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VIRON

STYLEをつくるProduc t sを

VIRONはひとりひとりの暮らしを想像した一歩先のものづくり、製造業で

培ってきた対応力で、住まいやオフィスを彩る手すりや階段、オリジナル

家具などを提供しています。

私たちが提供するものは「もの」なのですが、住宅の手すり一本を制作す

るのも、設計図通りにつくるだけではなく、そこで暮らす家族が見えるもの

づくりを心掛けています。住宅業界だからこそ、「もの」よりも「スタイル」を

提供するという意識の変化が求められていると思います。



VIRON

アイアン階段を製造する際には、必ず金属と金属を接合する溶接が

必要になります。アイアン階段の見栄えを良くするためには、この接

合部分をきれいに保つことが重要です。

溶接にはいくつかの種類があり、時間をかけてでも状況に応じて溶

接方法を変えることで、完成時の見栄えが大きく変わります。

VIRONでは、製品の品質を高めるために、「半自動溶接」、「TIG溶

接」、「レーザー溶接」を状況に応じて使い分けております。

板金加工や設備製造などで培ってきた技術力があるからこそ、住宅

というディテールと見映えが大切な分野で、より差がでるのが溶接と

いう工程だと考えています。

お客様の顔を考えて



VIRON

S tairs

ひとむかし前までは、実用性重視でありきたりな存在でしかなかった階段。今では個性あふれる階段があり、空間の中

でインパクトを与える存在になってきています。家族と大切な時間を過ごすマイホームだから、一味違う住空間を提供し

たいと考えています。

https://viron.jp/product


完全オーダーメイドで加工を実施しているため、空間に合わせたカラーセレクトやデザインが可能です。また、日々使う

手すりであるため、デザイン性に加えて安全性を考慮した設計をします。

Handrail

VIRON



VIRON

憧れの洋風エクステリア、鋳物門扉をはじめ、細かなディテールにこだわったロートアイアン

やロートアルミを主とした様々なエクステリア製品をご提供します。VIRONでは日々研究試

作を重ね、難しいとされていたアルミ・ステンレスでの特殊加工を実現し、門扉などに採用し

ております。

Exterior
一味違ったインダストリアルな雰囲気を醸し出すアイアン家具。木と相性の良い

アイアンは、ナチュラルテイストなデザインを一層引き立てます。今まで培った加

工技術を家具に生かし、ワンランク上の住空間のサポートをしています

Interior

https://viron.jp/product
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ササラ桁の部分が真っ直ぐになっているストレートササラ階段。

