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全体の構成企画、レイアウトおよび各家具の製作を手掛けました

兵庫県内公共図書館
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全体の設計企画、レイアウトおよび各家具の製作を手掛けました

神戸市内高等学校図書館
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全体の設計企画、レイアウトおよび各家具の製作を手掛けました

香川県内学校図書館
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全体の設計企画、レイアウトおよび各家具の製作を手掛けました

京都府内公共図書館
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サブカテゴリー（000）図書館のレイアウト

児童書コーナー

出入口

閲覧・自習室

ブラウジングスペース

企画展示
コーナー

執務室

W.C.

W.C. 多目的

トイレ

お話しスペース OPAC

OPAC

OPAC

自動貸出

規文堂の図書館 - 公立図書館の例 「文化的な空間を創造する」を理念とし、社内の設計チームがゾーニングを基に案を詰めていきます。

グループ自習室

図書館の資料を使った

グループ研究にぴったりな部屋

図書館の一番奥

静かに集中できる場所に配置

窓際閲覧

カウンター

展示架

雑誌架

新聞架

ゆったり座れる

ロビーチェア

記載台

壁面書架

ブック

ディテクション

システム

柱巻き書架

絵本
展示架

スツール

視聴覚コーナー

閲覧スペース

スツール

24000

42
00
0

片面書架がパーテーション

としても機能する

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。

vol52-0_納品事例-図書館のレイアウト-新製品-目次.indd   4 2020/02/03   9:56:29



サブカテゴリー（000）図書館のレイアウト

入り口のつくり方
入り口横の展示架

来館者の目を引きやすいので

お勧めの本を展示

利用者の動線と展示の両立

書架までの動線を広めに

取り、利用者がスムーズ

に移動できるように

児童書コーナー

入り口に絵本展示架を

置いて、子どもたちの

興味を引く

閲覧スペース

閲覧スペースを書架が並ぶ中に挿入

気になった本を手に取り、近くの椅子に腰かける

L字のカウンター

出入口と図書館内の両方に目が届く
書架に向かう途中で

展示架に目がいくような配置

お話しコーナー

このスペースではおしゃべりOK

読み聞かせ会も行える

一般書架との間に

スツールを置き空間を分ける

自然光が明るい

窓際閲覧カウンター

書架 大きな閲覧テーブル 展示コーナー 児童コーナー

ブックゲートを設け、

本を置くスペースをつくる

入って正面に返却・貸

出カウンターがあれ

ば、迷わずに行ける

書架の高さを低く設定し

大人は全体が見渡せる

子どもサイズの

閲覧机と椅子

書架の横に

小さなスツールを置き、

ちょっと座れるような仕掛け

奥行の大きな机は

正面が他人でも

気になりにくい

OPAC

■規文堂の図書館が大切にすること

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）図書館のレイアウト

「文化的な空間を創造する」を理念とし、緻密な設計案を提示します。

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。

■規文堂の図書館が大切にすること

規文堂の図書館 - 小学校図書館の例

1. カウンターからの視線が通るようなレイアウト
　

3. 動線のそばに展示架を置き、本に触れる機会を増やす

2. 利用者の動線を確保

4. 書架の高さを抑えつつ収容冊数を確保

ブックトラック（展示を兼ねる）

カウンターとバック棚

※書架はカウンターからの見通しに配慮

低学年用展示架

回転式書架

中高学年向け展示架

視線の抜けにより、サービス・管理性能がアップします。 本を探す利用者がスムーズに移動できるように配慮します。

利用者が本を自然と手に取ってくれる工夫です。 特注寸法が可能なので、窓下や壁面書架に柔軟に対応します。

白いゾーンで動線を確保＆本の展示

配架スペース（中高学年）

※司書の視線が通るよう配置

窓下書架
閲覧スペース

配架スペース（低学年向け）

マットスペース

入口入口

窓 窓 窓
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サブカテゴリー（000）図書館のレイアウト

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。

・作業スペースをカウンター裏に確保する

・職員一人あたり幅1200mm以上は必要

・カウンターの高さは700mmが標準

・車イスの利用も考える場合、利用者側の板を凹ませるなど修正いたします

・バック棚、あるいはバックヤード（部屋）を設ける

配架スペースのコツ

閲覧コーナーのコツ

レファレンスコーナーのコツ

家具選びのコツ

（学校図書館の場合）

・書架間の通路幅は有効寸法900mm以上

・車イスとのすれ違いに配慮する場合、通路幅は1300mm以上　

・必要冊数の目安

・収容冊数の目安：

　1連（幅900mm）に対して、約40冊入ります。

　片面2連5段なら、400冊収容可能。

図書館の机に求められる性質として、「耐摩耗性」が挙げられます。

近年では、耐摩耗性のある「メラミン化粧板」を天板に用いるのが主流です。

レイアウト時は、通路幅を確保するため下記寸法をご参照ください。

・公共施設や教育施設の家具備品は、長期間の使用が想定されます

　⇒　安易に価格で選ばず、品質にも着目ください

・ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合物が出ない材料かどうか

　⇒　F☆☆☆☆（フォースター）と表記されているものを選ぶ

　　　※規文堂の材料は全てF☆☆☆☆に該当します

・木製の場合、塗装の膜がしっかり厚いかどうか

　⇒　ラッカー、オイル仕上げなどの製品は一般的に塗膜が薄く、傷付きやすいです

　⇒　規文堂の木製家具は「ウレタン塗装」という厚い塗膜を基準にしています

・本物の木へのこだわり

　⇒　木の質感にこだわりのある方には、弊社の「ナチュラルウッド」を推奨します　

　　　材質はもちろんのこと、化粧シートよりも耐久性が高くなっております

12学級 24学級

小学校 約8,000冊 約12,000冊

中学校 約11,000冊 約16,000冊
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サブカテゴリー（000）
製品目次

木製書架　P2 回転式書架　P18 木枠付スチール書架　P19 閲覧テーブル　P30

閲覧椅子　P40キャレルデスク　P38 スツール　P44 コモンズテーブル　P46

雑誌架展示式　P50 雑誌棚　P52 新聞架　P54 ロビーチェア　P56

カウンター　P60 OPAC台　P65 返却ポスト　P66 自動貸出返却システム

P75

ブックプロテクションシステム

P69

展示ケース　P78 展示架　P86 ブックスタンド　P90 絵本架　P94

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

コスパの良い新書架

新種&新カラー

新種&新カラー

新カラー

書架の防災シリーズ　P24

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）

紙芝居架　P99 紙芝居関連　P101 キッズコーナー　P102 マット　P104

AVブース　P108 ブックトラック　P114 木製ブックトラック　P122 ブックカート　P124

サイン　P128 ガイドコート　P135 ステップ・踏み台　P140 ブックエンド　P141

防犯・福祉　P143 キャリーテーブル　P144 事務用イス　P145 保存用封筒・保存箱　P152

補修・保護・製本　P162 ラベル　P174 バーコード　P186 代本板　P198

製品目次

NEW!

NEW!NEW! NEW!

NEW!

NEW!

新種&新カラー

新種&新カラー

新カラー

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）目次

書架 ・・・ 1

閲覧・コモンズ ・・・ 27

ブラウジング ・・・ 49

インフォメーション ・・・ 59

ディスプレイ ・・・ 77

児童 ・・・ 93

視聴覚コーナー ・・・ 107

ブックトラック・運搬 ・・・ 113

サイン ・・・ 127

管理用品 ・・・ 139

保存 ・・・ 149

補修・保護・製本 ・・・ 161

ラベル・カード・その他 ・・・ 173

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。

規文堂について

製品について

「文化的な空間を創造する」を理念とし、家具や備品の製作・販売を営んでいます。

学校や研究機関と連携し、企画・設計・施工など幅広い業務を請け負います。

製品を作って売ることが基本ですが、その上流にある各施設の方向性、社会問題など

に常に配慮しながら企画設計しています（右記参照）。

国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」の理念に賛同

例：災害復旧ボランティア、講師派遣、教育イベント主催、

品質確保、国産材利用の推奨など

・グリーン購入法の適合製品には右記のマークがついています。

・「JOIFA標準使用期間」について

　経年劣化による事故を防止するための標準使用期間が日本オフィス家具協会により設定されています。

　http://www.joifa.or.jp/useful/officekagukitei.html

　※保証期間とは異なります。

・家具・備品の保証期間について

　日本オフィス家具協会のガイドラインに基づき、規文堂では保証期間を下表のように定めています。

　保証期間内の修理は原則無料です。期間を過ぎると有償ですが、修理の依頼は受け付けております。

弊社ウェブサイトでもカタログを

掲載しております。最新情報も

ウェブにて更新されます。

商品検索は、ウェブ上で便利に整

備しておりますので、ぜひご利用く

ださい。

・材料について

　規文堂では、安全性や耐久性などの品質を特に重視しております。

　表面材の耐摩耗性はもちろん、骨組にあたるフレームや芯材の選定には規文堂のこだわりがたくさんあります。

　また、塗料や接着剤については有害物質が出ないよう、WHOや厚生労働省の指針を順守しています。

・地産材

　日本の林業を活性化させ、森林を保全するため、規文堂でも地産材の利用に取り組んでいます。

　本カタログの製品の多くは地産材で製作することも可能です。

製作事例

外装・表面仕上げ （塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗） 1年

機構部・可動部 （引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障） 2年

構造体 （強度・構造体にかかわる破損） 3年 商品検索はこちら。

お問い合わせメールはこちら。

info＠kibundo.co.jp
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木製書架
回転式書架
スチール書架
移動式書架

書架の防災用品

書架
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2

サブカテゴリー（000）書架目次

■S型書架 P4
規文堂の代表的な書架 明るくやわらかなデザイン 木の素材感と経済性を両立

伝統的な構造、自然派素材

開放的な開架コーナーに 高い安全性能と利便性

くるくる回して本を選ぶ楽しさ

※ブックエンドは管理用品、ウレタン背当たりは最終章に掲載しています。

ビーチシリーズを改良、ベーシックに 最も経済的なシリーズ

■ビーチシリーズ P8 ■ログシリーズ（NEW）P14

■無垢材書架 P15

■スチール書架 P19 ■移動式書架 P22■回転式書架 P18

■書架の防災シリーズ P24

■F型シリーズ P16 ■ロープライス書架 P17

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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3

サブカテゴリー（000）規文堂の木製書架について

※ブックエンドは管理用品、ウレタン背当たりは最終章に掲載しています。

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。

オーダーメイドでも多種多様な書架を作っています。

基本仕様

特徴1 特徴 ※

特徴3特徴2

棚　柱

●ステンレス304

●12.5mmピッチ

● 堅牢なステンレス製で、

木部と柱部の境目をフ

ラットにしたこだわりの

デザインです。

※S 型のみ

●見出し

● H54mm

（ケンドン式で簡単にサイ

ンを差し込める）

 （サインはH57推奨、別売）

棚　受

●ステンレス304

● アーチ型のステンレス製で強度に優れ、

金具中央に樹脂バネを設置し柱に軽く

押し込むと「パチッ」と納まるよう落下

防止機構を持たせました。

木のもつ柔らかさと明るさを備えた木製書架で、12.5mmの棚板可動、及び棚板間口寸法が1連・2連書架共に共通とし、棚板の互換性をもたせ、図書の効率的

な収納ができるようにしました。仕上げ材から芯材に至るまで、健康に配慮した仕様にしています。　

棚板落下防止キャップ（標準仕様）

● ABS 樹脂製

● スライド式キャップで棚受をロックさせることにより、

地震発生時における棚板の落下を防ぎます。

●棚板からの露出が少なく目立ちません。

オプション：展示金具（品番：1909　定価：\10,200 税別） オプション：耐震固定（別途費用見積り）

例：照明を付けることで必要な照度を確保例：水平ラインを強調、サインもオリジナル。

（地震対策）キャップをスライドして固定
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4

サブカテゴリー（000）木製書架／ S型

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。

▶ ▶ 1261-T1261-T

（標準）ナチュラルウッド ホワイトオーク（柾⽬）
エコウレタン塗装（-T）

（特注）エクセレントウッド オーク調（柾⽬）
エコウレタン塗装（-A）

（特注）ウォールナット（柾⽬）
エコウレタン塗装（-W）

▶ ▶ 1240-T1240-T

▶ ▶ 1220-T1220-T

■書架／片面傾斜／SK型

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1261-T ￥325,000 W1800×D360×H2000

5 段 1251-T ￥283,000 W1800×D360×H1700

4 段 1241-T ￥245,000 W1800×D360×H1400

3 段 1231-T ￥214,000 W1800×D360×H1130

2 段 1221-T ￥167,000 W1800×D360×H830

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1260-T ￥176,000 W913×D360×H2000

