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HACCPに向かって
安全、高品質、競争力のある製品を作るために、
食中毒や、異物混入など、予測される事故を想定
して仕入れから、製造工程、物流まで含めた各過程
それぞれにチェックポイントを定め、衛生管理する。

Hazard: 危害H

Analysis: 分析A

Critical: 重要C

Control: 管理C

Point: 点P

HACCPとは
危害分析（HA）、重要管理点（CCP）のことで、NASAが宇宙飛
行士の食事の安全を確保するために考え出した食品衛生管理
手法。食品を作ってから検査するのではなく、食品製造の各工
程で連続的に管理することで、その安全性を保証するもの。
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�について
上記表示のマークで数字が10の場合は10台で元払いの出荷です。
上記表示のマークのないものは運賃は別料金です。

納期について
下記表示のマークは納期についての大体の目安を表しています。
1w：約1週間　 2w：約2週間　 3w：約3週間　 5D ：約5日間　10D：約10日間

運賃について
梱包未満は1ケ口につき、1500円。カート類は別料金です。
但し、北海道、沖縄、離島等は除く。



ごくかるキャリー （アルミアングル、アルマイト済）  PAT.  ®　

⃝�超軽いアルミアングルキャリーでφ50、ナイロンキャスターS2ヶ付、　
一斗缶用で約1.3㎏、�補強付で約1.5㎏である。

⃝�大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製
　部品とキャスターで構成される。
⃝スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!!

1 ごくかるキャリー　一斗缶用
 ￥8,800 （tR6-112）
 ⃝2 96（245）×252（245）×102（75）
 ⃝ キャスター：  φ50（ナイロン・ゴム、自在車

4ヶ、S2ヶ付）

2 ステンレス304  ごくかるキャリー
　 BIC ♯10用
 ￥13,600 （SR-113）
 ⃝296（245）×252（245）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

3  ステンレス304  ごくかるキャリー
 　一斗缶用
 ￥13,600 （SR-112）
 ⃝296（245）×252（245）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■4 ごくかるキャリー　一斗缶用 2缶用
 ￥11,800（tR6-113）
 ⃝551（500）×252（245）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50 （ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

1

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material



1 ごくかるキャリー　BIC ♯20用
 ￥9,200（tR2-002）
 ⃝356（305）×312（305）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

2 ごくかるキャリー　BIB ♯20用
 ￥9,200 （tR2-003）
 ⃝356（305）×312（305）×102（75）
 ⃝ キャスター：  φ50（ナイロン・ゴム、自在車

4ヶ、S2ヶ付）

3 ごくかるキャリー　アシスト ♯54用
 ￥12,200（tC7-881）
 ⃝526（475）×358（351）×128（101）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■4 ごくかるキャリー
 　マイバスケット用
 ￥9,400（C79-111）
 ⃝475（425）×291（285）×101（74）
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝カラーアルミワイヤー使用

ごくかるキャリー 
（アルミアングル、アルマイト済）  PAT.  ® 　

■5 ごくかるキャリー　抗菌食品リスコンテナー 小型用
 ￥12,800 （tR7-401）
 ⃝611（560）×382（375）×128（101）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■6 ごくかるキャリー 折たたみコンテナー
 CBS-51用
 ￥12,800 （tR8-501）
 ⃝587（536）×378（372）×128（101）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
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ステンレス
キャスター：φ50
�プラス�¥�5,000

オリコン台車



ごくかるキャリー （アルミアングル、アルマイト済）

■4 ごくかるキャリー 補強付
　 寸胴34.5㎝用
 ￥10,900 （AT2-004）
 ⃝ 401（350）×357（350）× 

102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、 

自在車4ヶ、S2ヶ付）

■1 ごくかるキャリー 　角ペール 45ℓ用
 ￥9,200 （tRK-303）
 ⃝360（310）×316（310）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■2 ごくかるキャリー 
　 トラッシュペール 60ℓ用
 ￥9,400 （tR4-202）
 ⃝437（386）×282（275）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

　　 トラッシュペール 45ℓ用
 ￥9,200 （tR4-201）
 ⃝411（360）×247（240）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■3 ごくかるキャリー　補強付
 ペール 35ℓ用
 ￥10,900 （AT1-003）
 ⃝411（360）×367（360）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

⃝ごくかるキャリー 補強付　　
　φ50  ナイロンキャスター

ステンレス
キャスター：φ50
�プラス�¥�5,000
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ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
ごくかるキャリー 
（アルミアングル、アルマイト済）  PAT.  ®　

・キャスター：φ50
���（ナイロン・ゴム、
�����自在車4ヶ、S2ヶ付）

■1 ごくかるキャリー　扁平缶 20ℓ用　1缶用
 ￥9,200 （trc-005）
 ⃝396（345）×187（180）×102（75）

■2 ごくかるキャリー　扁平缶 20ℓ用　2缶用
 ￥10,600 （trc-006）
 ⃝421（370）×352（345）×102（75）

■3 ごくかるキャリー　扁平缶 20ℓ用　3缶用（補強付）
 ￥13,800 （trc-007）
 ⃝補強付　606（555）×352（345）×102（75）

ステンレス
キャスター：φ50
�プラス�¥�5,000
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■1 ごくかるキャリー
　 扁平缶 10ℓ用　1缶用
 ￥9,200 （tpc-005）
 ⃝361（310）×157（150）×102（75）

■2 ごくかるキャリー　扁平缶 10ℓ用　2缶用
 ￥9,700 （tpc-006）
 ⃝361（310）×317（310）×102（75）

■3 ごくかるキャリー　
　 扁平缶 10ℓ用　3缶用
 ￥12,400（tpc-007）
 ⃝516（465）×317（310）×102（75）

4 スチール缶スタンド　
 KC-17　扁平缶♯20用
 ￥24,000 （182-H10）
 ⃝360（240）×425（320）×860（415）
 ⃝有効内寸：200×360×385

5 ステンレス缶スタンド　
 SKC-17　扁平缶♯20用
 ￥42,400 （183-H20）
 ⃝360（240）×425（320）×860（415）
 ⃝有効内寸：200×360×385

扁平缶用 
缶スタンド 

ごくかるキャリー （アルミアングル、アルマイト済）

・キャスター：φ50
���（ナイロン・ゴム、
�����自在車4ヶ、S2ヶ付）
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ごくかるキャリー 
（アルミアングル、アルマイト済）  PAT.  ®

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

■1 ごくかるキャリー　プラダン用
 ￥14,500 （tR9-404）
 ⃝590（535）×380（370）×130（100）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■2 ごくかるキャリー　ステンレス304
 平型S4　ストッパー4方付
 ￥14,900 （S14-201）
 ⃝470（410）×334（330）×100（72）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■3 ごくかるキャリー　ステンレス304
 平型S2　ストッパー2方付
 ￥14,900 （S12-201）
 ⃝470（410）×334（330）×100（72）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

プラダン
⃝530（485）×365（330）×325（300）

6

ごくかるキャリー部品
アルミアングル（3t×25×25×320　アルマイト済）
SUS304  ナット、SUS304  S・W、スパナ、φ50ゴム（S無、S付）

キャスター ： φ75
プラス ¥1,500

（S14-S02）

ステンレス
キャスター：φ75
�プラス�¥�7,000
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カラーAP台車
⃝�カラーポリカジョイント（PC＋PET）とアルミポールで
コンテナーのサイズに合せ、ネジ込みキャスター仕様で
作ります。グレー、緑、赤、青、ジョイント色です。

■1 カラーAP台車　一斗缶用
 ￥12,500 （C79-731）
 ⃝252（246）×252（246）×125（105）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：緑・赤・青・グレー

■2 カラーAP台車   BIC用 ♯20用
 ￥13,300 （C79-732）
 ⃝316（310）×316（310）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車

4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：緑・赤・青・グレー

■3 カラーAP台車　BIB用
 ￥13,300 （C79-733）
 ⃝316（310）×316（310）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、

自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：緑・赤・青・グレー

■4 カラーAP台車
　 ビールコンテナー用
 ￥14,800 （C79-734）
 ⃝458（452）×376（370）×125（105）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：緑・赤・青・グレー

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

いろいろなサイズの
オーダーに対応します

ステンレス
キャスター：φ50
�プラス�¥�6,000



液もれ防止トレー

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

■1 ステンレス304
 偏平缶 20ℓ用・広口コック付
 20ℓ用 液もれ防止トレー
 ￥1,500 （trc-312）
 ⃝349（344）×181（177）×8（7）

■2 ステンレス304 けいしゃ
 ￥2,700 （trc-111）
 ⃝80×80×57

■3 ごくかるキャリー ステンレス304
 偏平缶20ℓ用・広口コック付 20ℓ用 
 液もれ防止トレー付
 ￥10,700 （trc-412）
 ⃝401（350）×197（190）×102（75）

■4 ごくかるキャリー 
 偏平缶20ℓ用・広口コック付 20ℓ用 
 液もれ防止トレーけいしゃ付
 ￥13,400 （trc-512）
 ⃝401（350）×197（190）×130（75）

■5 カラーAP台車
 広口コック付20ℓ用・偏平缶20ℓ用
 ￥13,000 （C79-112）
 ⃝360（352）×190（182）×125（105）

8

ステンレス
液もれ防止トレー
けいしゃ付

けいしゃで
底部に残った液を
ラクに取り出せます



Aluminum Angle Carry
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■1 カラーAP台車
 広口コック付20ℓ用・偏平缶20ℓ用
 液もれ防止トレー付
 ￥14,500 （C19-211）
 ⃝360（352）×190（182）×125（105）

