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Otel Marble Gold　Magic Sticky Sheet
マーブル模様にゴールドが加わって高級感をプラス！オテルマーブルゴールド　マジックシート

Otel White Gold　Magic Sticky Sheet SNSでも話題の浮かせる収納シリーズに
ゴージャスなゴールドメタルシリーズが登場！！オテルホワイトゴールド　マジックシート

.

ホルダー穴直径：43mm
補助リング 1 穴直径：39mm

泡ソープ取付けイメージ

大口径

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D75mm

大口径ホルダーで泡ソープボトルがセットできます。
( 形状・サイズによりホルダーに入らないものもあります。）

OOT-95MFS-GD
泡ソープボトルホルダー ゴールド

￥1,980（税込み）

簡単に取り外せます。

ホルダー穴直径：33mm
補助リング 1 穴直径：28mm
補助リング 2 穴直径：24mm耐荷重約 1kg

W95 × H95 × D75mm

メタルパーツは取り外せるので楽に詰め替えができます。
( 形状・サイズによりホルダーに入らないものもあります。）

OOT-95MSP-GD
ソープボトルホルダー ゴールド

￥1,980（税込み）

固形石鹸やスポンジ置き用のトレイです。洗
面所やバスルーム、キッチンのシンクなど
様々な場所で使えます。

耐荷重約 500g
W130 × H88 × D95mm（金属パーツ含む）

OOT-70TR-GD
水切りトレイ ゴールド

￥1,980（税込み）

歯ブラシ 2本と歯磨きチューブが収納で
きるホルダーです。トリートメントや洗顔
フォームのホルダーとしても使えます。

耐荷重約 500g
W97 × H95 × D68mm（金属パーツ含む）

OOT-70TU-GD
チューブホルダー ゴールド

￥2,090（税込み）

耐荷重約 500g
W160 × H75 × D40mm（金属パーツ含む）

ハンドタオルを掛けるハンガーです。
キッチンやトイレ、バスルームなどにタオル
掛けを増やせます。

OOT-70TW-GD
タオルハンガー ゴールド

￥1,760（税込み）

ホルダー穴直径：43mm
補助リング 1 穴直径：39mm

泡ソープ取付けイメージ

大口径

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D75mm

OTM-95MFS-GD
泡ソープボトルホルダー ゴールド

￥1,980（税込み）

簡単に取り外せます。

ホルダー穴直径：33mm
補助リング 1 穴直径：28mm
補助リング 2 穴直径：24mm耐荷重約 1kg

W95 × H95 × D75mm

OTM-95MSP-GD
ソープボトルホルダー ゴールド

￥1,980（税込み）

耐荷重約 500g
W130 × H88 × D95mm（金属パーツ含む）

OTM-70TR-GD
水切りトレイ ゴールド

￥1,980（税込み）

歯ブラシ 2本と歯磨きチューブが収納でき
るホルダー。トリートメントや洗顔フォー
ムのホルダーとしても使えます。

耐荷重約 500g
W97 × H95 × D68mm（金属パーツ含む）

OTM-70TU-GD
チューブホルダー ゴールド

￥2,090（税込み）

耐荷重約 500g
W160 × H75 × D40mm（金属パーツ含む）

OTM-70TW-GD
タオルハンガー ゴールド

￥1,760（税込み）

大口径ホルダーで泡ソープボトルがセットできます。
( 形状・サイズによりホルダーに入らないものもあります。）

メタルパーツは取り外せるので楽に詰め替えができます。
( 形状・サイズによりホルダーに入らないものもあります。）

固形石鹸やスポンジ置き用のトレイです。洗
面所やバスルーム、キッチンのシンクなど
様々な場所で使えます。

ハンドタオルを掛けるハンガーです。
キッチンやトイレ、バスルームなどにタオル
掛けを増やせます。
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Otel White　Magic Sticky Sheet
場所を選ばない白無地のシンプルなシートが登場！オテルホワイト　マジックシート