5 段 1250-T ￥154,000 W913×D360×H1700

4 段 1240-T ￥136,000 W913×D360×H1400

3 段 1230-T ￥118,000 W913×D360×H1130

2 段 1220-T ￥103,000 W913×D360×H830

 2連／4段

 2連／6段

 1連／4段

2連／2段
■ SK型／2連（片面）

■ SK型／1連（片面）

1連／2段

▶ ▶ 1241-T1241-T

▶ ▶ 1221-T1221-T

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

サイン差込口

突板（無垢の木をスライスしたもの）で仕上げた耐久性の高い王道の書架です。上記写真にある「ナチュラルウッド（品番：-T）」が基本仕様になります。

図書館といえば、S型書架。突板による規文堂の王道仕様です。
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5

サブカテゴリー（000）木製書架／ S型

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。

（標準）ナチュラルウッド ホワイトオーク（柾⽬）
エコウレタン塗装（-T）

（特注）エクセレントウッド オーク調（柾⽬）
エコウレタン塗装（-A）

（特注）ウォールナット（柾⽬）
エコウレタン塗装（-W）

▶ ▶ 1266-T1266-T

▶ ▶ 1245-T1245-T

▶ ▶ 1225-T1225-T

▶ ▶ 1246-T1246-T

▶ ▶ 1226-T1226-T

■書架／両面傾斜／SK型

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1266-T ￥484,000 W1800×D720×H2000

5 段 1256-T ￥421,000 W1800×D720×H1700

4 段 1246-T ￥361,000 W1800×D720×H1400

3 段 1236-T ￥314,000 W1800×D720×H1130

2 段 1226-T ￥242,000 W1800×D720×H830

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1265-T ￥340,000 W913×D720×H2000

5 段 1255-T ￥296,000 W913×D720×H1700

4 段 1245-T ￥256,000 W913×D720×H1400

3 段 1235-T ￥224,000 W913×D720×H1130

2 段 1225-T ￥175,000 W913×D720×H830

 2連／4段

 2連／6段

 1連／4段

2連／2段
■ SK型／2連（両面）

■  SK型／1連（両面）
1連／2段

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

サイン差込口

突板（無垢の木をスライスしたもの）で仕上げた耐久性の高い王道の書架です。上記写真にある「ナチュラルウッド（品番：-T）」が基本仕様になります。

図書館といえば、S型書架。突板による規文堂の王道仕様です。
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サブカテゴリー（000）

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1361-T ￥292,000 W1800×D240×H2000

5 段 1351-T ￥256,000 W1800×D240×H1700

4 段 1341-T ￥227,000 W1800×D240×H1400

3 段 1331-T ￥198,000 W1800×D240×H1130

2 段 1321-T ￥154,000 W1800×D240×H830

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1360-T ￥160,000 W913×D240×H2000

5 段 1350-T ￥140,000 W913×D240×H1700

4 段 1340-T ￥123,000 W913×D240×H1400

3 段 1330-T ￥107,000 W913×D240×H1130

2 段 1320-T ￥  83,000 W913×D240×H830

 2連／4段

 1連／4段

2連／2段

1連／2段

▶ ▶ 1361-T1361-T

木製書架／ S型

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。

■ ST型／2連（片面）

■ ST型／1連（片面）

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

サイン差込口

 2連／6段

■書架／片面直立／ST型

（標準）ナチュラルウッド ホワイトオーク（柾⽬）
エコウレタン塗装（-T）

（特注）エクセレントウッド オーク調（柾⽬）
エコウレタン塗装（-A）

（特注）ウォールナット（柾⽬）
エコウレタン塗装（-W）

突板（無垢の木をスライスしたもの）で仕上げた耐久性の高い王道の書架です。上記写真にある「ナチュラルウッド（品番：-T）」が基本仕様になります。

▶ ▶ 1340-T1340-T

▶ ▶ 1320-T1320-T

▶ ▶ 1341-T1341-T

▶ ▶ 1321-T1321-T
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サブカテゴリー（000）木製書架／ S型

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。

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1366-T ￥442,000 W1800×D480×H2000

5 段 1356-T ￥382,000 W1800×D480×H1700

4 段 1346-T ￥335,000 W1800×D480×H1400

3 段 1336-T ￥291,000 W1800×D480×H1130

2 段 1326-T ￥226,000 W1800×D480×H830

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1365-T ￥280,000 W913×D480×H2000

5 段 1355-T ￥254,000 W913×D480×H1700

4 段 1345-T ￥214,000 W913×D480×H1400

3 段 1335-T ￥196,000 W913×D480×H1130

2 段 1325-T ￥152,000 W913×D480×H830

 2連／4段

 1連／4段

2連／2段

1連／2段

■ ST型／2連（両面）

■  ST型／1連（両面）

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

サイン差込口

■書架／両面直立／ST型

 2連／6段

（標準）ナチュラルウッド ホワイトオーク（柾⽬）
エコウレタン塗装（-T）

（特注）エクセレントウッド オーク調（柾⽬）
エコウレタン塗装（-A）

（特注）ウォールナット（柾⽬）
エコウレタン塗装（-W）

突板（無垢の木をスライスしたもの）で仕上げた耐久性の高い王道の書架です。上記写真にある「ナチュラルウッド（品番：-T）」が基本仕様になります。

▶ ▶ 1345-T1345-T

▶ ▶ 1325-T1325-T

▶ ▶ 1346-T1346-T

▶ ▶ 1326-T1326-T
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木製書架／ビーチシリーズ

▶ 0255-B

▶ 0254-B
▶ 0252-B

▶ 0212-B
▶ 0214-B

⽊⽬柄化粧シート（ガイアシート）合板

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

※上記の品番を-Bから-Oに変えてご

注文ください。価格は同じです。

・やわらかい色合い

・ビーチ型書架の標準柄

・小学校などにオススメ

■書架／片面傾斜／ビーチ

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

5段 0255-B ￥180,400 W1800×D219/300×H1820

4 段 0254-B ￥153,900 W1800×D219/300×H1520

3 段 0253-B ￥116,800 W1800×D219/300×H1220

2 段 0252-B ￥  89,000 W1800×D219/300×H920

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

5段 0215-B ￥100,000 W913×D219/300×H1820

4 段 0214-B ￥82,900 W913×D219/300×H1520

3 段 0213-B ￥63,600 W913×D219/300×H1220

2 段 0212-B ￥49,800 W913×D219/300×H920

 2連／4段+オープン

 2連／5段+オープン

 1連／4段+オープン

2連／2段+オープン
■ ビーチ型2連（片面）

■ビーチ型 1連（片面）

1連／2段+オープン

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。

展示レールを生かした彩りある図書館に。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく形状に丸みがあり、小中学校や児童施設向けのデザインになっています。

幅1200など、寸法調整も可能。
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木製書架／ビーチシリーズ

▶ 0265-B

▶ 0264-B
▶ 0262-B

▶ 0222-B

▶ 0224-B

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

※上記の品番を-Bから-Oに変えてご

注文ください。価格は同じです。

・やわらかい色合い

・ビーチ型書架の標準柄

・小学校などにオススメ

■書架／両面傾斜／ビーチ

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

5段 0265-B ￥349,600 W1800×D413/575×H1820

4 段 0264-B ￥293,600 W1800×D413/575×H1520

3 段 0263-B ￥219,700 W1800×D413/575×H1220

2 段 0262-B ￥167,600 W1800×D413/575×H920

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

5段 0225-B ￥200,300 W913×D413/575×H1820

4 段 0224-B ￥163,600 W913×D413/575×H1520

3 段 0223-B ￥123,300 W913×D413/575×H1220

2 段 0222-B ￥   96,000 W913×D413/575×H920

 2連／4段+オープン

 2連／5段+オープン

 1連／4段+オープン

2連／2段+オープン
■ ビーチ型2連（両面）

■ ビーチ型1連（両面）

1連／2段+オープン

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。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き

下段が傾斜なので視認性が良い。

幅1200など、寸法調整も可能。

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく形状に丸みがあり、小中学校や児童施設向けのデザインになっています。
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木製書架／ビーチシリーズ

▶ 0205-B ▶ 0202-B

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

5段 0205-B ￥83,600 W413×D219/300×H1820

4 段 0204-B ￥62,300 W413×D219/300×H1520

3 段 0203-B ￥47,400 W413×D219/300×H1220

2 段 0202-B ￥36,300 W413×D219/300×H920

■ビーチ型 1連（片面 W413）

105mm スライドしますので 0°〜 55°の
範囲で⾓度調節ができます。

■展示部品（書架共通パーツ） ■展示部品W1800（2連）・W915（1連用）

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0520-B ビーチ柄 ￥4,600 W855×D17×H60
0520-O オーク柄

■展示部品W413（1連用）
品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0522-B ビーチ柄 ￥4,100 W354.5×D17×H60
0522-O オーク柄

◆ 展⽰⽤⾦物1 組、コロビ⽌め×1本
共通仕様

側面に添える小幅の書架。表紙面の展示などにも活用できます。

■ブックスタンド／しきーる型

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0510-B ビーチ柄 ￥27,400 W900×D205×200
0510-O オーク柄

▶ 0510-B

◆ Vレール付（展示用）
◆ お客様組み立て

◆ Vレール付（展示用）
◆ お客様組み立て

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0511-B ビーチ柄 ￥18,700 W450×D205×200
0511-O オーク柄

▶ 0511-B

※ブックエンドやウレタン背当たりは管理用品の章に掲載しています。

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。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き
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▶ 0294-B

▶ 0292-B

■書架／大型本用（オープン）

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0292-B ビーチ柄 ￥119,500 W1800×D350×H1250
0292-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0291-B ビーチ柄 ￥87,600 W1200×D350×H1250
0291-O オーク柄

■書架／大型本用

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0294-B ビーチ柄 ￥196,100 W1800×D350×H1550
0294-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0293-B ビーチ柄 ￥137,500 W1200×D350×H1550
0293-O オーク柄

大型本用2段+オープン／BL-24型（W1200）

大型本用3段／BL-34型（W1200）

大型本用2段+オープン／BL-26型（W1800）

大型本用3段／BL-36型（W1800）

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

※上記の品番を-Bから-Oに変えてご

注文ください。価格は同じです。

・やわらかい色合い

・ビーチ型書架の標準柄

・小学校などにオススメ

大型書架／ビーチシリーズ

大きな図鑑や絵本など、通常ではなかなか入りきらない書籍も、規文堂の書架なら収まります。特注でさらに大きな書架の製作も可能です。

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。

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく、形状に丸みがあります。
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文庫・新書用書架／ビーチシリーズ

収容冊数を確保するために設計された文庫・新書判用書架。段の高さが全て調整できるので、余すことなく収容できます。 上段は展示面にも。

▶ 0271-B

▶ 0271-B ▶ 0276-B

■文庫・新書判用書架

▶ 0274-B

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

1連 5段 0270-B ￥115,500 W915×D300×H1420

1連 6 段 0271-B ￥132,300 W915×D300×H1645

2 連 5 段 0272-B ￥207,900 W1800×D300×H1420

2 連 6 段 0273-B ￥230,000 W1800×D300×H1645

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

1連 5段 0274-B ￥230,000 W915×D575×H1420

1連 6 段 0275-B ￥260,400 W915×D575×H1645

2 連 5 段 0276-B ￥331,800 W1800×D575×H1420

2 連 6 段 0277-B ￥361,200 W1800×D575×H1645

（片面） （両面）

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

※上記の品番を-Bから-Oに変えてご

注文ください。価格は同じです。

・やわらかい色合い

・ビーチ型書架の標準柄

・小学校などにオススメ

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく、形状に丸みがあります。

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。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き
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■ビーチシリーズ 絵本架

■絵本架（片面）

■絵本架（両面）

▶  0281-B

▶  0281-B▶  0280-B

▶  0279-B▶  0278-B

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

2 連 2 段 0278-B ￥  61,600 W915×D264／345×H1015

2 連 3 段 0279-B ￥  95,600 W915×D264／345×H1390

3 連 2 段 0280-B ￥120,800 W1800×D264／345×H1015

3 連 3 段 0281-B ￥163,800 W1800×D264／345×H1390

絵本架／ビーチシリーズ

児童コーナー、読み聞かせルームのレイアウト相談も多数お受けしております。なお、その他の製品は「児童コーナー」P93～をご覧ください。

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

※上記の品番を-Bから-Oに変えてご

注文ください。価格は同じです。

・やわらかい色合い

・ビーチ型書架の標準柄

・小学校などにオススメ

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく、形状に丸みがあります。

▶ 0284-B

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

2 連 2 段 0282-B ￥127,000 W915×D503／665×H1015

2 連 3 段 0283-B ￥171,000 W915×D503／665×H1390

3 連 2 段 0284-B ￥220,000 W1800×D503／665×H1015

3 連 3 段 0285-B ￥297,000 W1800×D503／665×H1390

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。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き
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サブカテゴリー（000）ログシリーズ (NEW)

