
SUGITA ACE 2019NEW PRODUCTS 装飾ツマミ

手作り感あふれる装飾ツマミ
家具のアクセサリーとして
おしゃれに演出！

ご注意

・手作りのため、表記サイズ、ビス長さは、現物と少し異なる場合があります。
・価格は1個あたりの実売価格になります。

2019.6.13杉田エース株式会社　TEL：03-6240-6471　■ 掲載価格には、運賃・施工費・消費税は含まれておりません。



1

ウッドメタルインレイノブ　サークル
木、スチール
本体 φ43×D35（ビス長さ45）
商品番号955-440／価格250円

ウッドメタルインレイノブ　スフィア
木、スチール
本体 φ35×D35（ビス長さ38）
商品番号955-441／価格250円

2

ウッドメタルインレイノブ　スクエア
木、スチール
本体 W32×D34×H32（ビス長さ40）
商品番号955-442／価格250円

3

ウッドメタルインレイノブ　サークル　ゴールド
木、スチール
本体 φ43×D35（ビス長さ45）
商品番号955-443／価格300円

4

ウッドメタルインレイノブ　スフィア　ゴールド
木、スチール
本体 φ35×D35（ビス長さ38）
商品番号955-444／価格300円

5

ウッドメタルインレイノブ　スクエア　ゴールド
木、スチール
本体 W32×D34×H32（ビス長さ40）
商品番号955-445／価格300円

6

ウッドエナメルノブ　レッド
木、スチール
本体 φ44×D38（ビス長さ38）
商品番号955-446／価格280円

7

ウッドエナメルノブ　ホワイト
木、スチール
本体 φ44×D38（ビス長さ38）
商品番号955-447／価格280円

8

ウッドエナメルノブ　ピンク
木、スチール
本体 φ44×D38（ビス長さ38）
商品番号955-448／価格280円

9

ウッドエナメルノブ　イエロー
木、スチール
本体 φ44×D38（ビス長さ38）
商品番号955-449／価格280円

10

ウッドエナメルノブ　グリーン
木、スチール
本体 φ44×D38（ビス長さ38）
商品番号955-450／価格280円

11

ウッドエナメルノブ　ホワイト
木、スチール
本体 φ32×D35（ビス長さ38）
商品番号955-451／価格280円

12

ウッドエナメルノブ　レッド
木、スチール
本体 φ32×D35（ビス長さ38）
商品番号955-452／価格280円

13

ウッドエナメルノブ　ピンク
木、スチール
本体 φ32×D35（ビス長さ38）
商品番号955-453／価格280円

14

ウッドエナメルノブ　イエロー
木、スチール
本体 φ32×D35（ビス長さ38）
商品番号955-454／価格280円

15

ウッドエナメルノブ　グリーン
木、スチール
本体 φ32×D35（ビス長さ38）
商品番号955-455／価格280円

16

マーブルノブ　サークル
大理石、スチール
本体 φ43×D25（ビス長さ40）
商品番号955-456／価格430円

17

マーブルノブ　スクエア
大理石、スチール
本体 W50×D25×H25（ビス長さ39）
商品番号955-458／価格430円

18

マーブルノブ　ブルーブラック
大理石、スチール
本体 φ34×D41（ビス長さ38）
商品番号955-802／価格550円

19

マーブルノブ　ホワイト
大理石、スチール
本体 φ34×D42（ビス長さ30）
商品番号955-803／価格550円

20

装飾ツマミ



装飾ツマミ

アクリルウッドノブ　スクエアホワイト
樹脂、木、スチール
本体 W32×D29×H44（ビス長さ38）
商品番号955-459／価格350円

21

アクリルウッドノブ　レッドイエロー
樹脂、木、スチール
本体 φ38×D23（ビス長さ38）
商品番号955-460／価格350円

22

アクリルウッドノブ　ブルーイエロー
樹脂、木、スチール
本体 φ38×D23（ビス長さ38）
商品番号955-461／価格350円

23

アクリルウッドノブ　ホワイトイエロー
樹脂、木、スチール
本体 φ38×D23（ビス長さ38）
商品番号955-462／価格350円

24

セラミックノブ　ブルー
セラミック、スチール
本体 φ44×D34（ビス長さ40）
商品番号955-463／価格250円

25

セラミックノブ　ホワイト
セラミック、スチール
本体 φ40×D31（ビス長さ40）
商品番号955-464／価格250円

26

セラミックノブ　オレンジ
セラミック、スチール
本体 φ40×D33（ビス長さ40）
商品番号955-465／価格250円

27

セラミックノブ　ダークグリーン
セラミック、スチール
本体 φ42×D30（ビス長さ38）
