


toolbox とは

INDEX

toolbox は“空間を編集するための道具箱”をコンセプトとした、
空間づくりのための素材・パーツやサービスのウェブショップです。

空間づくりに関する住み手の知識や想像力は以前よりぐっと深くな
り、リノベーションという言葉も広く知られるようになりました。

「自分の好きな空間を、自分で想像して、自分でモノを選び、でき
るところは自分でつくりたい」
そんな思いを持つ人もどんどん増えています。

こだわりの不動産サイトとして多くの人に支持されてきた「東京 R 
不動産」が、そんなユーザーたちの思いに応えるために始めたのが 
toolbox です。

toolbox は、どこにでもある汎用品では満足できない人たちからの
支持を得て、手触りのあるさまざまな素材たちや職人たちの技を提
供しています。
 私たちは、“愛着を持てる空間”を大切にし、作り手と住み手が互
いに喜べる空間づくりを応援しています。
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toolbox の使われ方
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toolbox の特徴 toolbox の使われ方

toolbox Pin-up

約 1000 種類の商品ラインナップ 施主支給・施主指定 提案ツールとして

住み手自身が空間づくりに参加する時代

現代のニーズに合わせた独自のセレクト

toolbox は空間づくりのための素材やパーツ、サービスを販売するウェブショップです。量産品の中でも特にプロに支持され

ている品や、一般的な市場では出会いにくい一点物や受注生産などの手作り品、ワケあり品など、ユニークな商品を数多く取

り揃えています。100 社を超える提携パートナーは、大手メーカーや商社を始め、町工場や職人、インテリアやアンティーク

のショップなど多岐に渡り、商品の出自もさまざま。そんな商品たちが持つ特徴やストーリーを住み手と作り手が共有できる

ようにわかりやすく紹介し、空間づくりのアイデアとして提案しています。ただ商品を売るだけではない、商品と住み手と作

り手をつなぐ「場」として、満足度の高い空間づくりの実現をサポートしています。

toolbox は素材やパーツのウェブショップとして以外に、住み手と作り手のコミュニケーションツールとしてもご活用頂けま

す。商品の特徴だけでなく施工方法や使用時の注意点もウェブ上で説明し、価格はワンプライスで設定。作り手と住み手、ど

ちらの立場から見ても同一の情報が伝わる内容になっています。また、空間づくりのイメージサンプルとして、商品の使用事

例の写真も数多く掲載しています。toolbox を活用しながらのコミュニケーションは、意見のすれ違いや理解度の差によるリ

スクの軽減につながり、住み手と作り手が共に取り組む空間づくりをスムーズにします。

「toolbox Pin-up」では、toolbox 商品の使

用事例を紹介しています。掲載写真は購入者

からの提供頂いたもので、実際に使用されて

いるリアルな様子や、使ってみての感想や採

用した意図などのコメントは、商品検討時の

参考にして頂くことができます。時には想定

していなかった意外な使われ方をしていたり、

プロ顔負けの使い方をしているハイセンスな

DIY 事例など、眺めているだけでも楽しいブ

ログです。

toolbox ではメーカーや部位に偏ることなく、空間づくりに必要なあらゆる商品

を扱っています。フローリングやタイルといった床材から、壁紙クロスや板など

の壁材、キッチンを始めとする設備機器、塗料、金物、照明、家具やカーテンま

で、インテリアを形づくる要素を幅広く取り揃えています。職人による工事サー

ビスも展開しており、空間づくりのサポートを主旨とする toolbox ならではの商

品です。サイトには毎週のように新しい商品が登場します。部屋の模様替えや住

まいの改装工事などの機会にはもちろん、日常的にご覧頂きながら、空間づくり

の新しいアイデアやお気に入りの素材との出会いをお楽しみください。

住み手にもわかりやすく商品説明をしているため、住み手自身が

商品を選び、気に入ったものをショッピング感覚でご注文頂くこ

とができます。また、各商品のワンプライス設定は、これまで住

み手が把握しにくかった空間づくりのコストを見える化し、コ

ントロールを容易にします。住み手が直接購入する以外にも、設

計者や施工者に使いたい商品を伝え、ご注文頂くこともできます。

ただし、現場の状況によっては工事の工程に影響を与えることが

あるので、十分に確認・擦り合わせをした上でご注文ください。

toolbox は作り手側から住み手への提案時にもご活用頂けます。

住み手にわかりやすい言葉で特徴を解説した商品ページや豊富な

使用事例写真は、素材選びや空間デザインの打合せシーンで役立

ちます。サンプルを見せるだけのやりとりと違い、ウェブ上で詳

しい情報や施工イメージを確認しながら打合せができるため、商

品の比較検討がしやすく、説明不足に起因するクレームを予防す

ることにもつながります。提案と共有を同時に行うことで、効率

よく空間づくりを進めることができます。

クレームを回避することに注力しながら開発された建材や設備は多いのではない

でしょうか。ところが、空間づくりへの意識が高い住み手たちにとっては、「傷

や汚れがつかない」「一律である」ことは決して最優先事項ではなく、経年変化

したり、一点ずつ違いがあったりといった、愛着を持って付き合える素材を空間

に取り入れる傾向が強まっています。toolbox が提案するのは、まさにこのギャッ

プを埋めるようなアイテムたち。木は木らしく、鉄は鉄らしく。素材本来の表情

が生きたものや、職人のこだわりが伝わるもの、長い時を経てきた古材など、ひ

とつひとつに独自のアイデアとストーリーがある商品を取り揃えています。

「リノベーション」という概念の広まりとともに、住み手と作り手の関係性は以

前とは変わりつつあります。目に見える対象がそこにあることで自分のこだわ

りを具現化しやすくなり、設計への参加や施主支給、DIY など、住み手が積極

的に空間づくりに取り組むようになってきました。その結果、出来上がる空間

は間取りも仕上げも十人十色。住み手の個性が表現された豊かな空間がどんど

ん生まれ始めています。そうした住み手たちの空間づくりをサポートするべく、

toolbox は商品情報のわかりやすさにこだわり、住み手とプロの懸け橋になる空

間づくりツールとして、コンテンツの充実や機能の向上に取り組んでいます。 HOUSE VISION展「編集の家」
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ウェブサイトの使い方　<www.r-toolbox.jp>

toolbox
i tem

catalog

toolbox で扱う商品は、約 50カテゴリに分類。

こちらのカタログでは、一部の商品のみ紹介しています。

※価格は消費税 8%を含む総額表示になります。

［トップページ］

［商品説明ページ］ ［商品購入ページ］

ご購入手続きへ（詳しくはP.26 を参照）

トップページは、おすすめあるいは新着の商品やコラムが並んでいます。
サイト右側のお好みのアイコンをクリックすると、該当商品が並びます。
絞り込みやフリーワードでの検索も可能です。