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0776-□ ￥108,000 W901×D240×H1980

5 段 0775-□ ￥   80,000 W901×D240×H1685

4 段 0774-□ ￥   71,000 W901×D240×H1390

3 段 0773-□ ￥   65,000 W901×D240×H1095

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0786-□ ￥190,000 W1782×D240×H1980

5 段 0785-□ ￥145,000 W1782×D240×H1685

4 段 0784-□ ￥130,000 W1782×D240×H1390

3 段 0783-□ ￥115,000 W1782×D240×H1095

・やわらかな白

・どんな部屋にもオススメ

・シックな赤みのある色

・落ち着いた空間の演出に 適

パイン集成材による経済的な仕上がり。廉価の書架のため、本体に多少の傷や塗装ムラがあります。

パイン集成材による経済的な木製書架。棚板が可動で、地震対策の落下防止キャップなど規文堂仕様を一式備えています。

マホガニー塗装（-M）

マホガニー塗装（-M）

ホワイト塗装（-S）

ホワイト塗装（-S）
※オリジナルで別色も可能です。

※棚板だけ別色での注文も可能

※上記の品番の□に色を入れてご指定ください（WまたはS）。どちらも価格は同じです。

■ログ　 1連（片面） ■ログ　2連（片面）

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。

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）
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無垢材書架

特徴1

特徴3

特徴2

背板（ポリ合板・オーク柄）

オーク無垢材（22mmt）

エコウレタン塗装

棚板（固定）

●棚板無垢を使用（木口はカマボコ型）

天板・側板

●天板と側板はロッキング組にて、　

　強固な構造になっています。

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1061 ￥289,000 W1800×D360×H1979

5 段 1051 ￥255,000 W1800×D360×H1674

4 段 1041 ￥219,000 W1800×D360×H1369

3 段 1031 ￥191,000 W1800×D360×H1065

2 段 1021 ￥149,000 W1800×D360×H760

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1161 ￥272,000 W1800×D240×H1979

5 段 1151 ￥220,000 W1800×D240×H1674

4 段 1141 ￥197,000 W1800×D240×H1369

3 段 1131 ￥163,000 W1800×D240×H1065

2 段 1121 ￥131,500 W1800×D240×H760

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1060 ￥160,000 W900×D360×H1979

5 段 1050 ￥140,000 W900×D360×H1674

4 段 1040 ￥118,000 W900×D360×H1367

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 1160 ￥145,000 W900×D240×H1979

5 段 1150 ￥122,000 W900×D240×H1674

4 段 1140 ￥109,000 W900×D240×H1369

■ 無垢材書架 2連（片面、傾斜） ■ 無垢材書架 2連（片面、直立）

■ 無垢材書架 1連（片面、傾斜） ■ 無垢材書架 1連（片面、直立）

オーク無垢材を基本とした、素朴な風合いを持つ棚固定式の木製書架です。接合部にこだわりがあり、昔ながらの本物の木の家具が好きな方にオススメです。

▶ 1021 ▶ 1121▶ 1061 ▶ 1161

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）

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0961 ￥208,500 W1800×D300×H2015

5 段 0951 ￥184,900 W1800×D300×H1715

4 段 0941 ￥166,700 W1800×D300×H1415

3 段 0931 ￥125,800 W1800×D300×H1115

2 段 0921 ￥87,600 W1800×D300×H815

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0966 ￥364,000 W1800×D575×H2015

5 段 0956 ￥327,800 W1800×D575×H1715

4 段 0946 ￥299,600 W1800×D575×H1415

3 段 0936 ￥214,900 W1800×D575×H1115

2 段 0926 ￥154,000 W1800×D575×H815

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0960 ￥115,800 W914.5×D300×H2015

5 段 0950 ￥99,400 W914.5×D300×H1715

4 段 0940 ￥89,200 W914.5×D300×H1415

3 段 0930 ￥67,600 W914.5×D300×H1115

2 段 0920 ￥47,400 W914.5×D300×H815

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

6 段 0965 ￥208,500 W914.5×D575×H2015

5 段 0955 ￥186,700 W914.5×D575×H1715

4 段 0945 ￥168,500 W914.5×D575×H1415

3 段 0935 ￥125,800 W914.5×D575×H1115

2 段 0925 ￥89,400 W914.5×D575×H815

■ F型2連（片面） ■ F型2連（両面）

■F型 1連（片面） ■F型 1連（両面）

ロック後

▶ 0951

▶ 0940 ▶ 0945

▶ 0956

F 型シリーズ

見出しをはめ込める（固定式）

棚板12.5mmピッチで可動

棚板落下防止キャップ付き

ビーチシリーズを基本とし、見出しや色合いなどを工夫することで用途を選ばす置ける書架としました。経済的なシリーズです。

オーク柄

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく、形状に丸みがあります。

▶ 0951

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）

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0878 ￥44,500 W900×D235×H980

2 段 0877 ￥36,500 W900×D235×H680

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0880 ￥83,600 W1800×D235×H980

2 段 0879 ￥69,600 W1800×D235×H680

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0881 ￥44,500 W900×D235×H1100

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0883 ￥50,000 W900×D235／350×H1100

2 段 0885 ￥42,000 W900×D235／350×H800

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0882 ￥83,500 W1800×D235×H1100

段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

3 段 0884 ￥95,000 W1800×D235／350×H1100

2 段 0886 ￥85,000 W1800×D235／350×H800

ロープライスシリーズ

組み立てはコインなどで回せる簡単な仕組みです。

上下を分割とし、経済性に配慮したシリーズです。棚板12.5mmピッチで可動（ただし落下防止キャップなし）。簡素ながら書架としての機能を持たせました。

オーク柄

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

特注ガイアシート（化粧シート板）で仕上げた書架です。色合いがやわらかく、形状に丸みがあります。

（上箱）

（下箱）

■上箱 ■上箱

■下箱（直立）

■下箱（傾斜）

■下箱（直立）

■下箱（傾斜）

■1連（W900） ■2連（W1800）

▶ 0879

▶ 0884

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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回転式書架

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。

■回転式木製書架／文庫・新書判・B6判用／6段

◆ 本体：低圧メラミン 下部 3 段と上部 3 段が個別に回転します。
◆ 収納冊数：420 冊〜480 冊◆ 本体⾃重：約31kg

■回転式木製書架／A5判用／5段

◆ 本体：低圧メラミン 下部 3 段と上部2 段が個別に回転します。
◆ 収納冊数：200 冊〜300 冊◆ 本体⾃重：約30kg

品　番 本体価格（税別） サイズ

4640-A ￥97,700 W400／480×D400／480×H1436

品　番 本体価格（税別） サイズ

4641-A ￥95,300 W400／480×D400／480×H1434

◆ 基壇部のレバーを左右に動かすことで、

キャスターのロックON/OFFの切り替えが

可能です。

◆ 基壇部のレバーを左右に動かすことで、

キャスターのロックON/OFFの切り替えが

可能です。

規
文
堂
の

回
転
式
書
架
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分離及び棚板のとりはずしが簡単／棚の間隔の調整自由（25mmピッチ）／強度の高い構造／ＪＩＳ認証製品

背板やブックサポーターなどのオプションもあり。

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3131 1連 ￥49,900 W953×D335×H1950

3132 2 連 ￥82,500 W1853×D335×H1950

3130-C 1連増連ごと ￥32,500 W900×D335×H1950

片面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3141 1連 ￥55,500 W953×D335×H2250

3142 2 連 ￥92,100 W1853×D335×H2250

3140-C 1連増連ごと ￥36,500 W900×D335×H2250

片面／7段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3161 1連 ￥65,900 W953×D490×H1950

3162 2 連 ￥115,000 W1853×D490×H1950

3160-C 1連増連ごと ￥40,900 W900×D490×H1950

両面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3171 1連 ￥74,200 W953×D490×H2250

3172 2 連 ￥130,000 W1853×D490×H2250

3170-C 1連増連ごと ￥55,700 W900×D490×H2250

両面／7段

■単柱式スチール書架

■複柱式スチール書架

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3061 1連 ￥35,200 W940×D260×H1950

3062 2 連 ￥68,300 W1840×D260×H1950

3060-C 1連増連ごと ￥29,800 W900×D260×H1950

片面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3071 1連 ￥41,400 W940×D260×H2250

3072 2 連 ￥73,800 W1840×D260×H2250

3070-C 1連増連ごと ￥32,400 W900×D260×H2250

片面／7段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3091 1連 ￥63,800 W940×D480×H1950

3092 2 連 ￥114,700 W1840×D480×H1950

3090-C 1連増連ごと ￥50,800 W900×D480×H1950

両面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3101 1連 ￥69,300 W940×D480×H2250

3102 2 連 ￥125,500 W1840×D480×H2250

3100-C 1連増連ごと ￥56,100 W900×D480×H2250

両面／7段

視線の抜けを意識した図書館づくりや、閉架書庫など、スチール書架は様々な場面で活躍します。

スチール書架

オプション：側パネル オプション：側パネル

ブックサポーター装着可能

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。

スリムな単柱式（左側）と強固な複柱式（右側）。スチールや木のパネルもオプションで取り付け可能。通常のスチールラックよりも強度を増した構造です。

単柱式

複柱式
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20

サブカテゴリー（000）スチール書架

■追加棚板セット（背板付） ■ブックサポーター（オプション）

・骨格はスチール製単柱式書架を用い、側板・天板・幅木に木板を用いた規文堂のスチール書架。

・木の材質や段数など、ご要望に応じて制作できます。

・標準仕様：ナラ（柾目）化粧合板両面練付。棚板可動、背当り付。ケンドン式見出も可能（別途見積）。

×連数

品　番 本体価格（税別）

3050-7 ￥3,760
品　番 本体価格（税別）

3050-8 ￥870

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3251 1連 ￥134,700 W964×D340×H1630

3252 2 連 ￥198,000 W1864×D340×H1630

3253 3連 ￥264,000 W2764×D340×H1630

3250-C 1連増連ごと ￥67,200 W900×D340×H1630

■木枠付スチール書架／片面／5段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3271 1連 ￥176,200 W964×D340×H2275

3272 2 連 ￥251,000 W1864×D340×H2275

3273 3連 ￥328,100 W2764×D340×H2275

3270-C 1連増連ごと ￥78,600 W900×D340×H2275

■木枠付スチール書架／片面／7段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3261 1連 ￥157,700 W964×D340×H1950

3262 2 連 ￥226,500 W1864×D340×H1400

3263 3連 ￥297,900 W2764×D340×H1950

3260-C 1連増連ごと ￥72,700 W900×D340×H1950

■木枠付スチール書架／片面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3351 1連 ￥220,000 W964×D500×H1630

3352 2 連 ￥321,200 W1864×D500×H1630

3353 3連 ￥425,800 W2764×D500×H1630

3350-C 1連増連ごと ￥106,200 W900×D500×H1630

■木枠付スチール書架／両面／5段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3371 1連 ￥267,200 W964×D500×H2275

3372 2 連 ￥369,800 W1864×D500×H2275

3373 3連 ￥512,900 W2764×D500×H2275

3370-C 1連増連ごと ￥126,700 W900×D500×H2275

■木枠付スチール書架／両面／7段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

3361 1連 ￥243,100 W964×D500×H1950

3362 2 連 ￥354,300 W1864×D500×H1950

3363 3連 ￥549,100 W2764×D500×H1950

3360-C 1連増連ごと ￥116,200 W900×D500×H1950

■木枠付スチール書架／両面／6段

ブックサポーター装着可能

温かみのある木仕上げ

棚板可動

※ブックエンドは管理用品の章に掲載しています。

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。

（標準）ナチュラルウッド
ホワイトオーク（柾⽬）

（特注）ウォールナット（柾⽬）
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サブカテゴリー（000）スチール書架

ブックサポーター装着可能

■棚板セット（追加） ■背板（追加） ■ブックサポーター（オプション）

骨格である支柱・棚板の色調は高級感のあるチョコレートブラウンを基調とし、側

板・天板は木製パネルを採用したモデルです。スチール部は白色も可能。

ラウンジを図書コーナーに改修した例。高低織り交ぜることで、開放的な空間に生まれ変わりました。レイアウトの相談から耐震施工まで請け負います。

品　番 本体価格（税別）

3050-9 ￥2,800
品　番 本体価格（税別）

4800 ￥800
品　番 本体価格（税別）

4801 ￥1,070

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4751 1連 ￥216,600 W955×D282×H1635

