
ブックトラック・運搬

ブックトラック
木製ブックトラック

カート
バスケット

台車
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ブックトラック (カルオスシリーズ )

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜3段

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3700-S シルバー

￥72,000 W800×D350×H1185

3700-M ミックス
3700-G グリーン
3700-Y イエロー
3700-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3700-S

▶ 3700-M ▶ 3700-Y▶ 3700-G ▶ 3700-P

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜3段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3702-S シルバー

￥76,000 W600×D350×H1185

3702-M ミックス
3702-G グリーン
3702-Y イエロー
3702-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3702-S

▶ 3702-M ▶ 3702-Y▶ 3702-G ▶ 3702-P
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規文堂のブックトラックの中で、最も品質の高い一品。

耐久性はそのままに、本体の60％にパンチング（穴開け）加工を施すことで大幅な軽量化を実現しました。

（本に傷がつかないよう、底板は穴無しのデザインとしています。

静かでスムーズに回転する大口径＜直径125mm＞のベアリングキャスターを採用。

丈夫で傷に強いアクリル樹脂焼付塗装（鉛筆硬度3H）で仕上げているので、長く愛用いただけます。

◆ 本体：スチール製（パンチング加工60%）

　　　　アクリル樹脂焼付塗装

◆ キャスター： エアーキャスターφ125mm （静音）

リング型バンパー付

２輪ストッパー付

軽量

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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ブックトラック (カルオスシリーズ )

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3706 シルバー ￥86,000 W800×D350×H1185

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

■ブックトラックカルオスⅢ／水平1段+傾斜2段 ■ブックトラックカルオスⅢ／
水平1段+傾斜2段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3708 シルバー ￥79,000 W600×D350×H1185

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg
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■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜2段

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜2段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3701-S シルバー

￥65,000 W800×D350×H850
3701-G グリーン
3701-Y イエロー
3701-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3703-S シルバー

￥64,500 W600×D350×H850
3703-G グリーン
3703-Y イエロー
3703-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3701-S

▶ 3703-S

▶ 3701-Y

▶ 3703-Y

▶ 3701-G

▶ 3703-G

▶ 3701-P

▶ 3703-P
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ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (カラフル )

■ブックトラック／カラフルワイド／両面傾斜3段

■ブックトラック／カラフルワイド／片面傾斜3段

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3775-□ ホワイト
￥79,800 W900×D480×H1195

3755-□ ブラック

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3774-□ ホワイト
￥64,100 W600×D350×H1195

3754-□ ブラック

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3773-□ ホワイト
￥67,000 W900×D350×H1195

3753-□ ブラック

棚板1段分の書籍をそのまま載せることができるW900のワイド設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

棚板1段分の書籍をそのまま載せることができるW900のワイド設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

■ブックトラック／カラフルショート／片面傾斜3段
小回りが便利なW600のコンパクト設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

▶ 3755-O

▶ 3773-G ▶ 3773-B

▶ 3774-O

25 850 25
900 480

31
4.3

31
4.3

11
95

190

190

25 850 25

900
350

275

31
0

31
0

11
95

25 550 25

600

31
0

31
0

350

275

11
95

品　番 -W -B -G -Y -O
棚板の色 ホワイト ブルー グリーン イエロー オレンジ

共通仕様
◆本体：スチール製
◆キャスター：エアーキャスターφ125mm（静音）、リング型バンパー付
◆側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆耐荷重：180kg

図書館に彩りを。
フレーム色にホワイトが新登場

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (カラフル )

品　番 -W -B -G -Y -O
棚板の色 ホワイト ブルー グリーン イエロー オレンジ

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■ブックトラック／カラフルワイドディスプレイ／両面4段

■ブックトラック／カラフルワイド／水平3段

■ブックトラック／カラフルワイドディスプレイ／片面4段

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3777-□ ホワイト
￥95,500 W900×D480×H1159

3757-□ ブラック

◆本体：スチール製
◆キャスター：エアーキャスターφ100mm、リング型バンパー付、
◆側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3776-□ ホワイト
￥73,500 W900×D480×H1195

3756-□ ブラック

◆本体：スチール製
◆キャスター：エアーキャスターφ125mm、リング型バンパー付
◆側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3778-□ ホワイト
￥82,100 W900×D350×H1159

3758-□ ブラック

◆本体：スチール製
◆キャスター：エアーキャスターφ100mm、リング型バンパー付、
◆側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装

面展示ができる傾斜型

キャスターは静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ100）を採用、2輪はストッパー付

面展示ができる傾斜型

キャスターは静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ100）を採用、2輪はストッパー付

棚板1段分の書籍をそのまま載せることができるW900のワイド設計

キャスターは静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

▶ 3776-G

▶ 3757-Y

▶ 3758-W
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (ベーシック )

■スチール製ブックトラック／両面3段

■スチール製ブックトラック／片面3段

◆ スチール、粉体焼付塗装
◆ キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆ ２輪にストッパー付き
◆ 耐荷重 120kg