ご希望の商品が見つかったら、サムネイル画像をクリックして商品ペー
ジへと進みます。商品ページは、「説明ページ」と「購入ページ」から構
成されています。まずは、「説明ページ」で商品の特徴を確認し、その後「購
入ページ」から購入手続きへと進みます。

商品ページについて

トップページについて

商品ラインナップの画像が並びます。
画像をクリックすると、商品説明ページに移動します。

ジャンルや部位別のアイコンが並びます。アイコンをクリックすると
該当商品がソートされて表示されます。また、各アイコン右側の◀をク
リックするとより細かいカテゴリが選択できます。本カタログの商品を
お探しの場合にはフリーワード検索からお探しください。

以前にご購入いただいたお客様の事例などを紹介するブログ ,
toolbox Pin-up の入り口はこちらです。（P.5 参照）

商品説明ページでは、
商品の特徴や素材の特性
などについて紹介してい
ます。

ページ下部に、その商品
の種類別に購入ページが
並びます。

商品購入ページでは、
仕様や納期および送料、
また、使用上の注意など
が記載されています。

記載された内容をよくご
確認の上、「カートに追
加」ボタンより、購入手
続きに進みます。

1

1

2

2

33
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床

継ぎ無垢フローリング

パーケットフローリング

メープル

オーク大柄 ( 無塗装 )

オーク小柄 ( 無塗装 )

バーチ

オーク

￥4,200/㎡

￥9,500/m²

￥11,500/m²

￥4,200/㎡

￥4,200/㎡

FL-FL001-02

FL-FL002-01

FL-FL002-02

FL-FL001-03

FL-FL001-04

一枚一枚異なる表情の木を継ぎはぎしたような見た目がユニークな
フローリングです。塗装品なの？と思うほどの価格設定ですが、本
物の無垢材。さらに、ウレタン塗装済みなのに、イヤなツヤ感はあ
りません。手頃な価格とメンテナンスの手間のかからなさから、特
に賃貸物件での使用をオススメしたいフローリングです。短い板材

床面に装飾性をもたせたいけれど、色や柄ものではちょっと派手過
ぎる…という時にオススメしたいフローリングです。39cm角の正
方形の中に、12パーツのオークが「Ｘ」を描くように寄せ木貼り
されています。複数枚を張り合わせていくと模様がつながり、万華
鏡のように広がっていきます。寄せ木細工ならではの高級感を持ち

空間の印象を大きく左右する「床」。各樹種の無垢材や古材から、
個性派フローリング、タイル、ラグ感覚で使える畳などを取揃えています。

素材：メープル , バーチ , オーク
仕上：UVウレタン塗装
備考：ユニタイプ、床暖房不可、遮音性能なし

素材：オーク単板（3mm）
仕上：無塗装
備考：床暖房不可、遮音性能なし

送料込み。

北海道・沖縄エリアは別途お見積。

別途お見積。

品番

品番

FL-FL001-02

FL-FL002-01

FL-FL001-03

FL-FL002-02

FL-FL001-04

メープル

オーク大柄

バーチ

オーク小柄

オーク

1.638㎡ / ケース

1.216㎡ /ケース（8 枚）

1.638㎡ / ケース

0.608㎡ /ケース（4 枚）

1.638㎡ / ケース

￥6,800/ ケース

￥10,696/ ケース

￥6,800/ ケース

￥6,992/ ケース

￥6,800/ ケース

W90× L1820 × T15mm

W390 × H390 × T14mm

W90× L1820 × T15mm

W390 × H390 × T19mm

W90× L1820 × T15mm

樹種

種類

サイズ

サイズ

入数

入数

価格 /ケース

価格 /ケース

納期：約 1週間

納期：約 1週間

送料について

送料についてをジョイントして長い一枚の板に仕立てたユニタイプな上に、さま
ざまなグレードの材を混ぜて使うことで、お手頃価格を実現しまし
た。色味や節の入り具合のバラツキは、木それぞれの豊かな表情を
かえって際立たせます。コストを抑えつつも仕上がりにはこだわり
たいという場面で、頼りになる一品です。

つつも、価格の方は控えめです。無塗装であることと節入りである
ことがその理由ですが、ツルツルテカテカした高級材にはないナ
チュラル感と、好みの色に着色が可能なことは、むしろ魅力ではな
いでしょうか。住宅にも店舗にも、シックな風情をカジュアルに取
り入れることができるアイテムです。

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから
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足場板の床

オールドヴィレッジフローリング

麦わらボード

畳フローリング 土間タイル

全 7種

全 2種

全 6種 全 7種

￥6,500/㎡～￥12,000/㎡

￥4,400/㎡

￥13,284/㎡～ ￥3,900/㎡

ざっくりと、荒々しく。そんな空間づくりのニーズに応える、『足
場板の床』。実際の工事現場で使われてきたものを、洗浄してヤス
リがけしています。汚れや傷、釘による錆やペンキの跡も随所に残っ
ていますが、美しく整えられた新品にはない、使い古された材なら
ではの味が溢れています。板の幅広さとたっぷりした厚みも、空間

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

www.r-toolbox.jp/floor/

その他床材ピックアップ

約 100 種類の床材
ラインナップ

サイズ：W130× L乱尺× T14mm他
素材：オーク or ボルドーパイン
仕上：ワックス仕上
備考：床暖房不可、遮音性能なし

サイズ：W300× L300 × T約 11mm
内容量：16枚
素材：麦わら
仕上：無着色 ( コーティング塗装品 ) 他
備考：非防火品、床暖房不可、遮音性能なし

サイズ：L600 又は 300 ×W150 × T13mm
素材：天然い草、芯材

サイズ：W298× H298mm
厚さ：9mm
素材：磁気質タイル
備考：外床用 / 内床用あり

に大らかな印象を与えてくれます。ショップやカフェなどの商業空
間はもちろん、住空間に採用するケースも増加中。床だけでなく壁
に貼ったり、棚板にするなど、意外にもアレンジ方法は豊富。使い
古し感が比較的軽めの「あっさり」と、使い込まれ具合がハードな
「こってり」の２種から、好みのワイルドさをお選び頂けます。