4752 2 連 ￥290,500 W1855×D282×H1635

4753 3連 ￥364,400 W2755×D282×H1635

4750-C 1連増連ごと ￥73,900 W900×D282×H1635

■LMA式スチール書架／片面／5段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4761 1連 ￥227,600 W955×D282×H1935

4762 2 連 ￥307,700 W1855×D282×H1935

4763 3連 ￥387,800 W2755×D282×H1935

4760-C 1連増連ごと ￥80,100 W900×D282×H1925

■LMA式スチール書架／片面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4851 1連 ￥347,200 W955×D482×H1635

4852 2 連 ￥469,900 W1855×D482×H1635

4853 3連 ￥592,600 W2755×D482×H1635

4850-C 1連増連ごと ￥122,700 W900×D482×H1635

■LMA式スチール書架／両面／5段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4861 1連 ￥402,500 W955×D482×H1935

4862 2 連 ￥535,800 W1855×D482×H1935

4863 3連 ￥669,100 W2755×D482×H1635

4860-C 1連増連ごと ￥133,300 W900×D482×H1635

■LMA式スチール書架／両面／6段

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4771 1連 ￥240,800 W955×D282×H2235

4772 2 連 ￥327,000 W1855×D282×H2235

4773 3連 ￥413,200 W2755×D282×H2235

4770-C 1連増連ごと ￥86,200 W900×D282×H2235

■LMA式スチール書架／片面／7段
品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4871 1連 ￥420,600 W955×D482×H2235

4872 2 連 ￥562,900 W1855×D482×H2235

4873 3連 ￥705,200 W2755×D482×H2235

4870-C 1連増連ごと ￥142,300 W900×D482×H2235

■LMA式スチール書架／両面／7段

※ブックエンドは管理用品の章に掲載しています。

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。
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移動式書架

オ
プ
シ
ョ
ン

■棚板セット ■背板 ■ブックサポーター

オ
プ
シ
ョ
ン

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4711 2 連 ￥423,900 W1966×D510×H2273

4712 3連 ￥517,400 W2866×D510×H2273

4713 4 連 ￥659,500 W3766×D510×H2273

4717 5 連 ￥749,600 W4666×D510×H2273

■移動式書架AKZ／可動複式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4721 2 連 ￥423,200 W2038×D454×H2273

4722 3連 ￥513,100 W2938×D454×H2273

4723 4 連 ￥644,900 W3838×D454×H2273

4727 5 連 ￥731,500 W4738×D454×H2273

■移動式書架SMZ／可動複式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4714 2 連 ￥160,500 W1903×D510×H2273

4715 3連 ￥218,300 W2803×D510×H2273

4716 4 連 ￥274,900 W3703×D510×H2273

4718 5 連 ￥335,000 W4603×D510×H2273

■移動式書架AKZ／固定単式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4724 2 連 ￥148,600 W1960×D249×H2273

4725 3連 ￥202,500 W2860×D249×H2273

4726 4 連 ￥252,100 W3760×D249×H2273

4728 5 連 ￥308,000 W4660×D249×H2273

■移動式書架SMZ／固定単式

品　番 本体価格（税別）

4700-1 ￥4,380

品　番 本体価格（税別）

4700-3 ￥3,720

品　番 本体価格（税別）

3002 ￥990

品　番 本体価格（税別）

3002 ￥990

品　番 本体価格（税別）

3050-8 ￥870

品　番 本体価格（税別）

3050-8 ￥870

容易に動かすことができる丸ハンドル式をお薦めします。

始動、停止もスムーズで作業効率に優れています。
丸ハンドル構造

センターロック方式 独自のセンターロックは駆動メカニズムをロックします。

レール上でならどの位置でも完全にロックできます。

● オプション： Bパネル外形寸法Wは＋6.5mm

● オプション： Bパネル外形寸法Wは 6.5mm

注：奥行寸法はパネル外寸法を示します。（少数点以下切捨て）

■過去にグッドデザイン金賞受賞

■ デンマークのデザイナーとのコラボレーションによる

洗練されたデザインです。

■プレーンでピュアなシルエットです。

×連数＋

背受（オプション）

Bパネル（オプション）

■棚板セット ■背板 ■ブックサポーター

※ブックエンドやウレタン背当たりは管理用品の章に掲載しています。

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。
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移動式書架

オ
プ
シ
ョ
ン

■ブックサポーター

■棚板セット ■背板

オ
プ
シ
ョ
ン

品　番 本体価格（税別）

4700-5 ￥2,880

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4931 2 連 ￥965,500 W1938×D484×H2393

4932 3連 ￥1,071,800 W2838×D484×H2393

4933 4 連 ￥1,232,500 W3738×D484×H2393

4937 5 連 ￥1,368,600 W4638×D484×H2393

■移動式書架AEX／可動（主）複式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4941 2 連 ￥561,600 W1910×D450×H2393

4942 3連 ￥688,800 W2810×D450×H2393

4943 4 連 ￥877,200 W3710×D450×H2393

4947 5 連 ￥998,400 W4610×D450×H2393

■移動式書架HPZS／可動複式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4934 2 連 ￥167,200 W1938×D264×H2393

4935 3連 ￥229,400 W2838×D264×H2393

4936 4 連 ￥286,400 W3738×D264×H2393

4938 5 連 ￥351,200 W4638×D264×H2393

■移動式書架AEX／固定単式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4931-1 2 連 ￥701,100 W1938×D484×H2393

4932-1 3連 ￥793,200 W2838×D484×H2393

4933-1 4 連 ￥942,200 W3738×D484×H2393

4937-1 5 連 ￥1,064,000 W4638×D484×H2393

■移動式書架AEX／可動（副）複式

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

4944 2 連 ￥201,600 W1910×D305×H2393

4945 3連 ￥276,000 W2810×D305×H2393

4946 4 連 ￥348,000 W3710×D305×H2393

4948 5 連 ￥426,000 W4610×D305×H2393

■移動式書架HPZS／固定単式

品　番 本体価格（税別）

4700-7 ￥3,520

品　番 本体価格（税別）

3002 ￥990

品　番 本体価格（税別）

3002 ￥990

品　番 本体価格（税別）

3050-8 ￥870

品　番 本体価格（税別）

3050-8 ￥870

● オプション： Bパネル　外形寸法Wは＋7mm　● オプション： 免震装置･照明装置

■タッチパネルによるワンタッチ操作ができます。■マイコン制御しており安全も監

視しています。■大規模な図書資料保管に 適です

■電動書架の動きが変わりました。まるで、襖や引き戸の開閉感覚で操作できま

す。■新型ABS機構や免震装置の標準装備で、信頼性の高い安全性能を各所に配

置しています。■複数の通路をお好みの通路幅で利用でき、さらに増した便利さが

実感できる使いやすさです。■ 2001～2002 グッドデザイン金賞受賞

×連数＋

背受（オプション）

Bパネル（オプション）

■棚板セット ■背板 ■ブックサポーター

※ブックエンドやウレタン背当たりは管理用品の章に掲載しています。

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。
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サブカテゴリー（000）ト・メール・バー

図書館の防災
地震が来たときにバーが上がり、本の飛び出しを防ぎます。長さを調整できるので、他社製の書架も含め幅広く設置が可能です。振動台実験済み。

※感震式の場合

一定以上の地震

バーは通常棚板の前面にセットされているので本の出し入れがスムーズ

です。震度5前後の揺れを感知するとロックが解除され、バーが勢いよく

跳ね上がり本の落下を防ぎます。

経済的な手動タイプ。バーは常に本をガードした位置にあるので、本の

出し入れ時にバーを下げてご利用ください。

注意：

・震度5前後の揺れはあくまで目安であり、これより小さな地震にも反応する

場合がございます。また、同じ震度でも建物の構造によって部屋の揺れ幅も

異なることをご了承ください（木造、鉄骨造は比較的揺れやすく、鉄筋コンク

リート造は比較的揺れにくい、など）。

・本を飛び出して置いてしまうと、バーが引っかかり動作しない場合がござい

ます。障害物がないかなど、定期的にご確認いただくようお願いします。

・バーを設置する書架本体に耐震固定が施されているかご確認ください。

手動式のバーで、ダンパーにより静かに上がるタイプです。

も経済的。音が気になる方はダンパー付きをおすすめします。

材質：アームカバー／ポリカーボネイト（底部強力両面テープ付）

　アーム／ダイキャスト、バー／アルミ角パイプ

バーを下げる時：

少し手前に引いて引っ掛けると

固定できます。

バーを上げる時：

手前に引っ張るとロックが解除さ

れ、上に上がります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7646 ￥5,500 バー：調整機能付W840～W860

品　番 本体価格（税別） サイズ

7647 ￥4,900 バー：調整機能付W840～W860

品　番 本体価格（税別） サイズ

7642 ￥3,600 バー：調整機能付W840～W860

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。

■ト・メール・バー［感震式］

■ト・メール・バー［手動式］

手動式 + ダンパー付き

手動式 + ダンパーなし
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サブカテゴリー（000）ト・メール・バー

導入は適材適所に。右の写真は、特に危険性の高い上段のみ

ト・メール・バーを設置した事例です。

上段には強い加速度がかかります。実際の震災でも本が勢い良

く飛び出した報告例があります。落下によるケガ、避難経路の

閉鎖を防ぐため、上段には特にバーの設置をおすすめします。

本が飛び出さない　＝　書架が全ての荷重を受け止める

つまり、バーの設置をするなら同時に書架の耐震固定もしっか

り済ませる必要があります。

も確実なのが壁や床といった建物本体への固定です。規文

堂は既存の書架の耐震化工事も請け負っています。まずは無

料で調査に伺いますので、お気軽にご相談ください。

壁への固定

床への固定

wall

floor

定

floor

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。

本の飛び出し防止と共に、書架の耐震化も。

適材適所な防災を。

オプション：耐震固定

中置きの書架には、床への固定と天ツナギの2 種類が有効です。

天ツナギ

 アーチ型天ツナギ（角パイプ）  アーチ型天ツナギ（丸パイプ）

 ツノ出し天ツナギ
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サブカテゴリー（000）その他防災シリーズ

セット

中規模地震（震度5弱迄）の揺れに対応した本の落下防止滑り止めテープ。片面スベリ止め加工（シリコン樹脂層）と片面粘着で構成された25mm

幅、長さ880mmのテープです。棚板前側に貼付ける事で効果があります。

◆厚さ厚さ0.1mmの規文堂オリジナルテープ

◆耐熱性・離型性・摩擦性・クッション性に優れています。

◆シリコンゴム、PET フィルム、アクリル系粘着材の三層構造からなる一体型テープ

図書館は公共施設なので、不特定多数の利用者を想定します。

災害のときには利用者の身を守るとともに、避難経路を確保する必要もあります。

会社として何ができるかを日々考え、ボランティアから施工、大学への講師派遣にいたるまで

研鑽を続けています。

これからも共同開発や相談事など、幅広く対応していきたい所存です。

振動台実験の様子

書架の可動棚板が地震の揺れで落下しないよう、棚板裏の棚受け金具にかぶせて取り付けて簡単にロックでき、そのまま棚板の可動もできる部品です。

他社製の多くの書架にも対応しております。ただし棚受けのサイズなどに適用範囲があるので、ご利用に際しては弊社までご相談ください。

※無料サンプルございます。

ポリカーボネイト製、震度7以上の震動台実験で強度実証済み品　番 本体価格（税別） 内容

7643 ￥700 4個セット

品　番 本体価格（税別） 内容

7641 ￥3,800 880mm、10本入り

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。

■タナ・ト・メール

■ト・メール・テープ

防災にかける想い

あとから補強

摩擦で防災

様々なメーカーの書架に後から付けられる耐震パーツ
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閲覧机
キャレルデスク

カウンターテーブル
閲覧椅子
スツール

コモンズ・オープンスペース

閲覧・コモンズ

vol52-2_閲覧.indd   27 2020/02/02   12:19:53



28

サブカテゴリー（000）閲覧室のレイアウト

閲覧コーナーのコツ
たくさんの人に快適に利用していただくためには、家具のレイアウトが重要です。

特に通路幅の広さで、人の流れやすさが変わります。

規文堂では、閲覧する人も移動する人も使いやすい閲覧コーナーを提案します。

レイアウト時は、下記寸法を参考にご参照ください。

上記はあくまで一つの目安であり、求められるバリアフリーの基準によっては更に通路幅を確保するケースもございます。机を何台置いていいかわからない、イス

は何を選べばいいかわからない、といった相談があれば遠慮なくお問い合わせください。

◆閲覧机の間に通路を設ける

◆閲覧机と書架の間の通路

◆閲覧机の向きを変えて配置

◆閲覧机とキャレルデスクの関係

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）閲覧・コモンズ目次

■閲覧テーブル(長方形) P30
大きく頑丈な規文堂の机 半円形や長円形もあります 集中しやすいブース型閲覧机

窓際の閲覧席に最適

休憩スペースやオープンスペースに 移動性が高くフレキシブルな机ちょっと腰掛ける場所づくりに

張地を選んで、どんな部屋にもなじみます 年齢に合わせたサイズを提案

■閲覧テーブル(丸形) P35 ■キャレルデスク P38

■カウンターテーブル P39

■スツール P45 ■コモンズテーブル P46■角型・丸型スツール P44

■閲覧椅子 P40 ■閲覧椅子(園児用) P41

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）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2300□-N メラミン ￥150,000
W1820×D910×H580, 640,700

