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危険物の保管に最適です。安全対策商品

H1070
（H1155）

W1055
D415

本体下部にはアジャスターが付い
ていますので、床面とのレベル調
整ができ、容易に水平が出せます。

一斗缶保管庫（一斗缶・ペール缶兼用タイプ）

タイプ 間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

固定式 425×415×1070mm 143868  
KU-ITKE 30kg ¥76,710 ¥89,800 ¥64,500

移動式 425×415×1155mm 143869  
KU-ITKER 31kg ¥80,890 ¥94,600 ¥68,000

タイプ 間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

固定式 815×415×1070mm 143864  
KU-ITKA 50kg ¥108,060 ¥126,400 ¥90,800

移動式 815×415×1155mm 143866  
KU-ITKAR 51kg ¥110,530 ¥129,300 ¥92,900

タイプ 間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

固定式 1055×415×1070mm 143872  
KU-ITKD 59kg ¥123,580 ¥144,600 ¥103,900

移動式 1055×415×1155mm 143873  
KU-ITKDR 60kg ¥126,060 ¥147,500 ¥105,900

材質 タイプ 間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

S U S 
4 3 0

固定式 425×415×1080mm 083176  
SU4-ITKE 30kg ¥123,660 ¥144,000 ¥103,900

移動式 425×415×1155mm 083177  
SU4-ITKER 31kg ¥126,700 ¥148,000 ¥106,500

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 60kg

W425
D415

H1155
（H1070）

キャスター付なので、簡単に移動でき
ます。（簡易移動用です。水平な場所
でご使用下さい。）

●スチールタイプ

●スチールタイプ ●スチールタイプ

●ステンレスタイプ ● 完成品 ●● 完成品 ●

●固定式 ●移動式

● 粉体塗装 ●

● 粉体塗装 ● ● 粉体塗装 ●

H1080
（H1155）

W425
D415

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 60kg

SU4-ITKE

75φ
ナイロンウレタンキャスター
（スチール金具）

KU-ITKER

※ （　）内寸法は 
固定式タイプを示す。

※ （　）内寸法は 
移動式タイプを示す。

W815
D415

H1155
（H1070）

オプションシール（別売） オプションシール（別売）

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 60kg

75φ
ナイロンウレタンキャスター
（スチール金具）

KU-ITKAR

KU-ITKD

スライド棚有効内寸法
：W970×D300mm

※ （　）内寸法は 
固定式タイプを示す。

※ （　）内寸法は 
移動式タイプを示す。

●棚板寸法： KU-AR＝W875×D400×H25mm 
KU-AR1＝W845×D400×H48mm ●棚板寸法 ：W805×D555×H48mm

KU-AR1の棚板のコー
ナーは全て溶接の為、
皿型使用によりドレン
受けとしても利用でき
ます。

棚板のコーナーは全て溶接の
為、皿型使用によりドレン受
けとしても利用できます。
(フラット型にも変更可能)

溶 接
溶 接

危険物保管ロッカー（両開扉）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

900×450×880mm
143644 KU-AR 32kg ¥  72,170 ¥  84,000 ¥60,700
143629 KU-AR1 53kg ¥114,960 ¥134,000 ¥96,600

●本体内形寸法：W850×D420×H800mm　
●摘要： KU-AR＝棚板2枚付（30mmピッチで段替え可能）、 

KU-AR1＝棚板3枚付（30mmピッチで段替え可能）

通気孔付（KU-AR1）

通気孔付

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 80kg

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 80kg

● 完成品 ●

危険物保管ロッカー（横ケント式） ● 完成品 ●

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

994×623×1880mm 143634 KU-KAR1 61kg ¥129,220 ¥150,000 ¥108,600
994×623×1760mm 143639 KU-KAR2 90kg ¥193,320 ¥225,000 ¥162,400
●本体内形寸法： KU-KAR1＝W810×D590×H765mm、　 

KU-KAR2＝W810×D590×H1625mm
●摘要：棚板3枚付（30mmピッチで段替え可能）

H880
（H1760）

D623
W994

オプションシール 
（別売）

オプションシール 
（別売）

 実用新案出願中 

KU-AR1
（通気孔有り） KU-KAR1

（通気孔有り）

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 75kg

※キャスターは、ストッパー付2個　※移動式はキャスター別途取付必要です。

スライド棚有効内寸法
：W730×D300mm

※ （　）内寸法は 
KU-KAR2を示す。

● 完成品 ● ● 完成品 ●

ステンレス S U S 4 3 0

安心・安全　カギを標準装備致しました

南京錠別途手配 シリンダー錠 標準装備

一斗缶・ペール缶保管庫

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
900×450×1760mm 143776 KU-90ITK 88kg ¥204,790 ¥239,000 ¥172,100
●棚板は50mmピッチで段替え可能

●本体有効寸法
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80kg

70kg
スライド棚

スライド棚

スライド棚

固定棚板

390

ストローク
210

（単位：mm）

45

転倒防止脚付
(アンカー用穴：14φ)

オプションシール（別売）

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 80kg

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り） 70kg

● 粉体塗装 ●● 完成品 ●

H880

D450W900

オプションシール（別売）

スライド棚有効内寸法
：W330×D300mm

スライド棚有効内寸法
：W330×D300mm

※ 収納される危険物や薬品等の種類・収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。 496

オプションシールは
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

491～496
949・950

2020総合・Web
カタログ

ページをご覧ください

496
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

497
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

498
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください
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Ｅ＝透明塩ビ Ｋ＝透明カラー塩ビ

パーティション　透明塩ビ（上）  アルミ板（下）タイプ ● 組立式 ●

●T字連結 ●十字連結
●連結自在

下部の隙間のスペースをなくし、快適な環境をサポート！

NAE-9018NT（単体） NAE-9018NR（連結）

40

40

40

882

678

1730

15

35

●H1730mmタイプ

●H1480mmタイプ

●ファッショナブルなデザイン。
●組み替え連増が簡単な組み立て式。
●工場内の打ち合わせ、応接コーナー、執務スペースの仕切りに最適。
●付属品でより広範囲な利用ができます。

特　長
●パネルバリエーション

Ａ＝アルミ板
標準

 （単位：mm）

間口 タイプ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

900
単体 120007 NAE-9018NT 11.5kg ¥48,580 ¥56,000 ¥40,900
連結 120037 NAE-9018NR 10.0kg ¥37,860 ¥44,200 ¥31,900

1200
単体 120008 NAE-1218NT 13.5kg ¥55,000 ¥64,000 ¥46,200
連結 120038 NAE-1218NR 12.0kg ¥45,000 ¥52,000 ¥37,800

1500
単体 120009 NAE-1518NT 16.5kg ¥59,290 ¥69,000 ¥49,900
連結 120039 NAE-1518NR 15.0kg ¥50,000 ¥58,000 ¥42,000