床 空間の印象を大きく左右する「床」。各樹種の無垢材や古材から、
変わり種フローリング、タイル、ラグ感覚で使える畳などを取揃えています。

15mm厚 あっさり

35mm厚 あっさり

15mm厚 こってり

35mm厚 こってり

￥5,550/㎡

￥7,150/㎡

￥4,380/㎡

￥5,690/㎡

FL-OT001-01

FL-FL011

WL-WB004

FL-TM004 FL-TL001

グレー

オークダークブラウン

FL-OT001-02

FL-OT001-03

FL-OT001-04

素材：杉の足場板
仕上：洗浄、整備、乾燥
備考：再利用品、床暖房不可、遮音性能なし

送料込み。沖縄・離島の方は別途お見積。

品番

FL-OT001-01

FL-OT001-02

FL-OT001-03

FL-OT001-04

15mm厚 
あっさり
35mm厚 
あっさり
15mm厚 
こってり
35mm厚 
こってり

3.65㎡ / ケース
（8枚）
1.82㎡ / ケース
（4枚）
3.99㎡ / ケース
（10枚）
1.99㎡ / ケース
（5枚）

￥20,257/ ケース

￥13,013/ ケース

￥17,476/ ケース

￥11,323/ ケース

W240× L1900 × T15mm

W240 × L1900 × T35mm

W200 ～ 210 × L1900 ×
T15mm
W200 ～ 210 × L1900 ×
T35mm

種類 サイズ 入数 価格 /ケース

納期：1～ 2週間

送料について

P I C K  U P

"FLOOR"

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから

ヴィンテージ加工フローリング
全 3種
￥12,000/㎡

サイズ： W189 × L1820 × T15mm
素材：オーク（単板 4mm）
仕上：オイル塗装
備考：床暖房不可、遮音性能なし

FL-FL005

ロースト

アンティーク塗装フローリング
全 4種
￥6,500/㎡～

サイズ：W130× L乱尺× T14mm他
素材：オーク or ボルドーパイン
仕上：着色塗装 +オイルワックス
備考：床暖房不可、遮音性能なし

FL-OT001

オーク /アッシュライム

ブロックフローリング
全 4種
￥8,300/㎡～￥10,100/㎡

サイズ：W90× L180 × T15mm
素材：オーク or バーチ
仕上：無塗装 / クリアオイル塗装
備考：床暖房不可、遮音性能なし

FL-FL008

オーク無塗装

遮音フローリング
全 3種
￥9,200/㎡～￥10,200/㎡

サイズ：W145× L900 × T14.5mm
素材：オーク（単板厚さ 0.5mm）
仕上：つや消しウレタン塗装
備考：L-45 遮音性能有り、床暖房不可

FL-FL004

ナチュラルオーク
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水彩タイル
水をたっぷり含ませた筆で水彩絵の具を溶いたような、淡い色合い
が特徴のタイルです。縁に近づくにつれて薄れていく色合いは、ま
さに水彩のようにやわらかく、じんわりと空間に馴染みます。カラー
は全 13色。強い色調は取り入れるのに勇気が要りますが、こちら
は落ち着いた色合いなのでさまざまなシーンに取り入れやすく、白

ベースの空間のアクセントにしても、木を使った空間や和の空間に
もよく似合います。形状は 50mm角、25mm角、ボーダーの３種
を展開。表情にニュアンスがあるので単色使いでも映えますが、そ
れぞれの形と色を組み合わせて、オリジナルパターンのシートを作
ることも可能です（別途お見積り）。

古木タイル
古木ならではの貫禄たっぷりの表情を壁に飾ることができる壁面装
飾材。赤みがかかったもの、黒ずんだもの、色褪せたもの…。それ
ぞれが積み重ねてきた長い時間を感じさせる古木たちが、うっとり
と眺めていたくなるような情緒溢れる壁面をつくり出します。使わ
れている古木は、海外で鉄道の枕木や住宅の建材に用いられてきた

もの。それを細長いパーツにして、裏面に貼ったメッシュシートで
ユニット化しています。そのため見た目の割に施工が容易で、ユニッ
トに付いているフックをビスに引っ掛け、ボンドで壁面に接着する
だけ。壁一面を覆ってもポイント使いしてもインパクト十分な、荒々
しさとあたたかみが同居したユニークな仕上げ材です。

壁 タイルや古木、羽目板や柄クロス、豊富なカラーの塗料など、
部屋の雰囲気を一変させる個性豊かなアイテムで、眺めて楽しい壁づくりを。

50角（箱）

25角（箱）

ボーダー（箱）

50角（シート）

25角（シート）

ボーダー（シート）

￥7,200/㎡（￥12,857/ 箱）

￥7,200/㎡（￥12,857/ 箱）

￥7,200/㎡（￥12,857/ 箱）

￥650

￥650

￥650

WL-TL009-01

WL-TL009-03

WL-TL009-05

WL-TL009-02

WL-TL009-04

WL-TL009-06

カラー：13色
材質：磁気質・施釉
使用可能箇所：屋内壁、屋内床、浴室壁、外部壁
重量（Kg/ 箱）：20Kg

別途お見積。

※シート売りは、出荷毎、種類・色別に梱包手数料費＋￥540

品番

WL-TL009-01

WL-TL009-02

WL-TL009-03

WL-TL009-05

WL-TL009-06

WL-TL009-04

50 角（箱）

50角（シート）

25角（箱）

ボーダー
（箱）
ボーダー
（シート）

25角（シート）

1ケース約 1.8㎡
（20シート）

1ケース約 1.8㎡
（20シート）

1ケース約 1.8㎡
（20シート）

￥12,857/ 箱

￥650/ シートー

ー

￥12,857/ 箱

￥12,857/ 箱

￥650/ シート

￥650/ ケース

50× 50× T6.5mm
シート 300× 300mm
50 × 50× T6.5mm
シート 300× 300mm
25 × 25× T6.5mm
シート 300× 300mm