モダンな雰囲気のお家と相性がよく、人気のある階段です。他

階段製品と同様に、スケルトン階段となっており、空間を広く見

せる効果や外の光を遮らずに明るい空間を演出する効果があ

ります。

ストレートササラ階段





稲妻ササラ階段は、ササラ桁がイナズマのようなジグザグした形状

で作られることが特徴です。インダストリアルな雰囲気にマッチしや

すく、階段のデザインとして常に高い人気を博しています。

稲妻ササラ階段





トラス階段のトラスとは、部材同士を三角形につなぎ合わせた構造

形式を表します。トラス構造は、細い部材で強い構造物を構成する

ことが可能で、意匠的にも軽快で高いデザイン性が人気です。

トラス階段





ササラ桁階段やトラス階段以外でも、柱を中心に弦巻のように曲線

を描いた螺旋階段や、ササラ桁のない片持ち階段などご依頼に合

わせて作成させていただきます。

その他階段





手摺は安全性を高めるために設置することが多いですが、手

摺のデザインは住空間の雰囲気を左右するものにもなります。

すっきりとしたデザインで圧迫感の少ない手摺は、部屋の魅力

を高めるアクセントとなります。

手摺









ベランダ手摺のデザインは建物の外観の雰囲気を左右するも

の。すっきりとしたデザインで圧迫感の少ない手摺は、建物の

魅力を高めるアクセントとなります。バルコニーやベランダなど

の手擦にアイアンを用いることで建物の外観をスタイリッシュ

に演出することができます。

ベランダ手摺





憧れの洋風エクステリア、鋳物門扉をはじめ、細かなディテールにこ

だわったロートアイアンやロートアルミを主とした様々なエクステリア

製品をご提供します。VIRONでは日々研究試作を重ね、難しいとさ

れていたアルミ・ステンレスでの特殊加工を実現し、門扉などに採用

しております。

エクステリア

https://viron.jp/product




Pergola�Frame



一味違ったインダストリアルな雰囲気を醸し出すアイアン家具。木と

相性の良いアイアンは、ナチュラルテイストなデザインを一層引き立

たせます。今まで培った加工技術を家具に生かし、ワンランク上の住

空間をサポートしています。

インテリア

Wine�Rack

Glass�Partition



Shelf�Bracket

Glass�Partition Ladder



Iron�Table Kitchen�Table�Top

Ladder,�Trass�Ornament,�Door,�Stair





FLOW

採寸

設計

切断

溶接

平坦化

仕上げ

足付け

塗装

検品

搬入

設置

VIRONの製品は、それぞれの工程で経験を積んできたプロの技術

力が結集して完成するものです。自分たちの作る手すりや階段がお

客様の新しい暮らしを彩るのを想像しながら、社員ひとりひとりが細

部にこだわったものづくりをしています。



Ⓐ  ストレート　１３段　               ¥332 ,000
Ⓑ  2段廻                              ¥105 ,000
Ⓒ  直行部*１１枚　２段廻部: *１se t　¥128 ,500
Ⓓ  角パイプ１０段　　                ¥287 ,000

合計                     ¥852 ,500

Ⓐ  稲妻　１３段          ¥364 ,000
Ⓑ  直行                   ¥　       0
Ⓒ  直行部*13枚　　    ¥110 ,500
Ⓓ  角パイプ　１３段　   ¥287 ,000

Ⓐ  ストレート　７段      ¥257 ,000
Ⓑ  直行　                ¥　       0
Ⓒ  直行部*7枚　        ¥   59 ,500
Ⓓ  フラットバー　６段　 ¥140 ,000

合計        ¥456 ,500

Ⓐ  トラス　6段          ¥474 ,000
Ⓑ  直行   　             ¥      　  0
Ⓒ  直行部*6枚　        ¥   51 ,000
Ⓓ   -　  　　　　　    ¥      　  0