■3 カラーAP台車
 広口コック付20ℓ用・偏平缶20ℓ用
 液もれ防止トレーけいしゃ付
 ￥17,200 （C19-311）
 ⃝360（352）×190（182）×165（105）

■2 カラーAP台車
 広口コック付20ℓ用・偏平缶20ℓ用
 けいしゃ付
 ￥15,700 （C19-111）
 ⃝360（352）×190（182）×158（105）

■4 カラーAP台車　広口コック付20ℓ用
 液もれ防止トレーけいしゃ付
 ￥17,200 （C19-411）
 ⃝360（352）×190（182）×165（105）

けいしゃで
底部に残った液を
ラクに取り出せます



カラーAP台車

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

■1 カラーAP台車
 ペール用 90ℓ用（φ430用）
 ￥14,100 （C26-821）
 ⃝364（358）×364（358）×154（134）
 ⃝ 容器底辺φ430
 ⃝ キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付） 

3 カラーAP台車
 タル用 40ℓ用（φ350用）
 ￥13,300 （C26-311）
 ⃝316（310）×316（310）×125（105）
 ⃝ 容器底辺φ350
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車

4ヶ、S2ヶ付）

タル ♯40
φ350×405

20L スチール缶
取手付

20L 密閉容器

■2 カラーAP台車
 ペール用 70ℓ用（φ400用）
 ￥13,100 （C26-011）
 ⃝344（338）×344（338）×125（105）
 ⃝ 容器底辺φ400
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、

S2ヶ付）
 ⃝φ410用、φ370用、φ360用、φ345用有

■4 カラーAP台車
 20Lスチール缶取手付用
 ￥12,800 （C26-611）
 ⃝262（256）×262（256）×125（105）
 ⃝ 容器底辺φ285
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

10

カラー4 色

赤・青・緑・グレー



■1 カラーAP台車　ばんじゅう用 CP-C型
 ￥15,800 （C79-735）
 ⃝566（560）×381（375）×154（134）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：赤・青・緑・グレー

■2 カラーAP台車　ハンドル付
　 ばんじゅう用 HCP-C型
 ￥36,800 （C79-736）
 ⃝581（575）×381（375）×154（134）
 ⃝アルミハンドル着脱式：H780
 ⃝ キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：赤・青・緑・グレー

カラーAP台車

Aluminum Angle Carry

■4 カラーAP台車
 ステンレス一斗缶用
 液もれ防止トレー付
 ￥14,800 （C18-211）
 ⃝278（270）×278（270）×125（105）
 ⃝ φ305

■5 カラーAP台車
 ステンレス BIC♯10用
 液もれ防止トレー付
 ￥14,800 （C18-212）
 ⃝278（270）×278（270）×125（105）
 ⃝ φ305

3 カラーAP台車　BIC♯10用
 ￥12,500 （C79-737）
 ⃝252（246）×252（246）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：赤・青・緑・グレー

BIC ♯10蓋穴あき

ステンレス液もれ防止トレー：�
270（250）×270（250）×22

11

カラー4 色

赤・青・緑・グレー

ジョイント色！

赤・青・緑・グレー
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ななめ
にして

セット
します

■1 HACCPER　600丸用
　 ザルカゴ ♯30用 〈SUS304製〉
 ￥34,800 （HC1-601）
 ⃝φ355（内寸）×629（600）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ザルカゴ♯30
 ⃝φ510（φ443）×280
 ⃝材質：P.E
 　青・桃・黄

■4 SIC 一斗缶台車 1缶用
　 けいしゃ付
 ￥16,400 （C19-677）
 ⃝303（245）×253（245）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車4ヶ、

S2ヶ付）

■2 HACCPER　600丸用
　 中棚トレー
　 〈SUS304製〉
 ￥10,000 （HC1-603）
 ⃝φ210（内寸）×20（18）
 ⃝高さ：602・303・135

■3 ステンレス304
 けいしゃ一斗缶用 PAT.P
 ￥3,600 （C19-777）
 ⃝310（11.5）×138×57（21.5）

■5 カラーAP台車 一斗缶用 けいしゃ付
 ￥16,100 （C19-577）
 ⃝252（246）×252（246）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車4ヶ、

S2ヶ付）
 ⃝ ジョイント色：緑・赤・青・グレー

HACCPER  PAT.  Ⓡ　SUS304製

食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

高さ600

底部に残った液を
けいしゃでラクに取り出せます



HACCPER   SUS304製

ななめ
にして

セット
します

■1 HACCPER　600角用
　 抗菌食品リスコンテナー 小型浅・深用
　 〈SUS304製〉
 ￥49,800 （HC2-602）
 ⃝586（580）×401（395）×629（600）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■2 HACCPER　600角用  中棚トレー 〈SUS304製〉
 ￥15,600 （HC2-604）
 ⃝569（565）×379（375）×20（18）　⃝高さ：602・303・135

■3 ウレタンネジ込キャスター
　 〈自在車〉（85℃～－20℃）
 ⃝許容荷重：50㎏
 ⃝M12×P1.25×L14・取付高：φ50→68
 φ75→97

φ50  ￥1,280 （U15-311）　ステンレス ￥2,400 （U16-311）
φ50S付 ￥1,460 （U15-312）　ステンレス ￥2,800 （U16-312）
φ75 ￥2,100 （U15-313）　ステンレス ￥3,200 （U16-313）
φ75S付 ￥2,230 （U15-314）　ステンレス ￥3,600 （U16-314）
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高さ600

ステンレス
キャスター：φ75
�プラス�¥�7,000



HACCPER  PAT.  Ⓡ　SUS304製

⃝�食品を製造する工場で水のはねかえりを避けるため、地面から30㎝以上
の台に乗せ保管や移動を行い清潔を保つ。

■1 HACCPER　300丸用
　 〈SUS304製〉
　 水切ザル 47 型用
 ￥24,000 （HC1-301）
 ⃝φ350（内寸）×328（300）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

■2 HACCPER　300角用
　 〈SUS304製〉
　 アシストカラー54型用
 ￥36,000 （HC2-302）
 ⃝481（475）×357（351）×329（300）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

14

ステンレス
キャスター：φ75
プラス￥7,000

高さ300
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HACCPER   SUS304製

■1 HACCPER 300  ギョーザバット大用  PAT.  Ⓡ　
　 ￥41,800 （HC9-313）
 ⃝504（420）×328（322）×330（300）

■4 HACCPER 300
　 ギョーザバット大用 ハンドル付
　 ￥54,800 （HC9-413）
 ⃝570（420）×328（322）×745（300）

■2 HACCPER 300  パイスケット用
　 ￥41,800 （HC9-314）
 ⃝φ400（内寸）×330（300）

■3 HACCPER 300
　 パイスケット用
　 ハンドル付
　 ￥54,800 （HC9-414）
 ⃝φ400（内寸）×745（300）

アルミ製
ギョーザバット大
（浅・深・蓋）

パイスケット

・キャスター：
φ75（ナイロン、
自在車4ヶ、�S2ヶ付）

高さ300



HACCPER  PAT.  Ⓡ　SUS304製

■1 HACCPER 300
 一斗缶用
 ￥31,900 （HC8-213）
 ⃝ 329（245）×250（245）×

330（300）

■2 HACCPER 300　BIC♯10用
 ￥31,900 （HC8-214）
 ⃝329（245）×250（245）×330（300）

■3 HACCPER 300　
 BIC♯20用
 ￥36,800 （HC8-313）
 ⃝389（305）×311（305）×330（300）

食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

■5 HACCPER 300
 ステンレス BIC♯10用
　 液もれ防止トレー付 ハンドル付
　 ￥46,300 （HR6-212）
 ⃝444（364）×287（280）×745（331）

■4 HACCPER 300
 ステンレス一斗缶用
　 液もれ防止トレー付 ハンドル付
　 ￥46,300 （HR6-102）
 ⃝444（364）×287（280）×745（331）

16

・キャスター：
φ75（ナイロン、
自在車4ヶ、�S2ヶ付）

高さ300



HACCPER   SUS304製

■3 ステンレスフリーキャリー 〈SUS304製〉
 ￥17,800 （SF1-470）
 ⃝470（147開）×330（327）×138（110）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

いろい
ろなサ

イズの

オーダ
ーに対

応しま
す
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■1 HACCPER 300  PAT.  Ⓡ
 　ラバケット用
　 ￥36,800 （HC8-314）
 ⃝φ350（内寸）×330（300）

■2 HACCPER 300
 　MDドラム 20ℓ用 ハンドル付
　 ￥44,000 （M32-303）
 ⃝423（343）×272（265）×745（331）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付）

高さ300

ステンレス
キャスター：φ75
�プラス�¥�7,000



HACCPER  PAT.  Ⓡ　SUS304製

■■1 HACCPER 300　SSICスタンド
　 MDドラム 20ℓ用 キャスター付
　 ￥26,600 （M32-301）
 ⃝φ305（内寸）× 400（370）

2 HACCPER 300　SSICスタンド
　 MDドラム 20ℓ用 アジャスター付
　 ￥26,600 （M32-300）
 ⃝φ305（内寸）× 330（300）

 MDドラム 広口 50ℓ用 アジャスター付
 ￥28,600 （M35-300）
 ⃝φ355×330（300）

 MDドラム 50ℓ用 アジャスター付
 ￥30,900 （M40-300）
 ⃝φ400×330（300）

食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

■4 ステンレス製  No.10用
　 液出し口付スタンド キャスター付
　 ￥46,600 （D45-301）
 ⃝252（245）× 252（245）× 400（370）
 ⃝カット面：130× 130
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付）

■3 ステンレス製  No.10用
　 液出し口付スタンド アジャスター付
　 ￥46,600 （D45-300）
 ⃝252（245）×252（245）×  330（300）
 ⃝カット面：130× 130

18

・キャスター：
φ50（ナイロン、
自在車4ヶ、�S2ヶ付）

高さ300



ステンレス 2段台車〈SUS304製〉  PAT. 　

