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イベント・文教向けアルミ製品の企画・販売



エンドキャップ

脚部左右の接続
脚部と脚部の間に
天板をのせておこないます。

注：ボルトを完全に
閉め切ってください。

脚部前後の接続

幼稚園・学校などの文教施設、 官公庁や自治体、 一般企業、 マスコミ関連などで大活躍！信頼の  

設営・収納に工具が不要で
組立簡単
ドライバーやペンチ等の工具を使う事な
く簡単に、少人数・短時間で組立できま
す。軽いから移動もラクラク！

消音構造
天板上で飛び跳ねてもキシキシ・カタカタ
と気になる音がしない頑丈構造で錆びに
も強く、耐久性・安全性抜群です。

オーダーメイドで製作可能
お客様が現在ご使用のサイズまたはご要
望に合わせて製作できます。

折りたたんでコンパクトに収納
収納サイズは設置面積の約1/10で、コン
パクトに収納できます。

様々な使い方ができる
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合
わせてサイズや使用方法を変えることが
できます。

ステージの両サイドにエンドキャップを取付け完成
STEP 4

ステージと同行程でステージ部分完成
STEP 4

ステージに支柱を取付けるだけ！
STEP 5

手すりとトラスを取付けて完成
STEP 6

全体の接続が完了しましたらステージの両サイドに
エンドキャップを取り付けて完成です。

使いたい時に即簡単組み立て！
組み立ては、約20分で設営できます。（大人2名）

折りたたみ式アルミ製ステージの場合
設営サイズ：幅4550×奥行き2400mm

使いたい時に即簡単組み立て！
組み立ては、約45分で設営できます。（大人2名）

折りたたみ式アルミ製やぐらステージの場合
設営サイズ：幅2750×奥行2700×高さ900mm

●れた特徴優 ●単な組み立て方簡

やぐらステージステージ

天板
脚部

脚部を開く
STEP 1 折りたたんである

脚部を開きます。 脚部に天板をのせる
STEP 2

ユニットを接続する
STEP 3開いた脚部に天板をのせます。

1つの脚部の完成です。 脚部前後の接続
各脚部についている
蝶ボルトを締めて接続します。

▲組立動画はコチラ▲組立動画はコチラ



アルミ製品です。

約 品質第一、安心、安全の国内で
生産されております。

近年、社会的問題になっている化学物質の放散によるシックハウスは、建築物だけでなく備品からも検出されるということで、さらに関心が
高まり弊社製品についても見逃せない事項となっております。特に屋内使用時には科学物質の放散から利用者を守るなどの、「安全基準」を
クリアしたJEMA安全基準適合認定マークを弊社製品は取得しておりますので、安心してご利用いただけます。

仮設のステージなどに対して、JIS規格等の明確な基準がありません。
安心安全にご使用いただける製品としてその信頼性を得るために、高品質で信頼性の高い試験機関である
一般財団法人日本建築総合試験所にて最大限の耐荷重試験を実施しています。

鉛直荷重試験
1ユニット（枠+天板）
900×600mmタイプ最大20.3kN（2,071kgf）
900×900mmタイプ最大30.1kN（3,071kgf）

水平荷重試験（単品）
1ユニット（枠+天板）
950×900×900mmタイプ
最大2.47kN（252kgf）

水平荷重試験（セット）
1ユニット（枠+天板）
幅4550×奥行2700×高さ900mmの場合
最大荷重21.7kN（2,214Kg）

水平荷重試験（手すり）
1ユニット（枠+天板）
手すり高さ720mmの場合
最大荷重257kgf（2.52kN）

鉛直荷重試験：脚部を固定し天板を設置した状態で、天板の中心部分に荷重を負荷し、破壊時点までの経過観察。
水平荷重試験：脚部を固定し天板を設置した状態で、水平（一方）方向の荷重を負荷し、破壊時点までの経過観察。

