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■自信を持ってお届けする製品とサービス
● 使い勝手を追求した設計、店舗を知り尽くしたノウハウ
● 什器だけで店舗改装を実現
● 梱包から運送・組み立てまで一貫して管理
● 現地で専属職人が施工・組み立て
● 耐火集成材の使用も可能
● 沖縄から北海道、離島まで運送・施工 

長年蓄積した経験とそれを生かす技術があります。

短い工期で休業日を極力少なくできます。

無駄、無理のない工程で顧客満足度を高めます。

設計通りの完成度の高さが誇りです。

最新素材の採用など研究を怠りません。

全国をカバーするサービス体制を整えています。
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木製什器で店舗をプロデュース

サービスエリア 直売ショップ観光ショップ
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(有)愛知ディスプレイ製作所

リ タ ナ

あらゆる店舗を木製什器でプロデュースします。

ウッディーな店舗が
たった一日で完成！

業態・店舗形態を問わず、お客様がお選びになった
木製什器で店舗空間を自由にプロデュースできます!

■主な商品カテゴリー

■レジカウンター

■ステージ台

■片面/両面 陳列棚

■　　　　ゴンドラ陳列棚

■　　　 ゴンドラ陳列棚

■マルシェゴンドラ陳列棚

■納入事例

■ベーカリー陳列棚

■平台

■ラウンドボックス

■片面/両面 傾斜棚陳列台

■ワゴン

■バックヤード

■園芸

■注意事項

■事業案内
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中軽量型

重量型

組み立て
納入完了

納入までの流れ

アフターケア
お問合せ

お見積もり
注文の確認

受注 設計
製作

梱包
運送

オーダーメイド 特注レイアウト 特注サイズ変更
定価 + オプション価格で承ります。

  本カタログの寸法表記
 ● 単位＝mm　間口（wide＝W） 奥行（deep＝D） 高さ（high＝H）
 ● 間口・奥行・高さの順で表記 ※円形の場合は径（φ）・高さで表記

  棚板の枚数について
 ● 掲載製品の棚板枚数は取付見本で、実際はすべてオプション販売と
　なります。（一部製品は組み込まれたセット販売）
　契約の際は店舗や陳列商品に応じて棚板のご希望枚数と什器本体
　の合計価格を算出いたします。
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主な商品カテゴリー
● レジ台
● ステージ陳列台
● 平台
● ゴンドラ陳列台

● 片面/両面陳列棚
● 壁面陳列台
● 片面/両面傾斜棚陳列台
● ラウンド・六角陳列台

● マルシェゴンドラ
● 対面販売ワゴン
● 移動式ミニワゴン
●  トレイラック 等

※3点組み合わせ仕様

※半円ステージ付・2段仕様

※３段仕様

平台

レジ台

両面陳列台
中央棚・ステージ

傾斜棚陳列台

ワゴン

壁面陳列棚 マルシェゴンドラ

※パーソナルワゴン

両
面

エ
ン
ド
２エ

ン
ド
１
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　　　　　　　　間口　　奥行　 高さ

R-1565　1500×650×800
R-1865　1800×650×800
R-2265　2200×650×800
R-2765　2700×650×800

カウンター式（対面）レジカウンター カウンター式（対面）レジカウンター

　　　　　　　　     間口　    奥行　    高さ

MCH-120　1200×500×800
MCH-150　1500×500×800
MCH-180　1800×500×800

　　　　　　　　　　     　間口　   奥行　    高さ

ROK-126　　　 1200×500×750

ROK-156　　　 1500×500×750

ROK-186　　　 1800×500×750

　補助テーブル  1150×150　

　補助テーブル  1450×150

　補助テーブル  1750×150
スイング扉（別売）

レジ台としても使用可能

　　　　　　　　　      間口　  奥行　   高さ

RBK-90　 　 900×485×800

RBK-120　　1200×485×800

RBK-150　　1500×485×800

RBK-180　  1800×485×800　

　補助テーブル  800×150

　補助テーブル 1100×150

　補助テーブル1400×150

　補助テーブル 1700×150

移動式レジカウンター（中棚一段は固定）

　　　　　　　　    間口　   奥行　    高さ

RCH-120　1200×500×750
RCH-150　1500×500×750
RCH-180　1800×500×750

スタッフ側

お客様側

スタッフ側

　　　　　　　　   間口　　 奥行　     高さ

RXT-150　1500×600×1200
RXT-180　1800×600×1200

　　　　　　　　間口　　 奥行　　高さ

RX-150　1500×600×800
RX-180　1800×600×800
RX-210　2100×600×800
RX-270　2700×600×800

　　　　　　　　間口　　奥行　    高さ

RX-150　1500×600×800
RX-180　1800×600×800

　　　　　　　　　　      間口　　 奥行　　高さ

KKS-1800　　1800×600×900
　補助テーブル  1500×130
KKS-2100　　2100×600×900
　補助テーブル 1800×130

サッカー台（包装）

化粧合板仕上げ 天然桧材

お客様側

スタッフ側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　間口　　奥行　   高さ

RBH-1200（L・R）　      1200×550×850
RBH-1800（センター型）1800×550×850

スタッフ側に
固定の中棚１段 お客様側
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サービス レジカウンター