■1 SIC一斗缶台車　W型2缶用
　 ￥52,800 （A29-171）
 ⃝308（245）×251（245）×559（529）
 ⃝ キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■2 SICバッグインコンテナー台車　
　 W型2缶用
　 ￥62,800 （A29-172）
 ⃝423（311）×317（311）×559（529）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

19

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

取手付にて押したり引いたり、
移動が大変らくである。

■3 SICバッグインボックス台車　
　 W型2缶用
　 ￥62,800 （A29-173）
 ⃝423（311）×317（311）×559（529）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

下段は
側面か

ら

設置し
てくだ

さい。

SUS304 製



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

20

HACCPER®
ごくかるキャリー  PAT. 　

1 HACCPER 400 ごくかるキャリー
 扁平缶 広口瓶 コック付 20ℓ用　
 ￥25,800 （HC4-005）
 ⃝401（350）×197（190）×433（406）

2 HACCPER 400 ごくかるキャリー
 BIC♯20用・BIB♯20用　
 ￥27,800 （HC4-002・003）
 ⃝356（305）×312（305）×433（406）

⃝キャスター：φ75
　（�ナイロン、自在車4ヶ、�S2ヶ付）

高さ400

ケミカルコック付
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1 HACCPER 400  ごくかるキャリー
 BIB♯20用・BIC♯20用　
 ステンレスハンドル付
 ￥37,800 （HC4-005・004）
 ⃝356（305）×312（305）×766（406）

3 HACCPER 500
 ごくかるキャリー
 補強付  BIC♯20用　
 ￥28,800 （HC5B02）
 ⃝356（305）×312（305）×533（506）

2 HACCPER  ごくかるキャリー用
 ステンレスハンドル　￥10,000 （HC4-330）

寸胴30cm用
φ305（内寸）

BIB♯20用　BIC♯20用　

HACCPER®
ごくかるキャリー  PAT. 　

⃝キャスター：φ75
　（�ナイロン、自在車4ヶ、�S2ヶ付）

高さ500

高さ400

ハンド
ル

着脱自
由

HACCPER®



3 ステンレス三角台車　タル75ℓ用
⃝キャスター：φ75 （ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

SIC-75　￥23,800 （S75-102）
⃝φ470（内寸）×126（99）

4 ステンレス三角台車
 タル 200ℓ用・ドラム缶用
 SIC-200　￥49,800 （S20-202）
 ⃝φ610（内寸）×156（128）
 ⃝ キャスター：φ100（ナイロン、自在車2ヶ 

S付、固定車1ヶ） （耐荷量200㎏）
 ⃝プレートキャスター仕様

 ステンレスキャスター φ100
 ￥74,800 （S20-303）

2 ステンレス三角台車　寸銅用
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車
　 　3ヶ、 S2ヶ付）

 SIC-42（42㎝用） ¥19,800（S71-612）
 ⃝φ430（内寸）×110（80）

 SIC-39（39㎝用） ¥18,800（S71-712）
 ⃝φ400（内寸）×110（80）

 SIC-36（36cm用） ¥18,800（S71-812）
 ⃝φ365（内寸）×110（80）

 SIC-33（33㎝用） ¥17,800
 ⃝φ335（内寸）×110（80）（S71-912）

1 ステンレス三角台車　ペール用
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

 SIC-90 ¥19,800（S60-822）
 ⃝φ430（内寸）×110（80）

 SIC-70 ¥18,800（S61-012）
 ⃝φ400（内寸）×110（80）

 SIC-G45 ¥18,800（S61-212）
 ⃝φ365（内寸）×110（80）

 SIC-G35 ¥17,800（S61-412）
 ⃝φ335（内寸）×110（80）

ステンレス金具
キャスターに交換する。

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

★価格には容器は含まれていません。

 キャスター φ75に変更
　プラス ¥3,000

ステンレス三角台車（SIC）   PAT. 　SUS304（3ｔ）

⃝�キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
⃝�平板構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。

ステンレスキャスターφ75
プラス ¥7,000
ステンレスキャスターφ50
プラス ¥5,000

22
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Stainless I Carrier

ガード付      PAT. 　SUS304（3ｔ）

ステンレス三角台車
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性
を高め、移動を更にラクにしました。

ステンレス金具
キャスターに交換する。

ステンレスキャスターφ75
プラス ¥7,000
ステンレスキャスターφ50
プラス ¥5,000

1 ガード付ステンレス三角台車
 ペール用
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、 S2ヶ付）

 GSIC-90 ¥36,800（S68-822）
 ⃝φ470（内寸）×390（80）

 GSIC-70 ¥35,800（S69-012）
 ⃝φ425（内寸）×290（80）

 GSIC-60 ¥34,800（S69-112）
 ⃝φ400（内寸）×290（80）

 GSIC-45 ¥33,800（S69-312）
 ⃝φ375（内寸）×290（80）

2 ザル置台用
 ステンレス三角台車 47型用 
 PBSIC-47 ¥34,800（S63-012）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）
 ⃝φ420（内寸）×545（80）
 ⃝使用：アシスト手付ざる47型

 　55型用 PBSIC-55
 ￥53,800 （S64-013）
 ⃝φ506（内寸）× 750（80）
 ⃝キャスター：φ50 （ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

3 ステンレス三角台車　ザル♯50用
 SIC-G45 ¥18,800（S61-212）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、
　 　S2ヶ付）
 ⃝φ365（内寸）×110（80）

★別注仕様御相談下さい。



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

ステンレス三角台車Sタイプは
保管、移動が最小スペースで

楽に出来ます。

1 ステンレス 304製　丸型容器用台車 SSIC

2 ステンレス三角台車
 Sタイプ　生樽用
 SSIC-生樽用  ¥14,100
 （S47-122）
 ⃝φ320（内寸）×107（80）
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⃝キャスター：φ50（ナイロン、ゴム、自在車 3ヶ、S2ヶ付）

寸胴27cm用 ￥13,700 （S27-227）
 ⃝φ275（内寸）×107（80）
寸胴30cm用 ￥13,900 （S30-230）
 ⃝φ305（内寸）×107（80）
　　32cm用 ￥14,100 （S32-232）
 ⃝φ320（内寸）×107（80）
寸胴33cm用 ￥14,500 （S33-233）
 ⃝φ335（内寸）×107（80）
　　34.5cm用 ￥14,500 （S34-234）
 ⃝φ345（内寸）×107（80）
　　35.5cm用 ￥15,300 （S35-235）
 ⃝φ355（内寸）×107（80）
寸胴36cm用 ￥17,100 （S36-236）
 ⃝φ370（内寸）×107（80）
寸胴39cm用 ￥18,300 （S39-239）
 ⃝φ400（内寸）×107（80）

⃝キャスター：φ75（ナイロン、 ゴム、 自在車 3ヶ、S2ヶ付）
寸胴42cm用 ￥21,000 （S42-242）
 ⃝φ430（内寸）×126（99）
寸胴45cm用 ￥22,000（S45-245）
 ⃝φ455（内寸）×126（99）
　　47.5cm用 ￥22,600（S47-247）
 ⃝φ475（内寸）×126（99）

★別注仕様御相談下さい。

 キャスター φ75に変更
　プラス ¥3,000

ステンレス三角台車
Sタイプ（SSIC）
 PAT. 　SUS304（3ｔ）

⃝�構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、
汚れが落ちやすく衛生的です。
⃝�取付のナット、スプリングワッシャー、�
平ワッシャーもSUS304

⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車 3ヶ、S2ヶ付）

ステンレス金具
キャスターに交換する。

ステンレスキャスターφ75
プラス ¥7,000
ステンレスキャスターφ50
プラス ¥5,000



Stainless SSIC Carrier

4 SSIC 広口瓶
ケミカルコック付 50ℓ用
￥15,300 （S35-235）
⃝φ355（内寸）×107（80）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車
3ヶ、S2ヶ付）

5 ステンレス304製 丸型容器用台車
SSIC 寸胴27cm用
￥19,500 （S27-888）
⃝φ275（内寸）×166（139）
⃝キャスター：φ100（ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

25

ステンレス 304 ハンドル付 
三角台車 Sタイプ（HSSIC）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車3ヶ、Ｓ2ヶ付）

3 HSSIC広口瓶 30ℓ用
￥26,900 （HS30-230）
⃝φ305（内寸）×741（80）

1 HSSIC寸胴39cm用
￥31,300 （HS39-239）
⃝φ400（内寸）×741（80）

2 HSSIC寸胴36cm用
￥30,100 （HS36-236）
⃝φ370（内寸）×741（80）

 PAT. 　SUS304（3ｔ）

★
価
格
に
は
容
器
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん

ステンレス304ハンドル付
三角台車Sタイプは

保管、移動が最小スペースで
楽に出来ます

φ100
キャスター



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

★価格には容器は含まれていません。

3 正角缶コック付 2缶用
 ￥13,700 （AL2-555）
 ⃝561（555）×283（270）×134（108）

寸胴39㎝用　
￥14,400 （L28-405）
●φ405（内寸）×122（92）
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アルミアングルキャリー
⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車 4ヶ、Ｓ 2ヶ付）

