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保存方法

■資料を永く利用、保存するための方法と対策

修復
対象：本紙が脆弱、製本（綴じ）が分解している

　　   多くの虫食いが生じている など

・強化（裏打ち・リーフキャスティング等）

・洗浄（湿式・乾式）

・脱酸（水性・非水性）

・修復の規模により、価格の幅がある

補修
対象：表紙、背、本紙の破れや亀裂など

・和紙と正麩糊を用いる

・和装本の綴じ糸の切れや緩みを直す

・修復と違い、必要な個所のみ行う

・完全な処置ではないが、資料の保存性や利用性が高まる

再製本
対象：綴じが傷んだ洋装本 など

・「保存製本（修復製本）」修復しつつ、

　製本の特徴を維持する

・資料の歴史的価値を損なわない

保存箱・保管庫
・中性紙の保存箱や扉付き保管庫

・温湿度の変化、汚れの付着、光による劣化を防ぐ

・資料に脱酸処理を施すと、保存効果がより高まる

脱酸（脱酸性化）処理
・1850~1980年代に製紙された洋紙は「酸性劣化」する恐れがある

・紙を長期的な保存に適した性質（アルカリ性）に変化させる処理を行う

・処理後、紙の寿命はそれまでの数倍（一般に3~5倍）になり、紙の柔軟性も維持される

・脆弱化した紙を復元させる技術ではないので、すでに劣化が進行し、

　ページをめくると紙が割れてしまうような紙には効果が期待できない

・今後の劣化が予想される洋紙には、早めの脱酸処理をお勧めします

温湿度環境
・湿度65~70%を超えると、カビや害虫が発生しやすくなる

・湿度が低すぎると、紙が乾燥して劣化する

・湿度の変動が大きいと、乾漆が紙を劣化させる

→書庫内に温湿度計やデータロガー（自動記録装置）を設置し、変動に注意することが重要

　日常的な点検作業も大切

害虫管理
・虫害や発黴の防止→「くん蒸処理」＋「IPM（総合的有害生物管理）」

・IPMとは…有害生物の種類、繁殖原因、活動範囲などを調査し、それぞれに有効な回避、殺虫、殺菌技術を組

み合わせて対策する管理方法。博物館などで多く実施されている。

取扱いの向上・媒体変換
・媒体変換やレプリカ製作は、原物資料の保存に欠かせない手段の一つ

・毎葉（一枚もの）資料は、製本資料よりも取扱い時に十分な注意が必要となる

→資料を透明なシートに封入すること（エンキャプスレーション）で、透明シートが

　紙全体を支持し、利用の際の負荷を大幅に軽減できる

　ただし、酸性紙をそのままシートに封入すると紙自身から発生する酸性成分によって劣化が促進

されるので、必ず脱酸処理を優先させる

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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保存方法

■紙資料における修復の方法
資料の修復は形態構造、或いは劣化状態や保存形態に応じた方法を用いることが大切です。お気軽にご相談ください。

漉き繕
虫損部分に、本紙と同様の繊維を漉いて埋める方法です。

欠損部分にのみ漉き込む為、本紙の厚みが変化せず、風合いがもとのままの状態をとどめることができます。

裏 打 ち
劣化（虫損、欠損、黴）した本紙を裏側から料紙

で糊付けする方法です。和本の修復に多く用いら

れるが額装や軸装に仕上げる場合、必須の処理で

す。

和
本
の
修
復
前
（
左
）
と

裏
打
ち
に
よ
る
修
復
後
（
右
）

中 打 ち
粘蝶装や列葉装、また紙背文書など両面書きの本

紙の表裏を剥離（相剥ぎ）し、内面に料紙を糊付

けする方法です。剥離した表裏に漉き繕いを施す

こともできます。

新
聞
を
相
剥
ぎ
し
、

中
打
ち
を
施
し
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。
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サブカテゴリー（000）
フィルムプラスト・補修用品

※和紙・和綴本には、和紙ラベルが最適です。※和紙ラベルは補修・製本の章に掲載しています。

■フィルムプラストP ■フィルムプラストP90

■フィルムプラストSH

◆ 透明、重さ20g/m2、短繊

維で無酸性の特殊紙です。
◆ 経年変化がなく、黄変せ

ず、半永久的な弾力性があ

ります。
◆ 炭酸カルシウムを含んだ

無酸性接着剤を使用してい

ます。
◆ 近代紙の修復や保護に適

しています。
◆ 本の裂け目の修復がほと

んど目立ちません。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8788 ￥2,700   2cm×50m