スタッフ側引き出し

　　　　　　　　　　　間口　   　　奥行　 　　　高さ

桧カウンター　1800×750/903×790
　補助テーブル   奥行150×高さ720

　　　　　　　　　　　　　　　　　 間口　   　　　奥行　 　　  高さ

桧カウンター（コの字）  2700×750～900×790
　補助テーブル   　　　奥行150×高さ720

　　　　　　　　　　　　　　　　　 間口　   　　　奥行　 　　  高さ

桧カウンター（コの字）  2700×750～900×790
　補助テーブル   　　　奥行150×高さ720（4）

　　　　　　　　　　　      間口　   　　奥行　 　　   高さ

相談カウンター　1800×750(904)×790
　補助テーブル    奥行150×高さ720

　　　　　　　　　　　　　間口　     奥行　     高さ

相談カウンター　1800×1800×720（2）
（L型コーナー）

サービス（相談）カウンター

サービス（対面）精米カウンター

　　　　　　　　    間口　   奥行　    高さ

RSK-150　1500×500×700
RSK-180　1800×500×700

　　　　　　　　     間口　    奥行　    高さ

RSM-150　1500×500×850
RSM-180　1800×500×850　

　　　　　　　　    　間口　   奥行　     高さ

JA-270KH　2700×500×800（6槽） 
お米販売台JA精米カウンター

　　　　　　　　    　間口　     奥行　    高さ

JA-360KH　3600×500×800（8槽） 
お米販売台JA精米カウンター

　　　　　　　　    　間口　     奥行　   高さ

JA-180KH　1800×500×800（4槽） 
お米販売台JA精米カウンター

納品事例 化粧合板仕上げ天然桧材

天然桧材

お客様側
スタッフ側

《L型組み合わせ仕様》

RSM-150

RSK-180

組合わせでL型になるRカウンター（別売）



木製ステージ台
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おみやげステージ棚
特注仕様例

　　　　　　　　　　　　    間口　 　 奥行　　  高さ

STH-12-122KＧ  1200×1200×600
　上置き               300×300×300（2ヶ） 

　　　　　　　　　　　       間口　 　奥行　　高さ

STH-15-92KG　1500×900×650
　上置き             300×300×300（２ヶ）

　　　　　　　　　　　         間口　 　  奥行　　 高さ

STH-15-152KG　1500×1500×600
　上置き　            300×300×300（4ヶ）

　　　　　　　　　　　    間口　 　奥行　　高さ

STH-92BK 本体 900×900×600
2台並列置き
※マリンホワイト塗装

  　　　　　　　　　　　　　　　 径　    奥行　 高さ

ワイヤー手すり（別売）Φ6ｘ900ｘ50　

STH-182BK

STH-151BK

ストッカーを前面に置いた状態ストッカーを引き出した状態

STH-182BK

化粧合板仕上げ 集成材（パイン・赤松）

　　　　　　　　　　　間口　      奥行　    高さ

STH-182BK　  900×900×500（2台並列）総間口 1800㎜
   ストッカー     380×380×400（8ヶ）
　上置き 　　  350×350×300（2ヶ）

STH-242BK　1200×1200×500（2台並列）総間口 2400㎜
   ストッカー      530×530×400（8ヶ）
　上置き 　　   450×450×300（2ヶ）

※ワイヤー手すり（別売）Φ6ｘ900ｘ50
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木製ステージ台  上置付

木製ステージ 平台

SOC ソシアル3段ステージ棚
SOC-18-093
　　　　　　  間口　    奥行　    高さ

1段目　1800×900×540
2段目　1200×600×400 
3段目　 600×300×260

SOC-18-123 
　　　　　　  間口　     奥行　     高さ

1段目　1800×1200×540
2段目　1200×600×400 
3段目　 600×300×260

　　　　　　  　　　　　　　  間口　     奥行　     高さ

SOC-18-12 本体　1800×1200×540
　上置き　　　　　 900×600×400

　　　　　　　　　　　間口　  奥行　    高さ

STH-91BK　    900×900×600
   ストッカー    310×310×450（4ヶ）

STH-121BK　1200×1200×600
   ストッカー    500×500×450（4ヶ）

STH-151BK　1500×1500×600
   ストッカー    640×640×450（4ヶ）

※ワイヤー手すり（別売） 

　　　　　　　　　　　間口　   奥行　    高さ

STH-92BK　    900×900×600
   ストッカー    380×380×450（4ヶ）
　上置き 　　  350×350×300（2ヶ)

　　　　　　　　　　　間口　      奥行　     高さ

STH-122BK　1200×1200×600
   ストッカー     500×500×450（4ヶ）
　上置き 　　  450×450×300（2ヶ)

　　　　　　　　　　　間口　      奥行　     高さ

STH-152BK　1500×1500×600
   ストッカー    640×640×450（4ヶ）
　上置き 　　  600×600×300（2ヶ)

集成材（パイン・赤松） 集成材（パイン・赤松）

SOC ソシアル2段ステージ棚 集成材（パイン・赤松）

集成材（パイン・赤松）

ナチュラルブラウン塗装

パイン塗装

ホワイト塗装

　　　　　　　　　　　　　　　　          径　    間口　 高さ

Φ9ステンレスパイプ付き　Φ9ｘ800ｘ50

　　　　　　　　　　　　　　　　           

Φ9ステンレスパイプ付き
 径　    　間口　 高さ

Φ9ｘ800ｘ50
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SKT7 片面移動式棚 WD-900K/E 片面棚  右・左・中タイプ

SKO8 対面移動式販売棚 バックオープンタイプ

納品事例

　　　　　　　　　　   間口　   奥行　     高さ

SKT7-90F　   900×700×1350  扉2枚
SKT7-120F　1200×700×1350  扉2枚
SKT7-150F　1500×700×1350  扉4枚
※観音式扉
※すべて 棚二段奥行350㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間口　　奥行　     高さ

WD-900K（中央タイプ）　900×600×1350
WD-90　（左・右タイプ） 900×600×1350
※いずれも片面サイズ　　

ロールインストッカー付き

　　　　　　　　　　   　　　      間口　     奥行　    高さ

SKT8-120F  前扉　  1200×800×1100 
SKT8-120R  後ろ扉  1200×800×1100
ワイヤー手すり間口1200用…２本（別売）

SKT8-150F  前扉　  1500×800×1100
SKT8-150R  後ろ扉  1500×800×1100
ワイヤー手すり間口1500用…２本（別売）

※どちらも観音式扉

　　　　　　　　　　   　　　      間口　     奥行　     高さ

SKO8-120R  後ろ扉  1200×800×1100
ワイヤー手すり間口1200用…２本（別売）

SKO8-150R  後ろ扉  1500×800×1100
ワイヤー手すり間口1500用…２本（別売）

※バック観音式扉

板板二段

板板一段

奥行800㎜   全高1100㎜　カウンター高さ600㎜　

奥行700㎜   全高1350㎜　カウンター高さ600㎜　

奥行800㎜   全高1100㎜　カウンター高さ600㎜　

カウンター高さ600㎜　

化粧合板仕上げ

化粧合板仕上げ

SKT8 対面移動式販売棚 化粧合板仕上げ

化粧合板仕上げ

片面背中合わせ仕様
中央タイプ
全奥行1200㎜

片面背中合わせ仕様
右・左タイプ 
全奥行1200㎜

前扉……本体のお客様側に扉のあるタイプ
後ろ扉…本体の後ろのスタッフ側に扉のあるタイプ

片面奥行600㎜

片面奥行600㎜

片面奥行600㎜

片面奥行600㎜

New

New

New
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壁面陳列棚 バックオープンタイプ SWH 木製両面ゴンドラ陳列棚 ハイカウンター

BAK 片面棚 バック背板付き/ハイカウンター

　　　　　　　 　　    間口　　  奥行　     高さ

BAK-90W　    900×600×1200
BAK-120W　1200×600×1200
BAK-150W　1500×600×1200
BAK-180W　1800×600×1200
※ワイヤー手すり（別売）

SWK 片面商品棚 ローカウンター

　　　　　　　 　　 間口　　奥行　    高さ

SWK-90　   900×600×1200
SWK-120　1200×600×1200
SWK-150　1500×600×1200
SWK-180　1800×600×1200
※ワイヤー手すり（別売）