2300□-M W1820×D910×H580, 640,700

2300□-T ナチュラルウッド ￥170,000 W1820×D910×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2301□-N メラミン ￥140,000
W1510×D910×H580, 640,700

2301□-M W1510×D910×H580, 640,700

2301□-T ナチュラルウッド ￥160,000 W1510×D910×H580, 640,700

A-53型／1510×910×高さA-63型／1820×910×高さ

■閲覧テーブル／長方形／A型（角R脚）

▶ 23001-M

１８２０、１５１０、１２００

５８
０、６
４０
、７０
０26

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2304□-N メラミン ￥173,700
W1800×D900×H580, 640,700

2304□-M W1800×D900×H580, 640,700

2304□-T ナチュラルウッド ￥189,500 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2305□-N メラミン ￥199,500
W1800×D1200×H580, 640,700

2305□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2305□-T ナチュラルウッド ￥210,500 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2307□-N メラミン ￥192,600
W1600×D1200×H580, 640,700

2307□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2307□-T ナチュラルウッド ￥203,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2306□-N メラミン ￥166,300
W1600×D900×H580, 640,700

2306□-M W1600×D900×H580, 640,700

2306□-T ナチュラルウッド ￥184,200 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長方形／NA型（φ70丸脚）

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

▶ 23041-N

閲覧机

スリムなナラ無垢材の角脚による、強さと美しさを兼ねた人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23041-N　⇒　メラミン天板で高さ700

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）閲覧机

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2308□-N メラミン ￥126,400
W900×D900×H580, 640,700

2308□-M W900×D900×H580, 640,700

2308□-T ナチュラルウッド ￥135,800 W900×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2309□-N メラミン ￥144,700
W1200×D1200×H580, 640,700

2309□-M W1200×D1200×H580, 640,700

2309□-T ナチュラルウッド ￥155,800 W1200×D1200×H580, 640,700

■閲覧テーブル／正方形／NB型（φ70丸脚）

▶ 23081-T
900×900×高さ 1200×1200×高さ

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2319□-N メラミン ￥188,000
φ1200×H580, 640,700

2319□-M φ1200×H580, 640,700

2319□-T ナチュラルウッド ￥192,000 φ1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2318□-N メラミン ￥258,000
φ1500×H580, 640,700

2318□-M φ1500×H580, 640,700

2318□-T ナチュラルウッド ￥298,000 φ1500×H580, 640,700

■閲覧テーブル／円形／ND型（φ70丸脚）

▶ 23191-M
1200φ×高さ 1500φ×高さ

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23191-N　⇒　メラミン天板で高さ700

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

大きく頑丈な規文堂の机。島状にすることで、グループにも個人にも対応が可能な閲覧スペースを作ることができます。

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）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2345□-N メラミン ￥226,000
W1800×D1200×H580, 640,700

2345□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2345□-T ナチュラルウッド ￥230,000 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2347□-N メラミン ￥217,500
W1600×D1200×H580, 640,700

2347□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2347□-T ナチュラルウッド ￥233,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2344□-N メラミン ￥208,000
W1800×D900×H580, 640,700

2344□-M W1800×D900×H580, 640,700

2344□-T ナチュラルウッド ￥228,000 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2346□-N メラミン ￥188,000
W1600×D900×H580, 640,700

2346□-M W1600×D900×H580, 640,700

2346□-T ナチュラルウッド ￥208,000 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長円形／NC型（φ70丸脚）

▶ 23471-T

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

１８００、１６００　

５８０
、６４
０、７
００

１８００、１６００　

１２
００
、９０
０　

38

70φ φ70

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2354□-N メラミン ￥154,000
W1800×D900×H580, 640,700

2354□-M W1800×D900×H580, 640,700

2354□-T ナチュラルウッド ￥157,000 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2355□-N メラミン ￥184,000
W1800×D1200×H580, 640,700

2355□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2355□-T ナチュラルウッド ￥197,000 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2357□-N メラミン ￥175,000
W1600×D1200×H580, 640,700

2357□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2357□-T ナチュラルウッド ￥185,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2356□-N メラミン ￥153,000
W1600×D900×H580, 640,700

2356□-M W1600×D900×H580, 640,700

2356□-T ナチュラルウッド ￥169,000 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長方形パネル脚／NE型

▶ 23551-T

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23541-N　⇒　メラミン天板で高さ700

閲覧机

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

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。

vol52-2_閲覧.indd   32 2020/02/02   12:20:29



33

サブカテゴリー（000）閲覧机

品　番 本体価格（税別） サイズ

2320-H
￥74,000

W1820×D910×H700

2320-M W1820×D910×H640

2320-L W1820×D910×H580

C-63型／1820×910×高さ

■閲覧テーブル／長方形／C型

品　番 本体価格（税別） サイズ

2321-H
￥73,000

W1510×D910×H700

2321-M W1510×D910×H640

2321-L W1510×D910×H580

C-53型／1510×910×高さ

品　番 本体価格（税別） サイズ

2322-H
￥68,000

W1200×D800×H700

2322-M W1200×D800×H640

2322-L W1200×D800×H580

C-43型／1200×800×高さ

◆ 天板：メラミン化粧板　

木口：無垢材　

脚　：角パイプメラミン焼付塗装

共通仕様

▶ 2320-H

１８２０、１５１０、１２００

１８２０、１５１０、１２００

８００
、９１
０

５８
０、６
４０
、７０
０28

◆ 天板メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚

　木口：木目

共通仕様

■閲覧テーブル／SK型（木口：ABS樹脂エッジ）

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

2325-N ホワイト
￥65,000 W1800×D900×H700

2325-M 木目

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

2326-N ホワイト
￥62,000 W1500×D900×H700

2326-M 木目

▶ 2323-N

ホワイト（N） 木目（M）

70
0

１８００、１５００

１８００、１５００

90
0

30

1800×900×700 1500×900×700

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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品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

401□-B ビーチ柄
￥73,800 W1800×D900

×H580, 640,700401□-O オーク柄
401□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

403□-B ビーチ柄
￥54,000 W900×D900

×H580, 640,700403□-O オーク柄
403□-N ホワイト

■閲覧テーブル（長方形）／B-63型

■閲覧テーブル（正方形）／B-33型

▶ 4011-B

▶ 4031-B

1800×900×高さ

900×900×高さ

58
0、
64
0、
70
0

58
0 、
64
0、
70
0

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

407□-B ビーチ柄
￥71,400 W1200×D900

×H580, 640,700407□-O オーク柄
407□-N ホワイト

■閲覧テーブル（半長円形）／B-43型

▶ 4071-B

1200×900×高さ

58
0、
64
0、
70
0

◆ 天板：メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚　ウレタン塗装

　木口：マーブレット

共通仕様

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。
例：4011-B　⇒　天板ビーチ柄で高さ700

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

閲覧机

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

・やわらかい色合い

・小学校などにオススメ

特注ガイアシート（化粧シート板）

※ホワイトはテーブルSK型の写真を参照

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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品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

406□-B ビーチ柄
￥85,200 φ1200×H580, 640,700406□-O オーク柄

406□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

405□-B ビーチ柄
￥81,200 W1500×D750

×H580, 640,700405□-O オーク柄
405□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

408□-B ビーチ柄
￥85,200 W1600×D900

×H580, 640,700408□-O オーク柄
408□-N ホワイト

■閲覧テーブル（丸形）／B-40型

■閲覧テーブル（半円形）／B-50型

■閲覧テーブル（長円形）／B-530型

▶ 4061-B

▶ 4051-B

▶ 4081-B

φ1200×高さ

φ1500×高さ

φ1600×高さ

15
00

58
0、
64
0、
70
0

58
0、
64
0、
70
0

58
0、
64
0、
70
0

58
0 、
64
0、
70
0

◆ 天板：メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚　ウレタン塗装

　木口：マーブレット

共通仕様

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。
例：4061-B　⇒　天板ビーチ柄で高さ700

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

閲覧机

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

・やわらかい色合い

・小学校などにオススメ

※ホワイトはテーブルSK型の写真を参照

特注ガイアシート（化粧シート板）

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。

vol52-2_閲覧.indd   35 2020/02/02   12:20:35



36

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 本体：ナラ材、エコウレタン塗装
◆ 木口：ナラ単板 R加工材
◆ フロントパネル、サイドパネル、LED 照明付

共通仕様

◆ フレーム：ステンレス　焼付塗装
◆ アクリル板：カスミダブルマット8t

共通仕様

品　番 本体価格（税別） サイズ

2630-3 ￥419,000 W2400×D700×H1250

■片面木製リーディングテーブル（3人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2630-1 ￥326,200 W1600×D700×H1250

2630-2 ￥347,000 W1800×D700×H1250

■片面木製リーディングテーブル（2人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2631-3 ￥690,000 W2400×D1200×H1250

■両面木製リーディングテーブル（6人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2631-1 ￥531,000 W1600×D1200×H1250

2631-2 ￥560,000 W1800×D1200×H1250

■両面木製リーディングテーブル（4人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2633-3 ￥468,600 W2400×D780×H550

■両面机上リーディング机上仕切／LED照明付（6人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2633-1 ￥346,000 W1600×D780×H550

2633-2 ￥358,000 W1800×D780×H550

■両面机上リーディング机上仕切／LED照明付（4人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2632-3 ￥244,900 W2400×D390×H550

■片面机上リーディング机上仕切／LED照明付（3人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2632-1 ￥188,500 W1600×D390×H550

2632-2 ￥208,500 W1800×D390×H550

■片面机上リーディング机上仕切／LED照明付（2人用）

知の創造・研究は、集中できる環境が必要です。

読書、学習、創作など様々な活動に打ち込める閲覧室や

学習室の空間づくりをサポートしています。

62
0

2400

2400 620

70
0

55
0

12
50

8 783 8 782 8 783 8

45
0

1200

70
0

55
0

12
50

12
00

2400

2400
8 783 8 782 8 783 8

45
0

閲覧机

テーブルに取り付ける照明付き間仕切り。机とセットでご注文ください。

※配線が必要です　　※サインは別売り

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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品　番 本体価格（税 サイズ

2331-5 ￥65,000 W1760×D600×H400（t8）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2333-5 ￥115,000 W2360×D600×H400（t8）

■机上間仕切り（W1800） ■机上間仕切り（W2400）

・机上用間仕切り　既存の閲覧机に取付ける置き式パネル

閲覧机

◆ アクリル板：カスミダブルマット8t
◆ サインは別売り

既存の机に上からアクリル間仕切りを設置し、閲覧室や学習室へと改修するための商品です。半透明なので、

明るさを確保しつつ個々のプライバシーをしっかり守ることができます。公共図書館や大学図書館で納入実績

を重ねています。

※写真は机から新規で手掛けた例です。

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）

一人一人が集中できるブース型閲覧机、キャレルデスク。

情報アクセス機能に応え卓上コンセント2タイプ（オプション）。

学校を中心として多くの図書館に納入しています（特注仕様も可）。

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

2379-T ナチュラルウッド ￥224,000
W900×
D650×
H1200

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ 本体：エコウレタン塗装
◆ LED 照明付

■キャレルデスク／
　JK-2AW型

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

23735-T ナチュラルウッド ￥150,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材◆ サイドフロスト：アクリル
（t5mm、透過性樹脂）
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

23733-T ナチュラルウッド ￥160,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

23737-T ナチュラルウッド ￥150,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ サイドフロスト：アクリル（t5mm、透過性樹脂）
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

2375-T ナチュラルウッド ￥137,000
W900×
D700×
H1200

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ 本体：エコウレタン塗装

■キャレルデスク／JK-3型

■キャレルデスク／
　JK-2AL型

■キャレルデスク／JK-1型

■キャレルデスク／
　JK-2AR型

情報コンセント付
配線をかくせます。

▶ 23737-T

▶ 23733-T▶ 23737-T

▶ 2379-T

▶ 23735-T

▶ 23733-T
▶ 23735-T

▶ 2375-T

共通図面

30 840 30
900 700

12
00

70
0

38

130

10

30

キャレルデスク

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。
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サブカテゴリー（000）カウンターテーブル