96.5 × 22.3 × T6.5mm
シート 300× 300mm
96.5 × 22.3 × T6.5mm
シート 300× 300mm

25 × 25× T6.5mm
シート 300× 300mm

種類 サイズ 入数 価格

納期：約 1週間

送料について

太め

細め

￥19,440/m²

￥19,440/m²

WL-WB003-01

WL-WB003-02

素材：チーク
仕上：無塗装
備考：再利用品、非防火品

北海道　￥1,242

東北・関東・信越・北陸・中部　￥972

中国・四国　￥1,080

九州　￥1,242

沖縄・離島の方は別途お見積。

時間指定不可、土曜日曜祝日配送不可の路線便。

品番

WL-WB003-01

WL-WB003-02

太め

細め

0.5㎡ / ケース（5シート）

0.5㎡ / ケース（5シート）

￥9,720/ ケース

￥9,720/ ケース

W500× L200 ×
T10 ～ 35mm
W500 × L200 ×
T10 ～ 35mm

種類 サイズ 入数 価格 /ケース

納期：約 1週間

送料について（1ケース辺り）

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから
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オークの挽き板

4mm厚のオーク
￥3,800/㎡

WL-WB002-01

厚さ 4mmにスライスされた無塗装のオークの板。薄いため、加工
がしやすいのが特徴です。壁に羽目板張りして小屋風にしたり、家
具や建具に貼ってアクセントにするなど、さまざまなシーンに活用
できます。オークは染色がしやすい材なので、クリアオイルを塗っ
て木目を引き立たせたり、好みの色に着色してもいいでしょう。も

ともとは複合フローリングの表層に貼る様に製材されたこちらの
板材。フローリングとしては使用できないと判断された板でしたが、
化粧材としては魅力十分。原木から挽いただけの単なる薄い板なの
で、若干の狂いや節の抜け、ザラつきなどがありますが、このザッ
クリ感がこの板材の面白さ。自由な発想で使いこなしてください。

素材：ヨーロピアンオーク
仕上：無塗装 /ノコ挽きのまま
備考：非防火品

全国一律￥648／ケース

北海道・沖縄・離島は別途お見積。

品番

WL-WB002-01 4mm厚のオーク
3.46㎡ / ケース
(22 枚入 ) ￥13,148/ ケースW170× L925( ± 5) ×

T4mm

種類 サイズ 入数 価格 /ケース

納期：約 1週間

送料について

壁 タイルや古木、羽目板や柄クロス、豊富なカラーの塗料など、
部屋の雰囲気を一変させる個性豊かなアイテムで、眺めて楽しい壁づくりを。

ラスティックタイル　 ベンジャミンムーアペイント

白系・長方形タイル

パイン古材

メキシコタイル 5mm厚の足場板　

古材×ダマスク柄の壁紙 北欧生まれの壁紙

全 2種 全 5種

全 4種

全 2種

全 6種 鉄サビ仕上げ

全 6種 全 8種

￥20,750/㎡～ ￥4,309 ～

￥12,000/㎡

￥12,800/㎡

￥1,300（10 枚）～ ￥4,090/㎡

￥11,880/ ロール ￥17,280/ ロール

標準寸法：約W102× H102 ± 5mm
使用可能箇所：屋内外壁、浴室壁、屋内外床
m² 必要枚数：64枚
カラー：9色

内容量：0.9L 缶 / 3.8L 缶
カラー：全 3652 色
施工面積：約 5m² / 約 20㎡（2回塗り）
種類：水性塗料

サイズ：小口平 / 二丁掛　厚さ 10mm
使用可能箇所：屋内壁、浴室壁、屋外壁

サイズ：W約 140× L約 1200 / L 約 2400
　　　　× T約 12mm
素材：パイン古材
仕上げ：無塗装
入数：ロング 3枚 / ショート 6枚 =約 1㎡
備考：再利用品、非防火品

サイズ：50画 / 105 角
種類：単色、柄　複数
仕様可能箇所：室内用

サイズ：W180× L910 × T5mm
素材：杉の足場板
仕上：洗浄・整備・乾燥、
　　　なめらか表面仕上げ
備考：再利用品 , 非防火品

サイズ：W約 530mm× L10m
素材：塩化ビニール
防火性能：準不燃
ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆｠

サイズ：W約 530mm× L10m
素材：不織布（フリース）
防火性能：準不燃
ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆

WL-TL011 PT-IP005-01

WL-TL006

WL-WB007

WL-TL004 WL-WB001

WL-WP010 WL-WP006

エイジングタイプ

その他壁材ピックアップ

P I C K  U P

"WALL"

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

www.r-toolbox.jp/wall/

約 100 種類の壁材
ラインナップ
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ミニマルキッチン
予算があまりない場面でも、コストとデザインの両方を叶えるキッ
チンがあったら…という、設計士の想いから生まれた究極のキッチ
ンです。キッチンを構成する素材は厚さ 1mmのステンレスのみと
いう潔さ。6サイズを展開、高さは好みで設定可能。水栓とビルト
インコンロはオプンションでのご用意となります。収納のない超ミ

素材：SUS304
仕上：SUSバイブレーション
付属：排水トラップ一式、排水蛇腹、ブラケット 2個、各種ビス

A（ガス 1口）：¥27,000
B（ガス 2口）：¥43,800

ビルトインコンロ キッチン用水栓
C（ガス 2口）：¥63,000
D（ガス 4口）：¥98,000

混合栓：¥18,500

キッチン本体：全国一律¥8,640

離島は別途見積

オプション：コンロA・水栓に関しては別途送料が掛かります。

品番

KB-KC006-01

KB-KC006-02

KB-KC006-03

KB-KC006-04

KB-KC006-05

KB-KC006-06

W600 × D500 サイズ

W900× D500 サイズ

W1200 × D500 サイズ

W1200 × D600 サイズ

W1500 × D600 サイズ

W1800 × D600 サイズ

￥49,800

￥63,000

￥77,000

￥81,000

￥89,000

￥97,000

W600 × D500 × H200mm

W900 × D500 × H200mm

W1200 × D500 × H200mm

W1200 × D600 × H200mm

W1500 × D600 × H200mm

W1800 × D600 × H200mm

種類 サイズ 価格

納期：約 10日間

送料について

参考図面（W1200 × D600 サイズ /2 口ガスコンロ）

<オプション>

ニマルなこのキッチンは、どちらかというと賃貸物件向きです。キッ
チンとしての最低限の機能は十分満たされているので、あとは住む
人に使い勝手のいいようにアレンジしてもらう。そんな使い方が向
いています。もちろん一般住宅での使用もOK。シンプルを突き詰
めたゆえに生まれた自由度の高さも、このキッチンのポイントです。