　　　　　　　 　　 間口　　奥行　    高さ

SWＨ-90　   900×700×1500
SWＨ-120　1200×700×1500
SWＨ-150　1500×700×1500
SWＨ-180　1800×700×1500

　　　　　　   間口　　奥行

SW 棚板  900×350
SW 棚板1200×350
SW 棚板1500×350
SW 棚板1800×350

並列２列仕様

スライド扉を開けた状態

カウンター高さ670㎜　

カウンター高さ670㎜　

カウンター高さ670㎜　棚板奥行350㎜　

カウンター高さ500㎜　棚板奥行350㎜　

化粧合板仕上げ

化粧合板仕上げ

中軽量型

ブラウン

ウォールナット塗装

奥行700㎜

奥行600㎜

　　　　　　　 　　　間口　　 奥行　     高さ

BAK-125Ｋ　1200×700×1200
BAK-155Ｋ　1500×700×1200
BAK-185Ｋ　1800×700×1200
※棚板 奥行350㎜
※ワイヤー手すり（別売）

スライド扉を開けた状態

ナチュラル塗装仕上げ

ナチュラルブラウン塗装仕上げ
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EＭＷ 木製両面ゴンドラ陳列棚

　　　　　　                    間口　　奥行　　  高さ

EMＷ-914-B6   900×820×1400　両面仕様
　　棚板６枚セット
EM-914-B3   　900×450×1400　片面仕様
　　棚板３枚セット

無塗装

ウォールナット塗装

■両面 基本体

EM-ON棚板（無塗装）　EM-NB棚板（ナチュラルブラウン塗装）　EM-PA棚板（パイン塗装）　EM-UN棚板（ウオールナット塗装）　

■ＥＭ棚板は塗装色各種を取り揃えています。 EM棚板 間口900㎜  奥行350㎜

集成材中軽量型 実用新案商品

片面4段エンド（2台）+両面（2台）並列置き
棚板はセット例（別売）

EＭ 木製片面ゴンドラ陳列棚

ガードワイヤー 手すり 間口900㎜

EM-915  基本体
  間口　　奥行　     高さ

900×507×1500
900×507×1800

透明プライスストッパー （別売）
間口900㎜※ビス留め

無垢材（無塗装）中軽量型

  　　　　　　　　　　　間口　 奥行　    高さ

EM-90-15Ｐ　900×507×1500
※背面ホワイトパネル仕様  　　　　　　　　　   間口　　奥行　     高さ

EM-90-15B　900×507×1500
※背面無塗装仕様
※透明プライスストッパー（別売）

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

■片面 基本体

EMストッパー付き棚板

　　              間口     奥行

 EM-Ｂ  900×50

  
　　　             径     奥行

EM-Ｆ　Φ6-200
EM-Ｆ　Φ6-300　　

《特注仕様》 背面メッシュ

背面バー

背面フック

各種オプション 

EMＷ（両面仕様）EM（片面仕様）

棚板は別売でなく
すべてセットに含まれます。

陳列商品に応じてオプションを
お選びいただけます

2台並列置き
棚板はセット例（別売）

2台並列置き
棚板はセット例（別売）

17～22ページでご紹介のゴンドラ陳列棚は、
「組み立て済み完成品」とお客様が組み立て
いただく「組立キット」の二通りの納品方法を
お選びいただけます。詳しくは、お電話で。
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2台並列置き

ナチュラルブラウン塗装

EM棚板 間口900㎜  奥行350㎜
カウンター 高さ450㎜

棚板 間口900㎜  奥行350㎜
カウンター 高さ580㎜

無塗装 中軽量型中軽量型EM-R 壁面システム木製棚

ＥＭ-ガードワイヤー  手すり 間口900㎜（別売）

EM-Ｒ915Ｂ/P
片面型本体
  間口　　奥行　     高さ

900×500×1500

EM-Ｒ918Ｂ/P
片面型本体
  間口　　奥行　     高さ

900×500×1800

ロールインストッカー

実用新案商品

EM-Ｒ90-16Ｂ　2台並列置き EM-Ｒ90-16P　2台並列置き

EＭＷ-Ｒ 木製両面陳列棚 移動式

中軽量型NＷ 木製両面陳列棚 移動式

背中合わせ仕様

無垢材（バトン塗装）

背板ホワイトパネル《特注仕様》背板基本ボード（無塗装）

　　　　　  間口　　奥行　     高さ
NW-90R　900×450×1350

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

■片面 基本体

　　　　　  間口　　奥行　          高さ
EMW-72　900×720×1350/1440
EMW-92　900×920×1350/1440

棚板 奥行350㎜カウンター 高さ450㎜

片面仕様
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ＥＭ-ガードワイヤー手すり　

棚板 間口900㎜  奥行350㎜
カウンター 高さ580㎜

重量型 重量型無垢材（パイン塗装） 無垢材（ダークブラウン塗装）NSW 片面移動式ゴンドラNSW 片面移動式ゴンドラ

ロールインストッカー付き

背中合せ両面仕様

中央 両面タイプ（2連結）
　　　　　　　　        間口　　奥行　       高さ

NSW-183R　1875×570×1400　背中合わせ

　　　　　　　　     　　　　 間口　　奥行　     高さ

NSW-93R　片面　965×570×1440
 ■ 木製カバー式スチール什器 
 ■ 棚板は25㎜間隔にて高さ調節が可能 
 ■ 木製棚板サイズ（2枚標準セット）
 ■ ストッカーサイズ 間口870×奥行500×高さ500 
 ■ 本体キャスター付き 　 ■ ワイヤー手すり付き

　　　　　　　　     　　　　 間口　　奥行　     高さ

NSW-93R　片面　965×570×1440　
 ■ 木製カバー式スチール什器 
 ■ 棚板は25㎜間隔にて高さ調節が可能 
 ■ 木製棚板サイズ（2枚標準セット）
 ■ ストッカーサイズ 間口870×奥行500×高さ500 
 ■ 本体キャスター付き 　 ■ ワイヤー手すり付き

基本タイプ
　　　　　　　　   間口　　奥行　     高さ

NSW-91R　965×570×1400

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

棚板 間口900㎜  奥行350㎜
カウンター 高さ580㎜



中軽量型NKT 片面棚 すべりＢＯＸ付き 移動式

NKT-123B 単体 NKT-93B 単体

　　　　　　　　     　　間口　　奥行　     高さ

NKT-93HB　　965×600×1890　すべりBOX（2ヶ）
NKT-123HB　1265×600×1890　すべりBOX（3ヶ）
NKT-153HB　1565×600×1890　すべりBOX（4ヶ）
NKT-183HB　1865×600×1890　すべりBOX（4ヶ） NKT-93HBの2連結仕様
すべりBOX　  350×500×170/250

