

13.0ft／4.0m
 ￥2,882,000（本体価格 ￥2,620,000）

OCTACON（支柱／PT） 
9.0ft／2.75m

 ￥2,255,000（本体価格 ￥2,050,000）
11.0ft／3.4m

 ￥2,332,000（本体価格 ￥2,120,000）

13.0ft／4.0m
 ￥2,541,000（本体価格 ￥2,310,000）

PARASOL

フロリダ州マイアミではプレジャーボートや豪華ヨッ
トなどマリーン関連ビジネスが盛んです。海上での厳
しい日差しをさえぎり、強風に耐える特別なシェード
作りに培われたノウハウをトゥウチ創業者ドゥガン・ク
ラークはミニマルなデザインで全く新しいコンセプト
のアンブレラを作りました。抜群の耐久性と機能性に
加えシンプルでスタイリッシュなデザインはアンブレラ
に革新をもたらしました。

○設置条件により必要なベース

重量が変わります。事前にご相

談下さい。

○パラソルベースはp552をご

参照下さい。

RECTANGLE（支柱／マット調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥2,365,000（本体価格 ￥2,150,000）
10.0×14.0ft／3.0×4.25m

 ￥2,893,000（本体価格 ￥2,630,000）

SQUARE（支柱／マット調） 
8.0ft／2.45m

 ￥2,277,000（本体価格 ￥2,070,000）
10.0ft／3.0m

 ￥2,365,000（本体価格 ￥2,150,000）

12.0ft／3.65m
 ￥2,739,000（本体価格 ￥2,490,000）

13.0ft／4.0m
 ￥3,025,000（本体価格 ￥2,750,000）

OCTACON（支柱／マット調） 
9.0ft／2.75m

 ￥2,387,000（本体価格 ￥2,170,000）
11.0ft／3.4m

 ￥2,475,000（本体価格 ￥2,250,000）

13.0ft／4.0m
 ￥2,673,000（本体価格 ￥2,430,000）

木目調 マット調PT

ナチュラル（NAT）

ブラックシー（BS）

535534 OCEAN MASTER MAX



TUUCI

トゥウチ
TUUCI

オーシャンマスターMAXDキャンチSQ8×16／ 
NAT／6004ホワイト
Ocean Master Max Dual Cantilever SQ8×16/ 
NAT/6004W
W5,240×D2,440×H2,600・3,130mm　軒下／2,200mm　 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／79.4kg 
組立式　 
テレスコープ付　クランクハンドル式開閉

 ￥4,411,000（本体価格 ￥4,010,000）

RECTANGLE（支柱／木目調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥4,587,000（本体価格 ￥4,170,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥5,236,000（本体価格 ￥4,760,000）

RECTANGLE（支柱／PT） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥3,905,000（本体価格 ￥3,550,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥4,554,000（本体価格 ￥4,140,000）

SQUARE（支柱／木目調） 
８.0ft／2.4×4.9m

 ￥4,411,000（本体価格 ￥4,010,000）

13.0／4.0×7.9m
  ￥5,940,000（本体価格 ￥5,400,000）

12.0ft／3.65×7.4m
  ￥5,192,000（本体価格 ￥4,720,000）

10.0ft／3.0×6.0m
  ￥4,587,000（本体価格 ￥4,170,000）

SQUARE（支柱／PT） 
８.0ft／2.4×4.9m

 ￥3,740,000（本体価格 ￥3,400,000）

13.0／4.0×7.9m
 ￥5,258,000（本体価格 ￥4,780,000）

12.0ft／3.65×7.4m
 ￥4,510,000（本体価格 ￥4,100,000）

10.0ft／3.0×6.0m
 ￥3,905,000（本体価格 ￥3,550,000）

OCTAGON（支柱／木目調） 
9.0ft／2.75×5.4m

  ￥4,136,000（本体価格 ￥3,760,000）

11.0ft／3.4×6.8m
  ￥4,444,000（本体価格 ￥4,040,000）

13.0ft／4.0×8.0m
  ￥5,027,000（本体価格 ￥4,570,000）

OCTAGON（支柱／PT） 
9.0ft／2.75×5.4m

 ￥3,454,000（本体価格 ￥3,140,000）

11.0ft／3.4×6.8m
 ￥3,762,000（本体価格 ￥3,420,000）

13.0ft／4.0×8.0m
 ￥4,345,000（本体価格 ￥3,950,000）

PARASOL

○フレームカラーはp535をご

参照下さい。

○ベースはp552をご参照下さ

い。

○設置条件により必要なベース

重量が変わります。

　事前にご相談下さい。

Gプレートスクエアベース272kg

ナチュラル（NAT）

RECTANGLE（支柱／マット調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥4,180,000（本体価格 ￥3,800,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥4,829,000（本体価格 ￥4,390,000）

