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レンタル、保管と乾燥システム
RENTAL, STORAGE & DRYING SYSTEMS

新製品ラインアップ / NEW PRODUCT RANGE



パネルスタンド

パネルシリーズの個性的なデザイン。幅のある正面板はカラーリング可能であり、印刷
されたフォイルを貼り付けることもできます。あなたのショップに個性あふれる雰囲気
を、是非つくりだしてみてください。
  
AS INDIVIDUAL AS YOU ARE. RACKS IN THE PANEL SERIES HAVE A WIDE FRONT 
THAT CAN BE DYED OR COVERED WITH FILM IN THE COLOUR OF YOUR CHOICE 
TO GIVE YOUR SHOP ITS OWN UNIQUE LOOK.

イージー・パネル
Easy Panel

スノーボード・パネル
Snowboard Panel

ユニバーサル・プラス・パネル
Universal Plus Panel

ブーツ乾燥機器・パネル
Boot Dryer Panel



カスタマーサービスデスク 
Customer Service Desk

スキーラック付きベンチ
Rental Bench 

消毒ユニット
Disinfection Unit

ブーツ乾燥機器・パネル  5・10・15
Panel Boot Dryer 5/10/15

仕上げ作業

カスタマーサービスデスクとその他サービス用製品は、プロフェッショナルスキーと
スノーボードレンタル業務のニーズにご対応できるよう、開発されました。 
 
GIVE YOUR SHOP THAT SOMETHING EXTRA WITH OUR CUSTOMER SERVICE 
DESK AND OTHER FITTINGS DESIGNED SPECIALLY TO MEET THE NEEDS OF 
A PROFESSIONAL SKI AND SNOWBOARD RENTAL.



コメント・メモ  /  COMMENTS & NOTES

製品の特色
仕様詳細
 
• 亜鉛メッキ、パウダーコーティングされたスチール構造により防食
• 特殊かつ、ゴム引き加工のアルミニウムバーはスポーツ装具をよく
 固定し、滑り落ちを防止します   
• 耐久性のあるプラスチック製クリップはスキー板を理想的な角度で
 来場者にアピールします
• レール、車輪または調整可能な脚から選んでいただけます

 

*　容量情報
 
容量情報はスキー板幅（1組）の10~11㎝、ブーツサイズ27（1組）、
スキーポール（ペア）そしてスノーボードとヘルメットを想定し、記入
されています。与えられた値は最大値であり、他のサイズ又は寸法の
場合、容量が減少する場合があります。

PRODUCT FEATURES
FACTS & FIGURES
 
– rack elements made of powder-coated galvanized 
 steel to guard against corrosion
– aluminium crossbars covered with special rubber 
 ensure a firm grip and stop equipment from sliding
– durable plastic clips allow skis to be displayed at 
 the ideal angle
– available on rails, swivel casters or adjustable feet

 

* CAPACITY SPECIFICATIONS
 
Specifications for pairs of skis (10-11 cm in width), 
pairs of boots (size «27»), pairs of poles as well as 
snowboards and helmets. The amounts listed here 
are maximum values and may be lower for equipment 
of other sizes and dimensions.
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スキー板 / Skis  24 28 32 38 48
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

スキー板 / Skis 24 30 32 40 50
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

• いかなるスキー板とスノーボードのタイプとサイズ
• スキー板とスノーボードの良好な定着

– designed to store different types and lengths of skis 
 and boards
– holds equipment firmly in place

• 30°角度が可能にする、理想的なスキー板のディスプレイ
• 固定部分の容易な高さ調整

– ideal presentation of skis at a 30° angle
– easy height adjustment of shelves and brackets

イージー
EASY

トップ 
TOP

幅50cm　－　高さ140cm  /  Width 50 cm – Height 140 cm幅50cm　－　高さ140cm  /  Width 50 cm – Height 140 cm

全製品は特殊なアダプタープレートをご利用の場
合、他メーカーのレールにもご利用いただけます。

ALL PRODUCTS CAN BE ADJUSTED TO FIT 
OTHER MANUFACTURERS’ SLIDE RAILS USING 
A SPECIAL ADAPTER PLATE.

スキーレンタル
Ski Rentals

容量情報は「 * 」をご参照ください / Capacities see *

スキーサービス
Ski Tuning

スキー保管
Ski Depots

アイススケートリンク
Ice-Skating Rinks



スキー板 / Skis 45 54 63 81 99
スキーポール / Poles 124 156 172 212 288
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

スキー板 / Skis  24 28 32 38 48
ブーツ / Boots  15 18 21 24 30
ヘルメット / Helmets 18 21 24 30 36
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

• スキーポール、スキー板又は自転車の保管のための超効率的
 なシステム
• スポーツ装具を掛けるための、ゴム引き滑り止めフォーク仕様

– highly efficient system with adjustable capacity for 
 poles, skis or bikes 
– anti-slip rubber-coated forks for hanging 
 equipment securely

ユニバーサル・プラス 
UNIVERSAL PLUS

トップ・プラス 
TOP PLUS

幅80cm　－　高さ242cm  /  Width 80 cm – Height 242 cm幅50cm　－　高さ242cm  /  Width 50 cm – Height 242 cm

ブーツ（サイズ例「24」）やヘルメットの保管に関する情報
Specifications for the storage of boots (size «24») or helmets

