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確かな経験と実績で

健全な選挙活動を

バックアップします。

平素より当社の製品をご愛顧頂きまして、厚くお礼申し上げます。

めまぐるしく変化する社会環境には大変厳しいものがありますが、

社員一丸となり心を込めたよりよい製品づくりに

励んでまいりたいと思います。

そして、みなさまに安心してご利用頂ける製品づくりを通し、

少しでも社会に貢献できればと考えております。

今後とも、尚一層のご愛顧を賜ります様、心よりお願い申し上げます。
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905mm

905mm

740mm
740mm

＋

で４人用となります。

〈使用例〉

〈使用例〉

〈使用例〉

記
載 

記
載

プライバシー保護の面からも幅広く使われております。
記載台には様々なタイプがあります。 １人分の内訳（１２３４記載台共通）

●目隠し板を記載面より130mm程手前に出してありますのでプライバシー保護の面からも
安心してご使用いただけます。

●寸法／記載台の幅
　　　　記載面の奥行
　　　　目隠板の高さ
　　　　目隠板の奥行

495mm
330mm
613mm
465mm

記載 ●折畳式記載台

２人用
アルミ脚
●寸法／幅1,000×奥行490×高さ1,519mm
●重量／ 5.5㎏

28,600円（税別）

３人用
アルミ脚
●寸法／幅1,504×奥行490×高さ1,519mm
●重量／ 7.8㎏

45,800円（税別）

高齢者２人用
アルミ脚
●寸法／幅1,000×奥行490×高さ1,355mm
●重量／ 5.0㎏

28,600円（税別）

身障者用
アルミ脚
●寸法／幅803×奥行490×高さ1,335mm
●重量／ 3.4㎏

23,800円（税別）

机上用
一人用
●寸法／幅500×奥行320×高さ570mm
●重量／ 3.0㎏

10,000円（税別）
連結用
●寸法／幅500×奥行320×高さ570mm
●重量／ 1.8㎏

8,400円（税別）

４人用（２人用＋連結２人用）
アルミ脚
●寸法／幅1,950×奥行490×高さ1,519mm
●重量／ 9.5㎏

50,000円（税別）

▪ ２人用 ▪ ３人用

▪ ４人用 ▪ 机上用／一人用

▪ 机上用／連結用

▪ 高齢者２人用 ▪ 身障者用

1

2

3

4

5

6

7

●高齢者のために記載面までの高さを 905㎜から
740㎜としました。

●テーブル等の上に乗せるだけで記
載台として、ご使用いただけます。

●折畳むと厚さが 15㎜と薄いため
持ち運びや収納にも便利です。

●車椅子でもスムーズ
に出入りできます。

●「２人用記載台」に「連結２人用記載台」を接続して
４人用／６人用としてご使用いただけます。
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▪ よこ型折畳式投票箱  1 口タイプ

