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サカエメッシュキャリー（スタッキング・連結仕様）
● 組立式 ● ● 組立式 ●

均等積載荷重100kg

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。（運賃別途表示商品のみ）

サカエメッシュキャリー（スタッキング・連結仕様）均等積載荷重100kg

メッシュ構造の超軽量平台車に新色が登場。連結・スタッキングも可能です。

ロック

●ボルトレスで安心・安全

①キャスターをセットし、ストッ
パー樹脂を倒します。

②ストッパー樹脂をスライドさせ、
組み付け完了です。

●組み付け方
ストッパー樹脂

キャスターは、
ボルトレス構造で
安心・安全。

●軽量仕様

質量：1.84kg
（SCR-M400ナイロン車）

メッシュ構造によって、さらなる軽量化を
実現。

連結した状態でのスタッキングはできません。
●スタッキング・連結可能です。

スタッキング（4台）
キャスターの向きに関係なく
積み重ねできます。

●取手
取手は楕円型でにぎりやすい形状

（長手方向・短手方向各1ケ所）

○　品　番 価格（税抜）/箱 メーカー希望
小売価格/箱

211492 SCR-4KB ¥990 ¥1,160

●オプションコーナーガイド
コーナーガイドが取付けできます。

コンテナ等を安定して積載できます。（適合コンテナーにつ
いては、総合カタログ1126ページをご覧下さい）

縦横連結例（3×2台）

SCR-M450EBK

4 輪 車 仕 様

均等積載荷重 100kg
●ワンタッチ連結

 連結部は
ハメ込み式で
簡単に連結
できます。

● コーナーガイド取付時有効内寸
　SCR-M400タイプ：W457×D327×H30mm
　SCR-M450タイプ：W557×D367×H30mm
●取付ボルト付
●1箱4個入

エラストマー車

ナイロン車

●キャスター
キャスターは、エラストマー車・
ナイロン車の2種類を用意しました。
● 交換用キャスター： 
（総合カタログP1126参照）

●荷台面にはスベリ止めを 
4個配置

※キャスターにストッパーはありません。

※キャスターにストッパーはありません。

SCR-M400タイプ（荷台寸法500×370mm）

10台価格（梱包セット）

10台価格（梱包セット）

1台当り価格

1台当り価格

※10台1セットと同
時購入の場合、運
賃はかかりません。

※10台1セットと同
時購入の場合、運
賃はかかりません。

SCR-M450EW

SCR-M400NW

SCR-M450タイプ（荷台寸法600×410mm）

W620 D430

W520 D390

H118

H118

SCR-M400EKBK

SCR-M450NBK

W620 D430

W520 D390

カラー キャスター 車輪タイプ ○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

ブラック

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212301 
SCR-M400EKBK 1.9kg ¥2,940 ¥3,440

4輪自在 212302  
SCR-M400EBK 2.0kg ¥3,290 ¥3,850

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212303  
SCR-M400NKBK 1.9kg ¥3,080 ¥3,600

4輪自在 212304   
SCR-M400NBK 2.0kg ¥3,450 ¥4,040

ホワイト

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212321   
SCR-M400EKW 1.9kg ¥2,940 ¥3,440

4輪自在 212322  
SCR-M400EW 2.0kg ¥3,290 ¥3,850

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212323   
SCR-M400NKW 1.9kg ¥3,080 ¥3,600

4輪自在 212324  
SCR-M400NW 2.0kg ¥3,450 ¥4,040

●外形寸法：520×390×118mm　●材質：PP

カラー キャスター 車輪タイプ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

ブラック

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212305  
SCR-M400EKBKX ¥26,460 ¥30,960

4輪自在 212306  
SCR-M400EBKX ¥29,700 ¥34,750

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212307  
SCR-M400NKBKX ¥27,710 ¥32,420

4輪自在 212308  
SCR-M400NBKX ¥31,000 ¥36,270

ホワイト

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212325  
SCR-M400EKWX ¥26,460 ¥30,960

4輪自在 212326  
SCR-M400EWX ¥29,700 ¥34,750

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212327  
SCR-M400NKWX ¥27,710 ¥32,420

4輪自在 212328  
SCR-M400NWX ¥31,000 ¥36,270

●外形寸法：520×390×118mm　●材質：PP

カラー キャスター 車輪タイプ ○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

ブラック

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212309  
SCR-M450EKBK 2.2kg ¥3,130 ¥3,660

4輪自在 212310  
SCR-M450EBK 2.3kg ¥3,470 ¥4,060

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212311  
SCR-M450NKBK 2.1kg ¥3,270 ¥3,830

4輪自在 212312  
SCR-M450NBK 2.2kg ¥3,630 ¥4,250

ホワイト

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212329  
SCR-M450EKW 2.2kg ¥3,130 ¥3,660

4輪自在 212330  
SCR-M450EW 2.3kg ¥3,470 ¥4,060

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212331  
SCR-M450NKW 2.1kg ¥3,270 ¥3,830

4輪自在 212332  
SCR-M450NW 2.2kg ¥3,630 ¥4,250

●外形寸法：620×430×118mm　●材質：PP

カラー キャスター 車輪タイプ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

ブラック

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212313  
SCR-M450EKBKX ¥28,120 ¥32,900

4輪自在 212314  
SCR-M450EBKX ¥31,250 ¥36,560

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212315  
SCR-M450NKBKX ¥29,460 ¥34,470

4輪自在 212316  
SCR-M450NBKX ¥32,740 ¥38,310

ホワイト

75φ
エラストマー

自在2・固定2 212333  
SCR-M450EKWX ¥28,120 ¥32,900

4輪自在 212334  
SCR-M450EWX ¥31,250 ¥36,560

75φ
ナイロン

自在2・固定2 212335  
SCR-M450NKWX ¥29,460 ¥34,470

4輪自在 212336  
SCR-M450NWX ¥32,740 ¥38,310

●外形寸法：620×430×118mm　●材質：PP

H118

H118

運賃別途

運賃別途

運賃別途

1063
ブルー色は 
総合カタログ

ページをご覧ください
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