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 P-35　ニューパールワゴン

 （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

600×400×50 520301 　　M-AITW ¥4,990 ¥  5,840
750×500×50 520304 　　K-AITW ¥7,150 ¥  8,370
900×600×50 5203007　  G-AITW ¥9,150 ¥10,710

●  オプション棚板（ブッシュ付）

M-A1TW
K-A1TW
G-A1TW520307

 P-168　軽量立作業台 KD タイプ ダークグレー

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1800×750×900mm 047988 KD-69FD 38kg ¥47,650 ¥55,800
1800×900×900mm 047989 KD-70FD◆ 44kg ¥55,350 ¥64,800

KD-69FD

H900

D750W1800

 P- 94　ピットイン　オプション棚板

●オプション棚板 （SLN-90TAWのみ）運賃別途

SLN-12TAW・18TAW以外

均 等 耐 荷 重 100kg

●固定棚（前扉横収納扉用）

均 等 耐 荷 重 50kg

●架台用棚板

均 等 耐 荷 重 250kg

●固定棚（両開扉・折戸用）

 P- 172　軽量立作業台 SKD タイプ

パーチクルボード化粧MDF樹脂エッジ

21

サカエリューム
（改正RoHS10物質対応） MDF

改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板

※ホワイト天板は改正RoHS 10物質対応ではありません。

パーチクルボード化粧MDF樹脂エッジ

21

サカエリューム
（改正RoHS10物質対応） MDF

改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板

 P-251　ポール型架台

KP-L90P

KP-M90P

KP-L120P

KP-M120P

 P-355　ニューパールワゴン 上部パンチングパネル付

ラッチ機構！

削 除

 P-38　ニュー CS ツールワゴン
●  オプションマット

運賃別途

間口×奥行 ○ 品 番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

392×342mm 522154  
CSLA-40BM◉ ¥920 ¥1,080

●適合機種：W400×D350タイプ

間口

奥行

※ 本体と同時
注文の場合、
運賃はかか
りません。

 　（ CSLA-4072W
除く）

削 除

 P-195　大型作業台

●引出し寸法

有効内寸法
395

有効内寸法
　 419

正面板高さ
胴板高さ
69

有効高さ

88

78

272
キャビネット詳細は

ページをご覧ください

394

 P- 311　クルクル回転盤・スチール製メッキ

（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

340×525 036097 KHM-310 4kg ¥14,300 ¥16,730

運賃別途削 除

 P-338　ニューパールワゴンサイレントキャスター仕様

ニューパールワゴンサイレントキャスター仕様

● 組立式 ●● 粉体塗装 ●

均等耐荷重

150kg

ニューパールワゴン

150150kgkg

 P-342　ニューパールワゴン
PKRタイプ（W750×D500mm）

H600mm

●棚板厚：1.0mm （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

750×500×600 022334 PKR-202SE◆ ¥22,900 ¥26,790
750×500×600 022335 PKR-202SEI◆ ¥22,900 ¥26,790
750×500×600 022336 PKR-202SEW ¥22,900 ¥26,790

（◆印のみ）

削 除

 P-344　ニューパールワゴン

●棚板厚：1.0mm　●中棚：50mmピッチで段替え可能 （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

900×600×740 022346 PGR-303MSEI  ◆ ¥34,680 ¥40,580
●キャスター：100φサイレントエラストマー車　●質量：26kg

H740mm

PGRタイプ（W900×D600mm）

150150kgkg

（◆印のみ）

追 加

作成日：２０２2 年  １月  11 日　
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 P-664　ツーリングワゴン

特許「突き合わせ方式」により、
ぐらつきが無く非常に堅牢です。

削 除

 P-503　工具管理ユニット

●棚板

●オプションパーツ

間口×奥行×高さ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

895×375×15mm 143794 SK-TTN ¥6,480 ¥7,580

運賃別途

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。

●棚板は24mmピッチで段替え可能です。
●棚受金具付

運賃別途

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。

●オプションパーツ
　　　　⇩
●棚板　へ移動

 P-610　SKB キャビネット

●パーツトレー●デバイダー

●キャビネットオプション 運賃別途

●キャスターベース ●アジャスターベース

（SKB-CDDを除く）

追  加

 P-675　ツーリングワゴン 
●オプションフロアストッパー 運賃別途

（単位：mm）

適用 ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

D400用 521161 SSW-1FSET ¥13,040 ¥15,260
D500用 521162 SSW-2FSET ¥14,270 ¥16,700

（SSW-2FSETを除く）

追  加

 P-657　ツーリングラック

アンカーボルト

固定金具

アジャスター

ロックナット

※ アンカーボルト
   不要タイプもご
   ざいます。

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。
167

詳細は

ページをご覧ください

AJ-1K専用

○　品　番 価格（税抜）/セット メーカー希望
小売価格/セット

520098 AJ-FSK ¥6,490 ¥7,590

●1セット：固定金具2個、ロックナット2個付
※ アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ
（M12×90ℓ）は付属していません。