すべりBOX

底面すべりテープ

NKT 片面棚 すべりＢＯＸ付き/バックオープンタイプ

　　　　　　　　                     間口　　奥行　     高さ

NKT-90　 本体   900×600×1800
　スライドBOX     350×500×170/250（2ヶ）

NKT-120　本体 1200×600×1800
　スライドBOX     350×500×170/250（3ヶ）

NKT-150　本体 1500×600×1800
　スライドBOX     350×500×170/250（4ヶ）

 ■ 棚板は25㎜間隔にて高さ調整が可能
 ■ 棚板サイズ（3枚セット）奥行320㎜
 ■ 総耐荷重200㎏陳列可能（棚板1段あたり50㎏）
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無垢材（バトン塗装）

全高1440㎜　カウンター高さ580㎜

全高1890㎜　カウンター高さ580㎜

カウンター高さ500㎜　

NKT-90（ナチュラル塗装）

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

無塗装 ナチュラル塗装 パイン塗装 ウォールナット塗装

ナチュラルブラウン塗装 ダークブラウン塗装

バー フック ストッパー付き
ガードワイヤー手すり 透明プライスストッパー

■主な塗装色 ■主なオプション装備

両面連結仕様（片面の背中合わせ）　　　　　　　　       間口　　 奥行　      高さ

NKT-93B　    965×600×1440　すべりBOX（2ヶ）
NKT-123B　1265×600×1440　すべりBOX（3ヶ）
すべりBOX　  350×500×170/250

NKT-150
（パイン塗装）
アジャスター仕様

重量型



YKK-SR 片面トレイ陳列棚 ロールインリターンＢＯＸ付き

YKK-94-SR  木製商品陳列壁面トレイ棚3段  ロールインリターン収納BOX付き（無塗装）

　　　　　　　　        間口　　奥行　     高さ

YKK-94-SR　900×600×1800　

ロールインリターンBOX＝ストッカーの向きを変えて販売用に使用 回転して収納

前面で販売ディスプレイ、後面で密閉収納

　　　　　　　　        　　　　　　間口　  奥行　    高さ

ロールインストッカー　800×450×485
前後反対にして収納から販売ＢＯＸに早変わり

 ■ 壁面バック付き木製トレイ棚陳列棚
 ■ トレイ棚は25㎜間隔にて高さ調節が可能
 ■ トレイ棚サイズ（4枚セット）
　間口900×奥行320×高さ40
 ■ 総耐荷重200㎏　棚板1段当り 50㎏
 ■ 本体キャスター付き
 ■ 塗装は無塗装

中軽量型 中軽量型YKK-HB 片面トレイ棚 スライド扉付き

 ■ 実用新案登録 
　登録番号：実用第3219877号
 （2019年1月9日 登録）
 ■ 壁面バック付き木製トレイ棚陳列棚
 ■ トレイ棚は25㎜間隔にて高さ調節が可能
 ■ トレイ棚サイズ（3枚セット）
　 間口900×奥行350× 高さ40
 ■ 総耐荷重200㎏　棚板1段当り 50㎏

　　　　　　　　      間口　　奥行　     高さ

YKK-94HB　900×600×1800　

実用新案商品
登録番号：実用第3219877

扉スライド収納式

扉スライド収納式
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スライド収納後

カウンターBOX 高さ600㎜

カウンターBOX 高さ600㎜

トレイ棚



　　　　　　　　    間口　    奥行　     高さ

OHM-75     750×600×1800
OHM-90     900×600×1800
OHM-120  1200×600×1800
OHM-150  1500×600×1800

　　　　　　　　      間口　    奥行　     高さ

OHM-75S     750×450×1800
OHM-90S     900×450×1800
OHM-120S  1200×450×1800
OHM-150S  1500×450×1800

ＭＨ 連結式システム陳列 木製カードレール付き

オリジナル天然木カードレール（ 間口965㎜用）

ガードワイヤー手すり（別売）
ワイヤー 太さφ6  間口900

スチール棚
耐荷重  70kg

ステージ  木製棚
耐荷重 150kg

　　　　　　　               　　　 間口　  奥行　    高さ

MH-921 単体　      965×570×2120
　木棚　　　　　    900×320  4段 4枚セット
MH-1821 2連結　1865×570×2120
　木棚　　　　　    900×320  4段 8枚セット  
MH-2721 3連結　2765×570×2120
　木棚　　　　　    900×320  4段 12枚セット 

重量型 OH 木製オープン片面棚

OHM バックスノコ式片面5段棚

　　　　　　　　       間口　  奥行　      高さ

OH-3419 　 900×450×1900
OH-3619 　 900×600×1900
OH-4419　1200×450×1900
OH-4619　1200×600×1900

　　　　　　　　       間口　  奥行　      高さ

OH-3418　  900×450×1800
OH-4418　1200×450×1800
OH-5418　1500×450×1800

高さ2120㎜
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棚一段   80kg
全体    500kg

耐荷重

棚板 奥行600㎜タイプ 棚板 奥行450㎜タイプ



パーゴラ平台（ナチュラル商品販売）

MGP マルシェゴンドラ パーゴラ付きゴンドラ MG マルシェゴンドラ

　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

MGP-1590　1500×900×1900
MGP-1890　1800×900×1900

　　　　　　　　    　間口　　 奥行

MGD  棚板　1500×300
　　　　　　1800×300

奥行900㎜
　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

MGP-1575　1500×750×1900
MGP-1875　1800×750×1900

奥行750㎜

　　　　　　　　       間口　　奥行　     高さ

MG-1590　1500×900×1000
　水平棚　  1500×300
MG-1890　1800×900×1000
　水平棚　  1800×300

奥行  900㎜
高さ1000㎜

高さ1200㎜タイプも用意しています。

どちらも高さ1200㎜タイプを用意しています。

背中合わせ仕様

背中合わせ + エンド仕様

POP看板レール付き仕様（別売）

側面手すり（別売）

MG マルシェゴンドラすべての製品にオプション可能

　　　　　　　　       間口　　奥行　    高さ

MG-1575　1500×750×1000
　水平棚　  1500×300
MG-1875　1800×750×1000
　水平棚　  1800×300

奥行  750㎜
高さ1000㎜

特注仕様例 イメージ図

傾斜棚仕様（傾斜棚別売）

水平２段棚仕様（追加棚別売）

水平1段棚仕様（傾斜棚別売）

MG マルシェゴンドラ全てのタイプにオプション可能（別売）
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New New

全高1900㎜　ステージ高さ700㎜　

棚１段/２段/３段
各種選べます。（別売）

《特注仕様》



　　　　   店内総合プロデュース 豆腐販売 　　　　   店内総合プロデュース 洋菓子販売納品事例 納品事例
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BAK ベーカリー壁面陳列棚

BKA ベーカリートレイ陳列棚

BAK ベーカリー壁面陳列棚 バックオープンタイプ

ベーカリー陳列台/平台

ガードワイヤー手すり（別売）

BAK-183-P　※ＥＭ-ガードワイヤー手すり（別売）

レジカウンター

　　　　　　　　          間口　　奥行　      高さ

BAK-123-Ｂ　1200×700×1200
BAK-153-Ｂ　1500×700×1200
BAK-183-Ｂ　1800×700×1200
棚板　奥行350㎜
※スライド扉