よこ型折畳式投票箱 

▪ たて型折畳式投票箱

▪ 8.9 よこ型折畳式投票箱　組立方式▪ よこ型折畳式投票箱  2 口タイプ

投票口と投票用紙との比較

8 よこ型折畳式投票箱1ロタイプ　 
南京シリンダー錠2個付属（外蓋用）

8-2 A0-2000
●寸法／幅360×奥行265×高さ280mm
●質量／3.2kg　●収容枚数／2,000枚

31,800円（税別）

8-3 A1-3000
●寸法／幅410×奥行295×高さ305mm
●質量／3.4kg　●収容枚数／3,000枚

34,800円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

A00-500
A0-2000
A1-3000
があります。

8-1 A00-500
●寸法／幅285×奥行l80×高さ265mm
●質量／2.6kg　●収容枚数／500枚

29,200円（税別）

9 よこ型折畳式投票箱2ロタイプ　 
 南京シリンダー錠2個付属（外蓋用）

9-2 A3-9400
●寸法／幅580×奥行395×高さ405mm
●質量／6.2kg　●収容枚数／9,400枚

44,000円（税別）

9-3 A4-12000
●寸法／幡650×奥行445×高さ455mm
●質量／8.2kg　●収容枚数／12,000枚

46,000円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

9-1 A2-5000
●寸法／幅480×奥行345×高さ355mm
●質量／4.8kg　●収容枚数／5,000枚

38,800円（税別）

A2-5000
A3-9400
A4-12000
があります。

完成品は折畳時の

A00-500 ➡ 2/5
A0-2000 ➡ 1/3
A1-3000 ➡ 1/3

サイズになります。

完成品は折畳時の

A2-5000   ➡ 1/3
A3-9400   ➡ 1/3
A4-12000 ➡ 1/4

サイズになります。

10 たて型折畳式投票箱　 
 南京シリンダー錠3個付属（外蓋用）

10-2 T1-3500
●寸法／幅340×奥行300×高さ490mm
●質量／3.4kg　●収容枚数／3,500枚

34,600円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

10-1 T0-2000
●寸法／幅310×奥行260×高さ410mm
●質量／2.8kg　●収容枚数／2,000枚

30,600円（税別）

完成品は折畳時の

T0-2000   ➡ 1/3
T1-3500   ➡ 1/3

サイズになります。

▪ 10 たて型折畳式投票箱　組立方式

投
票

投
票

通常：ネジ式 シリンダーシャッター錠
　　2,200円追加工賃

●同時選挙に抜差し自由な仕切り板または簡単な内箱１個を入れてご使用出来る様な加工も
いたします。
●南京シリンダー錠付きです。

投票 ●よこ型折畳式
●たて型折畳式
●よこ型固定式
●折畳式不在者投票箱

8

9

折畳時には本体側面の留め金により蓋が開くことなく、 安心して搬送／収納していただけます。

10

105mm

たて型折畳式投票箱 
●搬送収納袋もこ用意できます。 お気軽にこ連絡ください。

投票箱の蓋を開き
内蓋を取り出

します。

投票箱前後の板を
起こします。

前後の板を起こした
まま、左右の板を
起こしフックで

固定します。

4 固所のフックで
固定した後、
内蓋をネジで
固定します。

完成です。➡ ➡ ➡ ➡ ➡

投票箱の蓋を
開きます。

投票箱左右の板を
起こします。

左右の板を起こした
まま、上下の板を
起こし左右の板
にはめ込みます。

全ての板を起こした
後、蓋をはめ込

みます。 完成です。➡ ➡ ➡ ➡ ➡
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●寸法／幅340×奥行300×高さ490mm
●重量／4.5kg　●収容枚数／封筒で400 〜 600枚

