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レイアウト変更に即座に対応。収納と運搬を両立！
●頻繁にレイアウト変更の必要性がある工場ラインでの物品の収納・保管に最適です。
●限られたスペースの中で効率的かつ、スペースの有効活用が出来るキャスター付ラックの為、
　移動や運搬も容易です。
●サカエのバリエーション豊富なキャスターラックで様々な現場での困りごとを解決いたします。

キャスターラックRK型 ● 粉体塗装 ●● 組立式 ●均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）250kg

均 等 耐 荷 重
（ 棚1台 当 り ）350〜500kg

キャスター付
● H1320・1620：100φゴム車 

H1350・1650：125φゴム車 
H1970：150φゴム車 
ネジ径：M20×P2.5 
ストッパー付2個

棚板は、棚板は、
50mmピッチで50mmピッチで

段替え可能段替え可能

RKCN-8785+RK-18PKD×2
＋RK-OPT

高さ
H1970

支柱とビームの組み立ては1ヶ所に
つきボルト1本。

（1台につき8本）
また、ビームのパーリング加工に
より位置固定が簡単に出来、スピー
ディーに組み立てできます。

●支柱の穴に棚受けを差し
込み棚受けに棚板を乗せ
るだけの簡単組み立て構
造です。

棚の段替えが簡単

●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
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8■支柱寸法
（単位：mm）

● 支柱は溶接一体型の為ぐらつきが
無く、非常に堅牢です。

中量キャスターラック ● 組立式 ● ● 組立費別途 ● FS均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）120〜200kg

均 等 耐 荷 重
（ 1 台 当 り ）450・500kg

※取手はオプションです。

タ　イ　プ MK
段　　荷　　重（kg） 120・150・200kg／段（1段当りの等分布荷重）

総　荷　重
（kg）

キャスター125φ 450kg／台（1台当りの合計荷重）
キャスター150φ 500kg／台（1台当りの合計荷重）

高　　　　　　　さ mm H 1376、1676、2002

外寸間口（有効間口）mm
950（850）、1250（1150）、1550（1450）、
1850（1750）

外 　 寸 　 奥 　 行 mm 450、600、750、900

キャスター種類 径 125φ、150φ
材質 G：ゴム車／U：ウレタン車

●奥行450は高さ1376mm、1676mmのみ対応　●支柱：□50×50

●取手
50
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■支柱寸法
（単位：mm）

運賃別途

797・798
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

785〜788
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

タナガード 運賃別途

●25mmポリプロピレン　●破断強度：90kg

カラー
900 1200 1500 1800

○○　品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○　品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○　品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○　品番・価格（税抜） 特価（税抜）

● 191901
2PJ-M09 ¥1,550★ ¥1,320 191919

2PJ-M12 ¥1,580★ ¥1,350 191937
2PJ-M15 ¥1,590★ ¥1,360 191955

2PJ-M18 ¥1,600★ ¥1,360

● 192850
2PJ-M09-P ¥1,720 ¥1,470 192851

2PJ-M12-P ¥1,760 ¥1,500 192852
2PJ-M15-P ¥1,800★ ¥1,530 192853

2PJ-M18-P ¥1,840★ ¥1,570

●● 192854
2PJ-M09-Y ¥1,720 ¥1,470 192855

2PJ-M12-Y ¥1,760 ¥1,500 192856
2PJ-M15-Y ¥1,800★ ¥1,530 192857

2PJ-M18-Y ¥1,840★ ¥1,570

●● 192858
2PJ-M09-O ¥1,720 ¥1,470 192859

2PJ-M12-O ¥1,760 ¥1,500 192860
2PJ-M15-O ¥1,800★ ¥1,530 192861

2PJ-M18-O ¥1,840★ ¥1,570

● 192862
2PJ-M09-G ¥1,720 ¥1,470 192863

2PJ-M12-G ¥1,760 ¥1,500 192864
2PJ-M15-G ¥1,800★ ¥1,530 192865

2PJ-M18-G ¥1,840★ ¥1,570

※品番の□にカラーをご指定下さい。（グリーン：G、アイボリー：W） （単位：mm）

段
数 奥  行

間  口 900 1200 1500 1800
○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜）

４　

段

450
ゴム車 MK□-9124G ¥69,190 ¥  58,900 MK□-9324G ¥75,160 ¥  63,900 MK□-9524G ¥ 80,290 ¥  68,300 MK□-9724G ¥ 86,270 ¥  73,400