SQUARE（支柱／マット調） 
８.0ft／2.4×4.9m

 ￥4,015,000（本体価格 ￥3,650,000）

13.0／4.0×7.9m
 ￥5,533,000（本体価格 ￥5,030,000）

12.0ft／3.65×7.4m
 ￥4,785,000（本体価格 ￥4,350,000）

10.0ft／3.0×6.0m
 ￥4,180,000（本体価格 ￥3,800,000）

OCTAGON（支柱／マット調） 
9.0ft／2.75×5.4m

 ￥3,729,000（本体価格 ￥3,390,000）

11.0ft／3.4×6.8m
 ￥4,037,000（本体価格 ￥3,670,000）

13.0ft／4.0×8.0m
 ￥4,620,000（本体価格 ￥4,200,000）

537536 OCEAN MASTER MAX



TUUCI

トゥウチ
TUUCI

オーシャンマスターMAXクラシックOCT11／ 
NAT／6004ホワイト
Ocean Master Max Classic OCT11/ 
NAT/6004W
W3,150×D3,150×H2,798mm　 
軒下／2,180mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　重量／62.0kg 
クランクハンドル式開閉

 ￥1,639,000（本体価格 ￥1,490,000）

12.0×16.0ft／3.65×4.9m
 ￥2,519,000（本体価格 ￥2,290,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥2,233,000（本体価格 ￥2,030,000）

RECTANGLE（支柱／木目調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥1,793,000（本体価格 ￥1,630,000）

12.0×16.0ft／3.65×4.9m
 ￥2,321,000（本体価格 ￥2,110,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥2,024,000（本体価格 ￥1,840,000）

RECTANGLE（支柱／マット調） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥1,584,000（本体価格 ￥1,440,000）

SQUARE（支柱／木目調） 
8.0ft／2.45m

 ￥1,639,000（本体価格 ￥1,490,000）

10.0ft／3.0m
 ￥1,760,000（本体価格 ￥1,600,000）

12.0ft／3.65m
 ￥2,101,000（本体価格 ￥1,910,000）

14.0ft／4.25m
 ￥2,376,000（本体価格 ￥2,160,000）

16.0ft／4.9m
 ￥2,728,000（本体価格 ￥2,480,000）

SQUARE（支柱／マット調） 
8.0ft／2.45m

 ￥1,430,000（本体価格 ￥1,300,000）

10.0ft／3.0m
 ￥1,562,000（本体価格 ￥1,420,000）

12.0ft／3.65m
 ￥1,903,000（本体価格 ￥1,730,000）

14.0ft／4.25m
 ￥2,178,000（本体価格 ￥1,980,000）

16.0ft／4.9m
 ￥2,519,000（本体価格 ￥2,290,000）

OCTAGON（支柱／木目調） 
9.0ft／2.75m

 ￥1,474,000（本体価格 ￥1,340,000）

13.0ft／4.0m
 ￥1,870,000（本体価格 ￥1,700,000）

11.0ft／3.4m
 ￥1,639,000（本体価格 ￥1,490,000）

11.0ft／3.4m
 ￥1,441,000（本体価格 ￥1,310,000）

15.0ft／4.5m
 ￥2,266,000（本体価格 ￥2,060,000）

17.0ft／5.2m
 ￥2,640,000（本体価格 ￥2,400,000）

OCTAGON（支柱／マット調） 
9.0ft／2.75m

 ￥1,276,000（本体価格 ￥1,160,000）

13.0ft／4.0m
 ￥1,661,000（本体価格 ￥1,510,000）

15.0ft／4.5m
 ￥2,068,000（本体価格 ￥1,880,000）

17.0ft／5.2m
 ￥2,442,000（本体価格 ￥2,220,000）

○フレームカラーはp535をご

参照下さい。

○パラソルベースはp552をご

参照下さい。

　