水廻り 毎日使うところだからこそ、愛着の湧くデザインを。シンプルなキッチンから、
キッチン扉交換サービス、デコラティブな水栓、和のアイテムまで揃ってます。

ステンレスフレームキッチン 鋳物ホーロー浴槽

キッチン扉交換サービス

十和田石浴槽

クラシカル洗面器 01 SUSキッチン水栓

ミニマルレンジフード 檜浴槽

全 5サイズ 全 2種　各 5サイズ

全 3サイズ

全 4種 全 4種

全 8種 全 8種

￥253,800 ～ ￥158,760 ～

￥29,200 ～

￥648,000 ～

￥83,052 ～ ￥60,750 ～

￥75,900 ～ ￥880,000 ～

サイズ：W2100 ～ 2700 × D650 × H850mm
素材：ステンレス
仕上：ヘアライン仕上
※コンロ、レンジフード、水栓、
　1段引出は別途。

W1100-1600×D700-750×H490-650mm
素材：鋳物ホーロー
カラー：ホワイト
付属品：排水金具、ワンプッシュ排水栓

素材：シナ積層合板
仕上げ：塗装、突板、ポリ合板
既存キッチン扉を送付すると、同サイズの扉
を製作して返送するサービス。
仕上げが選べる。

外寸W1500/1600 × D810/910 × H541mm
主仕上げ材：十和田石、ヒノキ
付属品：ゴム栓、チェーン

サイズ：W608× D519 × H895mm他
素材：陶器
カラー：ホワイト
給排水方法：壁給水・壁排水
付属品：ギャランティーカード

タイプ：混合栓　形状 4種類
素材：ソリッドステンレス　マット仕上げ
付属品：日本仕様変換アダプター 2個

全 8タイプ
アイランド型 / 壁掛型 / ビルトイン引出し型 
素材：SUS304 色 / スチール 
仕上げ：ステンレスヘアライン / スチール＋
ホワイト塗装

形状違い全 8タイプ
素材：青森ひば / 木曽檜

KB-KC005 KB-BT004

KB-KC002

KB-BT003

KB-PR001 KB-TP004

KB-KC004 KB-BT001

その他水廻りピックアップ

P I C K  U P
"KITCHEN&BATH"

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

www.r-toolbox.jp/kitchen-bath/

約 100 種類の水廻り商品
ラインナップ
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工業系照明

トグルスイッチ

ソケット 01

プレートMINI

アームライト 01

プレート 01-2 縦

シーリングライト 02

プレート 01-3 横

ブラケットライト 02

プレート 02-4

ブラケットライト 03

プレート 03-6

ブラケットライト 04

プレート 04-8

￥1,860

￥4,268

￥10,240

￥5,996

￥6,020

￥7,180

￥3,550

￥9,452

￥5,560

￥12,908

￥5,250

￥16,148

LT-BR001-01

LT-PS002-01

LT-BR001-03

LT-PS002-03

LT-BR001-05

LT-PS002-06

LT-BR001-06

LT-PS002-09

LT-BR001-07

LT-PS002-12

LT-BR001-08

LT-PS002-15

実用主義を貫いた、工業製品のようなストイックな見目かたち。コ
ンクリートの躯体壁や小屋裏が露出したような、武骨でざっくりと
した空間に負けない存在感を持つ照明器具です。金属やガラスで構
成されたボディが放つ重厚感と、渋いカラーリングがグッときます。
壁に固定する部分のいかつさもポイントです。ブラケット、シーリ

ついつい「パチッ」とやりたくなる、工業的なデザインの照明用ト
グルスイッチプレート。映画やマンガの中に登場する乗り物やメカ
で目にしていたあの憧れのスイッチを、家庭用の照明スイッチとし
て設計したものです。スイッチの数は１個から 12個まで選択可能
で、プレートのサイズやスイッチの並び方にはバリエーションがあ

素材：アルミ（プレート）
　　　ステンレス（ボルト）
用途：照明用、3路対応

ソケット 01,02：

本州 /四国 /九州　￥1,080

北海道 /沖縄　　　￥1,620

ソケット 01,02 以外：

本州 /四国 /九州　　￥1,620

北海道 /沖縄　　　　￥2,700

※複数お求めの場合、1注文につき以上の送料となります。

納期：約 1週間

納期：約 4週間

送料について

ング、アームライトなど、どのアイテムも昔からあるようなベーシッ
クなデザイン。長く使っても飽きのこない普遍的な形は、もともと
あるものを活かして長く使うリノベーション空間にもよく似合いま
す。「ただのシンプルではつまらない、でも余計な飾り気はいらない」
というシーンにぜひ。屋外使用可のものもあります。

ります。工業製品のように見えて、実はプレートは職人の手仕事に
よるもの。厚さ 3mmのアルミの一枚板を削り出して作っています。
味気ないデザインのものが使われることが多いスイッチですが、目
線高さに位置し、日々触れる部分でもあります。触れる度にその部
屋への愛着も育っていく。そんな暮らしを叶えるパーツです。

電気・照明 灯りを変えると部屋が変わる。ペンダント照明から直付け照明やスイッチまで、
空間デザインに合わせたコーディネートで、ひと味違う演出を。

品番

LT-BR001-01

LT-BR001-03

LT-BR001-05

LT-BR001-06

LT-BR001-07

LT-BR001-08

ソケット 01

アームライト 01

シーリングライト 02

ブラケットライト 02

ブラケットライト 03

ブラケットライト 04

￥1,860

￥10,240

￥6,020

￥3,550

￥5,560

￥5,250

E26

E26

E26

E26

E26

E26

H58 ×Φ 90mm（座径）

H880mm

H185 ×Φ 140mm
ブラケットD300
シェードΦ 280mm
ブラケットD280 × H140
シェードΦ 305× H120mm
ブラケットD133 × H127
シェードΦ 305× H120mm