ウレタン車 MK□-9124U ¥76,870 ¥  65,400 MK□-9324U ¥81,140 ¥  69,000 MK□-9524U ¥ 87,980 ¥  74,800 MK□-9724U ¥ 93,960 ¥  79,900

600
ゴム車 MK□-9144G ¥72,610 ¥  61,800 MK□-9344G ¥78,590 ¥  66,900 MK□-9544G ¥ 86,270 ¥  73,400 MK□-9744G ¥ 92,250 ¥  78,500

ウレタン車 MK□-9144U ¥80,290 ¥  68,300 MK□-9344U ¥86,270 ¥  73,400 MK□-9544U ¥ 93,960 ¥  79,900 MK□-9744U ¥ 99,080 ¥  84,300

750
ゴム車 MK□-9154G ¥78,590 ¥  66,900 MK□-9354G ¥84,570 ¥  71,900 MK□-9554G ¥ 93,960 ¥  79,900 MK□-9754G ¥103,350 ¥  87,900

ウレタン車 MK□-9154U ¥87,120 ¥  74,100 MK□-9354U ¥92,250 ¥  78,500 MK□-9554U ¥101,630 ¥  86,400 MK□-9754U ¥111,030 ¥  94,400

900
ゴム車 MK□-9164G ¥82,850 ¥  70,500 MK□-9364G ¥90,540 ¥  77,000 MK□-9564G ¥100,780 ¥  85,700 MK□-9764G ¥110,190 ¥  93,700

ウレタン車 MK□-9164U ¥90,540 ¥  77,000 MK□-9364U ¥97,370 ¥  82,800 MK□-9564U ¥106,760 ¥  90,800 MK□-9764U ¥119,560 ¥101,700
※棚板は50mmピッチで上下できます。キャスター125φ：自在2個・自在ストッパー付2個

均等耐荷重
1段当り 150kg 1台当り 450kg

高さ1676mm

オーエッチ工業（株）

特　長
●様々な支柱に取付可能。
●収納品の取出しも簡単。

※奥行450サイズは高さ1620mmになります。 （単位：mm）

段
数 奥行

間口1500 間口1800
○○ 品番（グリーン） ○○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番（グリーン） ○○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜） 特価（税抜）

3
段

450 171536 
RKCN-5453

171568 
RKCN-5453I 53kg ¥70,380 ¥59,900 171542 

RKCN-8453
171574 
RKCN-8453I  59kg ¥ 75,520 ¥64,200

600 171537 
RKCN-5653

171569 
RKCN-5653I 67kg ¥76,100 ¥64,700 171543 

RKCN-8653
171575 
RKCN-8653I  74kg ¥ 81,200 ¥69,100

750 171538 
RKCN-5753

171570 
RKCN-5753I 78kg ¥82,000 ¥69,700 171544 

RKCN-8753
171576 
RKCN-8753I  87kg ¥ 89,900 ¥76,500

4
段

450 171539 
RKCN-5454

171571 
RKCN-5454I 63kg ¥80,290 ¥68,300 171545 

RKCN-8454
171577 
RKCN-8454I  70kg ¥ 86,270 ¥73,400

600 171540 
RKCN-5654

171572 
RKCN-5654I 78kg ¥86,200 ¥73,300 171546 

RKCN-8654
171578 
RKCN-8654I  87kg ¥ 92,200 ¥78,400

750 171541 
RKCN-5754

171573 
RKCN-5754I 92kg ¥93,900 ¥79,900 171547 

RKCN-8754
171579 
RKCN-8754I 104kg ¥103,300 ¥87,900

 （単位：mm）

段
数 奥行

間口1500 間口1800
○○ 品番（グリーン） ○○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番（グリーン） ○○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜） 特価（税抜）