第三者機関による耐荷重試験を、単品からセットまで実施
［ステージ・やぐらステージ］

[その他のアルミ製品]
●朝礼台/鉛直荷重試験
最大荷重 (S) 1,327kgf (L) 1,962kgf

●傘立て/反復耐久試験
開閉10,000回

●シェルフ/反復耐久試験
開閉10,000回

●フェンス/鉛直荷重試験
最大荷重 511kgf 

JEMA安全基準適合認定マークを取得しています。

●頼できる安全対策信 ●質第一、安心の日本製品

詳しい情報はホームページをご覧ください  ▶

http://www.speediacom.co.jp/lineup/



幅8150×奥行き4500×高さ900mm 幅1800×奥行き1800×高さ1120mm

Eセット 商品番号 SPD-404
設営サイズ 収納サイズ

幅7250×奥行き3600×高さ900mm 幅900×奥行き2700×高さ1100mm

Dセット 商品番号 SPD-403
設営サイズ 収納サイズ

幅6350×奥行き3600×高さ900mm 幅900×奥行き2700×高さ1080mm

Cセット 商品番号 SPD-402
設営サイズ 収納サイズ

幅5450×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き1800×高さ1060mm

Bセット 商品番号 SPD-401
設営サイズ 収納サイズ

幅4550×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き1800×高さ1040mm

Aセット 商品番号 SPD-400
設営サイズ 収納サイズ

各種イベントに欠かせない舞台セット。
軽くて丈夫なアルミ製ステージです。

折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

ステージステージステージステージ

・公園での合唱団コンサート
・駅前のジャズコンサート
・展示会場でのアイドルステージ
・地域の親子カーニバル
・商業施設のイベントステージ
・学園祭ステージ

幼稚園・学校などの文教施設、官公庁や自治体関連でも大活躍のアルミ製ステージ。

折りたたみ式 アルミ製ステージ

折りたたんで収納！
こんなにコンパクトです！

幅4550×奥行き2700×高さ900mm    
設置時サイズ

収納時サイズ

幅900×奥行き1800×高さ1040mm 

収
納

面積
は設営面積

の

1/10約

※写真は商品番号SPD-400のセット商品です。



ステージ 幅4550×奥行き2700×高さ900mm
花　　道 幅　950×奥行き2700×高さ900mm

幅900×奥行き1800×高さ1060mm

Aセット 商品番号 SPD-411
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅5450×奥行き2700×高さ900mm
花　　道 幅1850×奥行き2700×高さ900mm

幅900×奥行き1800×高さ1420mm

Bセット 商品番号 SPD-412
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅6350×奥行き3600×高さ900mm
花　　道 幅1850×奥行き2700×高さ900mm

幅900×奥行き2700×高さ1270mm

Cセット 商品番号 SPD-413
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅7250×奥行き3600×高さ900mm
花　　道 幅1850×奥行き2700×高さ900mm

幅1800×奥行き1800×高さ1080mm

Dセット 商品番号 SPD-414
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅8150×奥行き4500×高さ900mm
花　　道 幅1850×奥行き2700×高さ900mm

幅1800×奥行き2700×高さ1100mm

Eセット 商品番号 SPD-415
設営サイズ 収納サイズ

幅8150×奥行き4500×高さ900mm 幅1800×奥行き1800×高さ1120mm

Eセット 商品番号 SPD-410
設営サイズ 収納サイズ

幅7250×奥行き3600×高さ900mm 幅900×奥行き2700×高さ1100mm

Dセット 商品番号 SPD-409
設営サイズ 収納サイズ

幅6350×奥行き3600×高さ900mm 幅900×奥行き2700×高さ1080mm

Cセット 商品番号 SPD-408
設営サイズ 収納サイズ

幅5450×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き1800×高さ1060mm

Bセット 商品番号 SPD-407
設営サイズ 収納サイズ

幅4550×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き1800×高さ1040mm

Aセット 商品番号 SPD-406
設営サイズ 収納サイズ

幅4550×奥行き2700×高さ300mm
幅4550×奥行き2700×高さ600mm
幅4550×奥行き2700×高さ880mm（積み重ね時）

幅900×奥行き1800×高さ1040mm

商品番号 SPD-405
設営サイズ 収納サイズ

●高さ300mm･600mmの単体での設営はもちろん、積み重ねることで、
　高さ900mmのステージとして設営できます。
●高さの組合せは、脚部高200～900㎜の中から2脚を自由に選択できます。
　（ご使用サイズ、用途によりご提供できない組合せがあります。）