PARASOL

ナチュラル（NAT）

Gプレートスクエアベース181kg

12.0×16.0ft／3.65×4.9m
 ￥2,178,000（本体価格 ￥1,980,000）

10.0×14.0ft／3.0×4.25m
 ￥1,892,000（本体価格 ￥1,720,000）

RECTANGLE（支柱／PT） 
8.0×12.0ft／2.45×3.65m

 ￥1,452,000（本体価格 ￥1,320,000）

SQUARE（支柱／PT） 
8.0ft／2.45m

 ￥1,298,000（本体価格 ￥1,180,000）

10.0ft／3.0m
 ￥1,419,000（本体価格 ￥1,290,000）

12.0ft／3.65m
 ￥1,760,000（本体価格 ￥1,600,000）

14.0ft／4.25m
 ￥2,035,000（本体価格 ￥1,850,000）

16.0ft／4.9m
 ￥2,387,000（本体価格 ￥2,170,000）

11.0ft／3.4m
 ￥1,298,000（本体価格 ￥1,180,000）

OCTAGON（支柱／PT） 
9.0ft／2.75m

 ￥1,133,000（本体価格 ￥1,030,000）

13.0ft／4.0m
 ￥1,529,000（本体価格 ￥1,390,000）

15.0ft／4.5m
 ￥1,925,000（本体価格 ￥1,750,000）

17.0ft／5.2m
 ￥2,299,000（本体価格 ￥2,090,000）

539538 OCEAN MASTER MAX



TUUCI

トゥウチ
TUUCI

オーシャンマスターM1クラシックRCT6×9／PT／ 
6004ホワイト
Ocean Master M1 Classic RCT6×9/PT/ 
6004W
W2,850×D1,910×H2,572mm　軒下／1,880mm 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／13.7kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付

 ￥539,000（本体価格 ￥490,000）

オーシャンマスターＭ１クラシックOCT10.5／PT／ 
6004ホワイト
Ocean Master M1 Classic OCT10.5/PT/ 
6004W
φ2,930×H2,572mm　軒下／1,880mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／16.0kg 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付

 ￥583,000（本体価格 ￥530,000）

○別売のベースはp552をご参

照下さい。

○φ38mm以上の対応のベー

スがご使用いただけます。

SQUARE  
5.5ft／1.65m

 ￥374,000（本体価格 ￥340,000）

6.5ft／2.0m
 ￥396,000（本体価格 ￥360,000）

7.5ft／2.25ｍ
 ￥418,000（本体価格 ￥380,000）

8.5ft／2.6m
 ￥539,000（本体価格 ￥490,000）

10.0ft／3.0m（テレスコープ付）
 ￥726,000（本体価格 ￥660,000）

HEXAGON
7.0ft／2.15m

 ￥440,000（本体価格 ￥400,000）

8.5ft／2.6m
 ￥462,000（本体価格 ￥420,000）

10.0ft／3.0m
 ￥495,000（本体価格 ￥450,000）

11.0ft／3.4m
 ￥550,000（本体価格 ￥500,000）

OCTAGON 
6.0ft／1.8m
￥473,000（本体価格 ￥430,000）

7.5ft／2.25m
￥506,000（本体価格 ￥460,000）

9.0ft／2.75m
￥539,000（本体価格 ￥490,000）

11.5ft／3.6m
￥627,000（本体価格 ￥570,000）

13.0ft／4.0m（テレスコープ付）
 ￥770,000（本体価格 ￥700,000）

RECTANGLE 
5.0×8.0ft／1.5×2.45m

 ￥429,000（本体価格 ￥390,000）

8.0×12.0ft／2.45×3.65m（テレスコープ付）
 ￥847,000（本体価格 ￥770,000）

PARASOL

FRAME COLOR

ポリッシュド 
チタニウム

（PT）

ポリッシュドチタニウム（PT）

541540 OCEAN MASTER M1



TUUCI

トゥウチ
TUUCI ○別売のベースはp552をご参

照下さい。

オーシャンマスターM1クラシックOCT9／BS／4651シルバー NEW
Ocean Master M1 Classic OCT9/BS/4651SLV
φ2,670×H2,472mm 
軒下／1,880mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ 
重量／15.0kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付