STAIR TYPE・・・Ⓑ

Combination Plan （下記は弊社製品の一部紹介となります。他デザインも多種ございますのでご相談ください）

稲妻ササラ階段

STAIR DESIGN・・・Ⓐ

雛壇ササラ階段 トラス(手摺金額含む）

 〜４段　  ¥140 ,000
5〜8段　 ¥257 ,000
9〜13段  ¥332 ,000

 〜４段　  ¥160 ,000
5〜8段　 ¥276 ,000
9〜13段  ¥364 ,000

 〜４段　  ¥152 ,000
5〜8段　 ¥270 ,000
9〜13段  ¥345 ,000

 〜４段　  ¥263 ,000
5〜8段　 ¥474 ,000
9〜13段  ¥674 ,000

直行 １段廻 2段廻 3段廻
追加金額       ¥0 追加金額  ¥85 ,000 追加金額  ¥105 ,000 追加金額  ¥120 ,000

STAIR WOOD TREAD・・・Ⓒ

ストレートササラ階段

直行部 （ｔ36 *260 *W900程度）　　¥8,500/枚

1段廻部（ｔ36 *900 *900程度）     ¥23 ,000/枚

2段廻部（ｔ36 *□900　45°2枚）  ¥35 ,000/se t

3段廻部（ｔ36 *□900　30°3枚）  ¥38 ,000/se t

角パイプ

HANDRAIL・・・Ⓓ

丸パイプ ロートアイアン

 〜４段　  ¥73 ,000
5〜8段　 ¥140 ,000
9〜13段  ¥260 ,000

 〜４段　  ¥81 ,000
5〜8段　 ¥152 ,000
9〜13段  ¥287 ,000

 〜４段　  ¥97 ,000
5〜8段　 ¥180 ,000
9〜13段  ¥340 ,000

 〜４段　  ¥162 ,000
5〜8段　 ¥304 ,000
9〜13段  ¥574 ,000

フラットバー

CASE.1 CASE.2

CASE.3 CASE.4

合計        ¥761 ,500

合計        ¥525 ,000

Ⓐ〜Ⓓまでそれぞれ選んでプランの参考価格を算出することが出来ます。
価格は参考価格となります。詳細はお見積りをご依頼ください。
価格には現場採寸・取付施工費・運送費は含みません。
（2022年3月現在の価格であり、材料価格の変動等により変わることがあります）

※トラスタイプは階段部に手摺金額が含まれます



階段壁付手摺 （フラットバー・角パイプ・丸パイプ・ロートアイアンタイプ　 etc)

物干しパイプ（φ21.7丸パイプ　配管材仕様・溶接仕様）

Other Products

吹抜手摺 （フラットバー・角パイプ・丸パイプ・ロートアイアンタイプ　 etc)

  〜1 .5m　    ¥81 ,000
1 .6〜3m     ¥175 ,000
3 .1〜4m     ¥223 ,000

¥50 ,000〜

【フラットバー仕様】

スチール塗装色（粉体塗装・ウレタン塗装）

 
・本カタログ記載の価格は参考価格となります。詳細見積はお問合せ下さい。
（お見積り依頼時には建造物の図面・イメージ等わかる物のご用意をお願い致します
※採寸費及び施工費・運送費は別途となります。
 

【角パイプ仕様】

ネームプレート

¥18 ,000〜 ¥15 ,000〜

階段木段板（集成材　ゴム等　指定色塗装）

ホワイト　　　　・・・

ブラック　　　　・・・

他指定色塗装　 ・・・

※指定色塗装は追加料金が掛かります。

※指樹種・カット寸法・ノンスリップ加工形状も指定出来ます。

ホワイト ベージュ ミディアム ダーク ブラック

※標準色（上記5色）以外の指定塗装は追加料金が掛かります

・階段のご依頼につきましては特に詳細のお打合せが必要となります。
個人のお客様は工務店様経由のご注文をお勧めします。
 
・お見積り→図面提示→図面・内容承認確定→製作→発送又は施工　の流れとなります。
図面確定〜発送・製作までは3週間前後かかります。ご了承下さい。

当社製品につきまして1年間の保証期間を付与させて頂いております。
元請け会社様につきましてはお施主様にもご説明をお願い致します。

製品保証

お見積もり・ご注文について

※保証期間　　施工完了又は、製品到着より1年間
 
※保証内容　　塗装剥がれ・膨れ・錆　他製品の不具合
　　　　　　　ガタつきや音鳴り・締結部の緩み等施工に関する不具合
　　　　　　　鉄製品を屋外使用した場合の錆発生は適用外となります。
 
※保証免責　　以下の場合による物件は、保証対象外とし、弊社責任外とさせて頂きます。
　　　　　　　①誤った使用法によるもの（手摺に乗る、重量物を掛ける等）
　　　　　　　②弊社以外の運送時による破損
　　　　　　　③他工事業者様による破損
　　　　　　　④外的損傷によるもの
　　　　　　　⑤自然災害によるもの
 
お手入れの際の注意事項

鉄製品の塗装部へのシンナーやベンジン等のご使用は。変色する可能性がある為、
お避けください。
お手入れされる際は、薬品を使用せず柔らかい布等で拭いて下さい。



VIRON会社概要

アイアン階段の専門店

VIRON〜ヴァイロン〜

株式会社アライブテック

〒430-0838静岡県浜松市南区鼠野町218

TEL:053-425-0177

FAX:053-425-0176

tel:053-425-0177