 （単位：mm）

間口 タイプ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

900
単体 120004 NAE-9015NT 9.5kg ¥43,580 ¥50,000 ¥36,700
連結 120034 NAE-9015NR 8.0kg ¥33,430 ¥39,000 ¥28,100

1200
単体 120005 NAE-1215NT 11.5kg ¥49,290 ¥57,000 ¥41,500
連結 120035 NAE-1215NR 10.0kg ¥40,000 ¥46,700 ¥33,600

1500
単体 120006 NAE-1515NT 14.5kg ¥52,860 ¥61,000 ¥44,500
連結 120036 NAE-1515NR 13.0kg ¥44,290 ¥51,000 ¥37,300

NAK-9013NT

NA-9010NT

● 透明カラー塩ビ（上）アルミ板（下）タイプ 
オールアルミタイプもございます。

デザイン性と環境面に優れたアルミフレームを採用しました。
軽量の為、設置も簡単！作業者の安全を確保します！！
特　長
● 枠にアルミフレームを採用したスタイリッシュな安
全柵です。

● パネルは金網（スチール：ピッチ50mm、ピッチ
30mm）上部透明塩ビ板の3タイプからお選び頂
けます。

● 床固定金具を標準装備していますので、床面とのレ
ベル調整ができ、容易に水平が出せます。

●パネルバリエーション
●金網（スチール）30mm・50mmピッチ
　線径3.2φ
　ダークグレー粉体塗装

●透明塩ビ板
　厚み：3mm

床固定金具

設置の際はアンカーボルトで
固定して下さい。
※ アンカーボルトは別途
ご用意下さい。

アンカーボルト
打込芯オネジ
タイプ（M12）

50mmピッチ 30mmピッチ

アルミ安全柵 ● 組立式 ●

●通路側には内掛け錠が付いてい
ます。

●取手は両側（通路側・設備側）
に付いています。

●扉使用例
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●H2000mmタイプ

●扉

●床面固定金具標準装備

※ 設置の際はアンカーボルトで
固定して下さい。 
（ アンカーボルトは別途ご用
意下さい。）

SFG-205AL（単体） SFG-250ALPR（連結）

SFG-250PTAL

 （単位：mm）

パネル タイプ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

金網ピッチ50×50
単体 120104 SFG-205AL 16kg ¥38,160 ¥44,650 ¥32,400
連結 120154 SFG-205ALR 13kg ¥29,150 ¥34,110 ¥24,700

金網ピッチ30×30
単体 120105 SFG-203AL 19kg ¥48,310 ¥56,500 ¥41,000
連結 120155 SFG-203ALR 16kg ¥39,760 ¥46,520 ¥33,700

透明塩ビ板×金網
ピッチ50

単体 120106 SFG-250ALP 17kg ¥51,200 ¥59,900 ¥43,500
連結 120156 SFG-250ALPR 14kg ¥42,190 ¥49,360 ¥35,800

透明塩ビ板×金網
ピッチ30

単体 120107 SFG-230ALP 18kg ¥57,590 ¥67,400 ¥48,900
連結 120157 SFG-230ALPR 16kg ¥48,580 ¥56,800 ¥41,200

●H2000mm用 （単位：mm）

パネル ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

金網ピッチ50×50 120160 SFG-250TAL 19kg ¥59,230 ¥69,300 ¥50,300
透明塩ビ板×金網ピッチ50 120161 SFG-250PTAL 20kg ¥68,530 ¥80,200 ¥58,200

● 取手側下部に50φゴム 
キャスターを標準装備 
しています。

● H1075mmタイプもございます。 
その他オプション品も取り揃えています。

● 施工別途 ●

663・664
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

● オプション脚（アジャスターネジ径M8） 
（コーナー用） ※本体と同時注文の場合、

運賃はかかりません。

○○　品　番 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
120061 NA-SF ¥3,900 ¥4,550 ¥3,280

運賃別途

665～668
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

ロボットや工作機械の動作エリアに。 構内の間仕切りに。安全対策商品 安全対策商品



5 6※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）　※梱包割れの場合は別途運賃及び別途梱包費を申し受けます。

電動昇降作業台

● 完成品 ● ● 粉体塗装 ●要日数 要日数 ●●

セイフティーフェンス ● 組立式 ● ● 施工別途 ●

機械の周辺、通路、材料置場などの
安全確保と環境美化に最適。

（◆印のみ）

静電気の発生が気になる場所に敷くだけで、 
疲労・底冷えを軽減しながら静電気対策ができます。

17.5
防炎性能適合品
E. 2160386

7˚ 7˚

特　長
●傷に抜群に強く“キレイに長持ち”が得意です。 
また、糊残り少なくキレイに剥がせます。

寸　法 ○○　品　番 カラー 梱包数 価格(税抜)/巻 メーカー希望
小売価格/巻 特価（税抜）/巻

50mm幅×
20m長さ

249774 LTS50WB ホワイト

12巻 ¥5,800★ ¥6,500 ¥5,100

249775 LTS50YB イエロー
249776 LTS50BB ブルー
249753 LTS50GB グリーン
249754 LTS50OB オレンジ
249777 LTS50RB レッド
249769 LTS50TRB トラ
249758 LTS50BKB◆ ブラック
249759 LTS50BNB◆ ブラウン
249760 LTS50GYB◆ グレー

●プラスチック芯　●総厚：305±5μm

防炎性能適合品
E. 2190290

優れた制電効果と
クッション性で
立ち仕事ラクラク！

要日数要日数  納期目安（組立要日数）　○○ 都度お問い合わせ　※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

プロワークチェアー

○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
241359 PW-500□ 7.1kg ¥15,970 ¥19,000 ¥13,600
●本体寸法： W420×D590×H930mm
●張地：ビニールレザーウレタン
●フレームカラー：BK・CL・Y（受注生産）

（有）ルネセイコウ

● 完成品 ●

H850
〜

H320

座
面
高
さ
調
整

H850
〜

H320

座
面
高
さ
調
整

TWS-190IV

寸　法 ○○　品　番 質量 規定出荷数 価格(税抜)/枚 メーカー希望
小売価格/枚 特価（税抜）/枚

① 300×300mm 246550 MR-087-076-□ 760g 40枚 ¥1,660 ¥1,800 ¥1,420
②  75× 75mm 246551 MR-087-290-5   30g 40枚 ¥  280 ¥  300 ¥  240
③  75×300mm 246552 MR-087-293-5 155g 80枚 ¥  700 ¥  750 ¥  600
④  75×300mm 246553 MR-087-294-5 168g 80枚 ¥  700 ¥  750 ¥  600
●材質：塩化ビニール　●カラー：①品番末尾の□にカラーをご指定下さい。6.グレー、7.ブラック、②③④イエロー