素材：アルミダイキャスト、
　　　磁器ソケット
用途：屋内用

素材：スチール、鋼管
　　　磁器ソケット
用途：屋内用

プレートサイズ：
W70× H70× T3mm

プレートサイズ：
W116× H120 × T3mm

プレートサイズ：
W70× H120 × T3mm

プレートサイズ：
W162× H120 × T3mm

プレートサイズ：
W120× H70× T3mm

プレートサイズ：
W208× H120 × T3mm

素材：アルミダイキャスト、
　　　ガラス、磁器ソケット
用途：屋内用、屋外用

素材：アルミダイキャスト、
　　　鋼管、鋼板
用途：屋内用、屋外用

素材：アルミダイキャスト、
　　　鋼管、鋼板
用途：屋内用、屋外用

素材：アルミダイキャスト、
　　　鋼管、鋼板
用途：屋内用、屋外用

種類 サイズ 価格口金

北海道・九州　　　　　　　　　￥1,188

北東北・関西　　　　　　　　　￥864

南東北・関東・信越・北陸・中部￥756

中国　　　　　　　　　　　　　￥864

四国　￥1,080

九州　￥1,188

沖縄　￥1,296 

※個数によって金額が異なりますのでお問い合わせください。

他　全 21種

送料について

参考図面（プレート 01-2 縦）

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから
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船舶照明
昭和中期からの 50年以上、海上で生きる人々の営みを照らし続け
てきたこちらの照明器具。古くから変わらずに使われ続けてきたも
のには、信頼とロマンを感じてやみません。漁船や客船などの作
業灯・通路灯として使用されるため、電球はガラスのグローブで覆
われ、真鍮のガードでカバーされています。大海を漂う船を照らす。

ただそれだけを考えて作られた、シンプルで合理的なデザイン。ガー
ドに覆われた堅牢な出で立ちながら、磨き上げられた真鍮やクロー
ムメッキとクリアーガラスのコンビネーションは、どこかクラシカ
ルな雰囲気も持ち合わせています。当然、防水仕様なので、屋外で
も屋内でも使用可能。浴室などの水まわりにもオススメです。

電気・照明 灯りを変えると部屋が変わる。ペンダント照明から直付け照明やスイッチまで、
空間デザインに合わせたコーディネートで、ひと味違う演出を。

シェードランプ ガラスボール照明

ソケットランプ

照明位置調節器

廃材シェードランプ 裸電球照明

配線レール用木製カバー ハンガーブラケット照明

全 4種　各 3カラー 全 6種

全 7種

全 2種

全 6種 全 3種

チーク黒レール /オーク白レール 全 2種

￥7,000 ～ ￥7,200

￥7,344 ～

￥34,000

￥6,380 ～ ￥7,020

￥21,000 ～ ￥24,840 ～

素材： 鋼板（シェード）
　　　アルミダイキャスト（ベース）
カラー：黒、緑、白
取付：引掛シーリング
口金：E26

サイズ：H246・Φ 175mm
カラー：黒、白、シルバー
素材：ガラス、アルミダイキャスト（ベース）
取付：引掛シーリング
口金：E26

素材：陶器、桜の木、石、素焼き、ガラス
サイズ（電球を含む）：H170・Φ 90mm
ソケットカバー：Φ 55mm
取付：引掛シーリング
口金：E26

サイズ：全長 900mm
　　　　長い方の腕の長さ 600mm他
素材：鉄
種類：直付け用、ローゼット用
ペンダント照明の位置を調節する器具

素材：鉄
カラー：ホワイト、シルバー、シルバーグレー
取付：引掛シーリング
口金：E26

サイズ：H65・Φ 45mm（ソケット）
カラー : ゴールド、ブラック、ホワイト
素材：陶器（イタリア製）
取付：引掛シーリング
口金：E26

1mサイズ：W1165 × D100 ×Ｈ 32mm
2mサイズ：W2165 × D100 ×Ｈ 32mm
付属：配線ダクトレール、フェードインキャッ
プ、エンドキャップ

Sサイズ：W450～ 550 × H450mm
L サイズ：W550～ 650 × H1150mm
素材：鉄（パイプ）・真鍮（ソケット）
口金：E26

LT-PD003 LT-PD002

LT-PD004

LT-PS001

LT-PD005 LT-PD001

LT-PS003 LT-OT003

その他照明ピックアップ

P I C K  U P

"LIGHTING"

デッキライトシルバー 丸形ライト真鍮 甲羅型ライト真鍮

手さげライト真鍮 漁り火ライト 吊下灯

￥8,964 ￥39,096 ￥21,384

￥11,880 ￥28,404 ￥42,228

LT-BR002-02 LT-BR002-04 LT-BR002-05

LT-BR002-06 LT-BR002-07 LT-BR002-08

素材：クロームメッキ、
　　　ガラス
用途：屋内用、屋外用

素材：カバー - 真鍮
　　　グローブ - ガラス
用途：屋内用

素材：カバー - 真鍮
　　　透明カッティング硝子
用途：屋内用

素材：本体 - 真鍮
　　　グローブ - ガラス
用途：屋内用

素材：本体 - 青銅鋳物
　　　シェード - ステンレス
用途：屋内用

素材：クロームメッキ、
　　　ガラス
用途：屋内用

商品ごとに送料が異なります。各商品ページでご確認ください。

なお、船舶照明シリーズの購入金額が 3.8 万円以上の場合は送料無料とな

ります。

納期：約 1週間

送料について

品番

LT-BR002-02

LT-BR002-04

LT-BR002-05

LT-BR002-06

LT-BR002-07

LT-BR002-08

デッキライトシルバー

丸形ライト真鍮

甲羅型ライト真鍮

手さげライト真鍮

漁り火ライト

吊下灯

￥8,964

￥38,096

￥21,384

￥11,880

￥28,404

￥42,228

E26

E26

E26

E26

E39

E26

W113 φ×H180mm

W285 φ×H129mm

W148 × D235 × H100mm

W135 × H250mm

Φ 200 × H485mm 
 シェードΦ 400mm

W114 × D300 × H270mm

種類 サイズ 価格口金

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

www.r-toolbox.jp/light/

約 100 種類の電気・照明商品
ラインナップ
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木製カーテンレール
樹脂系の味気ないものだったり、デコラティブすぎたり。なかな
かちょうどいいものがない、ということで toolbox がオリジナル開
発したのがこちらのカーテンレール。素材は側面の積層が面白カラ
マツ合板と上品な印象の無垢のチークの２種。レール部分は木に
埋め込んで見た目すっきり。主役となるカーテンを引き立てつつ

も、ちょっとした窓辺のアクセントになるデザインに仕立てました。
cm単位での長さオーダーが可能で、写真のダブルのほかにシング
ルも展開しています。機能はともかく見た目はちょっと…な昨今の
サッシ。こんなあたたかみある木のカーテンレールを取り付ければ、
殺風景な窓辺の景色がちょっと違って見えるはず。