34,600円（税別）

▪ よこ型固定式投票箱  1 口タイプ

よこ型固定式投票箱 

▪ 折畳式不在者投票箱

▪ 組立方式

130 80

120

10

投票口と投票用紙との比較

11 よこ型固定式投票箱1ロタイプ　 
南京シリンダー錠2個付属（外蓋用）

11-2 0-1400
●寸法／幅330×奥行200×高さ300mm
●重量／2.5kg　●収容枚数／1,400枚

22,800円（税別）

11-3 1-3000
●寸法／幅430×奥行250×高さ400mm
●重量／3.5kg　●収容枚数／3,000枚

31,400円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

00-500
0-1400
1-3000
があります。

11-1 00-500
●寸法／幅257×奥行130×高さ235mm
●重量／1.8kg　●収容枚数／500枚

20,200円（税別）

13 折畳式不在者投票箱 
 南京シリンダー錠2個付属（外蓋用）

※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

完成品は折畳時の　1/3
サイズになります。

投
票

投
票

通常：ネジ式 シリンダーシャッター錠
　　2,200円追加工賃

●同時選挙に抜差し自由な仕切り板または簡単な内箱１個を入れてご使用出来る様な加工も
いたします。
●南京シリンダー錠付きです。

●丈夫さでは群を抜きます。

投票 ●よこ型折畳式
●たて型折畳式
●よこ型固定式
●折畳式不在者投票箱

11

搬送用収納袋もご用意できます。お気軽にご連絡ください。

13

投票箱の蓋を
開きます。

投票箱左右の板を
起こします。

左右の板を起こした
まま、上下の板を
起こし左右の板に

はめ込みます。

全ての板を起こ
した後、フタを
はめ込みます。 完成です !!➡ ➡ ➡ ➡ ➡▪ よこ型固定式投票箱  2 口タイプ

12 よこ型固定式投票箱2ロタイプ　 
南京シリンダー錠2個付属（外蓋用）

12-2 3-6500
●寸法／幅550×奥行330×高さ490mm
●重量／4.5kg　●収容枚数／6,500枚

37,600円（税別）

12-3 4-9400
●寸法／幡610×奥行360×高さ520mm
●重量／5.2kg●収容枚数／9,400枚

42,800円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

12-1 2-4700
●寸法／幅490×奥行290×高さ450mm
●重量／4.0kg　●収容枚数／4,700枚

37,600円（税別）

2-4700
3-6500
4-9400
があります。

12 ▪ 投票箱置台
天板部スベリ止め加工がほどこしてあります。

折畳時には本体側面の留め金によ
り蓋が開くことなく、安心です。

14.15 投票箱置台　 

15 B型
●寸法／幅700×奥行400×高さ290mm
●重量／2.9kg　●適合投票箱／2-4700以上 A2-5000以上

11,600円（税別）

14 A型
●寸法／幅400×奥行400×高さ290mm
●重量／2.2kg　●適合投票箱／1-3000以下 A1-3000以下

9,600円（税別）14 A型 15 B型

投票口と投票用紙との比較
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●毎日の投票終了後の作業が容易になります。
●封紙を貼り付ける方法と違い、封印と旋錠が一度に行えます。
●キー穴を封印するため封印状態が外部から容易に確認できます。
　（解錠の際、キーにより封紙が破れます。）
●当社の封印錠は金融機関で、お使い頂いている実績のある商品です。