ステンレス三角台車ライト（LSIC）
 PAT. 　SUS304（3ｔ）

徹底したシンプルさと軽さで、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。

ステンレスキャスターφ50
　プラス ¥5,000

1 ステンレス304製三角台車ライト 丸用
 キャスター：φ50（ナイロン、ゴム　自在車3ヶ、S2ヶ付）

 寸胴27㎝用　￥11,400 （L28-327）
 ⃝φ285（内寸）×122（92）
 寸胴30㎝用　￥12,600 （L28-330）
 ⃝φ315（内寸）×122（92）
 寸胴33㎝用　￥12,800 （L28-315）
 ⃝φ350（内寸）×122（92）
 寸胴36㎝用　￥13,600 （L28-375）
 ⃝φ375（内寸）×122（92）

2 ステンレス304製三角台車ライト
 角用　PAT.P 
 ￥12,300 （L28-187）
 ⃝346（340）×203（197）×122（92）
 ⃝キャスター：φ50 （ナイロン、ゴム自在車3ヶ、S2ヶ付）

ポールパーテーションの
移動に最適

いろいろなサイズの
オーダーに対応します



Stainless HSIC Carrier

★価格には容器は含まれていません。
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ステンレス 304 ハンドル付 
アイキャリアー（HSIC）  PAT. 　SUS304（3ｔ）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、Ｓ2ヶ付）

1 HSIC正角 広口瓶 
 コック付用

￥28,500 （HIC3-246）
 ⃝ 290（240）×261（250）×745（80）

2 HSIC 扁平缶  
 広口コック付用

￥28,500 （HIC4-380）
⃝380（356）×260（190）×745（80）

いろいろなサイズの
オーダーに対応します

ステンレス304 SMC
ゴミ袋キャリー

（ステンレス304 ピンチ4ヶ付）� PAT.P 

3 SMCゴミ袋キャリー 45ℓ用
￥26,000 （821-S50）
⃝393（271）×294（271）×601（513）

4 SMCゴミ袋キャリー 
 70ℓ用（60ℓ兼用）

￥27,600 （821-S67）
⃝393（271）×294（271）×635（552）

地球環境の
保護と

処理コスト
の削減に‼

ステンレス キャスター φ75
　プラス ¥7,000
ステンレス キャスター φ50
　プラス ¥5,000



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
ステンレスアイキャリアー（SIC）  PAT. 　SUS304（3ｔ）
キャスター：φ50 （ナイロン、自在車 4ヶ、S2ヶ付）
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1 HSIC一斗缶台車1缶用SUS
 ハンドル付
 ￥22,800 （S65-001）
 ⃝303（245）×263（245）×745（80）

2 SICバッグインコンテナー台車
 ＃10用
 SIC-BIC10
 ￥12,800 （164-112）
 ⃝303（245）×253（245）×102（75）

 SICバッグインコンテナー台車
 ＃20用
 SIC-BIC20
 ￥15,800 （164-119）
 ⃝380（318）×328（318）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50
 　ナイロン、φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

3 SICポリエチレン容器用
 ￥16,300 （H25-340）
 ⃝238（180）×353（345）×102（75）

4 HSIC
 ポリエチレン容器用
 ￥28,500 （H25-350）
 ⃝ 238（180）×353（345）×

745（75）

★価格には容器は含まれていません。

いろいろなサイズの
オーダーに対応します



Stainless I Carrier

★価格には容器は含まれていません。

2

3

■4 ステンレス一斗缶用
 液もれ防止トレー
 ￥1,800 （tR6-312）
 ⃝270（250）×270（250）×22
 ⃝ステンレス430

■5 ごくかるキャリー　ステンレス一斗缶用
　 液もれ防止トレー付
 ￥10,600 （tR6-102）
 ⃝336（285）×292（285）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

66 ごくかるキャリー　
 ステンレスBIC♯10用
　 液もれ防止トレー付
 ￥10,600 （tR6-212）
 ⃝336（285）×292（285）×102（75）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、

S2ヶ付）

■7 一斗缶用スチール
 液もれ防止トレー
 ￥360（tu6-211）
 ⃝245（240）×245（240）×25

■8 一斗缶用スチール　液もれ防止トレー付
　 ごくかるキャリー　一斗缶用
 ￥9,160（tu6-311）
 ⃝296（245）×252（245）×102（75）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）
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2 SIC 一斗缶台車 2缶用
￥16,800 （S64-212）
⃝545（490）×253（245）×102（75）
⃝ キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車

4ヶ、Ｓ2ヶ付）

1 SIC 一斗缶台車 1缶用 
￥12,800 （I64-112）
⃝303（245）×253（245）×102（75）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車4ヶ、Ｓ2ヶ付）

3 ステンレス304
 ハンドルキャリアー  PAT.  

￥6,800 （I02-111）
⃝850×175×48

ステンレスアイキャリアー（SIC）
SUS304製（SUS304・3t）  PAT. 

キャスターの取付位置が外にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に
着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。

液もれ防止トレー



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
ステンレス
エムキャリアー（SMC）  PAT. 　

SUS304製 （SUS304・3t）
SUS304製（3t）の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変
シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
キャスターはスチール金具とステンレス304製金具があり、�
車輪の材質はゴム車、ナイロン車、ウレタン車等あります。

ステンレスキャスター
　プラス ¥5,000

6 ステンレス304
 丸缶ステーション
 ¥32,800（ST2-001）
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4 SMC バッグインボックス
 台車　♯20用
 ￥14,400（S22-118）

⃝317（311）×317（311）×114（84）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、
　Ｓ2ヶ付）

5 ステンレス304
 一斗缶ステーション
 ¥32,800（STI-001）
 ⃝370×220×565（505）
 ⃝キャスター付、アジャスター付
 ⃝足の内寸：265×120

ステンレス304
一斗缶ステーション卓上用
¥18,800（STI-002）
⃝370×220×105

ステンレス304
丸缶ステーション卓上用
¥18,800（ST2-002）
⃝370×220×105

1 SMC 一斗缶台車 1缶用
　￥12,400 （S64-112）

⃝250（245）×250（245）×114（84）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、Ｓ2ヶ付）

3 SMC バッグインコンテナー
 台車　♯20用
 ￥14,400 （S22-112）

⃝317（311）×317（311）×114（84）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、
　Ｓ2ヶ付）

2 HSMC 一斗缶台車 1缶用
 SUSハンドル付
 ￥22,400（S65-001）

⃝250（245）×260（245）×750（84）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、Ｓ2ヶ付）

★価格には容器は含まれていません。

⃝370×220×565（505）
⃝キャスター付、アジャスター付
⃝足の内寸：265×120



Stainless SMC Carrier
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1 SMCバッグインボックス台車
 ＃20用
 ￥14,400 （S22-118）
 ⃝317（311）×317（311）×116（86）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

2 SMCバッグインコンテナー台車　＃20用
 ￥14,400 （S22-112）
 ⃝328（320）×328（320）×116（86）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

3 HSMCバッグインコンテナー台車
 SUSハンドル付
 ￥28,400 （S22-222）
 ⃝317（311）×338（311）×745（86）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

4 HSMCバッグインボックス台車
 SUSハンドル付
 ￥28,400 （S22-223）
 ⃝317（311）×338（311）×745（86）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

■ キャスターの材質
ゴムキャスターは一般的に一番よく使用され、弾性を持っている
ためクッション性を要求される場合に最適である。
〈70℃～－40℃〉
ナイロンキャスターは耐油性、耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に
優れ軽い。厚肉成形は好ましくない。
〈70℃～－40℃〉
ウレタンキャスターは比較的厚肉成形が可能で表面硬度も巾が
広く、床面の汚染等が少ない。
〈85℃～－20℃〉
※使用温度や条件により、使用グリス（耐熱・耐寒）の変更が必要です。

★価格には容器は含まれていません。

 キャスター φ75に変更
　プラス ¥3,000
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ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
ステンレス  ツインハンドルキャリー（THC）   PAT. 　

SUS304

ステンレス キャスター
プラス  ¥7,000

1 ステンレス ツインハンドルキャリー
 シングル
 ￥44,000 （THI-365）

⃝485（365）×330（325）×775（115）
⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

2 ステンレス  ツインハンドルキャリー
　 ダブル
 ￥56,000（THI-730）

⃝850（730）×330（325）×775（115）
⃝キャスター：φ75 （ナイロン、自在車4ヶ、　S2ヶ付）

3 ステンレス段ボールキャリー 〈ステンレス304〉
 ￥45,800（S112-392）

⃝490（468）×446（440）×585（500）
⃝キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
⃝ハンドル固定式

★価格には容器は含まれていません。



Stainless SMC Carrier
★価格には容器は含まれていません。

1 SMCC 正角広口瓶
コック付用 スタンド HR-20
￥26,000 （CC3-246）
⃝271(265)×271(265)×320（293）

2 SMCC 正角広口瓶
コック付用 スタンド
HR-20K
￥28,000 （CC4-246）
⃝271(265)×271(265)×
　390（363）
⃝キャスター：φ50
　（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

6 SGMC扁平缶広口
コック付用 スタンド GR-20
￥30,000 （CC5-380）
⃝280（215）×361（355）×
　380（290）

3 SIC
正角広口瓶 コック付用
￥15,500 （IC3-246）
⃝キャスター：φ75
　（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
⃝290（240）×261（255）×
　130（108）

7 SGMC 扁平缶広口
 コック付用 スタンド GR-20K

￥34,000（CC6-380）
⃝280（215）×361（355）×
　450（360）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、
　S2ヶ付）

4 SGMC ポリ平角缶広口
コック付用スタンド
GR20
￥30,000 （CC7-374）
⃝270（195）×382（370）×
　380（290）

5 SGMC ポリ平角缶広口
コック付用スタンド 
GR20K
￥34,000 （CC8-374）
⃝270（195）×382（370）×
　450（360）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、
　自在車4ヶ、S2ヶ付）
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アルミアングルキャリー
一斗缶台車
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気
によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、Ｓ2ヶ付）