フミンゴ FW （株）テラモト

（株）テラモト

●疲労軽減マットとして。

用　途

①本体

●側面形状図

②角ふち　

③中ふちオス

④中ふちメス

ツイストスツール　ラフレシア
○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

241377 TWS-190□ 5.3kg ¥16,680 ¥19,000 ¥14,200
●本体寸法： W330×D330×H495～685mm
●張地：ポリエステル　●カラー：BK・RD・BR・IV

カラー ● 品番末尾の□にカラー
をご指定下さい。

BK ブラック IV アイボリー
Y イエロー CL シルバー
RD レッド BR ブラウン

テラクッション極厚

防炎性能適合品
E. 2140099

寸　法 ○○　品　番 質量 規定出荷数 価格(税抜) メーカー希望小売価格 特価（税抜）
  450×  600×厚さ15mm 245765 MR-069-020-□ 1.16kg 10枚 ¥  5,520/枚 ¥  6,000/枚 ¥ 4,700/枚
  750×  900×厚さ15mm 245766 MR-069-042-□   1.4kg 8枚 ¥  8,280/枚 ¥  9,000/枚 ¥ 7,040/枚
  900×1500×厚さ15mm 245767 MR-069-044-□ 5.51kg 4枚 ¥18,190/枚 ¥19,800/枚 ¥15,500/枚
1200×  5m×厚さ15mm 245768 MR-069-050-□   25kg 1本 ¥73,480/本 ¥80,000/本 ¥62,500/本
●材質：PVC発泡シート　●カラー：①グリーン③ブルー⑤グレー　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

MR-069-050-1

（株）テラモト

①グリーン

③ブルー

⑤グレー

●重量タイプ

W1800 D750

H1100
〜

H660

ストローク
H440mm

DLK-187FAW

間口×奥行×高さ
（W×D×H）

重量用　サカエリューム天板
○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

1200×750×660～1100mm 036071 DLK-127FAW 77kg ¥254,230 ¥297,000 ¥216,100
1500×750×660～1100mm 036072 DLK-157FAW 83kg ¥262,710 ¥306,000 ¥223,400
1500×900×660～1100mm 036073 DLK-159FAW 87kg ¥268,610 ¥313,000 ¥228,400
1800×750×660～1100mm 036074 DLK-187FAW 89kg ¥271,940 ¥317,000 ¥231,200
1800×900×660～1100mm 036075 DLK-189FAW 94kg ¥277,950 ¥324,000 ¥236,300
●アジャスター：45φ　ネジ径：M12×P1.75

PW-500BK

折畳式座高
調節

座面最高位
850mm

320mm
座面
最低位

48
mm
ピッチ

極厚

約15mm
新次元の心地よさ

● H1610mmタイプも
ございます。

（株）タカハラコーポレーションビバスーパーラインテープ （◆印のみ）

● 100mm幅タイプもございます。

RDラインテープ（特注色灰色）
耐久性テスト開始後1年4ヶ月経過

（株）ミヤカワフォークリフト専用ラインテープ

●フォークリフト専用に開発されたテープ。
●従来のラインテープと比べ厚みと粘着力で
超耐久性を実現！

特　長

寸　法 ○○　品　番 規定出荷数 カラー 価格(税抜)/巻 メーカー希望
小売価格/巻 特価（税抜）/巻

  50mm×30m×1.4mm 249450 RD-5030□ 3巻
白・黄 ¥10,320

オープン
¥  8,780

100mm×30m×1.4mm 249451 RD-10030□ 2巻 ¥15,320 ¥13,100
●材質：高強度PVC　●粘着材：ゴム系粘着材　●品番末尾の□にカラーをご指示下さい。
●粘着力：37.1N/25mm（JIS Z 0237）●剥離紙：あり

制電クッションシートHG

寸　法 ○○　品　番 質量 規定出荷数 価格(税抜) メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

910mm×厚さ7mm×10m 246491 MR-145-710-1 26.0kg 1本 ¥139,280/本 ¥150,000/本 ¥118,400/本
910mm×厚さ7mm×  5m 246492 MR-145-750-1 13.0kg 2本 ¥  69,640/本 ¥  75,000/本 ¥ 59,200/本
910mm×厚さ7mm×  1mに付 246490 MR-145-780-1 2.6kg 10m ¥  14,480/m ¥  15,600/m ¥ 12,400/m
●材質：塩化ビニール　●カラー：緑

運賃別途

RDラインテープ

他社品

漏えい抵抗値
1.3×10８Ω

表面抵抗値
1.2×10８Ω

任意の高さに調整可能

レベル調整が可能な
アジャスター付

(M12）

※ 軽量・中量タイプもございます。

662
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

907

1338

NSF-05MD NSF-901MT NSF-901MTM

907560

938

550550

938

950

●扉タイプ ●ショートタイプ

●ミドルタイプ
175

2020総合・Web
カタログ

ページをご覧ください

1284
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください
1283

2020総合・Web
カタログ

ページをご覧ください

1532
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

250250250kgkgkgkg

運賃別途

単　　　　　体 連　　　　結
間口×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜） 間口×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）

 907× 938mm 060185 NSF-901MT   7kg ¥26,600 ¥31,000 ¥22,400  861× 938mm 060186 NSF-901MR 5kg ¥19,460 ¥22,700 ¥16,400
 907×1338mm 120065 NSF-901MTM◆ 10kg ¥37,120 ¥43,430 ¥31,200  861×1338mm 120066 NSF-901MRM◆ 7kg ¥25,840 ¥30,230 ¥21,800
1207× 938mm 060187 NSF-121MT   8kg ¥28,660 ¥33,400 ¥24,100 1161× 938mm 060188 NSF-121MR 6kg ¥21,520 ¥25,100 ¥18,100
1207×1338mm 120067 NSF-121MTM◆ 10kg ¥37,830 ¥44,260 ¥31,800 1161×1338mm 120068 NSF-121MRM◆ 7kg ¥26,550 ¥31,060 ¥22,400
 560× 938mm 060189 NSF-05MD（扉）   5kg ¥18,720 ¥21,800 ¥15,800 ──── ──────── 　　 ─── ── ─── 560×1338mm 120069 NSF-05MDM（扉）◆   6kg ¥24,720 ¥28,920 ¥20,800
●コンクリート用取付アンカーボルト付（M8）

100

100 100

100

マグネット

100

100

●50mm幅

1343
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1344
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

工場内の区画整理に。 人に合わせた作業環境作りに。疲労軽減対策安全対策商品
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重たい作業をお手伝い。 工場内を清潔に！腰痛対策商品 清 掃 用 品