130 80

120

10

投票口と投票用紙との比較
期
日
前

期
日
前

期日前 ●封印錠式投票箱
●封印錠式カギ保管箱

期日前投票制度についてのご提案
投票用紙を開票するまで安心して保管いただける様、簡単に封印旋錠する方法をご提案します。 

▪ 封印錠式投票箱

17 1号
●寸法／幅260×奥行450×高さ425mm
●重量／3.8kg　●収容枚数／3,000枚

47,400円（税別）

16 0号
●寸法／幅360×奥行215×高さ350mm
●重量／2.8kg　●収容枚数／1,400枚

37,200円（税別）

18 2号
●寸法／幡295×奥行505×高さ460mm
●重量／4.3kg●収容枚数／4,700枚

52,000円（税別）

16.17.18 封印錠式投票箱　 
封印紙20枚付

▪ 封印錠式カギ保管箱

封印紙〈1セット100枚〉1,100円（税別）別売

19 封印錠式カギ保管箱　 
封印紙20枚付

封印紙〈1セット100枚〉1,100円（税別）別売

封印錠に封紙を挟み込み、保管箱の蓋を押して旋錠します。

ロッカー

●開票まで安心して投票箱を保管できます。

内寸法（有効寸法）
間口 奥行 H

投票箱0号用 705 370 370
投票箱1号用 840 460 445
投票箱2号用 945 515 480

外寸法
幅 奥行 高さ

投票箱0号用 775 390 470
投票箱1号用 910 480 545
投票箱2号用 1,015 535 580

外寸法
幅 奥行 高さ

投票箱0号用 315 390 1,250
投票箱1号用 360 480 1,475
投票箱2号用 395 535 1,580

内寸法（有効寸法）
間口A 奥行 H Hi

投票箱0号用 245 370 1,130 363
投票箱1号用 290 460 1,355 438
投票箱2号用 325 515 1,460 473

期日前●ロッカー

16 封印錠式0号 18 封印錠式2号
17 封印錠式1号

封印錠の蓋を押し込むだけで、簡単に旋錠できます。 キーにより封紙が破れ、開錠した事が確認できます。

封印錠に封紙を挟み込み、封印錠の蓋を押して旋錠します。
※オプションで外蓋に掛金取付加工できます。

（3,000 円 南京錠 1 個付属）

内蓋 外蓋
旋錠方法

19

➡ ➡
鍵の保管に安心と信頼を
お約束致します。

専用封印紙 20 枚セット

▪ よこ型ロッカー

20 

21 たて型期日前投票箱用ロッカー　 

21-2 たて型♯1
●寸法／幅360×奥行480×高さ1,475mm
●重量／24.0kg　

129,400円（税別）

21-1 たて型♯0
●寸法／幅315×奥行390×高さ1,250mm
●重量／23.0kg　

104,200円（税別）

20 よこ型期日前投票箱用ロッカー　 

20-2 よこ型♯1
●寸法／幅910×奥行480×高さ545mm
●重量／22.0kg　

122,000円（税別）

20-1 よこ型♯0
●寸法／幅775×奥行390×高さ470mm
●重量／20.0kg　

110,400円（税別）

21-3 たて型♯2
●寸法／幅395×奥行535×高さ1,580mm
●重量／26.0kg　

148,600円（税別）

20-3 よこ型♯2
●寸法／幅1,015×奥行535×高さ580mm
●重量／24.0kg　

136,600円（税別）

仕切り板がないので
収納が容易に行えます。

棚板の上下移動は、簡単に行えます。

▪ たて型ロッカー

21 

ロッカーの外寸法と内寸法の関係

よこ型ロッカー たて型ロッカー 

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

●投票箱を横に3個収納できます。

●投票箱を縦に並べて3個
収納できます。

●寸法／幅115×奥行210×高さ50mm
●重量／0.8kg

18,800円（税別）
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開
票

開
票

開票 ●開票台
●テーブル
●折畳式区分棚
●集計パック

●木製テーブルに換算するとおよそ半分と軽くできております。
●積み重ねて保管できます。

▪ 開票台

開票台の耐荷重は 100kg です。
人 1 人乗ってもびくともしません。

22 開票台　 
22 2号
●寸法／幅2,000×奥行1,000×高さ770mm
●重量／18.2kg　

60,000円（税別）

24 2号
●寸法／幅1,829×奥行480×高さ745mm
●重量／7.8kg　

34,000円（税別）

23.24 テーブル　 
23 1号
●寸法／幅1,085×奥行452×高さ753mm
●重量／5.6kg　

28,600円（税別）

▪ テーブル

開票台補足
（蝶ボルト）
（高さ調節用）
本体脚部に開票台の高さを

770mm

850mm
920mm

に調整する穴がありますので必ず付属の蝶ボルトを締めてお使い
ください。

22

23 テーブル1号

24 テーブル2号

開票台/テーブルの運搬にはP20の台車がご利用いただけます。

テーブルの脚部はスチールパイプに樹脂加工を施したものを使用しております。

▪ 折畳式区分棚

25 折畳式区分棚　 
25-1 40桝
●寸法／幅1,000×奥行170×高さ700mm
●重量／4.5kg　
●一桝の大きさ／幅125×奥行170×高さ140mm