建具・窓廻り オリジナルのカーテンレールを始め、引き戸やドア、ブラインド、カーテンなど、空
間の質をグッと上げるこだわりの建具・窓廻りパーツを取揃えています。

カラマツ合板ダブル

チーク ダブル

カラマツ合板シングル

チーク　シングル

￥12,800 ～

￥15,800 ～

￥6,600 ～

￥9,900 ～

DW-CB002

DW-CB002

DW-CB002

DW-CB002

本体素材：カラマツ合板 / 無垢チーク材 +ラワン合板
仕上：クリア塗装
仕様：エンドキャップ・マグネットランナー付

納期：約 2週間

品番

DW-CB002-06

DW-CB002-08

DW-CB002-01

DW-CB002-03

DW-CB002-07

DW-CB002-09

DW-CB002-02

DW-CB002-04

カラマツ合板ダブル～ 90cm

チーク　ダブル～ 90cm

カラマツ合板シングル～ 90cm

チーク　シングル～ 90cm

カラマツ合板ダブル～ 199cm

チーク　ダブル～ 199cm

カラマツ合板シングル～ 199cm

チーク　シングル～ 199cm

￥12,800

￥15,800

￥6,600

￥9,900

￥15,500

￥20,000

￥8,400

￥13,900

W～ 900 × D110 × H24mm

W～ 900× D120 × H24mm

W～ 900× D80× H24mm

W～ 900× D100 × H24mm

W～ 1990 × D110 × H24mm

W～ 1990 × D120 × H24mm

W～ 1990 × D80× H24mm

W～ 1990 × D100 × H24mm

種類 サイズ 価格

北海道・北九州　　　　￥3,672

東北・北関東　　　　　￥2,592

信越・北陸・中部・関西¥2,592

関東　　　　　　　　　 ¥2,376

中国　　　　￥2,808

四国・沖縄　￥3,240

南九州　　　 ¥4,104 

※個数によって金額が異なりますのでお問い合わせください。

※上記より長いサイズも対応可。

送料について

パーツなど ノブや取っ手、タオル掛けなどの小物から、サイズオーダーできるテーブル脚や
好みの棚板が使える棚受けなど、モノ作りを楽しみたくなるパーツずらり。

リングの棚受け 棚受け金物

ハンガーバー

スチール金物

ペーパーホルダー 把手の金物

木のつまみ 真鍮金物

全 4種 全 3サイズ

全 4種

全 4種（各 2サイズ）

全 3種 全 3種

全 5種 全 10 種

￥7,200/ 個～ ￥2,300 ～

￥3,000 ～（サイズオーダー+￥1,000)

￥4,200 ～

￥3,456 ～ ￥1,800

￥1,188 ～ ￥1,728 ～

素材：鉄
仕上：黒皮ウレタンつや消し塗装
付属：ネジ 

サイズ：L200、L150、L60 の 3種類
素材：鉄、真鍮、銅、ステンレス
仕上：素地
付属：SUSネジ

サイズ：W400（標準）×D50mm×φ 6mm
壁付け部分：W約 15× H約 30mm
素材：鉄、真鍮、銅、ステンレス
仕上：素地
付属：SUSネジ

サイズ：各M、Lサイズあり
素材：鉄（コーティング処理済） 
種類：ハンドル 3種、車輪 1種

サイズ：W155～ 393 × D102 × H32mm
素材：ステンレス
仕上：白皮素地

サイズ：W100× H24×φ 6mm
素材：鉄、真鍮、ステンレス
付属品：寸切ボルト・座金・ナット

素材：タモ無垢材
仕上げ：蜜蝋ワックス仕上げ
開き戸、引き戸、折れ戸用

素材：真鍮
種類：つまみ、とって、フック、
　　　てぬぐいかけなど 10種類
古美色仕上げオプション：￥324/ 個

PS-BK002 PS-BK001

PS-HB001

PS-HD008

KB-AC002 PS-HD006

PS-HD002 PS-HD001

パーツピックアップ

P I C K  U P

"PARTS"

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

www.r-toolbox.jp/parts/

約 100 種類のパーツ商品
ラインナップ
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テーブル脚 鉄の脚

ガラスステッカー

古材本棚

麻の蚊帳 フリーカット集成材

アイアン塗料 水性カラー黒板塗料

全 11種

全 5種

全 3種 全 5種

￥25,000 ～ ￥12,000（4 本セット）～

￥5,184

￥162,500 ～

￥25,710 ～ ￥3,780（50 × 50cm）～

￥8,640 ～ ¥2,160 ～

こちらに掲載の商品以外にも
多数取りそろえております。

オリジナル製品なども
多数ラインナップ

サイズ：W・D・Hそれぞれの寸法をオーダー
素材：鉄
仕上げ：なし / 溶接部分は 2種類から選択

サイズ：H70cm 丸棒φ 16mm
( オーダーは H35 ～ 90cm）
取付部分：15cm× 15cm
素材：鉄
仕上：黒焼付け塗装

サイズ：W155× H215mm（箱）
素材：71%シリコン 29%ポリエステル
ガラスに貼って剥がせるステッカー。

サイズ：5種類のタイプから選べます。
素材：米松（古材加工）、鉄板（クロカワ仕上げ）

サイズ：三畳用 /四畳半用 /六畳用 /八畳用 
　　　　シングルベッド用 /ダブルベッド用
素材：麻（水洗い可）
色：生成

樹種：5種類
サイズ：オーダー
厚み： 25/30/36/40mm
　　　（樹種により 45mmも有）
定寸カット・断面磨き処理・糸面取り加工

サイズ：1L缶 /2L 缶
カラー：全 7色
種類：油性塗料
塗装面積：約 5～ 10㎡（2回塗り）

サイズ：200g 缶 /600g 缶 /2kg 缶 /4kg 缶
カラー：15色
塗装面積：0.7 ～ 1m²（2回塗り）
種類：水性塗料

-PS-TB001 PS-TB004

DW-CB003

SF-FN005

ET-BO003 PS-TT003

PT-OT001 PT-IP004

家具 /塗料
ピックアップ

P I C K  U P
"FURNITURE"

"PAINT"

木の手摺り
階段の踏板はこだわりの無垢の木。でも手摺は？木目調のシートで
ラッピングされたものや、金物部分が味気ないメッキだったり…で
は、しっくりこない。こちらの「木の手摺」は、手摺棒部分も壁に
取り付けるブラケット部分も 100％無垢の木。クリアオイル仕上
げで、着色はしていません。木そのもののあたたかみを感じられる、

手にやさしく馴染む手摺です。手摺棒部分はアイアンウッドとメー
プルの２種。体重がかかっても反りにくいよう、固い樹種で作られ
ています。踏み板や床の色に合わせて樹種をお選びください。ブラ
ケットは５種があり、こちらも着色はしておらず、木そのものの色。
手摺棒とブラケットを色違いにしてみても楽しそうです。