「製品紹介ページ」

ダンディレベラー 花岡車輌（株）

（単位：mm）

○○　品　番 積載 
荷重 全長 全幅 全高

テーブル寸法 テーブル高さ
塗装色 車輪 駐車

ロック 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

長さ 幅 最高位 最低位
215179 UDLV-150 150kg 1837 461 882 710 450 665 275 本体： 

 シルバー 
天板： 
 ピンク

100φ
キャスター
ブレーキ

34kg ¥  84,800 ¥  85,300 ¥ 72,100
215178 UDLV-250 250kg 1931 500 921 800 500 740 335 100φ 61kg ¥  92,860 ¥  94,600 ¥ 79,000
215180 UDLV-500 500kg 1079 604 965 910 600 800 380 125φ 84kg ¥130,930 ¥131,700 ¥111,300

● 組立式 ●

500500500kgkgkgkg150150150kgkgkgkg 250250250kgkgkgkg

滑りやすい床の対策に。転倒防止対策

運賃別途

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

●表面形状

MR153-373-5

●断面形状

15

セラクロンB

ポリ塩化ビニール

エポキシ

13.5

●表面形状

（株）テラモト

セラクロンB エポキシ

ポリ塩化
ビニール13.515

●断面形状

ノンスリップマット300

防炎性能適合品
EO. 930612

用　途

● 表面の特殊加工により、油や水に強いノンス
リップ加工。長時間立作業してもクッション
性があり、マットもすべりにくく疲れません。

特　長

● 屋内、通路、機械廻り。

（株）テラモトノンスリップフラットマット300Ⅱ
特　長

用　途
●工場の作業現場、
通路などに。

防炎性能適合品
EO. 030248

●細かいゴミや、工場などで出る金属ゴミが下へ
落ちないので、床面保護に効果的です。
●特殊加工の表面で油や水による 
足元のスリップを防止します。

（単位：mm）

寸　法 ○○　品　番 価格(税抜)/枚 メーカー希望
小売価格/枚 特価（税抜）/枚

300×300×厚さ15 243243 MR-153-373-5 ¥1,580 ¥1,700 ¥1,350
●材質：ポリ塩化ビニール（再生樹脂）、エポキシ、セラクロンB
●ジョイント式　●カラー：灰　●規定出荷数：20枚

（単位：mm）

寸　法 ○○　品　番 価格(税抜)/枚 メーカー希望
小売価格/枚 特価（税抜）/枚

300×300×厚さ15 242972 MR-153-673-5 ¥1,570 ¥1,800 ¥1,340
●材質：ポリ塩化ビニール（再生樹脂）、エポキシ、セラクロンB
●ジョイント式　●カラー：灰　●規定出荷数：20枚

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

（単位：mm）

本体寸法 □　品　番 消費電力(W) 定格電圧(V) 定格電流(A) 周波数(Hz) 風量(m³/min) 真空度(kPa) タンク容量(ℓ ) 回収容量(ℓ ) コード(m) 質量 価格(税抜) メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

413×413×570 246658 AS-10M

1000 100 9.4 50/60 3 20
22 10

10
10kg

¥71,950 ¥  80,000 ¥68,400
413×413×570 246648 AS-10L ¥62,930 ¥  70,000 ¥59,800
413×413×760 246659 AS-27 38 27

11kg ¥70,150 ¥  78,000 ¥66,700
480×700×950 244316 AS-27R 17kg ¥97,930 ¥100,000 ¥93,100
●AS-10M：ドライ専用（紙パックフィルター、特殊コーティングフィルター、マイクロフィルター付）、AS-10L：ドライ・ウェット共用（吸水量6ℓ）

AS-27R
（ドライ・ウェット共用）AS-10L

（ドライ・ウェット共用）

AS-27
（ドライ・ウェット共用）AS-10M

（ドライ専用）

1334
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

主な回収物
各種金属の切削物、切削片、ガラス片、陶器片、プラスチック片、木片、オガ屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ド ラ イ

水、切削油、ヘドロなど各種液体。ウェット

ハイパワークリーナー

冷水高圧洗浄機
●HD4/8P

特　長
●農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを 
落とす・洗い流すという清掃で活躍します。

（単位：mm）

寸　法 □　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W312×D351×H904 248765 HD4/8P 20.5kg ¥103,130 ¥110,000 ¥98,000
●電源：単相100V　●吐出圧力：8MPa　●吐出水量：400L/h　●水道ホース：6m
●消費電力：1.4kW　●最高給水温度：60°C　
※50Hz用/60Hz用をご注文時にお申し付け下さい。

標準付属品
①高圧ホース10m
②トリガーガン
③スプレーランス
④ワンタッチカップリング
⑤ノズルチップ固定ホルダー
⑥パワーノズル（高圧25°）

ケルヒャージャパン（株）

①
②

③

④ ⑤ ⑥

1301
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

（株）テラモトグランドコーナー ● 粉体塗装 ●

630

343

433

710

364

445

（単位：mm）

寸　法 ○○　品　番 容量 価格(税抜)/台 メーカー希望
小売価格/台 特価（税抜）/台

433φ×343φ×H630 245771 DS-196-443-□ 65ℓ ¥5,430 ¥6,700 ¥4,620
●材質：網＝エキスパンドメタル（1.6×16×32mm）　●カラー：①緑・⑤黄・⑥白・⑦黒
●規定出荷数：3台　●市販の70ℓ用ポリ袋が使用できます。 ●質量：4kg
●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

（単位：mm）

寸　法 ○○　品　番 容量 価格(税抜)/台 メーカー希望
小売価格/台 特価（税抜）/台

445□×364□×H710 245772 DS-197-444-□ 103ℓ ¥7,150 ¥8,900 ¥6,080
●材質：網＝エキスパンドメタル（1.6×16×32mm）に粉体塗装仕上
●カラー：①緑・⑤黄・⑥白・⑦黒　●規定出荷数：3台　●質量：5kg　
●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。　●市販の120ℓ用ポリ袋が使用できます。

1442
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

付属のエア
ポンプで空
気を注入し
ます。

空気の力
で快適フィット

ルフトベスト （株）アルファ技研

● 空気を使ったはじめての新型
サポートウェア。
●上下一体で姿勢を正します。
● インナータイプなので下着感
覚で目立たない。
●メッシュ素材でムレにくい。
● エアポンプは電動タイプと手
動タイプがございます。

特　長

タイプ □　品　番 サイズ 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

手動 283179 LVH◆ M・L ¥17,500 ¥17,500 ¥16,700
電動 283180 LV ¥18,000 ¥18,000 ¥17,100

参考サイズ アンダーバスト 腰まわり
M 68～85cm 76～ 96cm
L 78～95cm 86～106cm

ルフトベストは腰を保護
安定させて正しい姿勢を
保つことができます。

●男女兼用

（◆印のみ） 運賃別途

東浜商事（株）

●丸型 ●角型　　　

付属のエア
ポンプで空
気を注入し
ます。

1100
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1648
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1283
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください
1283