幅4550×奥行き2700×高さ300mm 

幅4550×奥行2700×高さ880mm 

※1段型ステップはオプションです。

幅4550×奥行き2700×高さ600mm 
※2段型ステップはオプションです。

※3段型ステップはオプションです。

高さの違う2種類のステージから、合わせて
積み重ねることを可能にした万能ステージです。

折りたたみ式 アルミ製ステージ上下積み重ね式
イベントを更に盛り上げる！
背景に装飾可能なステージの登場。

折りたたみ式 アルミ製バックパネルステージ
ステージに立つ主役をもっと引き立てる、
花道付きの特殊タイプ！

折りたたみ式 アルミ製花道ステージ

詳しい情報はホームページをご覧ください  ▶

http://www.speediacom.co.jp/stage/

※写真は商品番号SPD-405のセット商品です。

※写真は商品番号SPD-413のセット商品です。

※写真は商品番号SPD-406のセット商品です。



幅1950×奥行き1800×高さ400mm 幅900×奥行き600×高さ500mm

小 手すり付 商品番号 SPD-601
設営サイズ 収納サイズ

幅1950×奥行き1800×高さ400mm 幅900×奥行き600×高さ500mm

小 商品番号 SPD-600
設営サイズ 収納サイズ

幅1950×奥行き1800×高さ900mm 幅900×奥行き900×高さ1000mm

小 手すり付 商品番号 SPD-603
設営サイズ 収納サイズ

幅1950×奥行き1800×高さ900mm 幅900×奥行き900×高さ1000mm

小 商品番号 SPD-602
設営サイズ 収納サイズ

幅2750×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き900×高さ1060mm

中 手すり付 商品番号 SPD-605
設営サイズ 収納サイズ

幅2750×奥行き2700×高さ900mm 幅900×奥行き900×高さ1060mm

中 商品番号 SPD-604
設営サイズ 収納サイズ

小さいお子様でも乗り降りラクラク！
最小サイズのやぐらです。

組み立て簡単、コミュニティ活動に
必須アイテムのアルミやぐらです。

H400シリーズ H900シリーズ

●支柱を外せばステージとしてご使用いただけます。

組み立て簡単、コミュニティ活動に必須アイテムのアルミ製やぐらです。
折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

折りたたみ式
アルミ製

やぐらステージやぐらステージやぐらステージやぐらステージ

折りたたんで収納！
こんなにコンパクトです！

（幅）1950×（奥行）1800×（高さ）400mm 
設置時サイズ

収納時サイズ

（幅）900×（奥行）600×（高さ）500mm  

収
納

面積
は設営面積

の

1/7約

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

※写真は商品番号SPD-601のセット商品です。

※写真は商品番号SPD-605のセット商品です。



幅2750×奥行き2700×高さ1780mm 幅1800×奥行き900×高さ980mm

商品番号 SPD-606
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅3650×奥行き3600×高さ900mm
や ぐ ら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm 幅1800×奥行き900×高さ1380mm

S 手すり付 商品番号 SPD-607
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅4550×奥行き4500×高さ900mm
や ぐ ら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm 幅1800×奥行き1800×高さ1040mm

M 手すり付 商品番号 SPD-608
設営サイズ 収納サイズ

ステージ 幅5450×奥行き5400×高さ900mm
や ぐ ら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm 幅1800×奥行き1800×高さ1230mm