1 1缶用　￥11,800 （A61-211）
⃝253（245）×253（245）×134（108）

2 2缶用　￥13,100 （A61-212）
⃝510（500）×253（245）×134（108）

3 3缶用　￥14,400 （A61-213）
⃝760（750）×253（245）×134（108）

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
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5 補強付 6缶用
 ￥25,000 （A61-216）

⃝751（745）×513（500）×134（108）
⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車6ヶ、S3ヶ付）

4 補強付 4缶用　￥19,000 （A61-214）
⃝506（500）×513（500）×134（108）

6 補強付 8缶用　
 ￥28,000 （A61-218）

⃝996（990）×513（500）×134（108）
⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車6ヶ、S3ヶ付）

★価格には容器は含まれていません。



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

5 アルミ製一斗缶台車
　 H型2缶用
 ￥46,000 （A62-222）
 ⃝539（505）×256（250）×878
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

缶きちキャリー 一 斗 缶 角 缶
丸缶兼用台車

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車に
のせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、
より衛生的である。

1 缶きちキャリー   PAT. 
 ￥8,300 （164-112）
 ⃝260（240）×260（240）×
 　135（105）・φ275（内寸）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、
 　自在車 4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝材質：PP

2 缶きちキャリー 
 ステンレス304ハンドル付
 ￥18,700 （165-001）
 ⃝H785 

3 缶きちキャリー 
 スチールハンドル付
 ￥15,000 （165-002）
 ⃝H785 
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★価格には容器は含まれていません。

いろいろなサイズの
オーダーに対応します

6 アルミ製 一斗缶台車 
 H型 3缶用
 ￥55,000 （A62-322）
 ⃝789×254×878
 ⃝ キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

4 カラーAP台車
 一斗缶用 S型 1缶用
 ￥12,500 （C79-731）
 ⃝252（246）×252（246）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、

S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：グレー・赤・青・緑



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

1 SKC-01 角缶用
 ￥36,400 （C82-110）
 ⃝ 395 × 420 × 860（水平・480）
 ⃝有効内寸：245 × 245 × 345

2 SKC-02
 角缶用キャスター付
 ￥59,200 （C82-120）
 ⃝ 395 × 420 × 845（水平・480）

3 SK-03 角缶用ハイタイプ
 キャスター付
 ￥77,200 （181-220）
 ⃝ 400（320）×460（275）× 

1085（水平・720）

4 SK-05 丸缶用
 ￥42,400 （181-310）
 ⃝ 410（内寸：φ305）×440 

×740
 ⃝ 有効内寸：φ305×345・365

※キャスター付
　 ￥65,200（181-320）

※ハイタイプキャスター付
　 ￥83,200（181-330）

9 SKC-10
 浅型段ボール用
 ￥39,800 （C82-710）
 ⃝470×420×805（水平・525）

⓾ SK-13
 角型ポリ缶用
 ￥39,800 （181-D10）
 ⃝425×440×855
 ⃝有効内寸：270×270×395
 ⃝ キャスター付・ハイタイプキャスター

付も出来ます。

8 SKC-14
 バッグインコンテナー用
 ￥39,800 （C82-F10）
 ⃝470×420×805（水平・470）
 ⃝有効内寸：305 × 325 × 295

ステンレス缶スタンド
中味の取り出しも片手でOK!!	  PAT. 

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつす
ことが出来る。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に
最適である。

  ステンレス角缶用  

  ステンレス丸缶用  

5 50ノズルY
 ￥400 （183-005）
 ⃝スカート外寸：φ50用 

6 40ノズルS
 ￥90 （183-004）
 ⃝スカート外寸：φ40用 

7 34ノズルS
 ￥60 （183-003）
 ⃝スカート外寸：φ34用 
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★価格には容器は含まれていません。

⃝一斗缶にスカート
（盛りあがり口）がついて
いる場合、はめ込みセット可能。
直径の外寸をはかって
御使用下さい。

一台からいろいろな容器に対応する
ステンレス缶スタンドが作れます。

■5 ■6 ■7



Stainless Kan Stand

1 SKCT 014
 バッグインコンテナー
 ＃20用
 ￥49,000 （OT8-F20）
 ⃝ 460（360）× 410 × 570（505）

2 SKCT 016
 バッグインコンテナー　＃10用
 ￥49,000 （OT8-F10）
 ⃝460（360）×410×570（453）

3 SKCT 010
 浅型段ボール用
 ￥49,000 （OT8-710）
 ⃝460（360）×410×570（505）

4 ステンレス缶スタンド SKC-14
 バッグインコンテナー用 
 キャスター付
 ￥65,200 （C82-F20）
 ⃝470×420×805（水平・510）
 ⃝キャスター：ステンレスφ50
 　（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付） 5 ステンレス缶スタンド SKC-10 

 浅型段ボール用　キャスター付
 ￥65,200 （C82-F30）
 ⃝470×420×805（水平・510）
 ⃝キャスター：ステンレスφ50（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

ステンレス缶スタンド 
卓上型 （BIC＃20・＃10・BIB兼用）
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★価格には容器は含まれていません。

 フラットバー調節付



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

¥62,600

￥62,600

¥47,200

¥50,800
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⃝ワンタッチ脱着で
液こぼれがなくスムーズに
注ぐことができます。

⃝レバーの色で区分け使用。 ⃝バッグインコンテナーの
中身を片手でラクに注ぐことが

出来ます。

⃝注入角度は30°、60°、90°、
120°、150°と5段階に変更。



Steel Kan Stand

スチール缶スタンド 
 PAT. 
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★価格には容器は含まれていません。

⃝ペンキや油等の内容物の
使用でステンレス304の材質を
必要としない場合、低価格の
スチール缶スタンドを
お選び下さい。



⃝ねじ込キャスターの許容荷重：
　φ75 → 40kg　φ50 → 30kg

バッグインコンテナー
食品・薬品等、�重たい液状商品の管理にバッグイン
ボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生
的にも安心のコンテナーです。� �PAT.��
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ダンボールは汚染物と定義される為、加工場内へのダンボールの持ち込みはしない。

The Quality of the Material

★価格には容器は含まれていません。

いろいろな
サイズの
オーダーに
対応します

5 カラーAP台車
 BIC ♯20用 

￥13,300 （Ｃ79-732）
⃝310×310×130
⃝ キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ヶ、

S2ヶ付）
⃝ ジョイント色：グレー・赤・青・緑

1 BIC♯10 蓋穴あき
￥3,900 （221-001）
⃝316×316×252
⃝ ナチュラル、ブルー

 BIC♯10 本体穴あき
￥5,900 （221-004）

3 BIC♯20-1 蓋本体穴あき
￥3,900 （221-003）
⃝356×356×331
⃝ ナチュラル

2 BIC♯20-2 蓋穴あき
￥3,900 （221-002）
⃝356×356×321
⃝ ナチュラル、ブルー

⃝アルミポールと
PC+PET製ジョイントでコンテナーの
サイズに合わせてネジ込キャスター
（耐荷重30kg×4×0.70）

仕様で作る。

⃝ポリエチレン容器の
注ぐ部分を固定します。

⃝バッグインコンテナーの
中身を片手でラクに注ぐことが

出来ます。

⃝バッグインボックス（ダンボール+ポリエチレン容器）
の外包のダンボールをはずして内部のポリエチレン容器のみを

バッグインコンテナー（透明PP容器）に移して、衛生的に保管、運搬する。
⃝紙粉の発生がなく、容器の洗浄、消毒が出来ます。
⃝透明タイプなので中身の残量が一目で確認出来ます。

BIC ♯20-2 本体、
蓋 穴なし
￥3,900 （221-004）
⃝356×356×321
⃝ ナチュラル、ブルー
　※本体、蓋 穴なし

4 バッグインコンテナー用
 オプション
 ステンレスホルダー

￥5,900 （221-006）
⃝185×55×25

7 ステンレス缶スタンドSK-14
 バッグインコンテナー用
 キャスター付

￥62,800 （181-F20）
⃝420×415×805（460）
⃝キャスター：ステンレスφ50（ナイロン、
　自在車4ケ、S2ケ付）
⃝使用： バッグインコンテナー BIC  

♯ 20
　　　　（356×356×321）

※バッグインボックスの中のポリエチレン容器を移して御使用下さい。

6 ステンレス缶スタンドSK-14
 バッグインコンテナー用

￥39,800 （181-F10）
⃝405×400×725（水平：395）
⃝有効内寸：335×330×295・320
⃝使用： バッグインコンテナー BIC♯20
　　　　（356×356×321）

8 ステンレス缶スタンドKC-14
 バッグインコンテナー用キャスター付

￥28,000 （182-F20）
⃝470×420×805（水平：510）
⃝キャスター：φ50（ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付）



Bag in Container Stand

41

★価格には容器は含まれていません。

ステンレス
キャスター：φ50
�プラス�¥5,000

（320×320）

￥48,000



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water
トライアングルキャリー
⃝アルミチャンネル：28×28×2t・3t� �PAT.
⃝アルミポールS� ：28×28×2t
⃝アルミポールF� ：34.5×34.5×3t
　（アルマイト表面処理済）