2020総合・Web
カタログ

ページをご覧ください
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地震による転倒を防ぎます。耐震対策商品

天つなぎ

アーチ天つなぎ

壁面固定金具

落下防止バー

落下防止ベルト
（軽量・中量タイプ用）

アンカーベース

側面プレート

落下防止バー
プレート付

背面連結金具

40（50）

40（50）

取付け簡単！収納物を落下防止！モノの出し入れもワンタッチ！

フック付きで使いやすくなりました！

※写真のネットはTN-1200です。

適合支柱（mm） ○○ 品 番 価格（税抜）メーカー希望小売価格

40×40 MBS40B ¥870 ¥  900 
50×50 MBS50B ¥960 ¥1,000 

40×40　 支柱用ボルトナット：M8×16mm付 
アンカーボルト：M10×50mm付

50×50　 支柱用ボルトナット：M10×20mm付 
アンカーボルト：M10×50mm付

○○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

LBS40B ¥810 ¥1,000 

●支柱用ボルトナット：M6×12mm付
●アンカーボルト：M8×50mm付

取付可能機種ー
　KW

取付可能機種ー
　 40×40　 RL・RLW・ML・MLW
　 50×50　B・BW

●軽量タイプ

●中量タイプ

●アンカーベース

●壁面固定金具

寸法（mm）カラー ○○ 品 番 価格（税抜）/m メーカー希望
小売価格/m

C-60×30
● MTZ-6030 ¥1,440 ¥1,800
● WTZ-6030

●エンドキャップ付
●注文時、通路幅をご指示下さい。（要納期）

●天つなぎ材

●天つなぎ材金具

適合支柱（mm） ○○ 品 番 価格（税抜）/個 メーカー希望
小売価格/個

40×40 TK40B ¥1,130 ¥1,400 
50×50 TK50B ¥1,230 ¥1,600 

●取付けボルト付

●天つなぎ

●側面プレート

●アーチ天つなぎ

FS

適合支柱
（mm） カラー

D450mm用 メーカー
希望
小売価格

D600mm用 メーカー
希望
小売価格○ 品番・価格（税抜） ○ 品番・価格（税抜）

40×40
● ML45SP ¥1,150 ¥1,150

ML60SP ¥1,350 ¥1,350
● WL45SP WL60SP

適合支柱
（mm） カラー

D600mm用 メーカー
希望
小売価格

D750mm用 メーカー
希望
小売価格○ 品番・価格（税抜） ○ 品番・価格（税抜）

50×50
● MM60SP ¥1,450 ¥1,450

MM75SP ¥1,750 ¥1,750
● WM60SP WM75SP

取付可能機種ー
　 40×40　RL・RLW・ML・MLW
　 50×50　B・BW

ラック側面からの収納物の
落下を防止します。

※メッキ仕上げ ※メッキ仕上げ

※メッキ仕上げ

通路幅（mm）カラー ○○ 品 番 価格（税抜）メーカー希望小売価格

  800～1150
● MMAT08S ¥11,180 ¥13,900 
● WMAT08S

1100～1500
● MMAT11S ¥11,500 ¥14,200 
● WMAT11S

● 取付ブラケット・L型ポール・バー・取付ボルト付

●中量タイプ用 取付可能機種ー
　RL・RLW・ML・MLW・B・BW

550mm

※ 壁より10～40mmの範囲で調整可能
●中量タイプ

○○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

KK50B ¥790 ¥1,000 

●支柱用ボルトナット：M8×20mm付
●アンカーボルト：M8×50mm付※メッキ仕上げ

●脱着式落下防止板

●落下防止チェーン

間口寸法に合わせて４サイズ（W900用・W1200用・W1500用・W1800用）

間口寸法に合わせて４サイズ（W900用・W1200用・W1500用・W1800用）

（単位：mm）

間口寸法 ○○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

W  900用 180580 RBE09 ¥3,070 ¥4,700
W1200用 180581 RBE12 ¥3,270 ¥5,000

W1500用 180582 RBE15 ¥3,470 ¥5,300
W1800用 180583 RBE18 ¥3,660 ¥5,600

●材質：ボンデ鋼板　●カラー：メッキ

（単位：mm）

間口寸法 ○○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

W  900用 180590 RBC09B ¥4,330 ¥6,600
W1200用 180591 RBC12B ¥4,530 ¥6,900

W1500用 180592 RBC15B ¥4,730 ¥7,200
W1800用 180593 RBC18B ¥4,920 ¥7,500

●カラー：メッキ

特　長

特　長

用　途

用　途

●積載物の落下を防ぎます。
●背面の落下防止として。

●一斗缶収納等の落下防止に最適。

●棚受穴を利用し、ボルト固定しない落下防止板です。
●取付位置が容易に変更可能です。

●危険物庫内設置ラックの落下防止に。

（単位：mm）

棚　幅 □　品　番 価格(税抜)/セット メーカー希望
小売価格/セット 特価（税抜）/セット

  900用 192546 TN-900 ¥6,120 ¥6,120 ¥5,640
1200用 192547 TN-1200 ¥6,620 ¥6,620 ¥6,100
1500用 192548 TN-1500 ¥7,540 ¥7,540 ¥6,940
1800用 192549 TN-1800 ¥8,540 ¥8,540 ¥7,860

こんな棚に

棚からの落下防止対策。
「面」で覆い落下を防止！

●段ボールが段積みの棚に。
●重量物や破損しては困るものに！
●避難の妨げになる棚に。 TN-1200

●施工例（特注品） 

ワンタッチ脱着！ワンタッチ脱着！

1目当たりの1目当たりの
引っ張り強度120kg !引っ張り強度120kg !

●セット内容
TN-900 / TN-1200
ネット：1枚、ハトメ付きバックル：4ヶ、接着金具：4ヶ、
取付用ボルト・ナット：4ヶ

TN-1500 / TN-1800
ネット：1枚、ハトメ付きバックル：5ヶ、接着金具：5ヶ、
取付用ボルト・ナット：5ヶ

●品番：TN-900 
棚幅900用（棚内寸法 800～860mm対応）　
ネット寸法：W720×H700mm　25mm目
●品番：TN-1200 
棚幅1200用（棚内寸法1100～1160mm対応）
ネット寸法：W1020×H700mm　25mm目
●品番：TN-1500 
棚幅1500用（棚内寸法1400～1460mm対応）
ネット寸法：W1320×H700mm　25mm目
●品番：TN-1800 
棚幅1800用（棚内寸法1700～1760mm対応）
ネット寸法：W1620×H700mm　25mm目