8789 ￥4,300   4cm×50m

◆ 白色、重さ40g/m ²、破れ

にくい無酸性の特殊紙です。
◆ 木材を含みません。
◆ 経年変化がなく、黄変せ

ず、半永久的な弾力性があり

ます。
◆ 炭酸カルシウムを含んだ無

酸性接着剤を使用していま

す。
◆ 破れたり、はがれたページ

の修繕に適しています。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8788-5 ￥2,700 2cm×50m

◆ 細かいステッチの白色

レーヨンテープ。
◆ 厚さ170ミクロン（布地）

です。
◆ 無酸性、破れにくい素

材です。
◆ 本のカバーと本体の間

のつなぎ部分の強化に適

しています。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8787 ￥2,100 2cm×25m

8787-1 ￥3,300 3cm×25m

酸性紙の貴重な資料を風化から守り長期保存を可能にします。有機溶剤を含まない水溶性の糊を使用しているフィルムプラスト製品は、資料にやさしく、

経年変化を起こさない安心してお使いいただける無酸性素材（フィルム）です。書籍や書類の補修・補強の他、美術作品の額装にも広く使われています。

■ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙テープ

◆ 特　徴：白色／乾くと透明
◆ 糊素材：酢酸系樹脂接着剤
◆ 糊 pH 値：約7.0

品　番 本体価格（税別） 容量

8813-1 ￥4,800 1kg

8813-2 ￥1,600 200g

■ブックグルー■補修クリアテープ

品　番 本体価格（税別） サイズ

8788-8 ￥1,900 32mm×30m

◆ 厚さ：テープ厚　25μ
◆ カラー：透明度の高い白色
◆ 糊素材：水溶性アクリル系接着剤
◆ 糊 pH 値：約7.0
◆ 素　材：ポリエステターフィルム

▶ 8813-2▶ 8813-1

品　番 本体価格（税別） サイズ

8812-1 ￥2,200 24mm×50m

無酸でリグニンを含ま

ない、90gのクラフト紙

を使った 水貼りテー

プ。

アルカリ緩衝剤を含み

pH7.5 8.5。

水で活性化する無酸の

澱粉接着剤を使用し、

PATに合格。

200m巻です。

書籍の喉元の補修に

書籍の背の部分の補修に。簡易製本に。

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）

隅貼り

外カマス

隅貼り
フラップナシ

■資料保存用封筒

規　　格 用　　途
長形1号 B4判横3つ折り／A4判縦2つ折り 
長形2号 A4判横3つ折り／B5判縦2つ折り 
角形0号 B4判
角形1号 写真四つ切
角形2号 A4判、A4書籍、雑誌
角形3号 B5判
角形6号 写真八つ切／A5判書籍、新書判

規格と主な用途

◆ 一般資料用／隅貼り／フラップ付、50枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8940 ￥2,900 長形1号：W142×H332

8941 ￥2,700 長形2号：W119×H277

8942 ￥5,000 角形0号：W287×H382

8943 ￥5,000 角形1号：W270×H382

8944 ￥5,500 角形2号：W240×H332

8945 ￥3,500 角形3号：W216×H277

8946 ￥2,700 角形6号：W162×H229 ◆ 古文書用／隅貼り／フラップ無、50枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8940-1 ￥2,900 長形1号：W142×H332

8941-1 ￥2,700 長形2号：W119×H277

8944-1 ￥4,500 角形2号：W240×H332

8945-1 ￥3,500 角形3号：W216×H277

8940-2 ￥5,000 細     長：W143×H465

8942-2 ￥6,600 横長大：W245×H467

◆ 写真用／フラップ付、50枚入

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8943-2 外カマス貼り ￥2,200   4×5インチ：W135×H110

8944-2 隅貼り ￥2,900   5×7インチ：W135×H190

8945-2 外カマス貼り ￥3,500 8×10インチ：W270×H215

エンベローブ
 〈資料保存用封筒〉
中性紙の封筒は、資料をいためる原因である紫外線や埃・酸性環境などか

ら資料をまもるための最も簡便な保存用品です。
● AFプロテクトHを使用した資料保存封筒です。
● デリケートな資料をキズつけぬ様、又、接着部からの影響を少なく　する

