■Free Box

フリーボックス

持ち
運ぶ
フリーボックスはフリーゾーンシステムを活用するために開発された、携帯性・作業性に優れた工
具箱です。ペグボードを各トレイに収納し4カ所でペグボードを動かないようにロックする事が出来
ます。また、専用のスペアBOXを追加してトレイを積み重ねることが可能です。

1段フリーBOX
（赤)

■品 番：FZ00155

自由にカスタマイズ、
自分好みにアレンジ！
画期的な壁面収納・見せる収納インテリア！

1段フリーBOX
（黄)

■品 番：FZ00156

1段フリーBOX
（緑)

■品 番：FZ00157

サイドは収納している中身
を確認できるよう、透明の
窓になっています。

クリップがついていてペグ
ボードをしっかりと固定す
ることができます。

ストックBOX

■品 番：FZ00067

持ち
運ぶ

キャリーBOX専用の追加コンテナです。
ペグボードを固定するクリップ付きタイプ。

1段フリーBOX
（青)

■品 番：FZ00158

持ち
運ぶ
■品 番：FZ00122
キャリーBOX専用の追加コンテナです。
ペグボード固定クリップが無いタイプ。

ストックフリーBOX

1行ストレージビンSET
（赤・青・緑）

■品 番：FZ00092
小物の収納に適した赤・緑・青の
3色ストレージビンSETです。
専用ペグボードに固定出来ます。

小物
収納
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単！
使い方は簡
ペグボードスモール
小さいサイズのフリーゾーン専用ボード。各パー
ツを取り付けレイアウトしてください。取り付けは
ビスか専用マグネットでの取り付けとなります。

ペグボードスモール(黒)

右に90°
ねじるだけで
簡単ロック！

挟んで
掛ける

挟む

固定
する

掛ける

ぶら
さげる

入れる

差し
込む

小物
収納

■品 番：FZ00040BK

持ち
運ぶ

ペグボードスモール(赤)

ペグボードスモール(黄)

ペグボードスモール(青)

ペグボードスモール(緑)

■品 番：FZ00040RE

ペグボードの特徴として、ボー
ドの穴は1/4”ビットを直接差
し込み、収納ベースにご使用
いだたけます。

ペグボード

■品 番：FZ00040YE

■品 番：FZ00040BL

■品 番：FZ00040GR

大きいサイズのフリーゾーン専用ボード。各パーツを取り付けレイアウトしてください。
取り付けはビスか専用マグネットでの取り付けとなります。

ペグボード(黒)

ペグボード4枚SET(黒)

ペグボード(赤)

ペグボード4枚SET(赤)

ペグボード(青)

ペグボード4枚SET(青)

ペグボード(黄)

ペグボード4枚SET(黄)

ペグボード(緑)

ペグボード4枚SET(緑)

■品 番：FZ00017BK

■品 番：FZ00082BK

■品 番：FZ00017RE

様々なシーンで活躍する、画期的な収納Goods

■品 番：FZ00082RE

■品 番：FZ00017BL

■品 番：FZ00082BL

■品 番：FZ00017YE

フリーゾーンは工具はもちろん、身の回りのアイテムを簡単に使いやすくキレイに整理できる収納グッズです。
ベースとなるペグボードと専用のアクセサリーパーツを組み合わせることで、

ユニバーサルクリップ
（6個)

挟む
■品 番：FZ00018
物を優しく、
しっかりと挟むことができるクリ
ップです。各クリップの方向を変えることに
より3通りの使い方ができる優れものです。

■品 番：FZ00082YE

■品 番：FZ00017GR

■品 番：FZ00082GR

挟む・掛ける・押さえるなど、さまざまな方法で工具やアイテムを組み合わせて収納することができます。
また、フリーゾーンを使用して収納された工具やアイテムを、そのまま持ち運び可能な専用ボックスも用意しています。

