
規格品ハードケース･カタログ
ISHIKAWA TRUNK LEADY MADE HARD CASE CATALOG

大正9年創業。歴史が培った信頼を今、あなたに。
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戦前より多くの人たちに愛されてきたスーツケース。汎用性があり、使い方も自由自在です。
弊社では創立時より研究を重ね、理想的なサイズや型を追求。内・外装共に伝統の技術を生かし、強度は
もちろん鍵やハンドルなど細かな部位まで配慮して製作しています。

また、移動に便利なキャスター付き、ケースを立てて持てるサイドハンドル付き、自前の南京錠が使える
掛け金付きなどのモデルもラインナップ。ご自由にお選びいただけます。

エンボス　素材：アルミ材・耐水合板
F-450 外寸：450×300×170㎜　重量：3.5kg

F-600 外寸：600×380×210㎜　重量：5.0kg

F-750 外寸：750×430×250㎜　重量：7.0kg

ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
F-450bk 外寸：450×300×170㎜　重量：3.5kg

F-600bk 外寸：600×380×210㎜　重量：5.0kg

F-750bk 外寸：750×430×250㎜　重量：7.0kg

スーツケース

F-450 F-450bk

Suitcase

伝統技術の集積。幅広い活用を。



キャスター付　素材：アルミ材・耐水合板
CF-600 外寸：600×380×210㎜ （キャスター部を除く）
 重量：6.0kg

CF-750 外寸：750×430×250㎜ （キャスター部を除く）
 重量：10.0kg

キャスター付 ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
CF-600bk 外寸：600×380×210㎜ （キャスター部を除く） 
 重量：6.0kg

CF-750bk 外寸：750×430×250㎜ （キャスター部を除く） 
 重量：10.0kg

HF-600 外寸：600×380×210㎜　重量：5.5kg

HF-750 外寸：750×430×250㎜　重量：7.5kg

サイドハンドル付 ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
HF-600bk 外寸：600×380×210㎜　重量：5.5kg

HF-750bk 外寸：750×430×250㎜　重量：7.5kg

掛け金付　素材：アルミ材・耐水合板
KF-600 外寸：600×380×210㎜　重量：5.0kg

KF-750 外寸：750×430×250㎜　重量：7.0kg

掛け金付 ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
KF-600bk 外寸：600×380×210㎜　重量：5.0kg

KF-750bk 外寸：750×430×250㎜　重量：7.0kg

サイドハンドル付　素材：アルミ材・耐水合板

◎重量は約です。正確な重量をお知りになりたい場合はお問い合せください。　◎外寸サイズ（W×D×H）

HF-600 HF-600bk

KF-600 KF-600bk

CF-600 CF-600bk
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薄型のトランクで、衝撃にも強い。黒のショルダーベルト付。
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エンボス　素材：アルミ材・耐水合板
A-450 外寸：450×300×96㎜　重量：3.0kg

ブラック　素材：アルミ材・耐水合板
A-450bk 外寸：450×300×96㎜　重量：3.0kg

A-450bkA-450

アタッシェ Attache Case

ビジネスシーンでハードに活躍。



トラック便、航空便、バイク便、貨物や船舶な
ど、物流のプロの方々が日頃からご使用され
ているサイズを、規格製品として取り揃えてい
ます。
強度を求められる移送時を想定して、鍵部、角
部位などを独自に設計。事故や衝撃に備えら
れる強度に定評があります。サイズも大型か
ら小型までありますので、プロ用として幅広く
ご利用いただけます。正面下部に名刺入れ付
き。自前の南京錠が使える掛け金付きモデル
もご用意。

エンボス　素材：アルミ材・耐水べニア
S 外寸：600×420×400㎜　重量：10.0kg

M 外寸：750×420×400㎜　重量：12.0kg

L 外寸：910×420×400㎜　重量：15.0kg

LL 外寸：910×500×520㎜　重量：20.0kg

掛け金付　素材：アルミ材・耐水べニア
KS 外寸：600×420×400㎜　重量：10.0kg

KM 外寸：750×420×400㎜　重量：12.0kg

KL 外寸：910×420×400㎜　重量：15.0kg

KLL 外寸：910×500×520㎜　重量：20.0kg

S KS

ナテンコ reniatnoC
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細部まで堅牢、
物流プロ御用達。