ため、のりしろを外側に出しました。
● さまざまな大きさの資料に合わせ、16種類のサイズを用意しました。
● 文書保存箱などと併用していただければ、なお効果的です。

 〈一般資料用〉
サイズのさまざまな一枚物資料や文書類の保存に。封筒の貼り方は「隅貼

り」で防塵用の「フラップ付き」です。

 〈古文書用〉
サイズに合わせ6種類をそろえました。大美濃判の横帳や状物など大きな資

料にも対応できるよう、「細長」「横長大」も用意しました。貼り方は「隅貼

り」で出し入れに便利な「フラップ無し」です。

 〈写真用〉
代表的なサイズ3種類を用意しました。封筒の貼り方を「隅貼り」又は「外カ

マス貼り」としました。（いずれも「フラップ付き」です。）

※表題欄・名入れなど、印刷も承ります。
　別寸法はご相談ください。
※処理済カラー写真の包材は、pH7.0～7.5が推奨（ISO規格）さ
れておりますので、ILティッシュ（pH7.5）などの中性に近い間
紙と組み合わせてご利用ください。又、古典写真（特に鶏卵
紙）の場合は画面の変色のおそれがありますので、同様に中
性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。

保存用封筒

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）
保存箱

もんじょ類の保存箱です。 版画や水彩画などの作品保存用二つ折りタトウです。

● 弱アルカリのダンボール（アーカイバルボード）を使用した保存箱です。
● 強度は一般ダンボール箱の2 3倍強度があります。
●積み重ねが可能です。
● 組み立てには接着剤や留め具が不要です。 使わないときにはたたんでおけます。
● 写真サイズに合わせて3種類用意しました。
● 箱の側面が一箇所開きますので、デリケートな写真資料などはスライ

　ドして出し入れできます。

■ストレッジボックス（組立式写真用保存箱）

■キットボックス＜組立式保存箱＞

■もんじょ箱（組立式文書保存箱）

■フォルダー（作品保存用タトウ）

● 弱アルカリのダンボール（アーカイバルボード）を使用した保存箱です。
● 強度は一般ダンボール箱の2 3倍です。
● 組み立てには接着剤や留め具が不要です。使わないときにはたたんでおけます。
● もんじょ箱大型は古文書の大美濃判資料の横帳まで入ります。内枠つきで

すので強度があり、箱の積み重ねが可能です。
● もんじょ箱新聞用は代表的な新聞サイズ（ブランケット版）がぴったり入り

ます。箱の側面が一箇所開くので、薄い資料はスライドで出せます。

◆ 10個入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8959 ￥26,000 大   型：内径W350×D470×H250
　　    ：外径W385×D520×H260

8959-1 ￥23,000 新聞用：内径W450×D600×H100
　　　：外径W485×D635×H110

◆ 1枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8953-1 ￥1,400 A3：W307×H440

8953-2 ￥1,100 A4：W230×D307

● 弱アルカリ板紙（ＡＦハードボード）を使用した工コノミータイプの組み立て

式保存箱です。
● 組み立てには接着剤や留め具が不要です。使わないときにはたたんでおけます。

● 原材料にピュアマットとAFプロテクトHを使用しました。
● 素材に額装用マットボードを使用していますので、表面のデリケートな資料

などに最適です。
● 保存箱と組み合わせていただければ、更に効果的です。

※別寸法はご相談ください。

写真や版画など一枚物美術作品、古文書など

の組み立て式保存箱です。

古文書や新聞、絵画など大きなサイズの資料

や作品用の組み立て保存箱です。

◆ 外形寸法はそれぞれ

　約26×26×10mmずつ大きくなります。

共通仕様

◆ 10個入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8958 ￥17,000 A3：W337×D460×H50