4
段

600 171548 
RKCN-5684

171580 
RKCN-5684I  81kg ¥ 86,900 ¥  73,900 171552 

RKCN-8684
171584 
RKCN-8684I  91kg ¥ 93,400 ¥  79,400

750 171549 
RKCN-5784

171581 
RKCN-5784I  96kg ¥ 95,300 ¥  81,100 171553 

RKCN-8784
171585 
RKCN-8784I 108kg ¥106,300 ¥  90,400

5
段

600 171550 
RKCN-5685

171582 
RKCN-5685I  92kg ¥ 96,500 ¥  82,100 171554 

RKCN-8685
171586 
RKCN-8685I 104kg ¥104,200 ¥  88,600

750 171551
RKCN-5785

171583 
RKCN-5785I 113kg ¥106,700 ¥  90,700 171555

RKCN-8785
171587 
RKCN-8785I 125kg ¥119,500 ¥101,600

高さ1970mm　間口1500・1800mmタイプ 均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）250kg

均 等 耐 荷 重
（ 棚1台 当 り ）500kg

高さ1620・1650mm　間口1500・1800mmタイプ 均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）250kg

高さ1620mm：350kg

450kg高さ1650mm：
均 等 耐 荷 重

（棚 1 台当り）

●高さ1320㎜・1350㎜タイプは
　総合カタログ P-786をご覧ください。

　自在ストッパーなし：2個
　自在ストッパー付   ：2個

間口W1800

奥行
D750

788
オプション関連は

ページをご覧ください

支柱の外周寸法 適合する棚の支柱の形状と寸法 支柱外周寸法

16cm〜
23cm

40×40  45×45  55×45
50×50  55×50  55×55

Ａ

Ａ
Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ
Ｂ

Ｂ
60×40  50×50　

取手・プレート式コボレ止メはオプションです。

●高さ1376㎜・2002㎜
　タイプは　総合カタログ
　 P-798をご覧ください。

○○ 品 番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

FS-T ¥8,400/2本 オープン

●取付ボルト付

樹 脂 バ ッ ク ル

user053
スタンプ

user053
タイプライター
本　　　社	TEL：06-6353-5551　兵庫営業所       TEL：0798-66-2212　　　京都営業所	TEL：075-671-0141　姫路営業所       TEL：079-271-4488滋賀営業所	TEL：077-566-6040　姫路中央営業所     TEL：079-284-1005奈良営業所	TEL：0742-33-6040　川崎営業所       TEL：044-222-1212
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均 等 耐 荷 重
（棚板1段当り）300kg