運賃別途

耐震固定金具

268

 P-374　ニュー CS パールワゴン（フロアストッパー付）

間口×奥行×高さ カラー ○　品　番
750×500
×880mm

● 022287 CSPA-758F
● 022288 CSPA-758FI

750×500
×880mm

● 022289 CSPA-758FNU
● 022290 CSPA-758FNUI

900×600
×880mm

● 022291 CSPA-908F
● 022292 CSPA-908FI

1200×600
×880mm

● 022295 CSPA-128F
● 022296 CSPA-128FI

※Fの後 S追加
CSPA-758FS
CSPA-758FSI
CSPA-758FSNU
CSPA-758FSNUI
CSPA-908FS
CSPA-908FSI
CSPA-128FS
CSPA-128FSI

ニューCSパールワゴン（深棚仕様）との
品番重複掲載の為、注文時に仕様を必ず
確認して下さい。

 P- 355・356　ニューパールワゴン

※フック・工具類は付属していません。

 P-387　スペシャルワゴン

間口×奥行×高さ ○　品　番 キャスター 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

400×330×710mm
020605 SPE-02I 50φ

エラストマー車
6kg ¥ 9,760 ¥11,420

020614 SPE-02PNI 7kg ¥14,490 ¥16,950

SPEタイプ（W400×D330mm）H710mm
5050kgkg

運賃別途1台のご注文の場合は

SPE-02I を1台のご注文の場合は

 P- 407　ニュー CS スペシャルワゴン（ツートン）
●オプションフロアストッパー 運賃別途

適　用 ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

D400mm用 521161 SSW-1FSET ¥13,040 ¥15,260
D500mm用 521162 SSW-2FSET ¥14,270 ¥16,700

※ オプションフロアストッパーをご使用の際は、
直進安定金具と一緒にご使用下さい。

※ オプションフロアストッパーをご使用の際は、
最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

SSW-2FSET  除く

パンチング
パネルフック

 P-419　オプションパンチングパネル架台

パンチング
パネル架台

天マット

仕切セット削除

WK-PKN

オプション使用例

 P- 497　別作ワゴン L 支柱タイプ

別作ワゴンL支柱タイプ
特許登録番号 第3437988号

削  除

 P- 498　別作ワゴン丸支柱タイプ

実用新案登録商品
別作ワゴン丸支柱タイプ

削  除

作成日：２０２2 年   １月  11 日　
5-2



２０２２年度総合カタログ修正リスト

 P-851　キャスターラック RK 型

高さ1970mm　間口1500mmタイプ

 （単位：mm）

段数 奥行
間口1500

○ 品番（グリーン）○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

高さ1620・1650mm　間口1800mmタイプ

間口1800

 （単位：mm）

段数 奥行
間口1800

○ 品番（グリーン）○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

間口1500

 P- 1079・1080　樹脂ハンドカー

300300kgkg 400400kgkg

� （単位：mm）

キャスター 外形寸法 ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

標準
900×600×849 210904 LHN-20K 17kg ¥21,430 ¥25,070
900×600×865 210908 LHN-20C 18kg ¥22,620 ¥26,470
900×600×1020 210912 LHN-22 25kg ¥38,110 ¥44,590

サイレント
900×600×838 210924 LHN-20KS 17kg ¥27,290 ¥31,930
900×600×859 210928 LHN-20CS 18kg ¥28,480 ¥33,320
900×600×1011 210932 LHN-22S 25kg ¥45,550 ¥53,300

耐 荷 重 変 更

 P-680 ツーリング保管庫

NT、BT、HSK、KM、NC5、キャプトツール兼用。
特許「突き合わせ方式」

削 除

 P-743　スチール棚 TOBIRA

均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）200kg

均 等 耐 荷 重
（棚1連当り）

800kg
1000kg

NE・NEW型

600Kg

 P-745　ニュー CS パールラック用オプションコボレ止メ

○ 品番・価格（税抜）/セット メーカー希望
小売価格

521578　CSPA-BKRSET ¥3,980 ¥4,660

●ブラケットセット（2個入り）

CSPRA-BKRSET

NEW-1344 □

なし＝単体
R ＝連結
棚板の段数
奥行：1 ＝ 1300mm
　　　2 ＝ 1450mm
　　　4 ＝ 1600mm
　　　5 ＝ 1724mm
間口：1 ＝ 1900mm
　　　3 ＝ 1200mm
　　　5 ＝ 1500mm
　　　7 ＝ 1800mm
高さ：8 ＝ 1200mm
　　　9 ＝ 1500mm
　　　1 ＝ 1800mm
　　　2 ＝ 2100mm