エンボス　素材：アルミ材・耐水合板
A 外寸：450×380×210㎜　重量：4.0kg

B 外寸：530×380×210㎜　重量：4.5kg

立型　素材：アルミ材・耐水合板
T 外寸：460×200×260㎜　重量：3.5kg

A T

箱送現 reniatnoC hsaC
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現金や大切な書類を保管、運搬するための収納ケース。現金の他、重要書類の安全保管箱としても最適です。
弊社が初めて開発した封印錠に加え、お手持ちの南京錠で錠をかけることも可能。施錠、二重封印鍵タイプ、
責任所在確認のための鍵穴捺印など、移送実務を含めた製品を心がけて製作しております。もちろん補修
システムも万全です。

現金、重要書類の輸送･保管を確実に。

型番 収納能力
万札×1.5 億
5 千札×0.8 億
千札×1,460 万

A型

型番 収納能力
万札×1.8 億
5 千札×0.95 億
千札×2,100 万

B型

型番 収納能力
万札×1億
5千札×0.5 億
千札×1,000 万

タテ型



エンボス　素材：アルミ材・耐水合板
D-T210 外寸：528×292×210㎜　重量：4.5kg

D-T290 外寸：528×292×290㎜　重量：5.5kg

D-T325 外寸：528×292×325㎜　重量：5.5kg

ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
D-T210bk 外寸：528×292×210㎜　重量：4.5kg

D-T290bk 外寸：528×292×290㎜　重量：5.5kg

D-T325bk 外寸：528×292×325㎜　重量：5.5kg

D-T210 D-T210bk

前面ハンドル付 　素材：アルミ材・耐水合板
D-T210F 外寸：528×292×210㎜　重量：4.5kg

前面ハンドル付 ブラック　素材：P.V.C・耐水合板
D-T210Fbk 外寸：528×292×210㎜　重量：4.5kg
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D-T210F D-T210Fbk

タテとヨコのサイズが共通、高さが異なる
シリーズです。積み重ねて収納可能です。

放送局で長年愛用されてきた当社の技術
を集約いたしました。

錠前が埋込式になっているので出っ張りが
なく錠前が破損しづらいのが特徴。また、
収納時、デットスペースができず、すっきり
と収まります。

埋込式シリーズ Flat Panel  Series

◎重量は約です。正確な重量をお知りになりたい場合はお問い合せください。　◎外寸サイズ（W×D×H）

出っ張りがなく、
　スマートに収納。
出っ張りがなく、
積み重ね可能。



東京本社　〒140-0013 東京都品川区南大井1-15-10
TEL 03-3762-7507（代）　　FAX 03-3766-7471（代） 

大阪営業所　〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川4-9-22
TEL 06-6225-5002（代）　　FAX 06-6225-5003（代）

茨城営業所/工場　〒308-0111 茨城県筑西市舟生1532-1
TEL 0296-37-6714（代）　　FAX 0296-37-6715（代）

■WEBショップ
石川トランク製作所　楽天市場店 
http://www.rakuten.ne.jp/gold/ishikawatrunk 

石川トランク製作所　Yahoo!店

石川トランク製作所　Amazon店

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ishikawatrunk/

■営業品目
アルミ合板製トランク、アルミ製トランク、樹脂成形トランク、
木製トランク、ビニールレザー張りケース、ダンプラ、
革製バック、布製バック、ウレタン加工品、その他

■沿革
大正9年1月18日に石川豊明が、品川区大井鮫洲町140番地に
石川トランク製作所を開業。
昭和7年4月、株式会社石川トランク製作所に改組。
現在に至る。

ORDER SYSTEM

● 特注品のオーダーも受け付けております。

お電話・FAX・メールなどでお問合せください。

必要に応じて収納物の採寸に伺います。

担当者が設計を行います。
ご要望によっては試作もいたします。

（一部日数がかかる場合がございます）

ご注文書をメール・FAXにてお送り下さい。

当社工場の工程に即日入ります。
約３週間後、ご指定先へ宅配便・自社便にて発送。

弊社営業立会い実装もいたします。

お支払条件はお見積り段階で
弊社各営業担当までご相談ください。

お問い合せ

ご相談

お打ち合わせ

お見積もり

図面作成

ご注文

製 作

納 品 実装・検品 検 収

ご請求

お支払い
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