　　　　　　　　    間口　　  奥行　     高さ

BKA-92　    900×450×1500
BKA-122　1200×450×1500
BKA-152　1500×450×1500
BKA-182　1800×450×1500
※観音開き扉

※ダブル観音開き扉

　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

BAK-123-P　1200×700×1200
BAK-153-P　1500×700×1200
BAK-183-P　1800×700×1200

ベーカリートング台・収納扉式
　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

BAK-T1（小） 500×450×1200
BAK-Ｔ2（中） 500×450×1300 

　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

BAK-900T　   900×650×1350
BAK-1200T　1200×650×1350
BAK-1500T　1500×650×1350
BAK-1800T　1800×650×1350

ベーカリー平台
　　　　　　　　      間口　　 奥行　   高さ

STB-1507　1500×750×650
STB-1509　1500×900×650
STB-1807　1800×750×650
STB-1809　1800×900×650
天板ブラウン化粧合板仕上げ

　　　　　　　 間口　   奥行　   高さ

Ｈ4-60　600×450×650
Ｈ4-75　750×450×650
Ｈ4-90　900×450×650

ベーカリー平台  上面BOX

　　　　　　　         間口　   奥行　   高さ

RBK-90　　 900×485×800
　補助テーブル   800×150
RBK-120　 1200×485×800
　補助テーブル  1100×150

　　　　　　　         間口　   奥行　   高さ

RBK-150　 1500×485×800
　補助テーブル  1400×150
RBK-180　 1800×485×800
　補助テーブル  1700×150

　　　　　　　　          間口　　奥行　     高さ

BAK-Ｔ3（中） 500×450×1300
カウンター高さ580㎜

スノコ単体（別売）

スノコ（別売）の設置例

ベーカリートング台・収納扉式

棚用スノコ

ステージ用スノコ

BAK-123-P

BKA-182 BKA-92 ※観音開き扉
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ブラウン化粧合板仕上げ

ブラウン化粧合板仕上げ

カウンター高さ550㎜

化粧合板仕上げ

天板ブラウン化粧合板仕上げ

ナチュラル塗装

BAK-900T



BAK ベーカリー壁面陳列棚

NKB 壁面陳列棚

　　　　　　　            間口　    奥行　     高さ

BAK-123-P　1200×700×1200
BAK-153-P　1500×700×1200
BAK-183-P　1800×700×1200

　　　　　　　              間口　    奥行　     高さ

BAK-123-Ｂ　1200×700×1200
BAK-153-Ｂ　1500ｘ700ｘ1200
BAK-183-Ｂ　1800ｘ700ｘ1200

　　　　　　　    間口　   奥行　     高さ

BK-93W　940×450×1500
トレイ棚 　860×400

　　　　　　　       間口　   奥行　      高さ

BＫK-92K　940×450×1500
  トレイ棚 　860×400

　　　　　　　          間口　    奥行　      高さ

BAK-B90　    900×450×1000
BAK-B120　1200×450×1000
BAK-B150　1200×450×1000

　　　　　　　 間口　    奥行　         高さ

K-108　1450×900×650/920 K-108　車輪 径 Φ700  

　　　　　　　    間口　    奥行　    高さ

BAK-T1　500×450×1200
BAK-Ｔ2　500×450×1300

　　　　　　　               間口　    奥行　     高さ

NKB-R900　 　900×600×1500
NKB-R1200　1200×600×1500
NKB-R1500　1500×600×1500

BK/BKK ベーカリー トレイ陳列棚

BAK バック作業台

BAK ベーカリーワゴン

ベーカリートング台・収納扉式
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化粧合板仕上げ ブラウン塗装仕上げ

カウンター高さ580㎜

カウンター高さ580㎜

カウンター高さ500㎜

カウンター高さ700㎜

トレイ棚

500㎜



ベーカリーステージ ロールインストッカー付き

大型ステージ 移動式
　　　　　　　              　　　　　 間口　     奥行　   高さ

SOC-15-123  1段目  1500×1200×540
　　　　　       2段目     900×600×400
　　　　　       3段目     450×300×260

SOC-18-123 １段目  1800×1500×540
　　　　　  　 2段目   1200×600×400
　　　　　  　 3段目     600×300×260
ガードワイヤー手すり（別売）
※引き違い扉仕様

　　　　　　　              　　　  間口　     奥行　    高さ

SGB-1800 １段目  1800×1500×540
　　　　　   2段目   1200×900×400
　　　　　   3段目     600×300×260
ガードワイヤー手すり（別売）
※ロールインストッカー仕様

小型平台ワゴン ナチュラル商品販売/キャスター付き

中型平台 固定式ナチュラル商品販売

　　　　　　　 　間口　    奥行　   高さ

H9-99 　   900×900×650
H9-129　1200×900×650
H9-159　1500×900×650
H9-189　1800×900×650

　　　　　　　 　　　　　　  間口　   奥行　   高さ

H7B-1250 本体　1250×780×650
　小物BOXサイズ　240×360×80（10ヶ付き）

　　　　　　　 　 間口　    奥行　    高さ

JAH-121  1200×900×700
JAH-151  1500×900×700
JAH-181  1800×900×700

ベース

　　　　　　　 　 間口　    奥行　    高さ

JAＨ-120　1200×750×700
JAＨ-150　1500×750×700
JAＨ-180　1800×750×700

　　　　　　　     間口　    奥行　    高さ

JAK-120　1200×750×700
JAK-150　1500×750×700
JAK-180　1800×750×700

　　　　　　　 間口　    奥行　   高 さ

JAU-120  1190×600×350
JAU-150  1490×600×350
JAU-180  1790×600×350

上置き台
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New

天然桧材

全高1200㎜

全高1200㎜

　　　　　　　     間口　   奥行　   高さ

H7-90　   900×780×650
H7-120　1200×780×650
H7-150　1500×780×650
H7-180　1800×780×650

　　　　　　　 間口　    奥行　   高 さ

JU-90     890×600×350
JU-120  1190×600×350
JU-150  1490×600×350
JU-180  1790×600×350

上置台（別売）ベース

(2台並列)

(2台並列)

引違い扉

STH-152BK
本体　1500×1200×550

STH-242BK
本体　1200×1200×500 (2台連結)

STH-120BK
　　　　　　間口　      奥行　   高さ

本体　1200×1200×500



JAW 平台中型ワゴン ナチュラル商品販売

JAW 平台小型ワゴン ナチュラル商品販売

ワゴン用上置 ナチュラル商品販売

　　　　　　　 　　　　　　　　 間口　    奥行　    高さ

上置水平台　1200　1150×600×350
　　　　　　1500　1450×600×350
　　　　　　1800　1750×600×350

上置傾斜台　1200　1150×450×440/500
　　　　　　1500　1450×450×440/500
　　　　　　1800　1750×450×440/500