製品寸法

BCP
対策

従業員
の安全

避難路
の確保

施設の
機能保全

別作可能
※ 棚サイズに合わせて
受注生産可能です。

●落下防止バー

（単位：mm）

間口寸法 ○○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

W  900用 180544 K-9 ¥2,210 ¥3,050
W1200用 180545 K-12 ¥2,390 ¥3,300

W1500用 180546 K-15 ¥2,720 ¥3,550
W1800用 180547 K-18 ¥3,020 ¥3,750

●ブラケット・取付ボルト付

FS

取付可能機種ー
　RL・RLW・PRLG・PRLW・ML・MLW・PMLG・
PMLW・B・BW・PBG・PBW

取付可能機種ー
　RL・RLW・PRLG・PRLW・ML・MLW・PMLG・
PMLW・B・BW・PBG・PBW

取付可能機種ー
　RL・RLW・ML・MLW・B・BW

中量タイプ用の適合機種ー
　RL・RLW・PRLG・PRLW・
ML・MLW・PMLG・
PMLW・B・BW・PBG・
PBWタイプ

まずは基本施工を確実に。
その上に転倒対策をプラ
スして下さい。

● ベースを使用し、水平
にアジャスター調節。
● スチール棚の上下、左
右を連結。

基本施工の徹底

＋

● 固定金具で床、壁に本
体を固定。

転倒対策

802
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

746・801
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

セット時セット時 オープン時オープン時

棚用　耐震対策商品 運賃別途

取付可能機種ー
　RL・RLW・PRL・ML・MLW・PML・B・BW・PB

804
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

転倒対策は防災の第一歩
棚用　耐震対策商品 運賃別途

棚ネット （有）大石製作所

●背面連結金具
●中量タイプ用

適合支柱（mm） ○○ 品 番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

40×40 MHK40P ¥430 ¥430 
50×50 MHK50P

● 取付ピン2本付

取付可能機種ー
　RL・RLW・ML・MLW・B・BW

※メッキ仕上げ
取付可能機種ー
　RL・RLW・PRL・ML・MLW・PML・B・BW・PB

取付可能機種ー
　RL・RLW・PRL・ML・MLW・PML・B・BW・PB

運賃別途
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オフィス内の地震対策はコレで安心 !!耐震対策商品

（別売）

（別売）

専用剥離工具でキレイに取外せるので移設時も安心です。

移設時に使用します。

穴を開けない簡単接着固定

用途 寸法（mm） ○○ 品 番 耐荷重 入数 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

プリンター・
小型周辺機器用

 30□×t5 155472 P-N30L  40kg/4枚 1袋4枚 ¥1,580★ オープン ¥1,330
 40□×t5 155473 P-N40L  64kg/4枚 1袋4枚 ¥2,150★ オープン ¥1,810

液晶モニター用  50□×t5 155474 P-N50L 100kg/4枚 1袋4枚 ¥2,590★ オープン ¥2,180
キャビネット・
大型機器用 100□×t5 155477 P-N1001L 100kg/1枚 1袋1枚 ¥2,430★ オープン ¥2,040

（株）リンテック21

プロセブン（株）Pro-7

P-N40L P-N50L P-N1001LP-N30L

衝撃・振動を吸収。防振・盗難防止に抜群の効果！
超粘着力・超弾力のハイテク素材

取付け10秒でキャスター機器の
暴走防止！

寸　法 ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

127φ×H22mm
192518 MFP-22T 230g/個 ¥5,160★ ¥6,000 ¥4,340
192519 MFP-22F

●MFP-22F：Pタイル用2個1セット、MFP-22T：タイルカーペット用2個1セット

キャスト・イットT/キャスト・イットF

●施工不要で簡単に取付け、取外し可能なので
移動も容易。
●40～60φmmのゴム製、プラスチック製新
旧のキャスターに対応。
●対角または前面2ヶ所のキャスターにはめて
カチッとロックするだけ。

特　長

せん断力120kg以下/枚

外形寸法 ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W100×H130×t0.3mm 192526 LJ-504 5g/枚 ¥1,450★ ¥1,500 ¥1,220
●有効内寸：W100×H100mm　●カラー：半透明　
●本体：4枚入、アルコールパッド＝4枚入

ジョイントシールS

●キャビネットやロッカーを動かさず連結可能。
●ネジ止め・穴あけ不要の強力接着固定。
●美観を損なわない半透明仕様。

特　長

用　途
●横・縦の連結がされていないキャビネットや
ロッカーの連結用。
●ご家庭のタンスなどにも使用可能。

130100

100

シール剥離シート

LH-912M

●商品構成

取付金具
（ 強力接着シールと 
マグネット付）

PPベルト

ベルト
アジャスター

カギ型フック（バネ内蔵）

落下ストッパーMP
書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます。
特　長
●片手で取外しができます。
●すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を
和らげます。
●使用時にベルトが垂れ下がらず、美観を
そこねません。
●内側のパネルに穴を開けずに接着します。
●磁石と両面接着テープでガッチリ固定。

間口寸法 ○○　品　番 質　量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

  900mm 192510 LH-912M09P

300g

¥2,160★ ¥2,450 ¥1,820
1200mm 192511 LH-912M12P ¥2,200★ ¥2,500 ¥1,850
1500mm 192512 LH-912M15P ¥2,250★ ¥2,550 ¥1,890
1800mm 192513 LH-912M18P ¥2,300★ ¥2,600 ¥1,940

●付属品：アルコールパッド＝1枚、取扱説明書＝1部

● 使用例

取出しやすいのに落ちないマット。
特　長
●棚板の上に敷くだけで書籍やダンボールの落下を防止。
●表裏で摩擦力の異なる構造で揺れを乗りこなします。
●マットが程よくスベリながらブレーキがかかります。
●つっかからないから、本に傷がつきにくい！
●耐震試験（震度6強）にて実証！

寸　　法 ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W850×H100×t1.6mm 192520 NS-205 160g/枚 ¥17,610★ ¥20,000 ¥14,800
●材質：NBR　●カラー：グレー（表面）、ブラック（裏面）　●10枚入

書庫用滑り止めマット

●裏面

●表面

100

850

● 使用例

キャビネットホルダーGLP
特　長
●強力両面接着テープで穴あけ不要。
●キャビネットを動かさずに取付け可能。
●キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外
し可能。

寸　法 ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W200×D113×H25mm 192524 LH-801GLP 125g ¥3,500★ ¥3,980 ¥2,870
●付属品：アルコールパッド＝2枚、取扱説明書＝1部

対象物重量150kg以下/個

キャビネットストッパーホルダーGLP

寸　法 ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
W210×D42×H30mm 192525 LH-901GLP 65g/本 ¥2,560★ ¥2,980 ¥2,150
●付属品：アルコールパッド＝2枚、取扱説明書＝1部

特　長
●強力接着テープで穴あけ不要。
●キャビネット・冷蔵庫を動かさずに取付け可能。
●キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外
し可能。