その他いろいろ 木の質感そのままの手摺以外にも、ウッドフェンス、作家による壁絵など、
「建材」のカテゴリーにおさまらないユニークな品揃えが toolbox の魅力です。

ウォルナット

メープル

￥5,900 ～

￥5,900 ～

ET-SH001-01

DW-CB002-08

素材：アイアンウッド、メープル
仕上：クリアオイル仕上げ
仕様：端部は角を面取り・ブラケットは 5種類

納期：約 2週間

品番

ET-SH001-01

ET-SH001-05

ET-SH001-03

ET-SH001-02

ET-SH001-06

ET-SH001-04

ウォルナット～ 1200mm

メープル～ 1800mm

ウォルナット～ 2400mm

ウォルナット～ 1800mm

メープル～ 2400mm

メープル～ 1200mm

￥5,900

￥7,300

￥9,500

￥7,300

￥9,500

￥5,900

L ～ 1200 × D30 × H40mm

L ～ 1800 × D30 × H40mm

L ～ 2400 × D30 × H40mm

L ～ 1800 × D30 × H40mm

L ～ 2400 × D30 × H40mm

L ～ 1200 × D30 × H40mm

種類 サイズ 価格

北海道　￥2,830

北東北　￥2,030

南東北　¥1,920

関東　 ¥1,740

信越　￥1,800

北陸　￥1,920

中部　¥1,990

関西　¥2,150

中国　¥2,250

四国　¥2,430

九州　¥2,670

沖縄　¥4,370

※個数によって金額が異なりますのでお問い合わせください。

送料について

ブラケット
¥2,300

アイアンウッド／メープル／パープルハート（紫）
サティーネ（赤）／ペクイア（黄）

<オプション>

w w w. r- t o o l b o x . j p
ご注文・お問合せはウェブサイトから
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ご購入までの流れ

ご注文に関するお問い合わせはこちらまで TEL：03-6438-0623 FAX：03-6438-0913

特定商取引法に基づく表記

販売業者

店舗名称

業務責任者

所在地

電話番号

メールアドレス

販売URL

販売価格

お支払い方法

商品代金以外の必要金額

商品引き渡し時期・方法

返品・交換について

株式会社 TOOLBOX

Ｒ不動産 toolbox

荒川公良

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-21-1-202 号室

03-6438-0623

contact@r-toolbox.jp

http://www.r-toolbox.jp

各商品ページに消費税込みで記載

1. 銀行振込（先払い／工事を含む全商品）

2. クレジットカード（購入カート対象商品のみ）　

送料（各商品ページでご購入前に必ずご確認下さい。）

振込手数料（銀行振込の場合）

各商品ページでご確認下さい。

なお、配送業者を通して、製作（制作）元／提携業者より直接発送される場合や、提携施工業者による取付

工事が発生する場合がございます。その際にお客様のご住所等連絡先を製作（制作）元／提携業者にお伝え

する場合があることをあらかじめご了承下さい。

また、複数のご注文をいただいた場合でも、配送は商品ごとに個別に行っており、送料も商品ごと個別に発

生いたします。あらかじめ十分にご注意下さい。

建具や家具などの大型商品はご注文前にサイズ確認を行い、搬入可能な経路を確保してからご注文下さい。

お届けした際に搬入できないことが判明した場合でも、当店では責任を負いかねます。国外からのご注文は

お問い合わせページよりメールにて別途ご相談下さい。

お届け日については、各商品ページの「納期」欄をご参照いただき、ご希望日がある場合には余裕をみたお

届け日をメッセージ欄にご記入下さい。各商品ページの「納期」はできるかぎり正確な状況を記載するよう

にしておりますが、ご注文の重複による在庫状況の変化や受注生産品の制作状況によりお届け日の変更をお

願いする可能性がございます。そのような場合には「注文確認メール」にてその旨改めてお知らせいたしま

すのでご了承下さい。

返品・交換は原則お断りしております。

購入の際は、充分ご検討いただくことをおすすめいたします。

ただし、明らかな商品不良、梱包不備による破損、お届け品の間違いの場合には返品対応を致します。

問題があり返品を希望される場合は、問題個所を明記のうえ、必ず商品到着後 3日以内にご連絡ください。

上記の場合、返品にかかる送料はこちらで負担の上、返金対応をさせていただきます。

ご連絡なく返送いただきましても、対応いたしかねますのでご了承ください。

運送中の破損・汚損の場合、補償に関しましては運送会社の規定に基づき対応させていただきます。

toolbox の商品は、全てウェブからの購入が基本となります。以下の流れを参考に購入手続きを進めてください。

各商品ページには、それぞれに注意事項などが記載され、内容が商品ごとに異なりますので、ご購入前には必ずお読みください。

なお、本カタログをご覧の方限定で、FAXでのご注文を承っております。ウェブからのご購入がご面倒な方などはこちらをご

利用ください。

商品情報を確認し、カートもしくはメールにて購入に進む

購入カート対応商品の場合 購入カート非対応の商品の場合 WEBでの購入方法が分からない場合

フォームから問い合わせ購入カートに追加

問い合わせシートを FAX送信

03-6438-0913

<お見積もり /ご請求メール>

ご入金確認

<ご請求メール>

納　品

お支払い

クレジットカードまたは銀行振込 銀行振込のみとなります 銀行振込のみとなります

在庫品は約 2,3 日、受注生産品は 1～3週間程度
商品ごとに納期が異なりますので、
必ず商品ページでご確認ください

toolbox ウェブサイトを見てご希望の商品を探す
P.6 の「ウェブサイトの使い方」を参考にご希望の商品を探してください

商品の特徴や注意事項などをよくお読みください

カートの画面に沿って必要
情報を入力して送信する

送料などを含めたお見積または
ご請求メールを toolbox より返信

送料などを含めたご請求メールを
toolbox より返信

<ご請求内容送信>

送料などを含めた
ご請求書を toolbox より FAX返信

送信フォームに必要情報を
入力して送信する

添付のシートに必要情報を記入
の上、以下の番号に FAX送信

購入カート
対応商品

メール
オーダー

購入カートに追加 購入手続き／お見積依頼フォーム

購入の
サポート
いたします

？

お支払い お支払い
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www.r-toolbox. jp

株式会社 TOOLBOX　150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-21-1-202