均 等 耐 荷 重
（ 1 台 当 り ）720・800kg 中量キャスターラック ● 組立式 ● ● 組立費別途 ● SANK

55

45

10

■支柱寸法
（単位：mm）

※キャスタープレートを含む外寸法：外寸間口＋65mm、外寸奥行+75mm
※棚板は50mmピッチで上下できます。

タ　イ　プ NKR
段　　荷　　重（kg） 300kg／段（1段当りの等分布荷重）

総　荷　重
（kg）

キャスター130φ 720kg／台（1台当りの合計静止荷重）自重含む
キャスター150φ 800kg／台（1台当りの合計静止荷重）自重含む

高　　　さ （mm） H 1380、1680、2000

外　　　寸 （mm）
※棚本体（キャスタープレートを含まず）

間口（有効間口）
955（845）、1255（1145）、1555（1445）、
1855（1745）

奥行 480、630、780、930

キャスター種類
径 130φ、150φ

材質 G：ゴム車／U：ウレタン車
●奥行450は高さ1380mm、1680mmのみ対応　●支柱：□55×45

（単位：mm）

段
数 奥 行  

間 口
キャスター

900 1200 1500 1800
○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜）

４　

段

450
ゴム車

４輪自在

NKR-9124□GJ ¥56,250 ¥47,900 NKR-9324□GJ ¥61,110 ¥52,000 NKR-9524□GJ ¥65,280 ¥55,500 NKR-9724□GJ ¥70,140 ¥59,700
ウレタン車 NKR-9124□UJ ¥62,500 ¥53,200 NKR-9324□UJ ¥65,970 ¥56,100 NKR-9524□UJ ¥71,530 ¥60,900 NKR-9724□UJ ¥76,390 ¥65,000

600
ゴム車 NKR-9144□GJ ¥59,030 ¥50,200 NKR-9344□GJ ¥63,890 ¥54,400 NKR-9544□GJ ¥70,140 ¥59,700 NKR-9744□GJ ¥75,000 ¥63,800

ウレタン車 NKR-9144□UJ ¥65,280 ¥55,500 NKR-9344□UJ ¥70,140 ¥59,700 NKR-9544□UJ ¥76,390 ¥65,000 NKR-9744□UJ ¥80,550 ¥68,500

750
ゴム車 NKR-9154□GJ ¥63,890 ¥54,400 NKR-9354□GJ ¥68,750 ¥58,500 NKR-9554□GJ ¥76,390 ¥65,000 NKR-9754□GJ ¥84,020 ¥71,500

ウレタン車 NKR-9154□UJ ¥70,830 ¥60,300 NKR-9354□UJ ¥75,000 ¥63,800 NKR-9554□UJ ¥82,620 ¥70,300 NKR-9754□UJ ¥90,270 ¥76,800

450
ゴム車

２輪自在・ 
２輪固定

NKR-9124□GK ¥55,390 ¥47,100 NKR-9324□GK ¥60,250 ¥51,300 NKR-9524□GK ¥64,420 ¥54,800 NKR-9724□GK ¥69,280 ¥58,900
ウレタン車 NKR-9124□UK ¥61,640 ¥52,400 NKR-9324□UK ¥65,110 ¥55,400 NKR-9524□UK ¥70,670 ¥60,100 NKR-9724□UK ¥75,530 ¥64,300

600
ゴム車 NKR-9144□GK ¥58,160 ¥49,500 NKR-9344□GK ¥63,020 ¥53,600 NKR-9544□GK ¥69,280 ¥58,900 NKR-9744□GK ¥74,140 ¥63,100

ウレタン車 NKR-9144□UK ¥64,420 ¥54,800 NKR-9344□UK ¥69,280 ¥58,900 NKR-9544□UK ¥75,530 ¥64,300 NKR-9744□UK ¥79,690 ¥67,800

750
ゴム車 NKR-9154□GK ¥63,020 ¥53,600 NKR-9354□GK ¥67,880 ¥57,700 NKR-9554□GK ¥75,530 ¥64,300 NKR-9754□GK ¥83,150 ¥70,700

ウレタン車 NKR-9154□UK ¥69,970 ¥59,500 NKR-9354□UK ¥74,140 ¥63,100 NKR-9554□UK ¥81,760 ¥69,500 NKR-9754□UK ¥89,410 ¥76,000

高さ1680mm ※品番の□にカラーをご指定下さい。（グリーン：G、ホワイトグレー：W）　

均等耐荷重
1段当り 300kg 1台当り 720kg

キャスター130φ
●高さ1680mm

●高さ2000mm

均等耐荷重
1段当り 300kg 1台当り 800kg

キャスター150φ

スチール棚用吸収マット JOHNAN（株）

棚板D寸 寸　法 ○○　品　番 価格（税抜） 特価（税抜）
300mm用 280mm×10m×厚さ3mm 155685 SER-FT300 ¥13,630★ ¥11,600
450mm用 430mm×10m×厚さ3mm 155686 SER-FT450 ¥20,720★ ¥17,700
600mm用 580mm×10m×厚さ3mm 155687 SER-FT600 ¥41,350★ ¥35,200
750mm用 730mm×10m×厚さ3mm 155688 SER-FT750 ¥41,350★ ¥35,200
900mm用 880mm×10m×厚さ3mm 155689 SER-FT900 ¥41,350★ ¥35,200