 ￥583,000（本体価格 ￥530,000）

543542 OCEAN MASTER M1



オーシャンマスターM1マンタSQ8.5／ 
PT／6008ブラック
Ocean Master M1 Manta ＳQ8.5/ 
PT/6008BL
W2,570×D2,570×H2,570mm　 
軒下／1,980mm　骨数／8本　 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ 
重量／16.0kg　　　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　 
ウインドベンチレーション付

 ￥649,000（本体価格 ￥590,000）

オーシャンマスターM1ゼロホライズンOCT10／
PT／6008ブラック
Ocean Master M1 Zero Horizon OCT10/
PT/6008BL
φ2,960×H2,570mm　軒下／2,340mm　骨数／8本　 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／16.0kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付　　

 ￥572,000（本体価格 ￥520,000）

TUUCI

トゥウチ
TUUCI

オーシャンマスターM1マンタSQ8.5／PT／6004ホワイト
Ocean Master M1 Manta ＳQ8.5/PT/6004W
W2,570×D2,570×H2,570mm　軒下／1,980mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／16.0kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付

 ￥649,000（本体価格 ￥590,000）　

オーシャンマスターM1ゼロホライズンOCT10／ 
PT／6004ホワイト
Ocean Master M1 Zero Horizon OCT10/ 
PT/6004W
φ2,960×H2,570mm　軒下／2,340mm　骨数／8本 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ 
重量／16.0kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　 
ウインドベンチレーション付　

 ￥572,000（本体価格 ￥520,000）

○別売のベースはp552をご参

照下さい。

○φ38mm以上の対応のベー

スがご使用いただけます。

FRAME COLOR

SQUARE  
6.5ft／2.0m

 ￥616,000（本体価格 ￥560,000）
7.5ft／2.25ｍ

 ￥638,000（本体価格 ￥580,000）
9.5ft／2.9m（テレスコープ付）

 ￥715,000（本体価格 ￥650,000）

SQUARE  
6.5ft／2.0m

 ￥616,000（本体価格 ￥560,000）
7.5ft／2.25ｍ

 ￥638,000（本体価格 ￥580,000）
8.5ft／2.6ｍ

 ￥649,000（本体価格 ￥590,000）
9.5ft／2.9m（テレスコープ付）

 ￥715,000（本体価格 ￥650,000）

OCTAGON 
8.0ft／2.45m

 ￥572,000（本体価格 ￥520,000）
11.0ft／3.4m

 ￥594,000（本体価格 ￥540,000）
12.0ft／3.7m

 ￥605,000（本体価格 ￥550,000）

ポリッシュド 
チタニウム

（PT）

ポリッシュドチタニウム（PT）

ポリッシュドチタニウム（PT）

545544 OCEAN MASTER M1



TUUCI

トゥウチ
TUUCI FRAME COLOR

オーシャンマスターM1クラシックSQ7.5／NAT／6004ホワイト
Ocean Master M1 Classic SQ7.5/NAT/6004W
W2,240×D2,240×H2,572mm　軒下／1,980mm　 
骨数／4本　支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／10kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付　