◆ スチール、粉体焼付塗装
◆ キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆ ２輪にストッパー付き
◆ 耐荷重 120kg

ベーシックタイプのブックトラックに黒色が登場。光沢を抑えたマットな黒で、本が映える仕様。

キャスターはストッパー付き、耐荷重120kg。

規文堂の強度と機能性を備えた、シンプル

で経済的なシリーズ。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3829-S ホワイト
￥60,000 W790×D345×H1235

3829-K ブラック

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3824-S ホワイト
￥66,000 W800×D493×H1100

3824-K ブラック
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (ベーシック )

■スチール製ブックトラック／片面2段ミニ

■スチール製ブックトラック／片面2段

■スチール製ブックトラック／ミニトラ

◆スチール、粉体焼付塗装
◆キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆２輪にストッパー付き
◆耐荷重 120kg

◆スチール、粉体焼付塗装
◆キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆２輪にストッパー付き
◆耐荷重 120kg

◆スチール、粉体焼付塗装
◆キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆２輪にストッパー付き
◆耐荷重 120kg

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3826-S ホワイト
￥51,500 W790×D345×H944.8

3826-K ブラック

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3823-S ホワイト
￥42,500 W500×D300×H889.8

3823-K ブラック

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3822-S ホワイト
￥42,000 W450×D305×H875

3822-K ブラック
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (K トラック )

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

工具類は必要あ
りません。棚板
バーへの載せ方
を変えるだけ。

キズ防止樹脂リング付

単独で「ブックラック」としてもご使用いただけます。

傾斜置きもOK

用途に応じて＜水平置き＞と＜傾斜置き＞の二通りの置き方から選べます。

棚板は棚板バーに載せるだけだから、＜取り付け＞＜取り外し＞がとても簡単です。

2. 棚板の角度は2way 

1. 載せ換え式の棚板を採用 

3. 多彩なカラーバリエーション 色の新しくなったミックスにシックなホワイト・ダークグレー

Kトラックの3つの特徴 
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サブカテゴリー（000）
ブックトラック (K トラック )

大人気のKトラックが、色を刷新して登場です。

棚板が簡単に取り外せるので、作業効率がアップします。

色ごとに本の種類を変えるなど、使い方は自由です。

※着色はミックスのみでの販売となります。

要望の上がっていたホワイトを復活させました。

シンプルなので場所を選ばず活躍します。

ホワイトに続いて、モノトーン系で新色が登場しました。

こちらもシンプルゆえに一般書・児童書問わず馴染みます。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■ブックトラックKトラック／載せ換え式棚板3段／ダークグレー

品　番 本体価格（税別） サイズ

3745-D ￥56,000 W600×D300×H930

◆ フレーム・棚板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ フレーム・棚板：組立式
◆ キャスター：φ100mm、2輪はストッパー付、リング型バンパー付

■ブックトラックKトラック／載せ換え式棚板3段／ホワイト

■ブックトラックKトラック／載せ換え式棚板3段／ミックス

品　番 本体価格（税別） サイズ

3745-W ￥56,000 W600×D300×H930

◆ フレーム・棚板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ フレーム・棚板：組立式
◆ キャスター：φ100mm、2輪はストッパー付、リング型バンパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

3745-M ￥56,000 W600×D300×H930

◆ フレーム・棚板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ フレーム・棚板：組立式
◆ キャスター：φ100mm、2輪はストッパー付、リング型バンパー付
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サブカテゴリー（000）
木製ブックトラック

カスタマイズしやすいのが木製の良いところ。写真は特注仕様の木製ブックトラックです。用途や収容する書籍に合わせて調整いたします。

どのタイプも耐久性には気を遣って設計しています。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■絵本トラック（キャスター付） ■マルチワゴン（キャスター付）

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0317-B ビーチ柄
￥135,000 W900×D441.7／600×H1100

0317-O オーク柄
◆ 木目柄化粧シート（ガイアシート）
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、2輪はストッパー付

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0318-B ビーチ柄
￥142,000 W900×D500×H1100

0318-O オーク柄
◆ 木目柄化粧シート（ガイアシート）
◆ 展示用金物、コロビ止め2組付
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、2輪はストッパー付

▶ 0317-B ▶ 0318-B

可動棚
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サブカテゴリー（000）
木製ブックトラック

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■木製ブックトラック／両面3段 ■木製ブックトラック／両面2段（水平）

■木製ブックトラック／片面3段

■木製ブックトラック／水平3段

■木製ブックトラックラバー／片面3段棚可動 ■木製ブックトラックラバー／ニッチ

■木製ブックトラック／片面2段

■木製ブックトラック／ニッチ

品　番 本体価格（税別） サイズ

2391-N ￥156,200 W800×D450×H1045

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ 上段：水平、中段：両面傾斜、下段：両面傾斜
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2394-N ￥121,000 W800×D450×H870

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2392-N ￥151,800 W800×D450×H1250

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2395-N ￥107,800 W800×D450×H1000