（単位：mm）

段
数 奥 行  

間 口
キャスター

900 1200 1500 1800
○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜） ○○ 品番・価格（税抜） 特価（税抜）

５　

段

600
ゴム車

４輪自在

NKR-1145□GJ ¥65,970 ¥56,100 NKR-1345□GJ ¥71,530 ¥60,900 NKR-1545□GJ ¥78,470 ¥66,700 NKR-1745□GJ ¥84,720 ¥72,100
ウレタン車 NKR-1145□UJ ¥72,900 ¥62,000 NKR-1345□UJ ¥78,470 ¥66,700 NKR-1545□UJ ¥86,110 ¥73,200 NKR-1745□UJ ¥91,660 ¥78,000

750
ゴム車 NKR-1155□GJ ¥72,220 ¥61,400 NKR-1355□GJ ¥77,080 ¥65,600 NKR-1555□GJ ¥86,800 ¥73,800 NKR-1755□GJ ¥97,200 ¥82,700

ウレタン車 NKR-1155□UJ ¥79,160 ¥67,300 NKR-1355□UJ ¥84,720 ¥72,100 NKR-1555□UJ ¥95,830 ¥81,500 NKR-1755□UJ ¥103,460 ¥88,000

900
ゴム車 NKR-1165□GJ ¥76,390 ¥65,000 NKR-1365□GJ ¥84,020 ¥71,500 NKR-1565□GJ ¥91,660 ¥78,000 NKR-1765□GJ ¥102,770 ¥87,400

ウレタン車 NKR-1165□UJ ¥84,020 ¥71,500 NKR-1365□UJ ¥90,270 ¥76,800 NKR-1565□UJ ¥99,300 ¥84,500 NKR-1765□UJ ¥111,100 ¥94,500

600
ゴム車

２輪自在・ 
２輪固定

NKR-1145□GK ¥65,110 ¥55,400 NKR-1345□GK ¥70,670 ¥60,100 NKR-1545□GK ¥77,600 ¥66,000 NKR-1745□GK ¥83,860 ¥71,300
ウレタン車 NKR-1145□UK ¥72,040 ¥61,300 NKR-1345□UK ¥77,600 ¥66,000 NKR-1545□UK ¥85,250 ¥72,500 NKR-1745□UK ¥90,800 ¥77,200

750
ゴム車 NKR-1155□GK ¥71,360 ¥60,700 NKR-1355□GK ¥76,220 ¥64,800 NKR-1555□GK ¥85,940 ¥73,100 NKR-1755□GK ¥96,340 ¥81,900

ウレタン車 NKR-1155□UK ¥78,290 ¥66,600 NKR-1355□UK ¥83,860 ¥71,300 NKR-1555□UK ¥94,970 ¥80,800 NKR-1755□UK ¥102,590 ¥87,300

900
ゴム車 NKR-1165□GK ¥75,530 ¥64,300 NKR-1365□GK ¥83,150 ¥70,700 NKR-1565□GK ¥90,800 ¥77,200 NKR-1765□GK ¥101,900 ¥86,700

ウレタン車 NKR-1165□UK ¥83,150 ¥70,700 NKR-1365□UK ¥89,410 ¥76,000 NKR-1565□UK ¥98,440 ¥83,700 NKR-1765□UK ¥110,240 ¥93,800