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

2636-B ブラック ￥9,300 基壇部：φ100
垂直部：H2702636-S シルバー ￥9,300

■デスクライト・スリム
●学習、デスクワーク等に幅広くお使いいただけるLEDデスクライト。

●スイッチを押して調光が可能。

●自由に曲がるフレキシブルアームにより高さ・角度の調整が可能となってお

り、読書に最適な明かりをつくり出せます。

●主要部品は金属製、高耐久。

●ACアダプター付き。

■カウンターテーブル

品　番 材　質 本体価格

23777 木製 要打ち合わせ

基本仕様：

◆ 天板：メラミン化粧板　または集成材
◆ 木口：オーク材など
◆ 間仕切り：アクリル（半透明）
◆ アジャスター付
◆ 条件により壁や床への固定も可能

図書館や設計事務所と連携し、壁付きのカウンター机も多く手

掛けています。スチールを併用してスパンを飛ばしたり、間仕切

りを追加したりと、要望に併せて毎回違う形で製作しています。

設計製作事例

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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閲覧椅子

■TY-KL型

■T-L型

■TY-KM型

■T-M型

■TY-KH型

■T-H型

◆ ブナ成形　◆ エコウレタン塗装　◆ スタッキング可能　◆ 座、背：布張り、ビニールレザー張り

◆ ブナ成形　◆ エコウレタン塗装　◆ スタッキング可能　◆ 座：布張り、またはビニールレザー張り

▶ 38523-B

▶ 38533-M
▶ 38533-M

▶ 38522-G ▶ 38521-L

SH290

SH290

SH370

SH370

SH450

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38523 -□ 布張り
￥16,500

W370×
D365×
H52538526 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38533 -□ 布張り
￥16,500

W370×
D365×
H52538536 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38522 -□ 布張り
￥22,000

W445×
D440×
H69038525 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38532 -□ 布張り
￥22,000

W445×
D440×
H69038535 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38521 -□ 布張り
￥27,500

W505×
D525×
H79538524 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38531 -□ 布張り
￥27,500

W505×
D525×
H79538534 -□ レザー張り

SH450

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：T-H型の布張り、黄緑 → 38531-Y）

特別色　シルバー(S)

網目がしっかりした高級感のある張地です。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン
-S シルバー

■ 布張り

■ レザー張り

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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机の高さ 椅子の高さ

中学生
以上 700 SH420

小学生
高学年 640 SH380

小学生
低学年 580 SH340

園児用 高さ500mmも製作致します SH270

閲覧椅子

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39172 -□ ￥16,500 Ｗ370×Ｄ365×H525

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39173 -□ ￥27,500 Ｗ326×Ｄ326×
H320

◆ ブナ成形合板
◆ エコウレタン塗装
◆ 座：ビニールレザー

▶ 39172-P ▶ 39173-P

SH270

SH320

■EC-1010（園児用） ■フラワースツール

ページュ（V） ビンク（P） グリーン（G）

■閲覧椅子／B-25型 ■閲覧椅子／B-23型 ■閲覧椅子／B-21型

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3883 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D360×
H58538830 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3882 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D395×
H64538820 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3881 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D430×
H70538810 -□ レザー張り

◆ ゴム不要材、クリアラッカー仕上　◆ 座：布張り、またはビニールレザー張り共通仕様

▶ 3883-D ▶ 3882-O ▶ 3881-H

SH340 SH380
SH420

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：B-23型のレザー、黄緑 → 38820-Y）

机イス選びの参考：

レザー張りにも対応。飲み物が付着する恐れのある場所など、頻繁のお手入れを前提とす

る場合はレザーをオススメしています。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

■ レザー張り

◆ 脚：ホワイトビーチ(ナチュラル)
◆ 座：MDF(カラーウレタン・PA色 )

オレンジ（O） グリーン（G）

ブルー（B） ホワイト (W)

ピンク（P） イエロー (Y)

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。

vol52-2_閲覧.indd   41 2020/02/02   12:20:59



42

サブカテゴリー（000）閲覧椅子

■スタッキングチェアー／JU ■スタッキングチェアー／RA

SH440

■閲覧椅子／K53型

■閲覧椅子／K32型

その他、海外ブランドの椅子なども取り扱い可能です。

建築家が手掛けた一品。ここぞという部屋に用いることで、空間の室を確保します。

■閲覧椅子／K59型

▶ 39133-D

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39132-D ダークグレー
￥39,200 Ｗ455×Ｄ530×Ｈ780

（SH440）39132-B ブラウン

◆座・背：布張り（レザーに変更可能）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39133-D ダークグレー
￥39,800 Ｗ475×Ｄ555×Ｈ800

（SH455）39133-B ブラウン

◆座・背：布張り（レザーに変更可能）

◆座：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39136-G グリーン

￥33,000 Ｗ500×Ｄ480×Ｈ645
（SH430）

39136-R レッド
39136-D ブラウン
39136-L ライトグレー

◆座・背：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39138-O オレンジ

￥81,000 Ｗ530×Ｄ616×Ｈ750
（SH345）

39138-G グリーン
39138-B ブルー
39138-L ライトグレー

◆座：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39137-G グリーン

￥34,500 Ｗ424×Ｄ452×Ｈ780
（SH440）

39137-R レッド
39137-D ブラウン
39137-L ライトグレー

▶ 39132-B

▶ 39136-D

SH455

SH440
SH430

SH345

▶ 39137-G

レッド（R）

グリーン（G）

▶ 39138-B

オレンジ（O） ブルー（I）

ブラウン（D）

ライトグレー（L）

ライトグレー（L）

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）閲覧椅子

■丸パイプ椅子／Z-6型 ■丸パイプ椅子／Z-4型 ■丸パイプ椅子／Z-2型

規文堂のフレームは通常より太く、耐久性が高い。図書館だけでなく、音楽室や遊戯室での使用も多い。

品　番 本体価格（税別） サイズ

3926-□ ￥16,000 W460×D460×H655

品　番 本体価格（税別） サイズ

3924-□ ￥16,000 W460×D460×H695

品　番 本体価格（税別） サイズ

3922-□ ￥16,000 W460×D460×H735

◆ 丸パイプクロームメッキ　◆ 座：ビニールレザー張　◆ スタッキング可能共通仕様

▶3926-O ▶ 3924-R ▶ 3922-H

SH340 SH380 SH420

■丸パイプ椅子／CTK-6型 ■丸パイプ椅子／CTK-4型 ■丸パイプ椅子／CTK-2型

品　番 本体価格（税別） サイズ

3896-□ ￥16,000 W530×D460×H680

品　番 本体価格（税別） サイズ

3894-□ ￥16,000 W530×D460×H720

品　番 本体価格（税別） サイズ

3892-□ ￥16,000 W530×D460×H760

▶ 3896-P ▶ 3894-B ▶ 3892-G

SH340 SH380 SH420

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：Z-4型の水色 → 3924-M）

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

重量 約4.5kg　耐荷重 90kg

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D） -R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ レザー張り

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）

■角型スツール（小）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3962 -□ 布張り
￥28,000 W350×D350×H350

39620 -□ レザー張り

■丸型スツール（小）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3967 -□ 布張り
￥28,500 φ350×H350

39670 -□ レザー張り

■角型スツール（大）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3961 -□ 布張り
￥30,000 W430×D430×H430

39610 -□ レザー張り

■丸型スツール（大）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3966 -□ 布張り
￥32,000 φ430×H430

39660 -□ レザー張り

▶ 3962-B

▶ 3964-O▶ 3964-R

▶ 3966-P

■ラウンドスツール

◆ 座：布張り　◆ スタッキング可能　◆ 重量：2.3kg

スツール

シンプルなスタッキングチェア。張地の色数が多いので、図書館のカラー

に合わせて提供できます。

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：ラウンドスツール、グレー → 3964-H）

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

■ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3964 -□ 布張り ￥11,000 W370×D365×H525

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）

■マウントスツール

品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3952 -□ ホワイト
￥27,000 W385×D385×H450

3954 -□ ウッド

▶ 3952-P ▶ 3954-M

■ループスツール

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3947-B ブルー
￥14,000 W415×D405×H440

座面：W360×D3303947-G グリーン
3947-O オレンジ

◆ ブナ成形脚
◆ 座：布張り
◆ スタッキング可能
◆ 重量：2.9kg

◆ 座：布張り　◆ スタッキング可能　◆ 重量：1.7kg

ブルー（B） グリーン（G） オレンジ（O）

▶ 3947-B

▶ 3947-G ▶ 3947-O

SH440

スツール

休憩コーナーやオープンスペースに。

軽量のため、小学校での評判も上々です。

木の加工性を活かした超軽量スツール。色はホワイト（塗装）と、ホワイトオークの色味を強調した

ものから選択可能。張地と組み合わせれば、図書館のオリジナルスツールが完成します。

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

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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コモンズ・オープンスペース

ラーニングコモンズは学習支援の上で重要な場です。図書館との連携がカギとなるため、規文堂も多くのコモンズを設計・施工しています。

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

270□-T ウッド
￥95,600

W1500×D650×H640, 700

270□-W ホワイト W1500×D650×H640, 700

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

2703-T ウッド
￥58,700

W900×D900×H700

2703-W ホワイト W900×D900×H700

学び、創造する空間

■コモンズテーブル／台形

■コモンズテーブル／正方形

天板ホワイト

▶ 2701-T 天板：メラミン化粧板、本体スチール

□には、1（高さ700）、2（高さ640）のいずれかを入れてください。

例：2701-W　⇒　天板ホワイトで高さ700

カバンを引っ掛けられる設計。

学生の荷物問題を解決します。

天板：メラミン化粧板、本体スチール

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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コモンズ・オープンスペース

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

2899-L ライトウッド
￥186,000 W1000×D400×H1045

2899-D ダークウッド

丈夫で使いやすい、

シャープなデザイン。

経済的かつ現代的

なデザインの人気

商品。

■スタッキングチェアー／SX

■コモンズトラック

■スタッキングチェアー／PS

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（クロムめっき）
◆ 脚端：樹脂成型品
◆ 質量：4.3kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3905 -□ ￥20,800 W500×D565×H815

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（粉体塗装）
◆ 質量：4.4kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3906 -□ ￥17,600 W465×D460×H760

▶ 3905-B ▶ 3906-L

ブラック
（B）

ホワイト
（W）

レッド
（R）

グレー
（G）

ライト
グレー
（L）

ブラック
（B）

H1045

オープンスペースやコモンズで依頼の多かったキャスター付

書架をカタログ化しました。ナチュラル系、ダーク系の2色を

デザイン。学級文庫など移動を伴うシーンでも活躍。

キャスターはストッパー付き。

ライトウッド ダークウッド

天板もフラットに仕上げているので、展示や企画に利用可能です。棚板可動、耐震固定キャップ付き。転倒しにくいよう奥行きを持たせた設計。

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）コモンズ・オープンスペース

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3908 -□ ￥35,100 W610×D535×H775（SH425）

品　番 本体価格（税別） サイズ

3797 ￥59,800 W880×D632×H1800

ブルー
（B）

ライム
（L）

レッド
（R）

オレンジ
（O）

グレー
（G）

ブラック
（K）

◆ 座・背・机：樹脂成型品
◆ 座：布張り（レザーも対応可）
◆ フレーム：スチール（粉体塗装）
◆ キャスター付

◆ 表面材：スチールホワイト
◆ 脚：スチール
◆ フレーム：アルミ
◆ マーカー（赤黒1つずつ）、イレイザー付属

■テーブル付きコモンズチェア

■コモンズ用ホワイトボード

可変性のある空間に。講義室などでも活躍します。

両面に描けるスリムなホワイトボード。収納もしやすくオススメの一品。

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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雑誌架

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2118-T ナチュラルウッド ￥254,000 W1800×D500×H1500

21185-T ナチュラルウッド ￥229,000 W1200×D500×H1500

21187-T ナチュラルウッド ￥175,000 W900×D500×H1500

◆ 展示部：4段

■雑誌架展示式／4段型

▶ 2118-T

▶ 2118 ▶ 21185 ▶ 21187

新聞・雑誌・オススメ本から成るブラウジングコーナー。閲覧室と比べてゆとりある空間に仕上げるのが一般的です。特殊な形状や色合わせも請け負います。

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2119-T ナチュラルウッド ￥154,000 W1800×D430×H950

◆ 展示部：3段

■雑誌架展示式／L-3L型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21195-T ナチュラルウッド ￥114,000 W1200×D430×H950

◆ 展示部：3段

■雑誌架展示式／L-3M型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21197-T ナチュラルウッド ￥86,000 W900×D430×H950