 ￥528,000（本体価格 ￥480,000）

SQUARE  
5.5ft／1.65m

 ￥473,000（本体価格 ￥430,000）

6.5ft／2.0m
 ￥495,000（本体価格 ￥450,000）

8.5ft／2.6m
 ￥638,000（本体価格 ￥580,000）

10.0ft／3.0m（テレスコープ付）
 ￥836,000（本体価格 ￥760,000）

HEXAGON
7.0ft／2.15m

 ￥539,000（本体価格 ￥490,000）

8.5ft／2.6m
 ￥561,000（本体価格 ￥510,000）

10.0ft／3.0m
 ￥594,000（本体価格 ￥540,000）

11.0ft／3.4m
 ￥649,000（本体価格 ￥590,000）

OCTAGON 
6.0ft／1.8m

 ￥572,000（本体価格 ￥520,000）

7.5ft／2.25m
 ￥605,000（本体価格 ￥550,000）

9.0ft／2.75m
 ￥638,000（本体価格 ￥580,000）

10.5ft／3.2m
 ￥682,000（本体価格 ￥620,000）

11.5ft／3.6m
 ￥726,000（本体価格 ￥660,000）

13.0ft／4.0m（テレスコープ付）
 ￥869,000（本体価格 ￥790,000）

RECTANGLE 
5.0×8.0ft／1.5×2.45m

 ￥539,000（本体価格 ￥490,000）

6.0×9.0ft／1.8×2.75m
 ￥638,000（本体価格 ￥580,000）

8.0×12.0ft／2.45×3.65m（テレスコープ付）
 ￥946,000（本体価格 ￥860,000）

○別売のベースはp552をご参

照下さい。

○φ38mm以上の対応のベー

スがご使用いただけます。

PARASOL

ジャバ
（JAV）

ナチュラル
（NAT）

ウェザード
（WEA）

ナチュラル（NAT）

547546 OCEAN MASTER M1



TUUCI

トゥウチ
TUUCI FRAME COLOR

ベイマスターM1ファイバーSQ7.5／DTK／5404ホワイト
Bay Master M1 Fiber-Flex Classic SQ7.5/DTK/5404W
W2,280×D2,280×H2,510mm　軒下／1,980mm　骨数／4本 
支柱／グラスファイバー・アルミ　天幕／サンブレラ　重量／8.5kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付　

 ￥418,000（本体価格 ￥380,000）

SQUARE 
5.5ft／1.65m

 ￥374,000（本体価格 ￥340,000）

6.5ft／2.0m
 ￥385,000（本体価格 ￥350,000）

HEXAGON 
7.0ft／2.15m

 ￥429,000（本体価格 ￥390,000）

8.5ft／2.6m
 ￥429,000（本体価格 ￥390,000）

10.0ft／3.0m
 ￥484,000（本体価格 ￥440,000）

OCTAGON 
7.5ft／2.25m

 ￥462,000（本体価格 ￥420,000）

9.0ft／2.75m
 ￥495,000（本体価格 ￥450,000）

10.5ft／3.2m
 ￥528,000（本体価格 ￥480,000）

○別売のベースはp552をご参

照下さい。

○φ38mm以上の対応のベー

スがご使用いただけます。

PARASOL

デュラチーク
ナチュラル

デュラチークナチュラル

549548 BAY MASTER M1



TUUCI

トゥウチ
TUUCI

ベイマスターM1クラシックOCT7.5／SA／5404ホワイト
Bay Master M1 Classic OCT7.5/SA/5404W
φ2,160×H2,427mm　軒下／1,980mm　骨数／8本　 
支柱／アルミ　天幕／サンブレラ　 
重量／8.6kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付　

 ￥231,000（本体価格 ￥210,000）

○別売のベースはp552をご参

照下さい。

○設置条件により必要なベース

重量が変わります。

　事前にご相談下さい。

○φ38mm以上の対応のベー

スがご使用いただけます。

FRAME COLOR

サテン
アノダイズド

サテンアノダイズド

ベイマスターファイバーフレックスクラシックOCT7.5／29371ホワイト
Bay Master Fiberflex Classic OCT7.5/29371W
φ2,350×H2,410mm　軒下／1,940mm　骨数／8本　 
支柱／アルミ　受骨／グラスファイバー　天幕／ウェザーマックス（PVC）　 
重量／9.0kg　 
支柱φ38mm　プーリー開閉機構付　ウインドベンチレーション付　

 ￥96,800（本体価格 ￥88,000）

551550 BAY MASTER M1 / BAY MASTER FF



頭冠
耐食性に優れたソリッドアルミ素材の頭冠

トゥウチ特許の独立ブラケットシステム
テフロン加工されたデルリン樹脂（POM）ハブに
ステンレス金具でアルミの骨を連結します。

強化ジョイント
長骨と短骨はアルミスリーブをかぶせて
ジョイントするので風による強い力を分散
します。

オートロックリフト(Auto-LocLift™)
背の低い人でも簡単に止められるオートロック
リフト。プーリーコードを２つのカムの間にはさ
むだけ。競技用ヨットに使用され、700kg/m2の
強度に耐えます。

極厚アルミ支柱
アンブレラのまさしく屋台骨のメイン支柱
は肉厚3.2mmの6463合金T6処理材。強
風にもびくともしません。

強化ポケット
天幕生地の最も条件の厳しい露先はバリ
スティックナイロンの強化ポケットで保護
されています。

TUUCI

トゥウチ

ボトムプレート／コンクリート床
Stainless Steel Bottom Plate 
For Security Stem
主材／スチール 
コンクリート床にアンカー固定するタイプです。