��⃝内寸高さ40mm��

⃝アルマイト処理済
アルミチャンネルとポリプロピレン製

コーナーで体成形され、ネジ込みキャスター
を取り付けて作られた丸形容器用台車。

⃝正三角形の構造で円周の外にキャスターが
取り付けられ、より一層安定性もよく、
軽量で丈夫、サイズも豊富です。

⃝トライアングルキャリーにガードをつけ、より
安定性を高め、移動を更にラクにしました。

⃝ステンレス304製
ピスと蝶ネジで6段階、
4段階のサイズ調整が

出来ます。

ステンレスキャスターφ75
プラス ¥7,000（260-S02）

ステンレスキャスターφ50
プラス ¥5,000（260-S01）

ステンレス金具
キャスターに交換する。

⃝洗浄後、逆さまに
して大量に水切り、保管、
移動が出来ます。
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1 トライアングルキャリー
⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）
TCP610  ￥15,400（260-122）
⃝φ610（内寸）×171
TCP560  ￥14,900（260-222）
⃝φ560（内寸）×171
TCP140  ￥14,600（260-322）
⃝φ515（内寸）×171
TCPG130  ￥14,300（260-422）
⃝φ500（内寸）×171
TCP120  ￥14,300（260-522）
⃝φ475（内寸）×171
TCB65  ￥14,200（260-622）
⃝φ450（内寸）×171
TCPG90  ￥14,200（260-722）
⃝φ440（内寸）×171
TCP90  ￥14,100（260-822）
⃝φ430（内寸）×171
⃝キャスター：φ50（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）
TCPG70  ￥13,400（260-912）
⃝φ410（内寸）×141
TCP70  ￥13,100（261-012）
⃝φ400（内寸）×141
TCP60  ￥13,100（261-112）
⃝φ370（内寸）×141
TCPG45  ￥13,100（261-212）
⃝φ360（内寸）×141
TCP45  ￥12,900（261-312）
⃝φ345（内寸）×141
TCPG35  ￥12,900（261-412）
⃝φ330（内寸）×141
TCC30  ￥12,900（261-612）
⃝φ305（内寸）×141
TCC18  ￥12,800（261-512）
⃝φ285（内寸）×141

2 タル用　TCB
 75ℓ用 TCB-75  ￥14,300（260-522）
 ⃝φ475（内寸）×171
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）
 65ℓ用（ポリタル100ℓ兼用） TCB-65  ￥14,200（260-522）
 ⃝φ450（内寸）×171
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）

3 ステンレス製ガード付
 トライアングルキャリー
 ⃝ステンレスガード：ステンレス304
 GSTCP130  ￥35,000（268-422）
 ⃝φ525（内寸）×480
 GSTCP120  ￥34,800（268-522）
 ⃝φ510（内寸）×435
 GSTCP90  ￥34,600（268-622）
 ⃝φ467（内寸）×435
 GSTCP70  ￥30,000（269-012）
 ⃝φ418（内寸）×310
 GSTCP60  ￥29,200（269-112）
 ⃝φ397（内寸）×310
 GSTCP45  ￥28,800（269-312）
 ⃝φ370（内寸）×310

4 トライアングルキャリー
 フリーサイズ
 TCF大  ￥19,300（261-522）
 ⃝φ450～φ510（内寸）×171（6段階）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車3ヶ、S2付）
 TCF中  ￥17,300（261-712）
 ⃝φ400～φ460（内寸）×141（6段階）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）
 TCF小  ￥17,000（261-812）
 ⃝φ330～φ370（内寸）×141（4段階）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）

5 カラーAP台車
 ペール用 70ℓ用（φ400用）
 ￥13,100 （C26-011）
 ⃝344（338）×344（338）×125（105）
 ⃝ キャスター：φ50（ゴム・ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ φ410用、φ370用、φ360用、φ345用有



Triangle Carry

1 オールステンレス　 PAT. 
 トライアングルキャリー
 ステンレス寸胴用　
⃝ キャスター：ステンレスφ75（ゴム、ナイロン、 

自在車3ヶ、S2ヶ付）
55㎝用　￥41,500（271-122）
⃝φ565（内寸）×173（133）
51㎝用　￥40,500（271-222）
⃝φ525（内寸）×173（133）
48㎝用（GK130用）  ￥39,500（271-322）
⃝φ490（内寸）×179（133）
45㎝用　￥38,300（271-512）
⃝φ455（内寸）×173（133）
42㎝用（GK90用）  ￥37,800（271-612）
⃝φ430（内寸）×173（133）
⃝ キャスター：ステンレスφ50（ゴム、アイロン、 

自在車3ヶ、S2ヶ付）
39㎝用（GK75用）　￥35,800（271-712）
⃝φ400（内寸）×145（105）
36㎝用（GK45用）　￥34,200（271-812）
⃝φ365（内寸）×145（105）
33cm用（GK35用）　￥33,900（271-912）
⃝φ343（内寸）×145（105）

2 オールステンレス
 トライアングルキャリー
 ペール用
 ⃝ キャスター：ステンレスφ75（ゴム、ナイロン、

自在車3ヶ、S2ヶ付）
 120ℓ用  ￥38,900（271-422）
 ⃝φ475（内寸）×173（133）
 90ℓ用（GK90用）  ￥37,800（271-622）
 ⃝φ430（内寸）×173（133）
 ⃝ キャスター：ステンレスφ50（ゴム、ナイロン、

自在車3ヶ、S2ヶ付）
 70ℓ用（GK75用）  ￥35,800（271-712）
 ⃝φ400（内寸）×145（105）
 60ℓ用（GK60用）  ￥35,000（271-812）
 ⃝φ375（内寸）×145（105）
 45ℓ用（GK35用）  ￥34,200（271-912）
 ⃝φ343（内寸）×145（105）

3 オールステンレス
 トライアングルキャリー
 タルG75用 STCB-G75  
 ￥38,900 （271-422）
 ⃝φ475（内寸）×173（133）
 ⃝ キャスター：ステンレスφ75（ゴム、ナイロン、

自在車3ヶ、S2ヶ付）

4 SMC ペール台車 丸ペール70ℓ用
 ￥16,200（A61-012）
 ⃝φ390（内寸）×114（87）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、自在車3ヶ、S2ヶ付）

5 SMC トラッシュペール台車
 トラッシュペール60ℓ用
 ¥15,800（S34-202）
 ⃝392×281×114（84）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車4ヶ、S2ヶ付）

 トラッシュペール45ℓ用
 ¥14,800（S34-302）
 ⃝371×241×114（84）
 ⃝キャスター：φ50（ナイロン、ゴム自在車4ヶ、S2ヶ付）

⃝トライアングルキャリーは
保管、移動が最小ベースで

楽に出来ます。

⃝キャスターφ75を10台
積み重ねて高さ470mm

ステンレスキャスターφ75
プラス ¥3,000

⃝ステンレス金具キャスター
をφ50からφ75に交換する。

⃝ステンレス304製
コーナー（内寸H40）と

アングル（3t×30×30）で作られ、
ステンレス304製金具のネジ込みキャ
スターで作られたオールステンレス製

丸形容器用台車です。
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★価格には容器は含まれていません。

ステンレス キャスター
　プラス ¥5,000

ステンレス 304



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

4 アルミ製スノコ　　　
 W型
 ￥26,000 （050-004）
 ⃝960×680×40（20）

S型
￥22,000 （050-005）
⃝430×680×40（20）

⃝一枚からのサイズ等オーダーに応じます

■2 アルミアングルキャリー　補強付
 ￥19,000 （028-011）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、ナイロン、
 　自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝アルミアングル：3t×76×37
 ￥21,000
 ⃝キャスター：φ100（ゴム、ナイロン、
 　自在車4、S2ヶ付）
 ⃝アルミアングル：3t×76×37
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■1 アルミアングルキャリー
 ￥14,000（028-009）
 ⃝ キャスター：φ75（ゴム、ナイロン、
 　自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝アルミアングル：3t×76×37
 ￥16,000 （028-010）
 ⃝ キャスター：φ100（ゴム、ナイロン、
 　自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝アルミアングル：3t×76×37

アルミアングルキャリー
1台からのサイズオーダーが出来、�
納期は約10日間

アルミ製スノコ
衛生的なリサイクル出来るスノコです。

2w

■3 アルミアングルキャリー
 オープンタイプ
 MI用　￥14,800 （M29-001）
 ⃝580（570）×425（410）×165（140）
 ⃝キャスター：φ100（ナイロン、自在車4ヶ、S無）
 ⃝ 使用：SNコンテナ、C＃12T、C＃20T、
 　C＃20T-2、C＃23HB、C＃29T、C＃29T-2



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water

⃝キャスターはその用途に合った物を選び
早めに交換することによりキャリーの寿命を延ばし、

長く使用することができます。

1 オールステンレス ニュートライアングルキャリー
 フリーサイズ〈SUS304製〉 
 SNTF大　￥31,000 （271-622）
 ⃝φ410～φ525（内寸）×149（100）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）
 SNTF小　￥28,000 （271-612）
 ⃝φ300～φ415（内寸）×123（81）
 ⃝キャスター：ステンレスφ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

キャスター交換

SJ-75 ⃝許容荷重：60㎏　⃝取付ピッチ：55×42
ゴム・ナイロン ￥1,190（417-121）　ウレタン ￥1,680（417-131）

〈ステンレス〉ゴム・ナイロン ￥3,570（417-221）　ウレタン ￥4,130（417-231）
〈S付〉ゴム・ナイロン ￥1,590（417-321）　ウレタン ￥2,040（417-4331）

〈ステンレス・S付〉ゴム・ナイロン ￥4,160（417-421）　ウレタン ￥4,720（417-431）
SJ-100 ⃝許容荷重：120㎏　⃝取付ピッチ：68×68（71×71）

ゴム・ナイロン ￥2,690（418-121）　ウレタン ￥3,750（418-131）
〈ステンレス〉ゴム・ナイロン ￥10,710（418-221）　ウレタン ￥11,040（418-421）

〈S付〉ゴム・ナイロン ￥3,240（418-321） ウレタン ￥4,500（418-331）
〈ステンレス・S付〉ゴム・ナイロン ￥12,260（418-421）ウレタン ￥12,590（418-431）
EJ-75 ⃝許容荷重：40㎏　⃝取付ピッチ：56×28

ゴム・ナイロン ￥830（419-121）　 ウレタン ￥1,330（419-131）
〈S付〉ゴム・ナイロン ￥990（419-221） ウレタン ￥1,520（419-231）

※ステンレス金具なし
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NEW Triangle Carry
 PAT.  