対象物重量160kg以下/2本

2本1セット

● 使用例

● 使用例

工場用設備の移動防止！
ベルトを巻き付け床に接着固定

○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

192528 MS-002A 500g/個 ¥13,200★ ¥15,000 ¥11,100
●概寸：ベルト長さ=約1200mm、接着円盤部寸法=100φmm×高さ約45mm　●外観：黒
●使用環境温度：0℃～40℃　●耐荷重：300kg/個　●耐震度：震度6強相当　
●構成：マシンホルダー本体×2（内訳：接着パッド付き円盤、ベルトフック、バックル付きベルト）
●付属品：プライマーB×2

マシンホルダー（2個入り） キャスターフレームホルダー

特　長

寸　法 ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W570×D113×H18mm 192529 LH-805B2P 50g/個 ¥4,620★ ¥5,250 ¥3,890
●材質：ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
●カラー：ベース＝クリーム色、ベルト＝灰色　
●本体×2、アルコールパッド×2、木ネジ×4、取説×1

●ラックの支柱や棚板へ巻きつけ固定可能です。
●両面接着方式で壁や床に穴を開けずに固定できます。
● ベルトのアジャスターで
   長さ調整可能です。
●2個1セット

特　長

用　途
●オープンラックなど
の転倒移動防止。

●ネジ止め・穴あけ
不要の簡単設置。
●耐震度6強。
●一時移動が容易な
バックル付。

●設置例

（株）リンテック21 （株）リンテック21

（株）ティーエフサービスイーサポート
特　長
●紙製の為、リサイクルに
も配慮したECO商品。

● 設置面が広く、揺れ方向
に関係なく安定し、天井
に負担をかけない。滑り
止めのウレタンゴムでさ
らに安定。

（単位：mm）

サイズ □　品 番 質量 規定出荷数 価格(税抜)/個 メーカー希望
小売価格/個 特価（税抜）/個

S W590×D250×H300～450 249510 
E-3045□ 3.0kg 10個 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,230

M W590×D250×H400～650 249511 
E-4065□ 3.2kg 10個 ¥6,000 ¥6,000 ¥5,700

L W590×D250×H550～800 249512 
E-5580□ 3.5kg  9個 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,180

●材質：本体＝ダンボール・ペーパーボード、筒＝紙、固定テープ＝紙、すべり止め＝ウレタンゴム
●カラー：白、黒　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

家具と天井の
　隙間を埋めて耐震

（株）リンテック21 （株）リンテック21

運賃別途

「製品紹介ページ」

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

1621・1622
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1621
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください 1621
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1622
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください 1622
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1675
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

1676
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

42

210

113

200

運賃別途

運賃別途

運賃別途

運賃別途 運賃別途
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異物混入対策・衛生環境改善に。衛生対策商品

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）　 ※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）　

ステンレスクリップボード・アルミクリップボード

ステンレスボールペン

特　長
●さびない！われない！異物混入なし！ ●ご希望により裏面マグネット付も可能です。（別途見積）
●クリップ部は板バネ式ですので破損して欠落することがありません。 ●A3サイズもあります。（受注生産）

●オールステンレスクリップボード ●アルミクリップボード
●オールステンレス製なので破損して破片が落ちたり、錆びて金属の粉が落ちた
りする心配がありません。

●クリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなってお
り軽量化を実現。

（単位：mm）

サイズ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

A4：W223×H314 221323 SCB-A4□ 400g ¥6,430
オープン

¥5,410
B4：W380×H275 221325 SCB-B4□ 560g ¥6,670 ¥5,610
※品番末尾の□に縦・横をご指定下さい。

ステンレスSUS304 ステンレスSUS304
SCB-B4横 ACB-B4横SCB-A4縦 ACB-A4縦

（単位：mm）

軸径×全長 ○○　品　番 インクカラー 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
8.9×123 221331 KTB-117 黒・赤 25g ¥2,450

オープン

¥2,060
8.9×123 221304 KTB-117N 黒・赤 24g ¥2,450 ¥2,060
8.9×130 221329 KSB-130PT 黒 27g ¥2,660 ¥2,230
8.9×130 221330 KSB-130NPT 黒 26g ¥2,660 ¥2,230

8.9×96～121.9 221332 KSB-96 黒 20g ¥1,850 ¥1,550
●ボール径：0.7mm　●KSB-130PT・KSB-130NPTは加圧式インク使用
●KTB-117・KTB-117N・KSB-130PT・KSB-130NPT：回転繰り出し式　●KSB-96：ワンタッチスライド式

ステンレスSUS304

KTB-117
（クリップあり）

KTB-117N
（クリップなし）

KSB-130PT
（クリップあり）

KSB-130NPT
（クリップなし）

KSB-96

（単位：mm）

サイズ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

3.2φ×400 221333 SB-4 約4g ¥1,020
オープン

¥860
3.2φ×500 221306 SB-5 約5g ¥1,130 ¥950

（単位：mm）

サイズ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

0.9φ×400 221324 SW-4 約4g ¥1,030
オープン

¥870
0.9φ×500 221305 SW-5 約5g ¥1,130 ¥950

●ステンレスボールチェーン（リング付）

●ステンレスワイヤー（リング付）

ステンレスSUS304

ステンレスSUS304

●セット例 ●ボールペンには、ステンレスワイヤー、
ステンレスボールチェーン、またはネッ
クストラップを付けることができます。

ステンレスワイヤー（リング付）

ステンレスボールチェーン（リング付）

※写真のワイヤー・ボールペンは別売です。

90

48

10

●断面形状

抗菌安全スノコ （株）テラモト
● 完成品 ●

特　長
●表面に抗菌加工を施し、強度の
高い構造で、耐久性も抜群。

●更衣室など、様々な用途の
スノコとして。

用　途

（株）J.フロント建装

※下記寸法以外での
製作も可能です。

リフェクスミラー

（単位：mm）

外形寸法 ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

W400×H1500 221340 NRM-4□ 2.0kg ¥19,000 ¥19,000 ¥16,200
W600×H1500 221341 NRM-5□ 2.4kg ¥22,800 ¥22,800 ¥19,400
W800×H1500 221342 NRM-6□ 3.0kg ¥25,800 ¥25,800 ¥22,000
●フレーム材質：アルミニウム　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。
●化粧枠カラー：シャンパンゴールド・シルバー・ブラック・レッド

特　長
●軽くて安全で割れないミラー。
●2～3kgと超軽量でどこでも簡単施工。
●150cmなので全身が映る姿見サイズ。
●大きくても、映りが綺麗で歪みません。