　　　　　　　　　間口　     奥行　   高さ

JAW-159　1500×900×800
JAW-189　1800×900×800 

　　　　　　　　　　  間口　     奥行　   高さ

JAW-150-S　1500×750×700
JAW-180-S　1800×750×700 

ＨＫ 組み立て式平台

HKK 半円連結平台

実用新案商品
登録番号：実用第3222228

実用新案商品
登録番号：実用第3219877

　　　　　　　　　　 間口　    奥行　    高さ

HK7-1800　1800×750×650
HK9-1800　1800×900×650

　　　　　　　　　　 間口　    奥行　    高さ

HK7-1500　1500×750×650
HK9-1500　1500×900×650

　　　　　　　　　　 　　　　　　　   間口　    　    奥行　    高さ

HKK-300  ２連結　1500（×2）×900×650
HKK-360  ２連結　1800（×2）×900×650
HKK-540  ３連結　1800（×3）×900×650

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　間口　    　　奥行　   高さ

H7-K150R 半円連結タイプ　1500/2250×750×650
H7-K180R 半円連結タイプ　1800/2400×900×650

人工芝マット（別売）

人工芝マット（別売）
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New

HKK 大型平台 New

化粧合板仕上げ

集成材

集成材

全高800㎜

全高700㎜

上置傾斜台



HSR ２段傾斜販売棚 リターンストッカー付き

HSR ３段販売棚 リターンストッカー付き

　　　　　　　               　　 間口　    奥行　    　 高さ

HSR-150R 本体　1500×780×650/750
　上置傾斜台　　 1450×450×440/500
　 ストッカー 　　　 430×600×260/450 （3ヶ）
HSR-180R 本体　1800×780×650/750 
　上置傾斜台　　 1750×450×440/500
　ストッカー 　　　 500×600×260/450（3ヶ） ストッカーを前後反対(180°回転）にした場合（在庫）

片面を背中合わせ
（両面使用）

　　　　　　　               　　      間口　    奥行　    高さ

HSR-1513 片面型　1500×600×1350
　 ストッカー 　　　   430×600 （3ヶ）
HSR-1813 片面型　1800×600×1350　　
　ストッカー 　　　    500×600 （3ヶ）

HSR 2段ワゴン ナチュラル商品販売

両面 背中合わせ置き

　　　　　　　 　 間口　    奥行　         高さ

HS-120 　1200×780×650/750 
HS-150 　1500×780×650/750 
HS-180 　1850×780×650/750 
※傾斜BOX深さ前40/後140

　　　　　　　 　    間口　    奥行　         高さ

HSR-120 　1200×900×650/750 
HSR-150 　1500×900×650/750 
HS-R180 　1850×900×650/750 
※傾斜BOX深さ前40/後140

　　　　　　　                   間口　    奥行　          高さ

HSＲ-127 本体　1200×780×650/750
　上置傾斜台　  1150×450×440/500 
HSＲ-157 本体　1500×780×650/750
　上置傾斜台  　1450×450×440/500
HSＲ-187 本体　1800×780×650/750
　上置傾斜台　  1750×450×440/500
※1段目傾斜BOX 深さ前40/後140

HS 平台 ナチュラル商品販売
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奥行780㎜タイプ

奥行900㎜タイプ

全高1350㎜  腰高650㎜

天然素材（無塗装） 天然素材（無塗装）

天然素材（無塗装）

天然素材（無塗装）



SEED 大型平台 ナチュラル商品販売

平台 ナチュラル商品販売

　　　　　　　　　　　　　　 間口　    奥行　   　　高さ

SEED-180R 両面　1800×1560×700/900
　小物BOX　　　　 240×360×80（28ケ）

　　　　　　　　      間口　     奥行　   高さ

HSB-120S　1200×780×650
※ストッカー 2ヶ付き
HSB-150S　1500×780×650
※ストッカー 3ヶ付き

扉を開けた状態

　　　　　　　　　　　　　　 間口　    奥行　   　　高さ

SEED-180R 片面　1800×780×700/900
 　小物BOX　　　　240×360×80（14ヶ）　

JA-4015 両面　
　 間口　      奥行　      高さ

1810×1200×1200
※小物BOX 8ヶ付き

上下スライドして
両扉を内蔵した状態

HSD 平台スライド扉付きワゴン ナチュラル商品販売
実用新案商品

登録番号：実用第3219877

↑
収納状態

↑
扉をオープンにした状態

扉を上下にスライドしてオープンにした場合

←上段：プラ平台
←下段：折りたたみコンテナ

　　　　　　　               　　   　　　　　間口　    奥行　        高さ

HSＤ-150 スライド扉式　   1500×780×650/750　
STMM-1 プラ平台(3台）　   680×390×130　
ＲＳ-ＭＭ33Ｓ 折りたたみコンテナ　600×400×180

　　　　　　　               　　   　　　　間口　    奥行　       高さ

HSＤ-152 スライド扉式　1500×780×650/750
　上置傾斜台 　　　　   1450×450×440/500

上置傾斜台付き 
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New

天然素材（無塗装） ナチュラル塗装

天然素材（無塗装）

　　　　　　　　　　　　　　 間口　    奥行　     高さ

JA-4015-1Y 片面　1810×700×1200 
　　小物BOX　　　 530×420×190（4ヶ）



ラウンド２段ボックス棚台

円形販売ボックス棚台 扉なし

　　　　　　　　　　　　　直径　     　　　　高さ

JA-R-152　Φ1500/Φ750×700/1030

JA-R183  1段目　φ1800×700
　　　　  2段目　  φ900×380
　　　　  3段目　  φ450×250

　　　　　　　　　　　　　　  直径　     高さ

JA-R153  1段目　φ1500×700
　　　　  2段目　  φ750×330
　　　　  3段目　  φ300×200

　　　　　　　　　　　　　直径　     　　　　高さ

JA-R-182　Φ1800/Φ790×700/1030

ラウンド２段ボックス棚台

六角ステージ

正方形ボックス販売棚台

ラウンド2段ボックス棚（小）
　　　　　　　　　　　　　　    直径　      高さ

JA-R152P  1段目　φ1500×650
　　　　    2段目　  φ750×330

　　　　　　　　　 直径　     高さ　　深さ

JA-R450　φ450×650×100
JA-R600　φ600×650×100
JA-R750　φ750×650×100
AJ-R900　φ900×650×100