 ￥187,000（本体価格 ￥170,000）

車輪付 車輪付

ガルバナイズド ガルバナイズド

イングランドセキュリティマウント
In-Ground Security Mount
主材／スチール

 ￥154,000（本体価格 ￥140,000）

アルマクリートフルベース
Full Aluma-Crete Cube  
Anchor 363kg
W1,159×D1,159×H203mm 

（スラブ12枚） 
フレーム／スチール　カバー／アルミ　 
重量／363.0kg

 マット調 
 カラー／MS・GW・BS 
 ￥649,000（本体価格 ￥590,000）

ガルバナイズド

車輪付

フラッシュマウントMAXクラシック／コンクリート
Stainless Steel Flush Mount Max Classic/ 
Concrete
主材／スチール 
コンクリート床にコアドリルで穴を開けて 
固定するタイプです。

 ￥220,000（本体価格 ￥200,000）

フラッシュマウントMAXクラシック／ウッドデッキ
Stainless Steel Flush Mount For Max Classic/ 
Wood Deck
主材／スチール 
ウッドデッキにマウントブラケットで 
固定するタイプです。

 ￥253,000（本体価格 ￥230,000）

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXDキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXDキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXDキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
 

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXDキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

対応パラソル 
オーシャンマスターMAXキャンチ 
オーシャンマスターMAXDキャンチ 
オーシャンマスターMAXクラシック

オーシャンマスター 
MAXキャンチ 
p535

オーシャンマスター 
MAXDキャンチ 
p537

オーシャンマスター 
MAXクラシック 
p539

対応パラソル

マテリアル

ナチュラル
（ホワイト）

プラチナム
（クラウド・シルバー）

スカラップ エクリュ トリュフ ココアビーン サンバースト スティングレー アンカーグレー ブラック

ファブリック色

Gプレートスクエアベース　181kg
G-Plate Anchors 181kg
W910×D910×H25mm　 
主材／スチール　重量／181.0kg

 ガルバナイズド 
 ￥605,000（本体価格 ￥550,000） 
 車輪付　￥715,000（本体価格 ￥650,000）
 マット調 
 カラー／GW・BS 
 ￥671,000（本体価格 ￥610,000） 
 車輪付　￥792,000（本体価格 ￥720,000）
 木目調 
 カラー／NAT・WEA・JAV 
 ￥693,000（本体価格 ￥630,000） 
 車輪付　￥803,000（本体価格 ￥730,000）

Gプレートスクエアベース　272kg
G-Plate Anchors 272kg
W910×D910×H38mm　 
主材／スチール　重量／272.0kg　

 ガルバナイズド 
 ￥836,000（本体価格 ￥760,000） 
 車輪付　￥946,000（本体価格 ￥860,000）
 マット調 
 カラー／GW・BS 
 ￥902,000（本体価格 ￥820,000） 
 車輪付　￥1,023,000（本体価格 ￥930,000）
 木目調 
 カラー／NAT・WEA・JAV 
 ￥924,000（本体価格 ￥840,000） 
 車輪付　￥1,034,000（本体価格 ￥940,000）

Gプレートスクエアベース　363kg
G-Plate Anchors 363kg
W910×D910×H50mm　 
主材／スチール　重量／363.0kg　

 ガルバナイズド 
 ￥1,067,000（本体価格 ￥970,000） 
 車輪付　￥1,170,000（本体価格 ￥1,070,000）
 マット調 
 カラー／MS 
 ￥1,133,000（本体価格 ￥1,030,000） 
 車輪付　￥1,254,000（本体価格 ￥1,140,000）
 木目調 
 カラー／NAT・WEA・JAV 
 ￥1,155,000（本体価格 ￥1,050,000） 
 車輪付　￥1,265,000（本体価格 ￥1,150,000）

アルマクリートハーフベース
Half Aluma-Crete Cube 
Anchor 250kg
W1,156×D679×H254cm （スラブ8枚） 
フレーム／スチール　カバー／アルミ　 
重量／250.0kg

 マット調 
 カラー／MS・GW・BS　 
 ￥484,000（本体価格 ￥440,000）
 木目調 
 カラー／NAT・WEA・JAV　 
 ￥550,000（本体価格 ￥500,000）

TUUCI 553552