ニュートライアングルキャリー フリーサイズ

オールステンレス304製の
トライアングルキャリーフリーサイズ。
サイズは自由にネジ（六角レンチ付）で変更出来、
キャスターも自由に選択出来ます。

■2

■3

3 ネジ込キャスター
 〈自在車〉
⃝許容荷重：30㎏
⃝M12×P1.25×L14
　 M12×P1.75×L14
　 W3/8×16山×L14
⃝取付高：φ50→68
 φ75→97
 φ100→125
 φ125→156

2 コーナーキャスター〈自在車〉
⃝許容荷重：50㎏
⃝取付ピッチ：139×55×42

⃝取付高：φ75→93
 φ100→121
 φ125→148
 φ150→176

φ75
ゴム ￥1,260（411-121）
ナイロン ￥1,260（411-221）
ウレタン ￥1,650（411-321）
φ75S付
ゴム ￥1,540（411-122）
ナイロン ￥1,540（411-222）
ウレタン ￥1,780（411-322）
φ100
ゴム ￥1,510（411-131）
ナイロン ￥1,510（411-231）
ウレタン ￥2,350（411-331）
φ100S付
ゴム ￥1,850（411-132）
ナイロン ￥1,850（411-232）
ウレタン ￥2,580（411-332）
※φ125・φ150有

ステンレスφ75
ゴム ￥3,520（412-121）
ナイロン ￥3,520（412-221）
ウレタン ￥3,820（412-321）
ステンレスφ75S付
ゴム ￥4,080（412-122）
ナイロン ￥4,080（412-222）
ウレタン ￥4,360（412-322）
ステンレスφ100
ゴム ￥3,810（412-131）
ナイロン  ￥3,810（412-231）
ウレタン ￥4,840（412-331）
ステンレスφ100S付
ゴム ￥4,410（412-132）
ナイロン ￥4,410（412-232）
ウレタン ￥5,240（412-332）
※φ125・φ150有

4 プレートキャスター〈自在車〉φ50
ゴム ￥800（415-111）
ナイロン ￥800（415-211）
ウレタン ￥1,280（415-311）
φ50S付
ゴム  ￥1,100（415-112）
ナイロン ￥1,100（415-212）
ウレタン ￥1,460（415-312）
φ75
ゴム ￥1,340（415-121）
ナイロン ￥1,340（415-221）
ウレタン ￥2,100（415-321）
φ75S付
ゴム ￥1,460（415-122）
ナイロン ￥1,460（415-222）
ウレタン ￥2,230（415-322）
※W3/8なし
スパナ ￥630（415-422）

ステンレスφ50
ゴム ￥1,880（416-111）
ナイロン ￥1,880（416-211）
ウレタン ￥2,400（416-311）
ステンレスφ50S付
ゴム ￥2,400（416-112）
ナイロン ￥2,400（416-212）
ウレタン ￥2,800（416-312）
ステンレスφ75
ゴム ￥2,480（416-121）
ナイロン ￥2,480（416-221）
ウレタン ￥3,200（416-321）
ステンレスφ75S付
ゴム ￥2,800（416-122）
ナイロン ￥2,800（416-222）
ウレタン ￥3,600（416-322）
※ウレタンは納期 2 週間



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water
袋キャリー
⃝�粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせ
て保管、移動をする為大変衛生的です。
⃝�前後ストッパーが逆になっているので粉袋を
滑らせて出し入れが出来ます。

2 オールステンレス袋キャリー 2袋用 〈ステンレス304〉
 ￥57,800 （S11-382）
 ⃝450×510×620（115）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ハンドル固定式

3 HACCPER 300　
 オールステンレス袋キャリー 1袋用 
　 〈ステンレス304〉
 ￥53,800 （HS1-372）
 ⃝255（226）×447（441）×800（301）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付） 
 ⃝ハンドル固定式

4 HACCPER 300
 オールステンレス袋キャリー 2袋用 〈ステンレス304〉
 ￥63,800 （HS1-382）
 ⃝520（467）×447（441）×800（301）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ハンドル固定式

1 オールステンレス袋キャリー　 PAT. 
　 〈ステンレス304〉
 ¥39,800 （S11-372）
 ⃝445×255×620（115）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ハンドル固定式

・�HACCPER�300
� 扁平缶20ℓ用�2缶用
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高さ300



Carrier Handle

1 SUS304製
 キャリーハンドル No.5
 ￥8,000 （AHI-005）
 ⃝アングル：5t×40用　950×50
 ⃝アングルキャリー、アルミアングルキャリー等に使用可

●使用：アルミアングルキャリー 一斗缶台車
　　　　1缶用（253（245）×253（245）×134（108））

SUS304製キャリーハンドル  PAT. 

アングルキャリーのアングルの形状に合わせて、
キャリーハンドルでラクに引っぱり移動が出来る。
着脱がラクに出来、手を離しても着けた状態でいられる。

2 SUS304製
 キャリーハンドル No.3
 ￥8,000 （AHI-003）
 ⃝アングル：3t×30用　950×50
 ⃝サンキャリー、ステンレスSMC、SIC等に使用可

●使用：SMCバッグインコンテナー台車
　　　　＃20用（328（320）×328（320）×116（86））

3 ザル置き台用
 ステンレス三角台車 47型用　 PAT. 
 PBSIC-47 ¥34,800 （S63-012）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝420（内寸）×545（80）
 ⃝使用：アシスト手付ざる47 型

水切り
に最適

！！

4 ザル置き台用
 トライアングルキャリー
 ¥34,600 （263-112）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、
 　自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ザル置台部分：ステンレス304
 ⃝使用：ザル＃50（φ512×342）
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アングルに上部から差し込んで
　ラクに取り付けられる

ワンタッチ
でつけたり

、

はずしたり
、

移動がラク
ラク!!

取り外
しは

上にハ
ンドル

を

持ち上
げて

ラクに
はずせ

ます

ラクに引っぱったり
押したり出来る

1

2



食品は水のはねかえりを避ける為、床面から60cm以上の場所に置く。
食缶等で取り扱う場合は30cm以上の台に乗せても差し支えない。
尚食品等が直接床面に接触しない様にし、絶えず移動が出来、清潔が保たれる様にする。

The protection from water
アルミ製タル台車Ⅱ型
⃝タルの外周部に合せたキャスター取付により安定性を強化。
⃝アルマイト表面処理済なので食品油、塩水等にも錆びません。
⃝キャスター取付ビスナットは全てステンレス304製です。
⃝ベースフラットバーは丈夫な5t。　　　　　　　　
⃝アルミ：70 × 5t・50 × 4t
　アルマイト表面処理済（陽極酸化被膜処理済）
⃝キャスター：φ50・φ75・φ100・φ125・φ150
　ゴム・ナイロン・ウレタン・ステンレス
　自在車（Sなし、S付）固定車■多品種。

1 75ℓ用
 ￥39,000（241-222）
 ⃝φ475（内寸）×144
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ￥46,000（241-232）
 ⃝キャスター：φ100（ゴム、ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ￥50,000（241-272）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75
 ￥76,000（241-282）
 ⃝キャスター：ステンレスφ100

65ℓ用
￥38,000 （241-322）
⃝φ445（内寸）×144
⃝ キャスター：φ75（ゴム、自在車

4ヶ、S2ヶ付）

45ℓ用
￥37,500 （241-422）
⃝φ418（内寸）×144
⃝ キャスター：φ75（ゴム、自在車

4ヶ、S2ヶ付）

2 ステンレス製タル台車Ⅱ型 75ℓ用
 ￥49,300（249-172）
 ⃝φ475（内寸）×180
 ⃝ キャスター：ステンレスφ75（ナイロン、 

ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝オールステンレス304製

4 アルミ製タル台車　固定車、自在車型　
 75ℓ用 
 ￥42,000（248-522）
 ⃝φ475（内寸）×148
 ⃝キャスター：φ75（ゴム、ナイロン、固定車2ヶ、自在車2ヶ）

5 アルミ製タル台車Ⅲ型〈自在車3輪型〉
 ● キャスター：φ75（ゴム、ナイロン、自在車

4ヶ、S2ヶ付）
 75ℓ用
 ￥36,000（248-523）
 ●φ475（内寸）×148
 65ℓ用
 ￥35,000（248-524）
 ●φ445（内寸）×148
 45ℓ用
 ￥34,000（246-525）
 ●φ416（内寸）148

�PAT.�

3 ステンレス三角台車
 タル75ℓ用
SIC-75　￥23,800 （S75-102）
⃝φ470（内寸）×126（99）
⃝キャスター：φ75 （ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、
S2ヶ付）
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⃝タル台車Ⅱ型の
オールステンレスタイプ。

⃝納期20日間位でいろいろな
サイズが作れます。

⃝洗浄後、逆さまに
して大量に水切、保管、
移動が出来ます。



Aluminium Barrel Carrier

1 200ℓ用
 ￥91,000（241-132）
 ⃝φ620（内寸）×200
 ⃝アルミ：120×20＋50×5t
 ⃝キャスター：φ100
 　（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ￥128,000（241-182）
 ⃝キャスター：ステンレスφ100