ホルダー穴直径：43mm
補助リング 1 穴直径：39mm

大口径

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D75mm

大口径ホルダーで泡ソープボトルが
セットできます。
( 形状・サイズによりホルダーに
入らないものもあります。）

OOT-95MFS
泡ソープボトルホルダー

￥1,650（税込み）

ホルダー穴直径：33mm
補助リング 1 穴直径：28mm
補助リング 2 穴直径：24mm

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D75mm

メタルパーツは取り外せるので楽に
詰め替えができます。
( 形状・サイズによりホルダーに
入らないものもあります。）

OOT-95MSP
ボトルホルダー

￥1,650（税込み）

水が溜まらず清潔に収納できる
ハブラシホルダーです。

※ 2ヶで 1セット販売です。

耐荷重約 200g
W38 × H67 × D22mm

OOT-10W
歯ブラシホルダー 2Pセット

￥748（税込み）

ちょっとし た小物を掛ける
ミ ニフックです。

※ 2ヶで 1セット販売です。

耐荷重約 200g
W38 × H67 × D18mm

OOT-30W
ミニフック 2Pセット

￥748（税込み）

耐荷重約 200g
W42 × H67 × D23mm

水が切れるシェーバーホルダーです。
男性・女性用問わず使用できます。
（一部シェーバーの大きさや形状に
よって収納できない場合があります。）
※ 1ヶずつでの販売です。

OOT-40
シェーバーホルダー

￥495（税込み）

OOT-95SW
シャワーヘッドホルダー

￥1,100（税込み）

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D57mm

好きな位置にシャワーを固定でき
る ホルダーです。小さなお子様に
合わ せた場所で固定するの に便利
です。

OOT-95MH
マルチフック

￥1,100（税込み）

耐荷重約 1kg
W95 × H95 × D30mm

フックが大きいマルチフックです。
うがい 用のコップ、掃除道具、傘
など色々 なものが掛けられます。

OOT-70LH
ラージフック

￥880（税込み）

耐荷重約 1kg
W95 × H110 × D45mm（金属パーツ含む）

フライパン・モップ・かばんなど重たくて大
きな物を掛けるのに便利なフックです。

OOT-70TR
水切りトレイ

￥1,320（税込み）

OOT-70VH
Vフック

￥1,760（税込み）

耐荷重約 500g
W130 × H88 × D95mm（金属パーツ含む）

耐荷重約 1kg
W95 × H70 × D52mm（金属パーツ含む）

固形石鹸やスポンジ置き用のトレイです。洗
面所やバスルーム、キッチンのシンクなど様々
な場所で使えます。

特殊な V 型デザインで、鍋蓋・コップ・スプレー
ボトル・ペットボトルなどを掛けるホルダーです。

OOT-70TU
チューブホルダー

￥1,650（税込み）

歯ブラシ 2本と歯磨きチューブが収納できる
ホルダーです。バスルームでトリートメント
や洗顔フォームのホルダーとしても使えます。

耐荷重約 500g
W97 × H108 × D68mm（金属パーツ含む）

OOT-70TW
タオルハンガー

￥1,100（税込み）

耐荷重約 500g
W160 × H75 × D40mm（金属パーツ含む）

ハンドタオルを掛けるハンガーです。
キッチンやトイレ、バスルームなどにタオル
掛けを増やせます。

耐荷重約 500g
W100 × H95 × D54mm（金属パーツ含む）

OOT-70WD
ワイドホルダー

￥1,320（税込み）

水にも強く、シンク内にも貼れるホルダーで
す。スポンジやまな板だけでなく、タブレッ
ト端末を置いてレシピや動画を見るのにも。

耐荷重約 500g
W95 × H100 × D50mm（金属パーツ含む）

OOT-70UT
ユーティリティフック

￥1,320（税込み）

洗面器やボウルなどを吊るせるフックです。
2本の突起をフックとして使うこともできま
す。

大型ドライヤーも収納できるホルダー。コー
ド巻取りフックは左右どちら側でも配置でき
ます。お部屋のインテリアや利き手に合わせ
てご使用ください。

OOT-70DH
ドライヤーホルダー

￥1,760（税込み）

耐荷重約 700g
W153 × H130 × D95mm（金属パーツ含む）

左右にどちらでも
付け替えできます

コードを気にせず楽々
引っ掛け収納スプレーの

収納ホルダー

コップ二個
掛けられます