44,400円（税別）

▪ 集計パック 50枚セット

25

26

25-2 48桝
●寸法／幅1,000×奥行170×高さ700mm
●重量／4.7kg　
●一桝の大きさ／幅125×奥行170×高さ117mm

44,600円（税別）

25-3 56桝
●寸法／幅1,000×奥行170×高さ700mm
●重量／5.0kg　
●一桝の大きさ／幅125×奥行170×高さ100mm

46,200円（税別）
別売り集計パックも合わせてお使い頂きますと、
よりスピーディーに仕分け作業を行っていただけます。

㆘
㆘80mm

●氏名票付き

26 集計パック　 
50枚セット
●寸法／幅105×奥行157×高さ60mm

1,400円（税別）

●単体でお使い頂いても仕分け作業の効率UPになります。
●区分棚と合わせてお使い頂きますと、単体の時の2倍以上

の効率が得られます。

型式 幅 奥行 高さ
40桝

125 170
140

48桝 117
56桝 100

折畳めば厚さは最大でも 80mm です。

折畳時 1,700 ×170 × 80

（単位：mm）
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照
明
／
看
板

搬
送

照明╱看板 〈照明〉●記載台照明灯
〈看板〉●一枚看板
 　　　●折畳式看板
　　　 ●自立式看板

搬　送●記載台収納袋
●搬送用カバン
●搬送用具箱

※上記以外の寸法でもオーダーメイド可能です。お気軽に
ご連絡ください。

〈照明〉
▪ 記載台照明灯 8ヶ入

27 記載台照明灯　 
1セット：照明灯8ヶ入　予備球2ヶ入
●電圧・ワット／100V・20W
●コード長さ／10m

27,000円（税別）

27

●記載台の背板にはさむだけでワンタッッチで設置できます。
●電源は一箇所だけで連結してお使い頂けます。

〈設置例〉

〈看板〉
●収納スペースがかせげます。
●看板表面に別途ご注文にて文字入れいたします。お気軽にご連絡ください。
●一枚看板╱折畳式看板は、柱などに固定するための、紐を通す穴があいております。
　安全のためにお使いください。

▪ 一枚看板

28 一枚看板　 
●寸法／幅360×厚さ20×高さ1,750mm
●重量／2.6kg　

11,000円（税別）

29 折畳式看板　 
●寸法／幅400×厚さ30×高さ2,400mm
●重量／4.2kg　

21,200円（税別）

30 自立式看板　 
●寸法／幅400×厚さ20×高さ1,200mm
●重量／6.0kg　

27,200円（税別）
※上記以外の寸法でもオーダー可能です。

〈看板実用例〉

折畳後は1,200 × 400 × 40
（mm）になり、収納場所をとり
ません。

㆘

▪ 折畳式看板

折畳後は1,200 × 400 × 60
（mm）になり、収納場所をとり
ません。

㆘
28

29

30

▪ 自立式看板

●整理・整頓・手軽に持ち運びできます。

▪ 記載台収納袋 31 記載台収納袋　 
31-1 2人用

13,000円（税別）
31-2 3人用

14,200円（税別）
31-3 4人用

13,800円（税別）
31-5 身障者用

12,200円（税別）
ワンタッチ式留め金を使用
しております。

2人用
3人用
4人用
身障者用
があります。

3 人用　　　　　2 人用　　　　　身障者用

撥水効果の高い丈夫な布地を使用しております。

▪ 搬送用カバン

31

32 搬送用カバン　 
南京シリンダー錠1個付属
32-1 A
●寸法／幅350×奥行100×高さ250mm

12,800円（税別）

32-2 B
●寸法／幅450×奥行150×高さ350mm

13,200円（税別）

32-3 C
●寸法／幅500×奥行200×高さ400mm

13,600円（税別）

南京シリンダー錠を用いて
旋錠可能です。

撥水効果の高い丈夫な布地を使用しております。

32

▪ 重要書類ケース 南京錠 1 個付属

▪ 搬送用具箱

33 重要書類ケース　 
南京シリンダー錠1個付属
●寸法／幅350×奥行270×高さ30mm
●重量／ 1kg

13,400円（税別）

角 2 封筒（A4 サイズ）の
用紙が折らずに入ります。

南京シリンダー錠
を用いて旋錠可能
です。

35 搬送用具箱 箱型　 
南京シリンダー錠1個付属
35-1 1-K
●寸法／幅430×奥行360×高さ250mm
●重量／3.6kg　●投票用紙収納枚数／約32,500枚

37,600円（税別）

35-2 1-M
●寸法／幅430×奥行360×高さ350mm
●重量／4.2kg　●投票用紙収納枚数／約45,500枚

40,000円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

34-2 1-G
●寸法／幅430×奥行340×高さ220mm
●重量／3.2kg　●投票用紙収納枚数／約24,200枚

37,600円（税別）

34-2 1-E
●内寸法／幅540×奥行340×高さ220mm
●重量／4.1kg　●投票用紙収納枚数／約35,200枚

39,600円（税別）
※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。

1-C（トランク型）
1-G（トランク型）
1-E（トランク型）
1-K（箱型）
1-M（箱型）
があります。 34 トランク型

35 箱型

34 搬送用具箱 トランク型　 
南京シリンダー錠1個付属

34-1 1-C
●寸法／幅410×奥行340×高さ140mm
●重量／2.5kg　●投票用紙収納枚数／約14,800枚

36,800円（税別）

33

●上記の用具箱に取手とキャスターを
取り付けるだけで重たい荷物も楽に搬
送できます。
●取手が伸び縮みしますので使用時・
保管時にじゃまになる事はありません。
●スーツケースのように転がして搬送
いただけます。