2 アルミ製生樽台車
 ￥33,000（247-122）
 ●φ320（内寸）×144
 ●キャスター：φ76（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付）

4 タル75ℓ用
 ￥36,500（291-122）
 ⃝φ475（内寸）×144

アルミ製ペール台車 

ステンレス製ペール台車 

⃝アルミ：50×4t
⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

⃝ステンレス・304
⃝キャスター：φ75（ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）

120ℓ用
￥36,500（291-122）
⃝φ475（内寸）×144

90ℓ用
￥35,000（291-222）
⃝φ430（内寸）×144

70ℓ用
￥33,000（291-322）
⃝φ400（内寸）×144

60ℓ用
￥31,600（291-422）
⃝φ370×144

GK45用
￥31,000（291-522）
⃝φ350（内寸）×144

45ℓ用（GK35用）
￥30,000（291-622）
⃝φ340（内寸）×144

3 GK130用
 ￥37,500（281-A22）
 ⃝φ500（内寸）×144

120ℓ用（タル75ℓ用）
￥43,000（298-272）
⃝φ475（内寸）×144

90ℓ用
￥41,000（298-372）
⃝φ430（内寸）×144

70ℓ用
￥39,000（298-472）
⃝φ400（内寸）×144

60ℓ用
￥37,000（298-572）
⃝φ370（内寸）×144

GK45ℓ用
￥35,000（298-672）
⃝φ350（内寸）×144

45ℓ用（GK35用）
￥33,000（298-772）
⃝φ340（内寸）×144

5 G130用
￥45,000（298-172）
⃝φ500（内寸）×144

6 SMC ペール台車 丸ペール70ℓ用
 ￥16,200（S61-012）
 ⃝φ390（内寸）×114（87）
 ⃝キャスター：φ50（ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付）

ステンレス キャスター
　プラス ¥5,000

ステンレスキャスター
プラス ¥11,000
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⃝生ビール樽の保管、
移動にアルミ製で軽く
（2.78kg）丈夫。

⃝アルミ製タル
台車Ⅱ型のアルミ材料を
強度のある120×20に
変えて作った軽くて
丈夫な台車です。



ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material
コーナーはステンレス304製
樹脂と違ってこわれにくく丈夫でリブも入っていない�
ので、洗いやすく汚れが落ちやすく衛生的である。�PAT.�

1 ステンレスコーナーキャリー
 アルミアングル　　
 ⃝アルミアングル（3t×30×40）
 ￥22,000 （021-112）
 ⃝キャスター：φ75
 　（ゴム・ナイロン・S2ヶ付）
 ￥24,000 （021-122）
 キャスター：φ100
 （ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥31,000 （021-132）
 ⃝キャスター：φ125
 　（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥35,000 （021-142）
 ⃝ キャスター：φ150
 　（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥31,000 （021-152）
 ⃝ キャスター：ステンレスφ75 

（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥32,000 （021-162）
 ⃝ キャスター：ステンレスφ100 

（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）

1w

3 カラーAP台車 
 ばんじゅう用　CAP-C型
 ￥15,800（C79-735）
 ⃝560（内寸）×375（内寸）×150
 ⃝ キャスター：φ75（ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝ジョイント色：グレー・赤・青・緑
 ⃝使用：ばんじゅうA
 　　　   （574×388×105）

5 ステンレス洗面器 18cr
 浅型φ320 ￥3,900（650-901）
 ⃝φ320×90
 深型φ320 ￥4,900（650-902）
 ⃝φ320×110 

4 1ヶ用
 ￥24,000（650-801）
 ⃝360×355×150
 2ヶ用
 ￥41,000（650-802）
 ⃝750×355×770

＊45の洗面器は別です。

6 梱包ヘルパー
 ￥48,000（690-B01）
 ⃝300×500×850
 ⃝P,Pバンド15mm1,000m巻専用
 ⃝P,Pバンド、付属品等は別売
 ⃝キャスター：φ40（双輪、S2ヶ付）
 ⃝運賃：2,500円

2 ステンレスコーナーキャリー
 ステンレスアングル　　
 ⃝ステンレスアングル （3t×30×40）
 ￥34,000（022-112）
 ⃝キャスター：φ75（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥36,000（022-122）
 ⃝キャスター：φ100（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥41,400（022-132）
 ⃝キャスター：φ125（ゴム、ナイロン、S2ヶ付）
 ￥45,100（022-142）
 ⃝キャスター：φ150（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥40,900（022-152）
 ⃝キャスター：ステンレスφ75（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）
 ￥41,900（022-162）
 ⃝キャスター：ステンレスφ100（ゴム・ナイロン、S2ヶ付）

※ステンレスキャスター　φ125迄

1w

⃝ 一台からのサイズ等
オーダーに応じます

■4

■5

ステンレス手洗台＊

●洗面器φ320 は別です。
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⃝サイズは1台からオーダー出来る。

⃝P.Pバンドの
整理が出来て、使用や
移動が簡単です。

⃝アルミポールと
PC+PET製ジョイントで

簡単にいろいろなサイズを作ることが
出来るネジ込キャスター仕様です。
⃝軽くて（約2.6kg）丈夫です。



1 ステンレスパンチングスノコ
 大型ばんじゅう用〈ステンレス304〉
　  PAT. 
 ￥15,300（ASN-0601）
 ⃝580×360×10

4 ステンレス SP-20D台車
 S-No.20D　　　　     PAT. 
 ￥68,000（S80-01）
 ⃝436×366×626（596）
 ⃝キャスター：φ75（ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付） 

3 ステンレスパンチングスノコ
  ステンレス角バット6枚取用

〈ステンレス304〉  PAT. 
 ￥14,300（ASN-0701）
 ⃝420×270×10

2 ステンレスパンチングスノコ
 ばんじゅう用〈ステンレス304〉  PAT. 
 ￥14,800（ASN-0602）
 ⃝520×335×10

5 ステンレス バケットカート
 S-No.36〈容器付〉
 ￥69,000（S80-007）
 ⃝623×483×515
 ⃝ キャスター：75（ナイロン、 

自在車4ヶ、S2ヶ付）
 ⃝使用：タフブネ 40
 　　　　（616 × 457 × 185）

ステンレスパンチングスノコ

アルミパンラック
アルミアングルで作られた軽い�
パンラックです。� 1w

6 パンラック5 段
 ￥40,000（130-001）
 ⃝357×422×311

 ⃝使用：アルミ肉バット大
 ￥1,700（080-MB1） 
 （310×420×25）

7 パンラック10段
 ￥48,000（130-002）
 ⃝383×425×788
 ●キャスター：φ65
 　（ナイロン、自在車4ヶ、Sなし）

8 パンラック20段
 ￥64,000（130-003）
 ⃝383×425×1388
 ⃝キャスター：φ65
 　（ナイロン、自在車4ヶ、Sなし）

★価格には容器は含まれていません。

⃝一枚からのサイズ等オーダーに応じます
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¥49,700
¥46,500
¥44,700
¥43,600
¥42,500
¥39,300
¥38,300
¥35,000

¥64,300
¥60,400
¥58,600
¥57,900
¥55,400
¥50,000

¥81,800
¥75,000
¥71,800
¥71,100
¥68,300
¥60,800

2

3

4

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

クロームシェルフ

1 クロームシェルフ

アルミパレット ⃝衛生的で低温に強い。静電気によるほこりの付着もなく、水洗いや水蒸気による洗浄が可能で、いつまでも清潔です。
⃝デッキボードの滑り止めや、ねじれ防止加工により、倉庫内での荷重ね、積重ね作業が安心して行えます。� 10D
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⃝サイズは基本の
デッキを使用していろいろ

作成出来ます。

⃝

修
理
が
出
来
て
リ
サ
イ
ク
ル
も
出
来
る
環
境
型
パ
レ
ッ
ト
。

⃝
�

ア
ル
ミ
の
特
徴
で
あ
る
低
温
特
性（
低
温
に
な
れ
ば
よ
り一層
強
度
を
増
す
）

や
軽
く
て
丈
夫
な
特
性
も
持
っ
て
い
ま
す
。

⃝

無
毒
で
非
磁
性
と
熱
伝
導
率
も
高
い
特
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。



¥49,700
¥46,500
¥44,700
¥43,600
¥42,500
¥39,300
¥38,300
¥35,000

¥64,300
¥60,400
¥58,600
¥57,900
¥55,400
¥50,000

¥81,800
¥75,000
¥71,800
¥71,100
¥68,300
¥60,800

2

3

4

L型にタオルを干す

ステンレス 304

1 かわーくハンガー
 L型
 ￥680 （D28-310）
 ⃝310×55×1702 かわーくハンガー山型

 W350　￥480 （D28-350）
 W300　￥480 （D28-300）

ステンレスやアルミ、樹脂の材質を使用し木製等の使用を控える。

The very best material

かわーくハンガー
山型の取付例

山型にタオルを干す

ハンガーに取付け後

大変衛生的

4 スポンジタワシ　
 ハサンデー®

 ¥180 （SP5-008）
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3 ペットボトルスタンド   PAT. 　
 ￥3,480 （M60-202）
 ⃝164×157×370
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かわーくハンガー   PAT. 　

 風通るハンガー
   早く乾く

スポンジタワシ  PAT.　
⃝ハサンデ洗うことによりフチや細いものもよく洗える
⃝ �1/4に溝がついているため、風通しがよく、乾燥が早く、
より衛生的です

⃝ �少量の洗剤を溝におとすのみで全体によく浸透し、より
多くの効果が上ります

ペットボトルスタンド
2ℓ用
重いボトルも片手でラクに注げる！

■2
■1

⃝片手でラクに注ぐことが
出来ます。