8956 ￥10,000 A4：W250×D337×H50

8957 ￥14,000 B4：W297×D404×H50

8955 ￥9,000 B5：W222×D297×H50

◆ 10個入　

品　番 本体価格（税別） サイズ

8954-3 ￥20,000 W366×D467×H50

8954-4 ￥22,000 W416×D518×H50

8954-5 ￥27,000 W515×D617×H50

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）
保存箱

高さ

縦
横

尺回り

横＋縦＋高さの合計
（単位mm）　

経師の伝統技術が生かされた保存容器

帙は冊子を保護するために使われてきた伝統的な保存容器です。当社では伝統技術を受け継ぐとともに、冊子が直接触れる帙の裏貼り紙の面が平滑にな

るように改良を加え、より良い保存状態になるように配慮しています。冊子を収納する場合、無双帙が一般的ですが、カサのある冊子を複数収納する場合

や、重量のある冊子には四方帙をお薦めしています。また不規則な大きさの複数の冊子や、一枚ものの資料を保存される場合には箱帙をご用意します。

※全て別寸法・別仕様を承っております。お問い合せ下さい。

※合計600mm以上は別途見積

※B仕様は別途見積

■保存箱無双帙ピュアマットA仕様

規　　格 A仕様 B仕様

芯　紙 ピュアマット（特種製紙（株））
周囲面取り（45°カット）

中性ボード（弊社特製）
周囲面取り（45°カット）

見返し
クロス

中性　鳥の子紙
細布　（木綿）紺色

中性　鳥の子紙
細布　（木綿）紺色

糊 中性糊（p.h.6.8～7.0） 中性糊（p.h.6.8～7.0）
こはぜ 牛骨 牛骨
紐 細布　（木綿）紺色 細布　（木綿）紺色
題　箋 背と平に貼付　鳥の子紙 背と平に貼付　鳥の子紙

仕様

● ピュアマット　外気の酸性環境から守るためのマウンティングボード

※ご注文は100枚からとさせていただきます。また地域により別途諸経費

をいた　だく場合がございますので、詳細についてのご相談や100枚未満

のご注文等は　お気軽にお問い合わせ下さい。

帙

品　番 本体価格（税別） サイズ

8978-1 ￥7,000 横+縦+高さの合計：600mm迄

印篭式と台差しの二種類の伝統的な形式
文書（もんじょ）用に印篭式と台差しの2種類の桐箱をご用意しました。印篭式は掛軸用としてもよく用いられる典型的な形式であり、ま

た台差しは真田紐（平紐）で蓋をくくる形態で文書の出し入れが容易なのが特徴です。厳選された会津産・北米産の材料を用いた上、ア

ク抜き処埋を行っています。ただし収蔵庫の環境により脂分が出るおそれがありますので、念の為に文書を収める前に付属の和紙で包

むことをお薦めしています。

■保存桐箱印籠式 ■保存桐箱台差し

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

8976-1 北米産桐材使用 要見積
内寸：W380×D260×H200

8976-2 会津産桐材使用 要見積

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

8976-3 北米産桐材使用 要見積
内寸：W380×D260×H200

8976-4 会津産桐材使用 要見積

北米産桐材、会津産

桐材とも、煮沸による

アク抜き、砥粉不使

用。全て和紙（薄美濃

紙）付き。

北米産桐材、会津産桐材とも、

煮沸によるアク抜き、砥粉不使

用。全て和紙（薄美濃紙）付

き。文書（もんじょ）台差しは

真田紐付き。

桐箱

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）
保存箱

■伸縮式筒型保存箱（1.3mm厚ボックスボード）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8964-1 ￥5,300 W800～1500×D100×H100

8964-2 ￥6,200 W800～1500×D120×H120

8964-3 ￥6,200 W800～1500×D150×H150

長さが調節できる定型サイズの保存箱で、開口部が筒と一体になってい

ますので、蓋を紛失することがなく、重ねた状態からも中身を取り出せ

ます。

「前開きカブセ筒箱」は日本の図書館様からの指定で製作しましたが、

人気のデザインの筒箱です。前開きカブセ箱と同じ構造で、蓋をとると身

の短手の部分の筒の取り出し口が前に倒れて、中身が取り出しやすくなっ

ています。

■前開きカブセ筒箱（2mm厚コルゲートプレミア）

◆ オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。
◆ 中性紙ボード使用

◆ 中性紙ボード使用

■フルカバー型（1mm厚CXDボックスボード） ■エコノミー型（1mm厚CXDボックスボード）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8967-3 ￥3,900 横+縦+高さの合計：～550mm

8967-4 ￥5,250 横+縦+高さの合計：～750mm

◆ オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。
◆ 中性紙ボード使用

たとうのように、資料を包み込んだ上で箱になる形状で、大英図書館で採用されているデザインです。

ポートフォリオに収納するものよりやや厚めの資料に。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8965-1 ￥3,500 横+縦+高さの合計：～550mm