キャリーケースとして

取付加工 別途   16,500円（税別）
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当社のスロープに対する取り組み方について

ス
ロ
ー
プ

ス
ロ
ー
プ

●アルミ合金の表面にスベランⓇを貼り、雨天時でも滑りにくい加工をしてあります。

スロープ ●簡易スロープ
●エッジ付簡易スロープ
●単独式スロープ
●中折式スロープ

●中継台
●オーダーメイド

　投票所の多くは体育館、社務所など出入口に段差の大きいところが大半を占めると思います。近年このような所では、コンクリート
製のスロープが建物に付随する例も見られますが、様々な問題がありスロープの設置ができずに車椅子の方を従事者の方が持ち上
げて入場していただく方法をやむを得ず採られているのが現状です。
　車椅子の方としましては自分の脚（車椅子）で入場したいとの希望をお聞きしますが現状は無理なことだと諦められております。
　また、様々な問題（スロープを設置する余地不足、既成品では解消できない程の高い段差など、使用するスロープの判断が難しい
等）があります。
　当社では皆様のそんな悩みを解消すべく、現地の測量後最適なスロープのご提案の他 FAX にて送っていただいた現地図面を元と
したご提案などのサービスを行ってまいりました。
　当社にはスロープに関して 20 年の実績があります。この実績を元として皆様のお役にたてれば幸いです。これからもお気軽にご
相談ください。

可動式ステップの特徴
1. 当社の（単独式・中折式）スロープの登り口／降り口には可動式のステップが付いておりますので、
　 左の写真のようにサッシのレール等低い段差／窪み等は、簡単に飛び越えてしまいます。

2. ステップ自体が 1 つのスロープとなり設置角度の制限を受けません。

3. ステップが可動しスロープ本体に折り込まれるので、収納にも邪魔になりません。

4. ステップ表面はバーリング加工を施してありますので、雨天時濡れた靴底で乗られても
　 滑りにくくなっています。

スロープの寸法表記について

ステップの無いスロープ（簡易スロープ等） ステップのあるスロープ（単独式・中折式等）

▪ 簡易スロープ

36

36 簡易スロープ　 
36-1 500×幅800型
●寸法／長さ500×幅800×厚さ30mm
●重量／4.3kg　●耐荷重／300kg
●適合段差／60 〜 80mm

28,400円（税別）

36-2 800×幅800型
●寸法／長さ800×幅800×厚さ30mm
●重量／7.0kg　●耐荷重／300kg
●適合段差／80 〜 100mm

43,400円（税別）

▪ エッジ付 簡易スロープ

37 エッジ付 簡易スロープ　 
37-1 エッジ付簡易1000
●寸法／長さ1,000×幅760×厚さ50mm
●重量／6.8kg　●耐荷重／300kg
●適合段差／130mm

65,200円（税別）

37-2 エッジ付簡易1200
●寸法／長さ1,200×幅760×厚さ30mm
●重量／8.0kg　●耐荷重／300kg
●適合段差／80 〜 160mm

80,400円（税別）

スロープの運搬には
枠付台車（P20）が便利です。

37



17 18

ス
ロ
ー
プ

ス
ロ
ー
プ

●アルミ合金の表面にスベランⓇを貼り、雨天時でも滑りにくい加工をしてあります。

スロープ ●簡易スロープ
●エッジ付簡易スロープ
●単独式スロープ
●中折式スロープ

●中継台
●オーダーメイド

▪ 中継台

40
▪ 単独式スロープ

38

他製品には見られない可動式ステップを採用しております。

38 単独式スロープ　 
38-1 単独式1000
●寸法／長さ1,000×幅870×厚さ45mm
●重量／10.2kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／130mmまで

72,600円（税別）

38-2 単独式1200
●寸法／長さ12,00×幅870×厚さ45mm
●重量／12.2kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／160mmまで

89,600円（税別）

38-3 単独式1500

●寸法／長さ1,500×幅870×厚さ45mm
●重量／15.2kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／200mmまで

97,000円（税別）
38-2 単独式1800
●寸法／長さ1,800×幅870×厚さ45mm
●重量／18.2kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／240mmまで