◆ 展示部：3段

■雑誌架展示式／L-3S型

▶ 2119-T

▶ 2119

▶ 2141

▶ 21195

▶ 2142

▶ 21197

▶ 2143

▶ 2142-T

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2141-T ナチュラルウッド ￥450,000 W1800×D400×H1400

◆ バックナンバー21誌、（A4）収納可。

■雑誌架展示式／
　バックナンバー収納棚付／BN-21型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2142-T ナチュラルウッド ￥280,000 W1200×D400×H1400

◆ バックナンバー12誌、（A4）収納可。

■雑誌架展示式／
　バックナンバー収納棚付／BN-12型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2143-T ナチュラルウッド ￥220,000 W900×D400×H1400

◆ バックナンバー9誌、（A4）収納可。

■雑誌架展示式／
　バックナンバー収納棚付／BN-9型

◆ 雑誌名用プレート・アクリル製（用紙差込式）

　※用紙はついていません。別途ご用意ください。
◆ 棚板可動、ピッチ12.5mm 
◆ 棚柱：ステンレス304、棚受：ステンレス304

共通仕様

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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雑誌架

品　番 形式 本体価格（税別） サイズ

3216-1 両面1連 L30 タイトル ￥222,600 W935×D538×H1908

3216-2 両面1連 R30 タイトル ￥222,600 W935×D538×H1908

3216-3 両面1連 LR30 タイトル ￥222,600 W935×D538×H1908

3216-4 両面1連（30）増連 ￥206,000 W900×D538×H1908

3216-5 両面1連 L40 タイトル ￥272,800 W935×D538×H1908

3216-6 両面1連 R40 タイトル ￥272,800 W935×D538×H1908

3216-7 両面1連 LR40 タイトル ￥272,800 W935×D538×H1908

3216-8 両面1連（40）増連 ￥256,000 W900×D538×H1908

● L複式

● R複式

● L単式

● R単式

● LR複式

トレイの向きの種類

※雑誌の向きはレイアウトによってL、Rの2種類から

お選びいただけます。

※厚みのある収納物に対するトレイも用意しております。

限られたスペースにより多くの展示を可能にしました。

表紙が見やすい30タイトル用と収容冊数の多い40タイトル用の2タイプがあります。

■スチール製雑誌架／オープンタイプ／両面式
品　番 形式 本体価格（税別） サイズ

3215-1 片面1連 L30 タイトル ￥150,300 W935×D305×H1908

3215-2 片面1連 R30 タイトル ￥150,300 W935×D305×H1908

3215-3 片面1連（30）増連 ￥135,000 W900×D305×H1908

3215-4 片面1連 L40 タイトル ￥176,800 W935×D305×H1908

3215-5 片面1連 R40 タイトル ￥176,800 W935×D305×H1908

3215-6 片面1連（40）増連 ￥161,500 W900×D305×H1908

■スチール製雑誌架／オープンタイプ／片面式

◆ L(R)30：6段、L(R)40：8段

◆ L(R)30：6段、L(R)40：8段

愛知大学 名古屋図書館

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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雑誌架

■雑誌棚／K-30型

■雑誌棚／K-15型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2151-T ナチュラルウッド ￥666,000 W1800×D450×H2100

◆ A4判30誌収納（展示部）

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2152-T ナチュラルウッド ￥333,000 W914.5×D450×H2100

◆ A4判15誌収納（展示部）

▶ 2152-T

●扉はアクリル（スモークグレー）を使用しています。

●また、アクリルの扉の上端に、返りを設け、扉を開けた時の雑誌のズ

レ防止を配慮しております。

●BOX内部は、金物等の突起物を極力なくし、収納しやすくなっており

ます。

●扉の開閉時の音が小さくなるように、樹脂ベアリングを使用すると

共に、スムーズさも兼ね備えております。

■雑誌棚／K-18型

■雑誌棚／K-24型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2155-T ナチュラルウッド ￥400,000 W1800×D450×H1295

◆ A4判18誌収納（展示部）

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2153-T ナチュラルウッド ￥533,000 W1800×D450×H1687

◆ A4判24誌収納（展示部）

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2154-T ナチュラルウッド ￥266,000 W914.5×D450×H1687

◆ A4判12誌収納（展示部）

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2156-T ナチュラルウッド ￥200,000 W914.5×D450×H1295

◆ A4判9誌収納（展示部）

▶ 2153-T ▶ 2154-T

▶ 2155-T ▶ 2156-T

■雑誌棚／K-9型

■雑誌棚／K-12型

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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雑誌架・パンフレットスタンド

▶ 2134-T

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2131-T ナチュラルウッド ￥610,000 W1800×D450×H1941

◆ B5判21誌（展示部：W229×H290）（上部3段）
◆A4判12誌（展示部：W271×H340）（下部2段）

■雑誌棚E型／E-36型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2134-T ナチュラルウッド ￥594,000 W1800×D450×H1941

◆ A4判30誌（展示部：W271×H340）

■雑誌棚E型／E-30型

2134タイプ

2131タイプ

雑誌架（展示式・E型）／縦開き

■パンフレットスタンド／12型

品　番 本体価格（税別） サイズ

2196-1 ￥61,200 W745×D460×H1335

◆ フレーム：スチールパイプ（メラミン焼付け塗装）
◆ 収納ケース：スチロール樹脂（内寸：W220×D45×H300） 
◆ A4／3列4段 ◆ キャスター付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2196-4 ￥32,800 W473×D460×H1450

◆ フレーム：スチールパイプ（シルバーメタリック塗装）
◆ 折りたたみ式 
◆ A4／2列10段

品　番 本体価格（税別） サイズ

2196-6 ￥39,200 W551×D420×H1540

◆ フレーム：スチール角パルプ、シルバーメタリック粉体塗装
◆ ケース：PS樹脂（グレー） 
◆ A4／2列5段 
◆ キャスター付

■パンフレットスタンド／20型 ■パンフレットスタンド／10型

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）新聞架

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2185-T ナチュラルウッド ￥129,000 W680×D530×H900

◆ 新聞ばさみ別途です。
◆ 品番：3787 （次ページ）　8本設置可

■新聞架／ひな段式（8本掛用）

●新聞は毎日届くので動きが激しい部類。容量は余裕を持ってお選びください。特注で大きなサイズも製作できます。

●15日～30日ストックする場合は、S-12型など引き出しタイプをオススメします。

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2191-T ナチュラルウッド ￥170,400 W900×D680×H680

◆ 新聞ばさみ／品番：3787（8本付） （次ページ）

■新聞架／S

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。

▶ 2198-T

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2194-T ナチュラルウッド ￥234,000 W689×D500×H970

◆ バック：化粧仕上げ　◆ 3段引スライドレール付

■新聞棚／S-6型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2198-T ナチュラルウッド ￥390,000 W1344×D500×H970

◆ バック：化粧仕上げ　◆ 3段引スライドレール付

■新聞棚／S-12型

■新聞棚
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サブカテゴリー（000）新聞架

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2186-T ナチュラルウッド ￥135,000 W600×D450×H600

■新聞スタンド／S-6

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2184-T ナチュラルウッド ￥166,000 W750×D360×H700

■新聞スタンド／S-12

■新聞ばさみ
品　番 本体価格（税別） サイズ

3787 ￥3,800 長さ610　挟部560

◆ 最大挟み厚／8.5ミリ
　（新聞紙約130枚）

左ページの新聞架に使います。

品　番 本体価格（税別） サイズ

3781-N ￥41,200 W615×D378×H807

◆ 組立て式 
◆ 本体：スチールメラミン焼付け塗装、
　シルバーメタリック色仕上 
◆ 新聞ばさみ5本付（本新聞架専用品）

■新聞架／CN（5本掛用）

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。

専用の金具に

よって、新聞を

挟み込むこと

ができます。

専用の金具に

よって、新聞を

挟み込むこと

ができます。

■新聞閲覧台／座式／新聞押え金物付 ■新聞閲覧台／立式／新聞押え金物付

▶ 21971-T
▶ 21975-T

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21975-T ナチュラルウッド ￥169,000 W900×D600×H1250

◆ バック：化粧仕上げ

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21971-T ナチュラルウッド ￥152,000 W900×D600×H1050

◆ バック：化粧仕上げ

■新聞閲覧台／座式／金物なし
品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21973-T ナチュラルウッド ￥132,000 W900×D600×H1050

◆ バック：化粧仕上げ

■新聞閲覧台／立式／金物なし
品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

21977-T ナチュラルウッド ￥149,000 W900×D600×H1250

◆ バック：化粧仕上げ
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サブカテゴリー（000）ロビーチェア

品　番 形式 本体価格（税別） サイズ

39028-1 FR129-1 ￥44,200  W640×D600×H380

39028-2 FR129-2 ￥66,900 W1240×D600×H380

39028-3 FR129-3 ￥95,700 W1840×D600×H380

品　番 形式 本体価格（税別） サイズ

39029-1 FR130-1 ￥53,400  W640×D600×H630

39029-2 FR130-2 ￥84,100 W1240×D600×H630

39029-3 FR130-3 ￥116,100 W1840×D600×H630

■ロビーチェアFR129型

■ロビーチェア

■ロビーチェアFR130型

▶ 39029-3

▶ 39028-3

▶ 39029-1

▶ 39028-1

●カウンター近くや書架の間にぴったりの人気なベンチです。

●カラーはグリーン、白（写真）をメインとしていますが、別色でも製作いたします。

レッド（R） ブルー（B）

ダークブラウン（D） ブラック（K）

▶ 39030-D

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39030-R レッド

￥102,000 Ｗ1570×Ｄ460×Ｈ420
（SH420）

39030-B ブルー
39030-D ダークブラウン
39030-K ブラック

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。
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ロビーチェア

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39027 - □ ￥55,600 W600×D650

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39024 - □ ￥70,700 W600×D650

■ロビーソファ MBC-20H ■ロビーソファ MBC-30H

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39020-1 ブルー
￥121,900 W1190×D600×H75039020-2 ホワイト

39020-3 レッド
◆ 背の色も変更できます。お問い合わせください。

◆ ロビーなどに調和する、丸みを帯びたソファー＆ベンチ

◆ 背の色も変更できます。お問い合わせください。

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39021-1 ブルー
￥183,100 W1760×D600×H75039021-2 ホワイト

39021-3 レッド

■3Pベンチ

■3Pソファ

■1Pスツール

■1Pソファー

■2Pベンチ

■2Pソファー

■ロビーソファ ポメル

▶ 39020-3

▶ 39027-4

▶ 39025-4

▶ 39022-4

▶ 39021-1

ブルー（1） レッド（3）ホワイト（2）

ベージュ（1） ホワイト（4）グリーン（2） オレンジ（5）ブルー（3）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39022 - □ ￥135,200 W1500×D650

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39023 - □ ￥100,200 W1200×D650

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39025 - □ ￥95,800 W1500×D650

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39026 - □ ￥77,900 W1200×D650

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）ロビーチェア

■角スツール

■内コーナー

■内R-60

■Rスツール

■外R-30

■外R-60

■外コーナーR

■外コーナー

■1Pソファ

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-1 ￥38,400 W650×D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-4 ￥78,600 W650×D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-7 ￥107,300 D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-2 ￥44,200 W650×D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-5 ￥88,600 D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-8 ￥108,100 D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-3 ￥67,600 W650×D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-6 ￥66,900 W650×D650

品　番 本体価格（税別） サイズ

39119-9 ￥45,800 W600×D650

使用例

共通仕様 ◆ 共通：座面高さ400／布張り／ブルー・グリーン・グレー

ロビーソファ TIDE

●ブラウジングやロビーなど、ゆったり座りたい空間にオススメします。

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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カウンター
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サブカテゴリー（000）
カウンター

■カウンター／UN型-エンドパネル（1枚）

12
1 1

3

▶ 2071-M
▶ 2071-M ▶ 2074-M

▶ 2076-T
連結金具付

バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

3
▶ 2076-T

▶ 2071-M

●スリムなデザインの

　傾斜型エッジ

　（ホワイトオーク無垢材）

70
0

90
0

30

700 1500 30

30
900 90

0
30

1200 1200

60° 60°

30 1500 1500 30

▶２０76

▶２０71

▶２０73

▶２０75

▶２０76

▶２０71

▶２０76

▶２０74 ▶２０74

▶２０71

▶２０76

▶２０72 ▶２０72 ▶２０76 ▶２０76▶２０73 ▶２０73

2

1

3

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2073-M メラミン ￥147,800 W1500×
D700× 
H7002073-T ナチュラルウッド ￥168,900

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2075-M メラミン ￥160,000 W700×
D700× 
H7002075-T ナチュラルウッド ￥180,000

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2072-M メラミン ￥138,000 W1200×
D700× 
H7002072-T ナチュラルウッド ￥159,100