L 手すり付 商品番号 SPD-609
設営サイズ 収納サイズ

幅4550×奥行き4500×高さ900mm 幅1800×奥行き900×高さ1440mm

M 手すり付 商品番号 SPD-611
設営サイズ 収納サイズ

幅5450×奥行き5400×高さ900mm 幅1800×奥行き1800×高さ1060mm

L 手すり付 商品番号 SPD-612
設営サイズ 収納サイズ

幅3650×奥行き3600×高さ900mm 幅1800×奥行き900×高さ1040mm

S 手すり付 商品番号 SPD-610
設営サイズ 収納サイズ

ステージ高を通常の2倍にした
拡張サイズです。

お祭りを最大限に盛り上げる圧巻の
2段構えのやぐらステージです。

さまざまなお祭り・イベントに活用可能！
サイズアップしたやぐらステージです。

H1800シリーズ手すり付 H900+H900手すり付 大型やぐらステージH900

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。
※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

詳しい情報はホームページをご覧ください  ▶

http://www.speediacom.co.jp/yagura/

※写真は商品番号SPD-606のセット商品です。 ※写真は商品番号SPD-608のセット商品です。 ※写真は商品番号SPD-610のセット商品です。

商品番号 品名 サイズ
提灯

紅白幕

ステップ（昇降用階段）両側面手すり

SPD-616
SPD-617
SPD-618
SPD-619
SPD-620

220×250mm
1m×高さ600mm以下
1m×高さ1200mm以下
1m×高さ1800mm以下

オプション



幅695×奥行き400×高さ590mm 幅695×奥行き50×高さ980mm

商品番号 SPD-K16
設営サイズ 収納サイズ

幅917×奥行き307×高さ1225mm 幅917×奥行き50×高さ1415mm

商品番号 SPD-K13
設営サイズ 収納サイズ

幅950×奥行き600×高さ400mm 幅950×奥行き200×高さ200mm

商品番号 SPD-K05
踊り場サイズ ステップサイズ

幅900×奥行き1141×踊り場奥行き732×床高さ600mm

商品番号 SPD-K01
設営サイズ

幅1300×奥行き505×高さ720mm

商品番号 SPD-K07（ステン） SPD-K08（ホワイト）
設営サイズ

※表示以外のサイズもご用意いたしております。

検査・納品
図面・部品リストを同梱し納品します。着荷後は直
ちにお客様の方で検品作業をお願いし、万が一納
品リスト等との差異がありましたら、速やかに対応
させていただきます。

確認のご連絡
ご連絡頂き次第、弊社からお電話にて確認のご連
絡をさせていただきます。
※この時点でキャンセル又はペンディングとなりま
しても料金は一切発生しません。

ご注文・お問い合わせ
まずはWEBサイトよりご注文、もしくはお問い合
わせフォームからご連絡ください。

製作開始
納期等の確認が完了しましたら、正式図面を作
成・提出の上で商品の制作に着手します。

学校など各教育施設で大人気！軽量で移動させやすく錆びない朝礼台です。

アルミ製 朝礼台（組み立て式）DR9

運動会や大切な各種式典、活動の演説台まで幅広く活躍しています。

アルミ製 朝礼台（折りたたみ式）S

錆にも強く、見た目もスマート。屋外はもちろん室内でも利用可能です。

アルミ製 フェンス 

保護者会・参観日にサッと組み立て、パッと収納！

折りたたみ式アルミ製 シェルフ（靴置き）

雨の日の幼稚園や保育園の登園に活躍！安心の折りたたみ式傘立てです。

折りたたみ式アルミ製 傘立て（45本用）

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 1-18 
TEL.06-7878-3385 FAX.06-6718-7722

その他のアルミ製品

ご注文から納品までのフロー

※その他のサイズもございます。

詳しい情報はホームページをご覧ください  ▶

http://www.speediacom.co.jp/lineup/

http://www.speediacom.co.jp
※カタログの情報は2022年10月現在のものです。