品　番 本体価格（税別） サイズ

8967-6 ￥3,000 横+縦+高さの合計：～750mm

◆ オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。
◆ 中性紙ボード使用

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）
保存箱

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。

貴重本、書籍、布作品、ファイルやフォルダーに入れた写

真など、一枚ものの資料などに。

貝のように身と蓋が一体になっている構造で、棚に立て

ても、積み重ねても収納できます。

身と蓋が分かれる構造の保存箱です。

弊社の実験では270kgを空箱に載せても潰れません。

特に大きなサイズの資料を入れる場合に対応した大型箱は、身と蓋を分

けて作ることができますので、このカブセ箱が有利です。

厚みを増せば2450×1640mmのボードも可能で、50mmの深さなら、B1はおろかA0で

も悠々の2100×1000mmくらいのカブセ箱が作れます。

■シェル型保存箱（1.3mm厚ボックスボード）

■アルバムページ

■カブセ箱（1.3mm厚ボックスボード）

◆5枚入

シェル型の保存箱にリングを

取り付けた経済的なリングバ

インダー。

無酸でリグニンを含まず、塩素

分子や還元性硫黄をほとんど

含んでいません。蛍光剤を使

用せずPATに合格しています。

リングバインダーボックスに入れるポリエステル製のファイルページです。ポ

リエステルと再生原料を含まないポリエチレンで作られており、可塑剤や有害

ガスを発する添加物を含みません。透明度、強度、硬度が高く、表面にスリッ

プコート剤も掛けていません。

■ライブラリー・リングバインダー・
ボックス（1.3mm厚CXDボックスボード）

品　番 対応サイズ 本体価格（税別） サイズ

9100-3 10×12 ￥3,100 317×266×64

9100-8 A4 ￥3,800 311×222×70

9100-9 A4ノビ ￥4,500 365×242×100

9101-1 A3ノビ ￥5,000 497×347×64

◆中性紙ボード使用

品　番 対応サイズ 本体価格（税別） サイズ

9101-2 16×20 ￥4,500 520×420×30

9101-4 A4 ￥3,300 311×222×30

9101-5 A3 ￥4,000 432×311×30

9101-6 A3ノビ ￥4,300 497×347×30

9101-7 A2 ￥5,500 606×434×30

◆中性紙ボード使用

品　番 対応サイズ 本体価格（税別） サイズ

9101-2 16×20 ￥4,700 520×420×30

■シェル型保存箱（1mm厚ボックスボード）

品　番 本体価格（税別） サイズ

9102-1 ￥3,400  横+縦+高さの合計：～550mm

9102-3 ￥5,600  横+縦+高さの合計：～1200mm

◆オーダーサイズ、大型サイズの製作可能。
◆中性紙ボード使用 ◆中性紙ボード使用

品　番 対応サイズ 本体価格（税別） サイズ

9103-1 A4 ￥4,600 325×310×55

9103-2 A3 ￥8,900 465×400×57

品　番 ポケット数 本体価格（税別） サイズ

9104-1 20
￥2,200 A4（ページ外寸：315×260）

9104-6 7
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サブカテゴリー（000）
調湿／脱臭／防虫

■エコミュアー

品　番 本体価格（税別） サイズ

63270 ￥6,500 W60mm×H70mm

幼虫・卵に対して高い殺虫力。

人体への安全性が高い。

食害を阻止する強い忌避作用。

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。

人と自然に優しい

天然素材100%で

製造した防虫・防カビシートで

す。

ニッカペレットを密閉容器や密閉陳列ケースに入れ

るだけで常時RH60%に保つように、調湿します。使用

方法及び取り扱い方法についてお気軽にご相談くだ

さい。

● 温度変化に対応し、一定湿度を維持します。
● 少容量の保存箱に最適です。
● 容量に応じてカット調整ができ、便利です。
● 密閉性高い程、調湿効果が発揮されます。

●  展示ケース内や密閉度の高い箱の中を調湿する

際に用います。

　 ご注文時にご希望の湿度（RH20～70％）をご指定

ください。

●  10kg缶入の顆粒状の調湿剤です。大型の展示ケー

ス内等で、大量に使用する際には、このタイプをお

使いください。

●  テックリンエースは湿気のない、嫌な臭いのない

環境を創ります。
● ハニカム構造で吸着・吸収量が大きい。
● 湿度が高い時は湿気を吸収します。
●  建材・接着剤等により発生の汚染因子を吸着除去

します。

▶ 7068-1

■防虫シート／バグレス

■調湿剤ニッカペレット

■調湿剤ニッカペレット

■テックリンエース ■テックリンエース

品　番 種　類 本体価格（税別） サイズ

7065 1袋 10 シート ￥3,400 W125×H50

7065-A 据置用 ￥3,500 190×95×42

◆ 1袋10シート入：収納ケースに直接入れてください。
◆ 据置用：2.5m 四方に1個の目安でご使用ください。
◆  有効成分：ヒノキチオール・樹木エキス・ハーブエキス
（数種類）をマイクロカプセル化することによって、
徐放効果を持たせ効果期間を長くしました。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7067-1 ￥15,800 W240×D220