商品番号955-466／価格250円

28

セラミックノブ　フラワー
セラミック、スチール
本体 φ42×D30（ビス長さ40）
商品番号955-467／価格250円

29

セラミックノブ　ペールホワイト
セラミック、スチール
本体 φ35×D27（ビス長さ38）
商品番号955-468／価格250円

30

セラミックノブ　ペールブルー
セラミック、スチール
本体 φ35×D25（ビス長さ40）
商品番号955-469／価格250円

31

セラミックノブ　ダブルサークル
セラミック、スチール
本体 φ39×D36（ビス長さ38）
商品番号955-470／価格250円

32

メタルノブ　フラワー　ホワイトゴールド
スチール
本体 φ36×D38（ビス長さ35）
商品番号955-471／価格350円

33

メタルノブ　スクエア　ゴールド
スチール
本体 W35×D35×H35（ビス長さ38）
商品番号955-480／価格970円

34

メタルノブ　スクエア　シルバー
スチール
本体 W35×D35×H35（ビス長さ38）
商品番号955-481／価格970円

35

メタルノブ　マリンブルー
スチール
本体 φ32×D28（ビス長さ38）
商品番号955-482／価格350円

36

メタルノブ　グリーンスクエア
スチール
本体 W37×D25×H37（ビス長さ38）
商品番号955-483／価格350円

37

メタルノブ　レッドサークル
スチール
本体 φ32×D25（ビス長さ37）
商品番号955-484／価格350円

38

メタルノブ　アンティーク
スチール
本体 φ38×D25（ビス長さ34）
商品番号955-485／価格350円

39

メタルノブ　シルバーサークル
スチール
本体 φ36×D32（ビス長さ43）
商品番号955-486／価格350円

40



ガラスノブ　スフィア
ガラス、スチール
本体 φ35×D30（ビス長さ38）
商品番号955-472／価格360円

48

ガラスノブ　サークルA

ガラス、スチール
本体 φ45×D35（ビス長さ40）
商品番号955-473／価格450円

49

ガラスノブ　フラワーA

ガラス、スチール
本体 φ45×D33（ビス長さ40）
商品番号955-474／価格360円

50

ガラスノブ　オクタゴン
ガラス、スチール
本体 φ40×D22（ビス長さ37）
商品番号955-475／価格500円

51

ガラスノブ　サークルB

ガラス、スチール
本体 φ31×D23（ビス長さ35）
商品番号955-476／価格300円

52

ガラスノブ　フラワーB

ガラス、スチール
本体 φ39×D36（ビス長さ35）
商品番号955-477／価格300円

53

ガラスノブ　クリアピンク
ガラス、スチール
本体 φ30×D30（ビス長さ37）
商品番号955-478／価格300円

54

ガラスノブ　ホワイトオーブ
ガラス、スチール
本体 φ35×D30（ビス長さ37）
商品番号955-479／価格450円

55

メタルノブ　オクタゴン
スチール
本体 φ33×D32（ビス長さ30）
商品番号955-487／価格400円

41

メタルノブ　フラワー
スチール
本体 φ39×D35（ビス長さ33）
商品番号955-488／価格650円

42

メタルノブ　サークル
スチール
本体 φ30×D23（ビス長さ37）
商品番号955-489／価格350円

43

メタルノブ　ヘキサゴン
スチール
本体 φ24×D23（ビス長さ31）
商品番号955-490／価格350円

44

メタルノブ　アンカー
スチール
本体 W35×D25×H35（ビス長さ37）
商品番号955-491／価格350円

45

メタルノブ　スター
スチール
本体 W35×D23×H34（ビス長さ37）
商品番号955-492／価格350円

46

ウッドレザータッセルノブ
木、革、スチール
本体 φ40×D39（ビス長さ32）
商品番号955-805／価格650円

60

レザーノブ　フラワー
革、スチール
本体 W20×D16×H65（ビス長さ38）
商品番号955-800／価格650円

58

レザーノブ　サークル
革、スチール
本体 W20×D24×H65（ビス長さ32）
商品番号955-801／価格650円

59

ガラスノブ　アンティークフラワー
ガラス、スチール
本体 φ36×D27（ビス長さ37）
商品番号955-804／価格400円

56

ガラスノブ　ウェイビー
ガラス、スチール
本体 φ31×D28（ビス長さ35）
商品番号955-806／価格500円

57

メタルノブ　サークル　シルバー
スチール
本体 φ27×D28（ビス長さ35）
商品番号955-807／価格400円

47

装飾ツマミ