• スキー板、ブーツやヘルメットあるいはその他の付属品の保管
• 30°角度が可能にする、理想的なスキー板のディスプレイ
• 固定部分の容易な高さ調整

– storage of skis, boots, helmets and other 
 accessories
– ideal presentation of skis at a 30° angle
– easy height adjustment of shelves and brackets



スノーボード / Boards 30 40 40 50 68
スキー板 / Skis 15 18 21 27 33
スキーポール / Poles 124 156 168 200 288
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

スノーボード / Boards 60 80 80 100 136
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

• 非常に機能的（ISPO賞を受賞）
• スキー板、スノーボード、バインディングやスキーポールの
 スマートな保管
• それぞれのニーズに異なる製品仕様

– exceptionally functional  ( ISPO Award Winner )
– smart storage of skis, boards, bindings and poles
– various models to suit different needs

• 垂直保管式のため、大容量のキャパシティー
• ボードとバインディングは個別に収納可能
• 高さが調整可能な、アルミニウム部品で組み立てられています
 

– high capacity due to vertical storage
– boards and rental bindings are stored separately
– made up of height-adjustable aluminium elements

レンタル・プラス 
RENTAL PLUS

スノーボード・レンタル 
SNOWBOARD RENTAL

幅80cm　－　高さ242cm  /  Width 80 cm – Height 242 cm 幅80cm　－　高さ242cm  /  Width 80 cm – Height 242 cm



スノーボード / Boards 50 50 50 50 100
バインディング付きの場合 

/ with Binding 25 25 25 25 50
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

ブーツ / Boots  55 66 77 88 110
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

• レンタル用及び従来型バインディング付きボードの保管
• いかなる長さのスノーボードも保管可能
• 滑り止めゴム付き特殊フック
• ウィンタースポーツ装具用の丈夫かつ安全なソリューション
• オプション：ポール用の装置（300㎝バージョンを除く） 

– storage with rental and standard bindings
– store snowboards of different length and type
– special hooks covered with anti-slip rubber material
– stable and safe solution for winter equipment storage
– optional unit for poles available 
 ( except 300 cm version )

• 棚の形状はブーツの滑り落ちを防止します
• 異なるモデルやサイズのブーツにご利用いただけます
• 各棚は高さ調整できます
• 丈夫な構造、棚を追加することもできます
 
 
– shelves shaped to prevent boots from slipping off
– designed to store different types and sizes of boots
– stable construction with height-adjustable shelves
– system allows additional shelves to be mounted 
 as required

スノーボード・ラック 
SNOWBOARD RACK

ブーツ・ラック 
BOOT RACK

幅80cm　－　高さ242cm  /  Width 80 cm – Height 242 cm 幅55cm　－　高さ242cm  /  Width 55 cm – Height 242 cm



ブーツ / Boots 48 60 72 84 108
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

最大電力消費(W) / Pmax (W) 5068 5068 7730 7730 7730
電圧(V) / Voltage (V)  3x400

ブーツ / Boots 55 66 77 88 110
長さ (cm) / Length (cm) 150 180 200 240 300

最大電力消費(W) / Pmax (W) 5000
電圧(V) / Voltage (V)  3x380

• 上部からの空気循環によってブーツは立てたままの状態で
 乾燥
• 換気と暖房は最新技術制御により、個別にコントロール、
 プログラム化できます

– air circulating from above dries boots in an 
 upright position
– advanced technology allows ventilation and heating 
 to be programmed and regulated separately 

• 換気と暖房は最新技術制御により、個別にコントロール、
 プログラム化できます
• 特別開発された通気孔は使用時に限り、換気を開始します
• 超効率な乾燥機能、低コスト実現
• オプション：噴霧消毒機能

– advanced technology allows ventilation and heating 
 to be programmed and regulated separately
– specially developed air jets only operate when 
 boots are placed on them
– highly efficient drying saves costs
– disinfectant spray optional

ブーツ乾燥機器　「ウィンド」 
BOOT DRYER WIND

ブーツ乾燥機器　「パイプ」 
BOOT DRYER PIPE

幅60cm　－　高さ242cm  /  Width 60 cm – Height 242 cm 幅80cm　－　高さ225cm  /  Width 80 cm – Height 225 cm



より多くの選択肢
そして低コストの製品
 
QBL製品群により、我々は低コストセグメントにも最適な
ソリューションをご提供できます。
 
あなたへのメッセージ…
最高のサービスと当社の経験豊富なチームの専門知識を
ひき続き、御提供します。そして、異なる価格セグメントの
製品増加のため、より多くの選択肢を御用意しています。

MORE CHOICE  
GREAT VALUE
 
With the QBL product range we have everything we 
need to create the ideal solution for customers in 
the lower price segment. 

What does that mean for you? 
Not only will you continue to enjoy the trusted  
service and proven knowhow of our experienced 
team, you’ll also benefit from even greater choice in 
the different price segments.

THALER Head Office
Wagenweg 3a, Postfach 10, 6780 Schruns / Austria　（オーストリア）
電話番号 +43 5556 77857, ファックス +43 5556 77857-55, office@thaler-systems.com

THALER Austria
T +43 5556 77857
office@thaler-systems.com

ターラ・ジャパン
japan@thaler-systems.com

THALER Switzerland
T +41 78 641 8989
swiss@thaler-systems.com
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ご興味のある方へ… 心より、ご連絡をお待ちしています。

Interested? ... We’d love to hear your needs.

+43 5556 77857  office@thaler-systems.com

www.thaler-systems.com

YOUR PARTNER TO CREATE THE FEELGOOD FACTOR