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2612 ￥140,000 W800×D450×H1050

◆ ゴム集成材
◆ エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付
◆ 棚板可動（棚柱：ステンレス）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2613 ￥89,000 W480×D400×H1050

◆ ゴム集成材
◆ エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2393-N ￥127,600 W800×D450×H870

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2397-N ￥151,800 W480×D450×H1200

◆ エクセレントウッド、エコウレタン塗装
◆ キャスター：エアーキャスターφ100mm、
 2輪はストッパー付
◆ 棚板落下防止キャップ付

裏面は表紙見せ
展示ができます。

・ブックトラックとして
・返本台として
・テーマ展示台として
・すきま家具（書架）として
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サブカテゴリー（000）
カート

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■ブックカートNタイプ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3837-K ブラック
￥19,800 W385×D500×H9103837-P ピンク

3837-G グリーン
◆ スチールパイプ、ビニールコーティング塗装
◆ 布製バッグ付
◆ キャスターφ75mm
◆ 名入れ可能（特注）

品　番 色 本体価格（税別）

38371-K ブラック
￥3,40038371-P ピンク

38371-G グリーン

◆ 8号帆布、綿100%
◆ 名入れ可能（特注）

■ブックカート用布製バッグ

▶ 3837-P
▶ 3837-K

▶ 3837-G

図書館で一定数確保しておきたいブックカート。布製なので本に優しい仕様です。写真のように特注で名入れも可能です。

ネスティング機構でネスティング機構で

コンパクト収納。コンパクト収納。
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サブカテゴリー（000）
カート／バスケット

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■バスケット・33L

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

38153-P ピンク

￥880 外寸：W510×D360×H240
内寸：W400×D260×H240

38153-R レッド
38153-M フレンチグレー
38153-G ダークグリーン
38153-B ブルーグリーン

◆ 自重：0.7kg
◆ 容量：33L
◆ 材質：PP 樹脂

■ブックカートBタイプ

■カゴ台車L（33L用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

3838 ￥19,600 W390×D555×H940

◆ スチールパイプ、ビニールコーティング塗装
◆ ネスティング機構（コンパクト収納）
◆ バスケット1個付（グレー）　◆ 容量：17L

品　番 本体価格（税別） サイズ

38173-H ￥9,600 W479（451）×D359（321）×H555

◆ 自重：2.4kg
◆ キャスター径：φ75mm
◆ 材質： 本体／スチール 
 ：表面加工／クロームメッキ
 ：キャスター／ナイロン

■バスケット

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

38151-R 赤

￥760 W425×D300×H215
38151-Y 黄
38151-B ブルーグレー
38151-M グレー

◆ 容量：17L

▶ 38153-P
▶ 38153-R

▶ 38153-M

▶ 38153-B ▶ 38153-G

品　番 本体価格（税別） サイズ

3817-1 ￥6,200 W310×D360×H320

■バスケットスタンド（キャスター付）

図書館利用者の資料運搬にお使いください。

バスケットスタンドに積み重ねて収納できます。

カゴ下までの高さ700カゴ下までの高さ700

⇒そのままカウンターに差し込めます⇒そのままカウンターに差し込めます
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サブカテゴリー（000）運搬ケース

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

■運搬ケース1号 ■運搬ケース3号（蓋付）

■キャリア（1号用）

■運搬ケース1号用台車 ■運搬ケース3号用台車

■折りたたみコンテナ用台車

品　番 本体価格（税別） サイズ

3841 ￥2,900 外寸：W616×D380×H204
内寸：W530×D321×H174

◆ ポリプロピレン製、自重2.2kg、スタッキング可
◆ 収納時は把手を内側に倒して積み重ねOK。

品　番 本体価格（税別） サイズ

3843 ￥3,900 外寸：W486×D368×H237
内寸：W410×D310×H203

◆ ポリプロピレン製、自重1.9kg

品　番 本体価格（税別） サイズ

3849 ￥39,000 外寸：W630×D390×H210

◆ 丸パイプ（φ28mm）外側 ABS 樹脂、自重6.9kg
◆ 運搬ケース1号5～8個（本収納時）20個（空箱）積載可

品　番 本体価格（税別）

3849-1 ￥13,300
◆ アルミ製アングル、コーナープラスチック製
◆ 自在キャスター：φ75mm、エアキャスター
◆ 積載荷重150kg

品　番 本体価格（税別）

3849-3 ￥11,000
◆ アルミ製アングル、コーナープラスチック製
◆ 自在キャスター：φ75mm、エアキャスター
◆ 積載荷重150kg

品　番 本体価格（税別）

3849-5 ￥13,300
◆ アルミ製アングル、コーナープラスチック製
◆ 自在キャスター：φ75mm、エアキャスター
◆ 積載荷重150kg

■折りたたみコンテナ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3840-1 青 ￥4,500 外寸：W530×D366×H206
内寸：W490×D332×H184

◆ 折りたたみ後：H70mm
◆ ポリプロピレン製
◆ 収納重量15kg
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