◆ 調湿用：1シート8個入×7シート
◆  保存箱、書籍箱、作品移送箱等の調湿、作品の保護。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7068-1 ￥4,000 W125×D30×H275

◆ カセットタイプ、500g×2ケ組
◆ 使用量は1m³に対して1kgを目安としてください。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7068-3 ￥35,000 W238×D238×H349

◆ 缶入りタイプ、10kg
◆ 使用量は1m³に対して1kgを目安としてください。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7067-2 ￥13,500 W240×D220

◆ 脱臭用：1シート8個入×7シート
◆ 収納箱、書棚などの内側壁面、床面に使用。
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サブカテゴリー（000）
調湿／脱臭／防虫

クリーニング
展示ケースや収蔵庫の除塵

乾燥剤（デシパック）

棚や文化財のカビや虫食いの原

因となる微小な塵埃を取り除きま

す。

水分にデリケートな箇所には、テッ

クリンドライをお使いください。

●  吸湿性能

デシパックの原料はJIS規格の要求す

る吸湿率を上回っています。特にMIL

（米国軍用規格）で規定されている

金属腐蝕防止効果のあるRH40％以下

の低温度において優れた吸湿性を発

揮します。

●  包装材料

デシパックは切断面のホツレが無く、

透明度の大きい長い繊維不織布を使

用し、ハードな使用に耐える設計に

なっています。

■テックリンドライ／ウェット ■乾燥剤

品　番 本体価格（税別） サイズ

7069 ￥2,800 W125×H75

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

7067-3 ドライ ￥22,000 W285×H385

7067-4 ウェット ￥28,000 W300×H380

◆ ドライ：20枚入 ◆ ウェット：200枚入 ◆ 20個入

詳細は別途資料を
ご請求ください。

詳細は別途資料を
ご請求ください。

特殊構造の高気密キャビネットの内側に、効果的に調湿ボードを組み込むことにより、周辺環境の変化に関わらず 「桐箱」
を上まわる極めて高い調湿性能を発揮します。

●  特別な設備をせずに、湿度調整機能の優れた空間を実現します。
●  収納物や収納量により、間口・奥行き・高さは別注対応が可能です。
●  長期間にわたる調湿効果により、日常のメンテナンスが要らなくなります。
●  収納品保護のため、窓部材をはじめすべての部材、素材を厳選してあります。さらに、保管庫本体は塗

装前の特殊コーキング処理により、気密性の高い仕上げになっています。

TC-WS45
（上窓付扉・下スチール扉）

側断面図
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■調湿キャビネット

品　番 本体価格（税別） サイズ

6323-5 ￥697,000 W900×D450×H2100

◆形式：TC-SS45、上・下スチール扉
◆ D350もございます。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6323-1 ￥726,200 W900×D450×H2100

◆ 形式：TC-WW45、上・下窓付扉
◆ D350もございます。

●  本体：部材の合わせ目は気密性を保つため、すべて塗装

前に特殊コーキング処理を 施しています。

●  窓部材（窓付扉）：収蔵物に対する遮光効果の高い3mm

スモーク・アクリル板を使用しています。

●  扉把手（片扉のみ）：アルミ合金製のフラットハンドル型で

す。

　※ 複数のキャビネットをお求めになった場合、それぞれ

のキャビネットで「キーNo.」が異なります。マスター

キーをご希望の方は、別途お申し付けください。

●  パッキング：気密性、復元力に優れたEPDMエチレン・プロ

ピレンゴムを扉全周に取 り付けてあります。

●  棚板の積載質量：奥行き350mm用＝40kg/段、奥行き

450mm＝50kg/段

●  調湿ボードの組込量（標準）：奥行き350mmタイプ＝約

1.2m²、奥行き450mmタ イプ＝約1.4m²
●  書籍保護ピュアマット：すべての棚板（最下段含む）上

面に1.7mm厚のピュアマット（中性紙）を敷き、文化財の

下面を保護します。

●  キーは複数台を同一の「キーNo.」にすることができま

す。

仕様

品　番 本体価格（税別） サイズ

6323-3 ￥710,000 W900×D450×H2100

▶ 6323-3

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。

◆ 形式：TC-WS45、上窓付扉・下スチール扉
◆ D350もございます。
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サブカテゴリー（000）調湿／空気清浄