用　途
●食品工場などの異物混入防止対策に最適。
●ミラーは付属のチェーンで取付・脱着
可能で、移動も軽々できます。

● 完成品 ●

「製品紹介ページ」

運賃別途

運賃別途

運賃別途

防炎性能適合品
EO. 970391 （単位：mm）

寸　法 ○○　品　番 質量 規定出荷数 価格(税抜)/枚 メーカー希望
小売価格/枚 特価（税抜）/枚

400× 900×48 245633 MR-093-311-□ 3.1kg 8枚 ¥ 6,600 ¥ 7,100 ¥ 5,610
400×1800×48 245634 MR-093-314-□ 6.2kg 6枚 ¥13,190 ¥14,200 ¥11,300
600× 900×48 245635 MR-093-341-□ 4.6kg 8枚 ¥10,310 ¥11,100 ¥ 8,770
600×1200×48 245636 MR-093-343-□ 6.2kg 6枚 ¥12,820 ¥13,800 ¥10,900
600×1800×48 245637 MR-093-345-□ 9.3kg 6枚 ¥16,350 ¥17,600 ¥13,900
●材質：本体＝硬質塩化ビニール、カバー＝ポリエチレン
●カラー：①緑③青④茶⑤ピンク⑥灰⑨木調　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

①緑

⑤ピンク

③青

⑥灰

④茶

⑨木調

抗菌剤配合

（単位：mm）

サイズ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

A4：W223×H314 221322 ACB-A4□ 225g ¥3,790
オープン

¥3,190
B4：W380×H275 221326 ACB-B4□ 315g ¥4,290 ¥3,610
※品番末尾の□に縦・横をご指定下さい。

抗菌剤入

※フレームとマットは別々では使用できません。 （単位：mm）

寸法 規格 ○○　品　番 規定出荷数 価格(税抜)/枚 メーカー希望
小売価格/枚 特価（税抜）/枚

600×  900 マット
シート

243265 MR-123-740-3
  4枚

¥16,740 ¥18,200 ¥14,300
600×1200 243266 MR-123-743-3 ¥18,830 ¥20,500 ¥16,100
720×1020 フレーム 

（外枠）
243267 MR-123-440-0 10枚 ¥10,100 ¥10,100 ¥  8,590

720×1320 243268 MR-123-443-0 ¥12,600 ¥12,600 ¥10,800
●材質：マットシート＝ポリエチレンフィルム、フレーム＝SBRゴム　
●厚さ：マットシート＝3.5mm、フレーム＝5mm

粘着マットシートBS （株）テラモト

特　長
● 専用のゴムホルダーに粘着シートを全面貼り付けています。
● シートのズレや破れを防ぎ、安定した除塵効果が得られます。

●病院、半導体工場、
精密機械工場、印刷工場、
化学製品工場、コンピュータ室

用　途

通し番号入り

60枚積層フィルム

フレーム（別売）

（単位：mm）

サイズ □　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 特価（税抜）

  900×  600×3 221351 LIFT3-0906 ¥  33,000 ¥  33,000 ¥  31,400
1200×  900×3 221352 LIFT3-1209 ¥  65,000 ¥  65,000 ¥  61,800
1800×1200×3 221353 LIFT3-1812 ¥130,000 ¥130,000 ¥123,500
2400×1200×3 221365 LIFT3-2412 ¥173,000 ¥173,000 ¥164,400
3600×1200×3 221366 LIFT3-3612 ¥260,000 ¥260,000 ¥247,000
●材質：ウレタンゲル　●カラー：使用面＝グリーン、設置面＝ブルーグリーン
※LIFT3-0906は 運賃別途 　※LIFT3-2412、LIFT3-3612は受注生産品です。

特　長 ● フィルム剥がしが必要ないウレタンゲル
の自己粘着を利用した新しいタイプのリ
フト用粘着マットです。
● 水拭きで繰り返し使用が可能です。

（株）エクシールリフトマット

規格外サイズも対応します。（最大サイズ：1200×5000mm）

「製品紹介ページ」
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※袋のみ

収納量 ※目安で保証値ではありません。
あきかん（350mℓ） PETボトル（500mℓ）

ミニ・70ℓ 約105本 約  55本
小・132ℓ 約200本 約105本
大・236ℓ 約355本 約200本

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 規　格 規定出荷数 質量 価格(税抜) メーカー希望
小売価格 価格(税抜)

415×409×751 243234 DS-232-020-0 ミニフレームのみ  4台 4kg ¥12,510/台 ¥13,500/台 ¥10,700/台
355×350×600 243235 DS-232-701-□ エコ袋（ミニ） 10枚 － ¥  5,720/枚 ¥  6,100/枚 ¥  4,870/枚
557×506×813 243831 DS-232-030-0 小フレームのみ  3台 6.4kg ¥13,700/台 ¥15,000/台 ¥11,700/台
490×430×630 243833 DS-232-710-□ エコ袋（小） 10枚 － ¥  5,860/枚 ¥  6,400/枚 ¥  4,990/枚
664×646×915 243832 DS-232-040-0 大フレームのみ  2台 8.8kg ¥16,010/台 ¥17,500/台 ¥13,700/台
590×590×680 243834 DS-232-730-□ エコ袋（大） 10枚 － ¥  6,720/枚 ¥  7,700/枚 ¥  5,720/枚
●袋色コード：①緑②赤③青④茶⑤黄⑥灰⑦紺　●容量：大236ℓ、小132ℓ、ミニ70ℓ
●材質：フレーム＝大1.6mm 25.4φ  小・ミニ1.2mm 22.2φ  スチールパイプにクロムメッキ仕上
　　　　袋＝ポリエステル（再生PET）
●キャスター＝75φ　●折りたたみ式　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

BMダストカー
特　長
●キャスターは劣化しにくく、床を
汚しにくい、オレフィン系エラ
ストマーを使用。

大小ミニ

H1790

W880
D515

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
455×515×1790 073616 BC-SUS11 ¥126,970 ¥199,700 ¥108,000
●内形寸法（一室）：W385×D485×H1670mm
●質量：24kg
●付属品： ハンガーパイプ1本、S管5本、露受皿1枚（プラスチック）、 

フック2個、雑巾掛3本、転倒防止用L金具2個
●片開戸　●鍵なし

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 価格（税抜）メーカー希望小売価格 特価（税抜）
880×515×1790 073617 BC-SUS12 ¥245,880 ¥386,300 ¥209,000
●内形寸法（一室）：W390×D485×H1655mm
●質量：50kg
●付属品： 棚板5枚（上下可動式）、ハンガーパイプ1本、S管5本、 

露受皿1枚（プラスチック）、雑巾掛3本、転倒防止用L金具2個
●両開戸　●鍵付

ステンレスクリーンボックスステンレスクリーンボックス

ステンレスSUS304 ヘアーライン仕上げ

BC-SUS12 BC-SUS11

ステンレスならサビの心配なし。

ステンレスSUS304

ステンレスSUS304

（株）テラモト

三島精器（株）  
● 据付別途 ●運賃別途● 完成品 ●
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