NE ＝グリーン
NEW ＝ホワイトグレー

●＝グリーン
●＝ホワイトグレー

 P-815　中軽量棚 NE 型・NEW 型

3＝2400mm 追加

 P- 853 キャスターラック RK 型

●棚受けの立ち上げ構造に
より側面（奥行方向）から
の小物の落下を防ぎます。

●棚板は50mmピッチで自
由に上下組み替えができ
ます。

棚板コーナー部

削 除

 P-865・867　中量キャスターラック

○ 品 番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

MKTAL ¥3,020/2本 ¥5,060/2本

●トラス小ネジ　M6×12　●平ワッシャー付

●取手

仕 様 変 更

 P-921　ステンレススペシャルワゴン

● キャスターには
ナイロンウレタン車
を標準装備。
キャスターネジ径：
M12×P1.75

●ナイロンウレタン車

921
オプションキャスター詳細は

ページをご覧ください

1185

 P-940　ステンレススーパースペシャルワゴン

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

750×500×880 082922 SSW-222RSU4 23kg ¥52,330 ¥61,200 
900×600×880 082925 SSW-442RSU4 43kg ¥72,550 ¥84,900 

●キャスター：100φナイロンウレタン車（スチール金具）

29kg

 P-1081　樹脂ハンドカー   五輪車

400Kg

外形寸法 ○  品  番 均等積載荷重 キャスター 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

900×600×865mm 210914
LHN-50C 300kg 125φゴム車 18kg ¥32,210 ¥37,690

900×600×847mm 210913
LHN-50K 300kg 125φゴム車 18kg ¥29,700 ¥34,750

　　　　取手折りタタミ式・取手固定式

300300kgkg 400400kgkg

 P-1090　特製四輪車
オプションフロアストッパー 運賃別途

フロアストッパーと取付金具のセットです。（H-FR除く）

N-FR4 除く

作成日：２０２2 年  １月　11 日　
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 P-1116　台車用連結ユニット 

間口×奥行×高さ ○ 品 番 キャスター 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

3135×1105×910mm 712133 
RS-RBSET

125φ
ゴム車 ¥146,180 ¥171,000

●適合樹脂パレット寸法：1100×1100mm　●質量：55kg

●RBタイプ

W3135

D1105

H910

1110

 P-1117　自在移動回転台車
オプションフロアストッパー 運賃別途

追 加

 P- 1118　樹脂パレット台車
オプションフロアストッパー

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

333×193×199mm 712141 SC-FRSET 4.8kg ¥15,940 ¥18,650

取付適合機種：SC-110F（T） SC-110(T)

 P-1136　樹脂平台車

300300kgkg 400400kgkg

耐 荷 重 変 更

仕　様 荷台寸法×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

四輪車 900×600×230mm 210944 LHN-20 13kg ¥18,170 ¥21,260
900×600×230mm 210949 LHN-20J 13kg ¥20,080 ¥23,490

 P-1157　軽便ドラムカー

（単位：mm）

□　品　番 均等積載荷重 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

211107 CD-300 300kg 29kg ¥  89,050 ¥  91,000
211129 CD-500 500kg 40kg ¥167,070 ¥169,000
211131 CDX-300 300kg 38kg ¥119,550 ¥119,000
211132 CDX-500 500kg 55kg ¥214,200 ¥215,000

¥119,000

 P- 1267　セキスイカードホルダー

外形寸法（mm） ○  品  番 取付可能商品 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

130×51
191673 ワンタッチ

TC1, 2型 ¥170 ¥170FTKC1

166×70
191675 ワンタッチ

CTR27, 37, 47型 ¥150 ¥150FKTR70

177×30
191670 ワンタッチ

PZ1A, 2B, 3C ¥150 ¥150FKPZ

100×85
191753 溶着

CT, TS, TH型 ¥170 ¥170FKA85

FKTC1

①スリーブバルブ
195099 スリーブバルブ25A □ 価格（税抜） ¥3,600
②ニップル
195098 ニップル25A □ 価格（税抜） ¥   690
③ジョイント
195097 ジョイント25A □ 価格（税抜） ¥   880
※上記以外のバルブ径も用意しております。
※バルブ径については都度お問い合わせ下さい。

 P-1282　スーパーローリータンク

スリースバルブ

 P-1404　反射テープ

寸　法 ○　品　番 カラー 価格(税抜)／巻 メーカー希望
小売価格/巻

50mm幅×10m

249796
反射-50R 反射赤

¥3,710 ¥3,900

249797
反射-50YR 反射オレンジ
249798
反射-50Y 反射黄
249799
反射-50G 反射緑
249800
反射-50W 反射白
249801
反射-50BL 反射青