● 除湿機能　
● 小型で強力な除湿能力があります。
● 高精度エアフィルターを採用
●  吹き出し用オプションとしてフレキシブルタ

イプとダクト吹き出しタイプがあります。
● キャスター（オプション）の取付け可能
● 電源・排水工事も対応いたします。
  ［別途費用］

■除湿器／DH-P08RB-P

品　番 本体価格（税別） サイズ

6321 ￥700,000 W550×D295×H825

◆ 1φ100V　0.8kw
◆ 除湿能力：33リットル／日
◆ 湿度調整期内蔵

冷却・再熱式の床置型除湿機です。100V電源でコンパクトながら強力な除湿

能力がある産業用の除湿機です。ドレンを直接排水口に流しますので、ドレ

ンタンク満水による運転停止がありません。DH-P08RB-Pはドレンアップポン

プ内蔵で、近辺に排水口がない場所でも自動運転が可能です。
（※壁掛け設置は現地施工対応です）

■除湿器／DH-11D
人気の冷却・再熱式の除湿機

です。100V電源でコンパクト

ながら強力な除湿能力があ

る産業用の除湿機です。ドレ

ンを直接排水口に流すので、

ドレンタンク満水による運転

停止がありません。

オゾン層を破壊しない冷媒を

使用しています。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6320 ￥430,000 W430×D484×H821

型　　名 DH-11Ｄ
除湿能力 29／32L／d（27℃/60%RHのとき）
電　　源 1φ100V　50/60Hz
消費電力 675/800W
騒 音 値 47/49dB(A)
重　　量 48kg（プレナムチャンバー含む）
仕様冷媒 R407C
外形寸法 621×430×484mm（高さ×幅×奥行）

使用可能温度 1～40℃
塗 装 色 本体：マンセル1Y8.5/0.5　底部：マンセルN3
付 属 品 取扱説明書 1部ドレンホース（内径φ13mm、1m）1本
備　　考 3分間再起動防止タイマー付き（タイムガード）
（参　考） 過電流遮断器定格容量10A（現地手配）

仕様

共通仕様 ◆ 外寸 W596× D635× H700
◆ スチール
◆  ゴム製ラバーによる、気密性保持と乾燥剤使用の温

度対策を実施
◆ ラッチにより地震時の引出し飛び出しを防止
◆ 積み重ね可

▶ 4440 ▶ 4442

■マイクロキャビネットⅡ型

■マイクロキャビネットⅡ型　マイクロ／ベース

品　番 本体価格（税別） サイズ

4440 ￥180,000 W596×D635×H700

◆ マイクロ／ロール用
◆ 引出内寸：W493× D590× H120

　　　　　　 （35mm なら220巻、16mm なら360巻）
◆ 67kg
◆  乾燥剤（品番：7069）を各段に5袋ずつ入れることをお薦めします。

品　番 本体価格（税別） サイズ

4441 ￥237,000 W596×D635×H700

◆ マイクロ／アパーチャー用
◆ トレー内寸：W195× D533× H118（トレー8個、約21600枚）
◆ 87kg
◆ 乾燥剤（品番：7069）を各段に5袋ずつ入れることをお薦めします。

品　番 本体価格（税別） サイズ

4441-1 ￥237,000 W596×D635×H700

◆ マイクロ／フィッシュ用 VIII
◆ トレー内寸：W162× D533× H118（トレー8個、約21600枚）
◆ 87kg
◆ 乾燥剤（品番：7069）を各段に5袋ずつ入れることをお薦めします。

※上記のキャビネットにつける、40mm のかさ上げ材です。

品　番 本体価格（税別） サイズ

4442 ￥245,000 W596×D635×H700

◆ マイクロ／フィッシュ用 XII
◆ 引出内寸：W493× D590× H120（仕切板式、約32000枚）
◆ 80kg
◆ 乾燥剤（品番：7069）を各段に5袋ずつ入れることをお薦めします。

品　番 本体価格（税別） サイズ

4443 ￥8,200 W596×D635×H40

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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