103,400円（税別）

▪ 中折式スロープ

39

他製品では見られない可動式ステップを採用しております。

直進/直角兼用

39 中折式スロープ　 
39-1 中折式2000
●寸法／長さ2,000×幅920×厚さ95mm
●重量／26.0kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／270mmまで

146,000円（税別）

39-2 中折式2600
●寸法／長さ2,600×幅920×厚さ95mm
●重量／28.0kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／370mmまで

180,000円（税別）

39-3 中折式3000
●寸法／長さ3,000×幅920×厚さ95mm
●重量／33.0kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／420mmまで

194,000円（税別）

39-4 中折式3600
●寸法／長さ3,600×幅920×厚さ95mm
●重量／36.8kg　●耐荷重／400kg
●適合段差／510mmまで

211,000円（税別）

スロープと中継台を合わせてご購入の時には、ずれ止め金具をお付けいたします。

▪ 手摺付スロープ（オーダーメイド）

●アルミ製異形丸パイプを使用しています。
●手摺は組立式です。
　使用しない場合は通常のスロープとしてお使いいただ
けます。

●スロープ下部に補強バーを渡してありますので捻りが
軽減されます。

●スロープ床面から手摺までの高さは800mmです。

41 手摺付スロープ　 
41-1 単独式1800
●重量／29.2kg　

241,800円（税別）

●当社は自社製造の為、幅広い対応が出来ます。
●どうぞお気軽にご相談ください。
●すべり止めシート切り売りします。

アジャスター
㆘

※長さ 2600mm 以上のスロープにはアジャスターがつきます。

41

オーダーメイド

41-2 中折式3600
●重量／60.1kg　

458,800円（税別）

41-3 中継台
●重量／34.6kg　

237,700円（税別）

40 中継台　 
●寸法／長さ1,400×幅1,200×高さ300mm
●重量／29.0kg　●耐荷重／400kg

104,000円（税別）
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160

10
投入口
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の
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備
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備
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その他備品 ●入札箱
●養生シート
●わく付台車
●つの付台車

▪ わく付台車▪ 入札箱

42

A

B

42 入札箱　 
南京シリンダー錠1個付属

42-2 B
●寸法／幅300×奥行180×高さ400mm
●重量／2.3kg　●板厚／1.0mm

31,800円（税別）

42-1 A
●寸法／幅220×奥行180×高さ300mm
●重量／1.3kg　●板厚／1.0mm

21,000円（税別）

※名入れ致します。 どうぞお気軽にこ連絡ください。 印刷内容を変えるだけで、用途が広がります。

▪ 養生シート
●紙製で床面を保護する養生シートです。
●使用後は焼却しても有毒ガスが発生しにくいです。
●規格が数種類あります。

43

43 養生シート　 
●寸法／幅1,000×長さ50M
●重量／10.5kg　●色／茶色　

7,000円（税別）

用途に合わせてお選び頂けます。

44

44 わく付台車　 
44 IK-510 
●荷台寸法／ 900×600mm
●重量／53kg　●200Φキャスター
●耐荷重／500kg

75,000円（税別） 開票台約 7 台・スロープ数台を一度に運ぶことができます

▪ つの台車

45 つの台車　 

45

積み重ね可能なので置き場所をとりません。

〈使用例〉

●荷台寸法／ 470×470mm
●重量／3.8kg　●100Φキャスター
●耐荷重／160kg　

18,900円（税別）

〈使用例〉



FAX送信先 054-667-70011ページ／全2ページ　コピーしてお使いください

下記項目に必要事項をご記入頂きFAX、または郵送でお送りください。
こちらよりご連絡申し上げます。

スロープ設置場所の幅

2ページ／全2ページ　

※ご不明な箇所はご記入いただかなくても結構です。
※記入例はホームページをご覧下さい。

通信欄

スロープ設置場所周辺

お客様スロープ設置図
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〒421-1121　静岡県藤枝市岡部町岡部1826ｰ1

 TEL　054－667－7000
 FAX　054－667－7001
　　　http://www.mukaida.co.jp/
　　　host@mukaida.co.jp
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