　　　　　　　　  間口　   奥行　　高さ

JA-K450　450×450×650
JA-K600　600×600×650
JA-K750　750×750×650
AJ-K900　900×900×650

ラウンド2段ボックス棚（大）
　　　　　　　　　　　　　　     直径　     高さ

JA-R182P  1段目　φ1800×650
　　　　    2段目　  φ900×330

　　　　　　　　  　　　　        間口　   奥行　　高さ

ST6-90-U　1段目   900×780×700
　　　　  　 2段目   450×390×400
ST6-120-U  1段目 1200×1030×700
　　　　  　 2段目   600×500×400
ST6-150-U  1段目 1500×1300×700
　　　　  　 2段目   750×650×400
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天然素材（無塗装） 天然素材（無塗装）

扉付き販売台
《特注仕様》
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JAB 2段傾斜片面オーガニック商品棚

FX 3段水平片面オーガニック商品棚

JAN-D 2段傾斜BOX棚  扉付きロールイン収納型

　　　　　　　　　　  間口　    　　 奥行　        　  高さ

JAN-D-150　1500×770/1460×1350
　下段小物BOX（16ヶ）

　　　　　　　　　　  間口　    　　 奥行　        　　高さ

JAN-D-150　1500×770/1460×1350
　下段小物BOX（16ヶ）
JAN-D-180　1800×770/1460×1350
　下段小物BOX（24ヶ）
※背中合わせで両面仕様

実用新案商品
登録番号：実用第3219877

実用新案商品
登録番号：実用第3219877

スライド式扉
※扉は2枚式収納

引掛け扉
※扉は取り外し式
ロールイン収納式
（プラコンの収納）

底部にスライド収納

　　　　　　　　  間口　    奥行　      高さ

JAB-120　1200×770×1350
　上棚仕切り（3ヶ）
　下段小物BOX（6ヶ）
JAB-150　1500×770×1350
　上棚仕切り（4ヶ）
　下段小物BOX（8ヶ）
JAB-180　1800×770×1350
　上棚仕切り（5ヶ）
　下段小物BOX（10ヶ）   

　　　　　　　　   間口　    奥行　      高さ

FX-1500　1500×750×1850
　　　　　　　 　　　　　　　　　  奥行 　   高さ

ステージBOX中仕切り　550×100（4ヶ）
棚板中仕切り　　　　   320×50（8ヶ）

　　　　　　　　   間口　    奥行　      高さ

FX-1800　1800×750×1850
　　　　　　　 　　　　　　　　　  奥行 　   高さ

ステージBOX中仕切り　550×100（5ヶ）
棚板中仕切り　　　　   320×50（10ヶ）

ラウンド1/2型陳列棚台との組み合わせ例

平台との組み合わせ例

New

天然素材（無塗装）

片面仕様

両面仕様

FX-1500 4連結仕様

JAB-150 両面 4連結仕様

スライド扉を開けた状態
ストックに便利

FX-1500

FX-1800

　　　　　　　　  間口　    奥行　  高さ

小物BOX 　340×360×80

カウンター高さ500㎜
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JHS ２段傾斜販売棚 ストッカー付 JAE-Ｒ 連結式 壁面トレイ棚 ストッカー付

JAE-Ｒ 壁面連結式 可変傾斜トレイ棚 ストッカー付

JAE-Ｒ 壁面連結式 水平フラット棚 ストッカー付

　　　　　　　　　　  　　　間口　    奥行　        高さ

ＪHS-150R 本体　1500×780×650/750
　上置傾斜台　    1450×450×500/890
　ストッカー　　      370×600×350（3ヶ） 

ＪHS-180R 本体　1800×780×650/1100
　上置傾斜台　    1750×450×500　
　ストッカー　　      370×600×350（4ヶ）

　　　　　　　　　　  　間口　  奥行　    高さ

JAE-900R 　　925×650×1200
JAE-1200R　1225×650×1200
　ストッカー　　420×500×120（2ヶ） 

　　　　　　　　　　  間口　 奥行　     高さ

JAE-R93　　 925×650×1500
JAE-R123　1225×650×1500
　ストッカー　420×500×120（2ヶ）

　　　　　　　　　　  間口　 奥行　     高さ

JAE-93R 　　925×450×1500
　ＢＯＸ　　　  900×400×100
JAE-120R　1225×450×1500
　ＢＯＸ  　　 1200×400×100

　　　　　　　　　　     間口　  奥行　     高さ

JAE-93R-ＢＴ　 925×450×1500
　棚板　　　　 900×350（3段） 
AE-120R-ＢＴ  1225×450×1500
　棚板　　　　 900×350（3段）

積み重ね式ストッカー（別売）
　間口　 奥行　   高さ

370×600×350
※キャスターは重ねたときに
　内部に隠れます。
※必要個数をご注文いただけます。

黒板　プラスチック製/Ａ4サイズ（別売）　

参考セット

１1００㎜

650/750㎜

奥行450㎜

高さ1200㎜ 高さ1500㎜

奥行370㎜

奥行450㎜

奥行600㎜

奥行600㎜

※２連結仕様

　　　　　　　　　　　　 　　  間口　  奥行　   高さ

ロールインストッカー　900×450×350（1ヶ）

　　　　　　　　　　　　 　　  間口　  奥行　   高さ

ロールインストッカー　900×450×350（1ヶ）

スノコ＆ボックス（別売）

高さ1500㎜

高さ1500㎜

天然素材（無塗装） 本体スチール製（無垢材）

蓋付きストッカー（別売）
引き出してステージとして利用できます。
※ワイヤー手すり付き

《特注仕様》

上段棚板付き《特注仕様》

棚板サイズ 棚板サイズ



51 52

SWT 多目的販売ワゴン オリジナルテント KMD 多目的販売ワゴン

KM 多目的販売ワゴン

Ｔ-2000 店頭販売ワゴンテーブルとテントの展開

　　　　　　　　　　  　　　        間口　   奥行　      高さ

SWT-3600  セット時  1920×800×1850
　　　　　　収納時  1320×750×800/1800
※４輪キャスター 耐荷重：200ｋｇ
※卓上棚など棚のバリエーションは
　ご希望に応じて製作します。

　　　　　　　　  　　　          間口　  奥行

※サイド補助テーブル 350×750（2ヶ）
※カウンターBOX  フタ付船底タイプ式

※蓋なし（ＢＯＸ仕様）

サイド補助テーブル
ハネ上げる

サイド補助
テーブルは
押し上げて
折り畳む

テントは
下に折り畳む

サイドテント
ハネ上げる

商品陳列例

商品陳列例

※陳列例

完成型

　　　　　　　　　　                間口　   奥行　   高さ

KM-1200 セット時  1920×800×800
　　　　　収納時  1320×800×800
※本体：ホワイト塗装　※鉄車輪：白塗装

※本体：ホワイト塗装　※鉄車輪：黒塗装

※本体：ホワイト塗装　※鉄車輪：白塗装

　　　　　　　    　　　　　　間口　   奥行　  高さ

※小物棚 中棚（3段）　600×300×700
　（25㎜間隔で上下移動が可能）

　　　　　　　　　　  　    　　　　　間口　   奥行　      高さ

KMD-130T-2  セット時  1920×800×1800
　　　　　　　 収納時  1320×800×800
※本体：ホワイト塗装　※鉄車輪：白塗装

　　　　　　　　  　　　　　 間口　   奥行　      高さ

T-2000  セット時   1920×800×1890
　　　　 収納時　1320×800×800

テーブルを畳んだ状態

卓上棚標準仕様

小物棚仕様

折りたたみ棚

※本体：ウオールナット塗装　鉄車輪：黒塗装
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MC-1800 大型マルシェワゴン パーソナルＷＡＧＯＮ 移動式