■Free Zone Line Up

32

フリーゾーンラインアップ

99

■品 番：FZ00020

13

PCS

40㎜
スチールフック
x10

1/4”
ソケット
x15

レギュラーサイズSET

■品 番：FZ00051
1/4、3/8、1/2のソケット×各15個、ユニバーサルクリップ×40個、
40㎜スチールフック×10本とペグボード×4枚が入ったSETです。

1/2”
ソケット
x15

SET

8

12

4

差し
込む
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■品 番：FZ00022

1/2ソケット
（10個)
■品 番：FZ00019
スモール
ペグボード
x1

3/8”
ソケット
x15

15

3/8ソケット
（10個）

PCS

ペグボード
x4

ユニバーサル
クリップ
x40

1/4ソケット
（10個）

22

1/4”ソケット

3/8”ソケット

1/2”ソケット

1/4・3/8・1/2各サイズのソケットをペグボ
ードの上で整理する為のパーツです。
フリーゾーン専用ボードをご使用ください。

ソケットマーカー

ジャンボグリップ
（1セット）

レンチホルダー

ハンギングロッド

記す
■品 番：FZ00068
各ソケットのサイズを記入するソケットマー
カーです。

挟んで
掛ける
■品 番：FZ00069
大きな物を挟んで固定するジャンボクリップ
です。耐荷重2㎏。

ユニバーサル
40㎜
クリップ
プラスチックフック
x6
x6

スモールペグボード&アクセサリーキット
■品 番：FZ00078
スモールペグボード×1枚とプラスチックフック×6本・
ユニバーサルクリップ×6個のSETです。

SET

ストッパー
（6個）

固定
する
■品 番：FZ00052
セットした工具や物を押さえる時に使用する
ストッパーです。5㎜幅のゴムバンドを使用
すれば図の様に使用できます。

アジャストホルダー

ワイヤーバスケット

バスケットハンガー2個

挟む
■品 番：FZ00096
色々なサイズの工具等を挟んで固定するホ
ルダーです。

挟む
■品 番：FZ00079
縦置き・横置きの両方の置き方が可能な7段
レンチホルダーです。

ぶら
さげる
■品 番：FZ00091
多用途に使用できるハンギングロッドです。
工具だけに限らず、様々なものを掛けること
が出来る便利なアイテムです。耐荷重5㎏。

掛ける

40㎜スチールフック(1本)

40㎜スチールフック(3本)

70㎜スチールフック(1本)

70㎜スチールフック(3本)

110㎜スチールフック(1本)

110㎜スチールフック(3本)

■品 番：FZ00023‐1
■SIZE：フック長40㎜
■品 番：FZ00015‐1
■SIZE：フック長70㎜

40㎜
フック

70㎜ 110㎜
フック フック

■品 番：FZ00016‐1
■SIZE：フック長110㎜

■品 番：FZ00023‐3
■SIZE：フック長40㎜
■品 番：FZ00015‐3
■SIZE：フック長70㎜

■品 番：FZ00016‐3
■SIZE：フック長110㎜

頑丈な直径5㎜の金属製フックです。サイズは40㎜・70㎜・110㎜。耐荷重2㎏。
フリーゾーン専用ペグボードでご使用ください。

40㎜プラスチックフック(5本)

■品 番：FZ00077
掛ける
■SIZE：フック長40㎜
プラスチック製の小物掛け用フックです。
耐荷重100g。

入れる

■品 番：FZ00070
ペグボードへ直接取り付けできるステンレス
製の丈夫なワイヤーバスケットです。
耐荷重2㎏。

■品 番：FZ00083
市販のワイヤーバスケットをかける為のアイ
テムです。針金太さ4〜6㎜に対応します。
耐荷重2㎏。

マグネット固定金具
（4P）

■品 番：FZ00056
■SIZE：マグネット直径１㎝
スチールなど磁石が付く壁面に、ペグボード
を固定するための専用マグネットです。
耐荷重1.5㎏。

サポートバー
（2本）

■品 番：FZ00137
ペグボードをスタンドタイプで使用する為の
サポートバーです。