高さ2000mm ※品番の□にカラーをご指定下さい。（グリーン：G、ホワイトグレー：W）

1278
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

793・794
2020総合・Web

カタログ

ページをご覧ください

キャンペーン期間　本日 〜 10/20まで WebWeb カタログ カタログ

最新版最新版

http://www.sts-sakae.co.jphttp://www.sts-sakae.co.jp

カゴ車均等積載荷重 500kg
● 完成品 ●

RC-55C

○…旋回車        STC-150NRB
●…旋回車         STC-150NRB・S-2
  （ストッパー付） 

Aタイプ Cタイプ

（単位：mm）

間口×奥行×高さ（内形寸法） ○○　品　番 質量   価格（税抜） 特価（税抜）
  800×600×1700
（  735×545×1470） 217567 RC-11C 41kg ¥29,820 ¥25,400

1100×800×1700
（1045×745×1470） 217566 RC-55C 52kg ¥32,030 ¥27,300

●キャスター：ゴム車150φ　●黒板、ゴムベルト付

●ハイクオリティ・ローコスト・抜群の操作性。
  ローコストはキャスターメーカーたる商品開発力

で、高品質をクリアーしながら実現。
●ラスティーパレットはキャスターが一番重要。

特　長 1109
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●取手
運賃別途

滑り止めシート 森松（株）

寸　法 □□　品　番 価格（税抜） 特価（税抜）
280×9.5m 246660 SDS-3095 ¥  7,680 ¥  7,000
430×9.5m 246661 SDS-4595 ¥  9,290 ¥  8,400
580×9.5m 246662 SDS-6095 ¥13,750 ¥12,400
730×9.5m 246663 SDS-7595 ¥17,150 ¥15,500
880×9.5m 246664 SDS-9095 ¥22,860 ¥20,600
●表面：ウレタン　●芯材：ポリエステル　●カラー：グレー　●厚み：0.5mm

804
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●床板スチール型

●観音扉型
●扉が観音開きの為、荷物をしっかり
   ガード。移動中に荷崩れが起きに
   くくなっております。
●特注寸法にて製作可能です
   （別途見積）。

特　長

KB-5C

ラスティーパレット
500500500kgkgkgkg

○…旋回車 STC-150NRB
●…旋回車（ストッパー付）STC-150NRB・S-2
□…固定車 SKC-T-150NRB

Aタイプ Cタイプ
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●高さ1380㎜タイプは　総合カタログ P-794をご覧ください。

ヤマト・インダストリー（株）

LRC60J-PI

●カラー

I：アイボリー

G：グリーン

●床板樹脂型

（単位：mm）

間口×奥行×高さ（内形寸法）
□□　品　番

質量 価格（税抜） 特価（税抜）
グリーン アイボリー

   800×600×1700
（  730×545×1457）

202628 
LRC50J-PG

202667 
LRC50J-PI 36.0kg ¥22,500 ¥20,300

   850×650×1700
（  780×595×1457）

202629 
LRC60J-PG

202669 
LRC60J-PI 37.0kg ¥23,380 ¥21,100

1100×800×1700
（1030×745×1449）

202658 
LRC80J-PG

202671 
LRC80J-PI 45.5kg ¥26,380 ¥23,800

●キャスター：150φ合成ゴム、4輪自在、2輪ストッパー付、耐寒グリース入り、樹脂ホイール製

L型ロールコンビテナー
500500500kgkgkgkg

樹脂ジョイント部

（株）ナンシン

（単位：mm）

間口×奥行×高さ
（内形寸法）

○○  品 番
質量 価格（税抜） 特価（税抜）

Aタイプ Cタイプ
  950×800×1700
（  890×740×1470）

201817 
KB-4A

201818 
KB-4C 59kg

¥51,580 ¥43,9001100×800×1700
（1040×740×1470）

201819 
KB-5A

201820 
KB-5C 61kg

●キャスター：ゴム車150φ　●黒板付

○○ 品番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

SK-T ¥3,000/2本 オープン

●取付ボルト付

特　長
● 油だけでなく水分も吸
　収します。
●吸収材表面にも滑り止
　め加工を施しています。

○…自在車輪 
●…自在車輪（ストッパー付） 

Aタイプ Cタイプ

●静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品。
●本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
●当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。

特　長
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