NTR店頭イベント販売台

ステーションWAGON
　　　　　　　　        　　　　　　間口　    奥行　     高さ

KWT-1200  セット時  1900×800×1800
　　　　　  収納時    1320×800×800
※スチール製車輪

※前面補助テーブル仕様

※棚なし・補助テーブル仕様

　　　　　　　　           間口　      奥行　      高さ

ＭＣ-1800　　 1810×1055×1970
　本体ボックス 1500×805×80
※木製車輪 　　　　　　　　                   　　　間口　   奥行　    高さ

K-301（1段棚タイプ）  900×500×1750
K-302（2段棚タイプ） 900×500×1750
K-303（3段棚タイプ） 900×500×1750

　　　　　　　　                   　　　            間口　   奥行　    高さ

NTR- 900-1（1段棚タイプ） 920ｘ600ｘ1890
　　　　　　　　                   　　　              間口　   奥行　    高さ

NTR- 900-2（2段棚タイプ） 920ｘ600ｘ1890

お客様側

ストライプ赤 ストライプ茶 ストライプ緑 プレーン赤

スタッフ側

お客様側

スタッフ側

テント色バリエーション

ワゴン特注仕様

※紹介以外にもご要望に応じて各色揃えています。

※すべてのタイプに
　底板付き 奥行500㎜ 棚BOX

    間口　  奥行　   高さ

880×500×140

トレイ棚
  間口　   奥行　  高さ

880×250×30

腰高700㎜
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スタンド&黒板付きＰＯＰ 折り畳みコンテナＢＯＸ

お買いものカゴ

お買いものショッピングカート　

ショッピングカートゲート お買いもの台車

園芸WAGON

園芸台

園芸棚

コンテナBOX　 
 間口　   奥行　    高さ

600×400×180

ＳＣカート
 　　　　　　　　　間口　   奥行　    高さ

VC-706M　490×583×929

 　　　　　　　　　　　　　間口　   奥行　    高さ

台車 VC-602NE　555×885×950

　間口　   　　奥行　    　　　高さ

715×1000(1800)×605

スライド式POPスタンド
（台座コーナー・センター兼用）
詳しくはＨＰをご覧」ください。

　　　　　　　 間口　   奥行　    高さ

SE-40　1350×700×800（ひな壇２段）
SE-41　1350×900×800（ひな壇３段）
SE-42　1350×900×800/1200

ダークグリーン グレー ライトグレー 赤

2段重ねの場合

畳んだの場合

ピンク ディープグリーン

　  　　　　　　 間口　   奥行　    高さ

カゴ台車　380×505×310

カゴ 33ℓ　
　　　　　　間口　  奥行　 高さ

外寸　360×510×240
内寸　290×450×220 園芸棚（3段ひな壇）スチール

  　　　　　　　　　 間口　    奥行　    高さ

SEP-1500　1500×700×900

  　　　　　　　　　間口　    奥行　   高さ

SEK-93　　900×650×1350
SEK-123　1200×650×1350

SE-21
  間口　  奥行　     高さ

920×780×800

SE-22
 　間口　  奥行　         高さ

920×780×800/1200

※並列３連結の場合

1・２段目 奥行700㎜
3段目 奥行450㎜

SWT-3600 
　  　　　　　　 間口　    奥行　     高さ

セット時　1920×800×1850
収納時     1160×700×800
折りたたみサイド補助テーブル（2ヶ） 間口350×奥行750
※卓上棚など棚のバリエーションはご希望に応じて製作します。

SE-41

小物棚仕様



間口
120
0mm

全体
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積載重量をお守りください。重量超過が倒壊の原因となります。
※商品を均等に置いた場合の重量です。

価格のお問い合わせは
 ● 別途、価格表をご用意しております。

寸法表記について
 ● 単位＝mm　間口（wide＝W）奥行（deep＝D）高さ（high＝H）
 ● 間口・奥行・高さの順で表記
　※円形の場合は径（φ）・高さで表記

掲載商品について
 ● 木材、塗装色、サイズ等は、予告なく変更する場合があります。
 ● レイアウト、納期等は事前のご確認をお願いします。

棚板の枚数について
 ● 掲載製品の棚板枚数は見本で、実際はすべてオプション販売と
　なります。（一部製品は組み込まれたセット販売）
　契約の際は店舗や陳列商品に応じて棚板のご希望枚数と什器
　本体で合計価格を算出いたします。

商品の安全に関する注意
商品に関する事故発生の原因になりますので安全に正しくご使
用いただくための注意事項を必ずお守りください。
 ● 積載制限…多段棚の一段あたりの最大積載量の厳守
 ● 設置場所…水平ですべりにくい床面に設置。
　　　　　　傾斜面での設置は避けてください。

■中軽量型

木製什器を安心・安全にお使いいただくために

棚　 板

900型 1200型

ステージ

30kg

100kg

20kg

100kg

全　 体 150kg 150kg

全体

※1200型は、棚の間口が長いため900型に比べ、強度が下回ります。
※キャスター付き（移動式什器）の場合、900型・1200型とも全体荷重は100kgまでとなります。

固定式什器（本体アジャスター付き）の場合

■重量型

棚　 板

900型 1200型

ステージ

50kg

200kg

40kg

200kg

全　 体 500kg 400kg

※1200型は、棚の間口が長いため900型に比べ、強度が下回ります。
※キャスター付き（移動式什器）の場合、900型・1200型とも全体荷重は350kgまでとなります。

固定式什器（本体アジャスター付き）の場合

900型 1200型

棚板＊

ステージ

間口
900
mm

棚板＊

ステージ

＊下記表の「棚板」は棚板一枚あたりの積載重量を示します。

※本カタログに掲載の商品画像の複製につきましては、ご使用される

メディア（ウェブ、印刷物、企画書など）を明示の上、弊社までご報告

いただければ、一部を除き認許させていただきます。

※商品の意匠や弊社独自工法の無断盗用、また実用新案の権利侵害

などが発覚し次第、法的措置のもと発生した損害の賠償請求をさせ

ていただきます。

掲載写真の認許と権利侵害の警告

本カタログについての注意事項