●材質：反射シート（ポリエステル系フィルム）　●離けい紙付　
●厚み：0.15mm　●規定出荷数：6巻

0.12mm

 P- 1404　路面用高耐久ラインテープ

SVH-100W

SVH-100G

SVH-100Y
寸　法 ○　品　番 規定出荷数 価格(税抜)／巻 メーカー希望

小売価格/巻

50mm幅×20m
249300 SVH-50W

2巻 ¥16,630 ¥17,500249301 SVH-50G
249302 SVH-50Y

100mm幅×10m
249305 SVH-100W

1巻 ¥30,400 ¥32,000249306 SVH-100G
249307 SVH-100Y

●材質：基材＝PVC、表面＝反射ガラス粒子　●厚み：1.5mm　●カラー：W＝白、G＝緑、Y＝黄

×20m

¥5,500
¥7,000

 P- 1364　ペダル式ダスト缶

（単位：mm）

寸　法 ○　品　番 容量 価格(税抜)／個 メーカー希望
小売価格/個

253φ×H405 072779 OM47-21 12ℓ ¥4,290 ¥7,000
295φ×H465 072778 OM47-20 20ℓ ¥5,580 ¥8,200

●材質：本体＝ステンレス（SUS430）、中缶＝PP　●規定出荷数：2個

ステンレスSUS430

¥4,620
¥6,100

 P-1511　漏電しゃ断器付ドラム

ドラム径×奥行×高さ □　品　番 価格（税抜）/台 メーカー希望
小売価格/台

290×210×363mm
155600 NF-EB34 ¥25,200 ¥33,600
155601 NF-EK34 ¥27,450 ¥36,600

275×220×348mm
155605 NPW-EB33 ¥25,800 ¥34,400
155606 NPDMW-EK33 ¥40,050 ¥53,400

275×220×341mm

 P-1442　透明ビニールロールスクリーン
透明ビニールロールスクリーン 運賃別途

追 加

●抗ウイルス対応のためウイ
　ルス・ホコリ避けに最適

●使用例

作成日：２０２2 年  １月　11 日　
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 P-1512　足温器

外形寸法 □　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

W600×D350×H15mm 155300 G-150 4kg ¥37,500 ¥37,800

●本体材質：ガルバニウム鋼板　●電源：AC100V　●消費電力：150W　
●ヒーター：コードヒーター　●本体コード長：2.3m　
●コントローラーコード長：1.8m

規定出荷数：4台

 P-1525　カッティングマット

間口×奥行×厚さ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1800×900×3mm 246615 KM-18090N ¥22,860 オープン

●材質：表裏面＝軟質塩化ビニール（PVC）、中芯＝硬質塩化ビニール（PVC）

メーカー廃番

 P-1571　MRT（楕円形）シリーズ

MRT-1890-SE アイボリー

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

2100×1000×700 241250 MRT-2110-SE□ 50kg ¥98,750 ¥136,000 
1800×1200×700 241258 MRT-1812-SE□ 41kg ¥79,290 ¥111,000 
1800×  900×700 241249 MRT-1890-SE□ 36kg ¥62,710 ¥105,000 

ニューグレー

 P-1715　ハンガープロ 85W

（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

850×420×1080〜1600 185093  
NHPS-85CR ¥6,330 オープン

●カラー：シルバー　●質量：5kg

メーカー廃番

 P-1730　一輪台車

□　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

216930 TC-1004A-K 3.0kg ¥7,730 ¥8,640
216931 TC-1004A-K用交換シート◆ ¥2,150 ¥2,400

●カラー：緑　●材質：スチール、シート部分＝ナイロン　
●最大許容荷重：30kg　●車輪径：260φ　

¥8,700¥8,640

 P- 1538　アルミジョイントシステム

●黄色モールド・溝埋モールド30
品　名 □　品　番 材質・硬度 価格（税抜）メーカー希望

小売価格
黄色モールド 
（イエロー）

194800  
NMY40S30 エラストマー・ 

シェアーD48°
¥890/2.0m

オープン黄色モールド 
（イエロー）

194802  
NMYM30 ¥820/2.0m

溝埋モールド 
（グレー）

194774  
NMM8TA PVC ¥590/2.5m

●アジャスター
仕　様 □　品　番 材質 価格（税抜）メーカー希望

小売価格

M12×  75mm 194767  
NTOS-MRW1275

SWRM

¥  540

オープン
M12×150mm 194768  

NTOS-DU12150 ¥1,250

M  8×100mm 194765  
NTOCS-U08100 ¥  490

M  8×  50mm 194766  
NTOS-MU850 ¥  970

メーカー廃番

作成日：２０２2 年  １月　11 日　
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