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2074-M メラミン ￥157,000 W700×
D700× 
H7002074-T ナチュラルウッド ￥178,000

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2071-M メラミン ￥121,500 W900×
D700× 
H7002071-T ナチュラルウッド ￥142,700

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2076-T ナチュラルウッド ￥33,000
W30×
D706× 
H703

■カウンター／UN型-直線部A ■カウンター／UN型-直線部B ■カウンター／UN型-直線部C

右用左用

■カウンター／UN型-コーナー部90°D ■カウンター／UN型-コーナー部60°E

色々な組合せが可能です。
（連結部両端には
エンドパネルが
必要です。）

組み合わせ例

メラミン ナチュラルウッド 集成材

天板

オーク柄 ホワイトオーク（柾目）単板貼 オーク集成材　※別途御見積

天板塗装 ー エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

本体仕様 ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

本体塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

＜別途お見積りいたします。＞

王道の図書館カウンター。強度が高く、下が凹んでいるため利用者が近づきやすい設計。職人自慢の一品です。

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）
カウンター

バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

■カウンター／KM型-正面部A

■カウンター／KM型-コーナー部C

1

3■カウンター／KM型-袖部B

連結金具付

▶ 2011 ▶ 2012 ▶ 2012 ▶ 2013▶ 2011

▶２０12▶２０12▶２０12

▶２０11▶２０11

▶２０13▶２０13▶２０13

▶２０11

▶２０13 ▶２０13
色々な組合せが可能です。

組み合わせ例

2

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2010-M メラミン ￥353,100
W2290×D1370×H760

2010-T ナチュラルウッド ￥416,100

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2011-M メラミン ￥162,800
W1670×D600×H760

2011-T ナチュラルウッド ￥183,900

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2012-M メラミン ￥91,300
W750×D600×H760

2012-T ナチュラルウッド ￥112,200

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2013-M メラミン ￥99,000
W600×D600×H760

2013-T ナチュラルウッド ￥120,000

■カウンター／KM型-A+B+Cセット

628.5 413 628.5

▶ 2010-M

23
1

▶ 2011-M
▶ 2013-M ▶ 2012-M

メラミン ナチュラルウッド 集成材

天板

オーク柄 ホワイトオーク（柾目）単板貼 オーク集成材　※別途御見積

天板塗装 ー エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

本体仕様 ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

本体塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

＜別途お見積りいたします。＞

天板下に引き出しのある昔ながらの図書館カウンター。強度が高く、下が凹んでいるため利用者が近づきやすい設計。

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）
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▶２０25 ▶２０25 ▶２０28

▶２０26▶２０26▶２０27▶２０27

▶２０28

▶２０28 ▶２０28

▶２０29 ▶２０29

▶２０29

▶２０29 ▶２０29

▶２０28

▶２０28

▶２０26

配線カバー

31

3 2

12

▶ 2025

▶ 2029
▶ 2028

▶ 2029

▶ 2025▶ 2028

配線口
配線カバー

（天板下）

色々な組合せが可能です。

組み合わせ例

カウンター

共通仕様

天板仕様

メラミン化粧板

オーク柄

本体仕様
木目調化粧シート

（ガイアシート） バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

経済的な図書館カウンター。シンプルな形状で特注対応も可能な、人気の一品です。

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）

■カウンター／K型-直線部A ■カウンター／K型-直線部B

■カウンター／K型-直線部C ■カウンター／K型-直線部D ■カウンター／K型-コーナー部

品　番 本体価格（税別） サイズ

2025 ￥121,800 W1800×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2027 ￥109,100 W1200×D600×H700

品　番 本体価格（税別） サイズ

2028 ￥101,500 W900×D600×H700

品　番 本体価格（税別） サイズ

2029 ￥113,300 W600×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付 ◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2026 ￥118,200 W1500×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

20505-T ナチュラルウッド ￥420,000
W1800×D400×H2000

20506-O オーク柄 ￥272,000
20503-T ナチュラルウッド ￥295,000

W1200×D400×H2000
20504-O オーク柄 ￥232,200
20501-T ナチュラルウッド ￥239,000

W900×D400×H2000
20502-O オーク柄 ￥180,000

■カウンターバック棚

▶ 2046-P

▶ 20503-T

▶ 2048-P

▶ 2047-P
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■ブックトラックユニットP ■引出ユニットP ■棚ユニットP

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2046-T ナチュラルウッド ￥64,500 W600×
D450×
H6502046-P オーク柄 ￥45,600

◆ 双輪キャスターφ40mm

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2048-T ナチュラルウッド ￥115,600 W450×
D450×
H6502048-P オーク柄 ￥84,000

◆ 双輪キャスターφ40mm
◆ 下1段 A4ファイル収納

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2047-T ナチュラルウッド ￥80,000 W450×
D450×
H6502047-P オーク柄 ￥40,500

◆ 双輪キャスターφ40mm

カウンター

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

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。
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サブカテゴリー（000）カウンター椅子

■カウンター椅子H

■カウンター椅子L

◆ 座：布張り
◆ 背：メッシュ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39050-B ダークブルー

￥29,800 Ｗ575×Ｄ540×Ｈ840~955
（SH420~535）

39050-K ブラック
39050-H グレー
39050-R レッド
39050-G グリーン

◆ 座：布張り
◆ 背：樹脂成形

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39060-P ピンク

￥23,500 Ｗ575×Ｄ510×Ｈ790~870
（SH405~485）

39060-S スカイブルー
39060-B ブルー
39060-K ブラック

ベーシックなカウンター椅子。背がしっかりついているタイプです。固定位置のデスク業務に。

手摺をつけることも可能（オプション、別途料金）

やわらかな色合いのバリエーション

豊かな色のバリエーション

グリーンレッドダークブルー

ブルースカイブルーピンク

ブラック

ブラック

グレー

背が小さいカウンター椅子。動きの多い業務に最適なタイプです。

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

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。
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サブカテゴリー（000）OPAC 台／記載台

▶ 2412-T▶ 2411-T

▶ 2091-T

▶ 2095-T

■OPAC台／一般用 ■OPAC台／児童用

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2411-T ナチュラルウッド ￥189,000 W750×D600×H1350

◆ エコウレタン塗装
◆ カギ付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2412-T ナチュラルウッド ￥177,800 W750×D600×H1150

◆ エコウレタン塗装
◆ カギ付
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■記載台／成人用

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2091-T ナチュラルウッド ￥250,800 W900×D450×H1033

◆ エコウレタン塗装

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2092-T ナチュラルウッド ￥246,400 W900×D450×H783

◆ エコウレタン塗装

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2095-T ナチュラルウッド ￥225,500 W900×D450×H983

◆ エコウレタン塗装

■記載台／児童用

■記載台／S型

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

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。
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サブカテゴリー（000）返却ポスト

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6802-W ウッド

￥100,000 W500×D500×H1000

6802-H グレー
6802-P ピンク
6802-O オレンジ
6802-B ブルー
6802-G グリーン
6802-Y イエロー

◆ 投入口寸法：W440×H100
◆ 側板は丈夫で安全なポストフォーム、底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・
抗菌マット使用。

◆ 収納冊数：A5約110冊　◆ 屋内用　◆ カギ付　◆ 2輪はストッパー付
◆ サイン付き（文字変更可能）

ブルー グリーン イエロー

■図書用返却ポストS

ウッド グレー ピンク オレンジ

投入口

従来の人気カラーも継続しています。

シンプルな室内用返却ポスト。軽いので使いやすく、学校・公共問わず非常に多くの図書館で使用されています。

本カタログより新色が登場しました。

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）返却ポスト

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6806 ステンレス製 ￥209,800
W500×D500×H1334

6806-1 スチール製 ￥159,800

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6801 ステンレス製 ￥567,000
W550×D650×H1410

6801-1 スチール製 ￥488,100

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6803 ステンレス製 ￥809,500
W800×D800×H1410

6803-1 スチール製 ￥619,100

品　番 本体価格（税別） サイズ

6804 ￥214,300 W650×D650×H950

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6814 ステンレス製 ￥678,600
W700×D650×H1410

6814-1 スチール製 ￥607,200

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6807 ステンレス製 ￥219,800
W500×D500×H1350

6807-1 スチール製 ￥173,800

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）　
◆ タバコの吸い殻除去装置付
◆ 収納冊数：A5約200冊　
◆ 屋外用

※館名サイン取付別途承ります。

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）
◆ タバコの吸い殻除去装置付

※館名サイン取付別途承ります。

※返却 BOX はスチール製になります。
◆ 収納冊数：A5約100冊
◆ 屋外用

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）
◆ タバコの吸い殻除去装置付
◆ 収納冊数：A5約140冊
◆ 屋外用

※館名サイン取付別途承ります。

■返却ポストN置式 ■返却ポストNキャスター付

■図書用沈下式返却ポストA ■図書用沈下式返却ポストA（大）

■図書用沈下式返却ポストB（移動式返却BOX付） ■図書用返却BOX／沈下式（スチール製）

◆ 本体：スチール製
◆ キャスター：φ75mm、ストッパー付
◆ 収納冊数：A5約100冊

◆ 底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・抗菌マット使用。
◆ 投入口寸法：W340×D90（カギ付）
◆ 収納冊数：A5約170冊
◆ 屋内用　◆ 館名サイン取付別途承ります。

◆ 底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・抗菌マット使用。
◆ 投入口寸法：W340×D90（カギ付）
◆ 収納冊数：A5約150冊
◆ 屋内用　◆ 2輪はストッパー付　◆ 館名サイン取付別途承ります。

▶ 6806
▶ 6807

▶ 6801-1

盗難防止用のクサリ
を通すフック付トビラを開けても本が

落ちない2重扉

▶ 6814-1

▶ 6803-1

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）返却ポスト

◆ 投入口寸法：W400×H100（投入口カギ付）
◆ 本体：アクリル塗装　◆ 返却 BOX付　◆ キャスター：φ100mm
◆ 底部：クッション付　◆ 収納冊数：A5（小／約110冊、大／約150冊）　
◆ 屋内用　◆ カギ付　◆ スロープ付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6815-1 小 スチール製 ￥275,500 W670×D700×H1210

6815-2 小 ステンレス製 ￥384,000 W670×D700×H1210

6815-5 大 スチール製 ￥295,000 W780×D800×H1400

6815-6 大 ステンレス製 ￥408,400 W780×D800×H1400

■返却ポストカート収納式

■図書用返却BOX（大）

■図書用沈下式返却BOX（小／大）

■図書用返却BOX（小）

品　番 本体価格（税別） サイズ

6811 ￥46,900 W710×D610×H997

■返却用ウレタンマット

◆ 本体：ビニールレザー張り 
◆ 返却ポストの投入口の下に敷くと本が破損しにく
くなります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6808 ￥34,000 W1000×D1000×H100

▶ 6815-1

品　番 本体価格（税別） サイズ

6810 ￥42,700 W610×D550×H847

◆ 本体：φ22.2mmスチールパイプ、クロームメッキ
◆ 袋　：ナイロン製ファスナー付（青）
◆ 底部：クッション付
◆ キャスター：φ100mm、バンパー付

◆ 本体：φ22.2mmスチールパイプ、クロームメッキ
◆ 袋　：ナイロン製ファスナー付（青）
◆ 底部：クッション付
◆ キャスター：φ100mm、バンパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

6817-G
小 ￥401,000 W580×D652×H8636817-R

6817-W
6818-G

大 ￥555,000 W800×D872×H8926818-R
6818-W

◆ 本体：ポリ合板
◆ 収納冊数：A5（小／約120冊、大／約250冊）
◆ 自重：小／33kg、大／49kg　◆ 色：グレー／赤／白
※図書用沈下式返却 BOXを収納出来る返却ポストも
　製作出来ます。

受注生産なので、名入れは自由

です。「○○図書館」など施設名

を記入することも可能。注文時

にご指定ください。

※長文やイラストも可能ですが、

別途料金がかかります。

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）退館管理・ブックプロテクション

▶ 6343-2 ▶ 6344-2

▶ 5050-2

蔵書に取り付けたタグやラベルの信号を出入口に設けたパネルの磁力線で検知するブックプロテクションシステム。カバンや衣服のなかの蔵書も、磁気が見

落とさずにキャッチします。

システム設置上の注意 

●システム用電源は、電源より入るノイズを軽減するためにできるかぎり専用電
源を設けてください。（容量：AC100∨／アース付max3A／システム）●パネル側
面より70cm以内に金属製の書架、看板等を置かないでください。検知用磁場
が乱されて、タグの 検出ができなくなる場合があります。（木・プラスチック製の
ものは影響を受けません。）●コンクリートの壁面からも同様の理由で40cm以
上離してください。●ノイズ発生源となるT∨、パソコン等のCRTを近くで使用し
ますと画面が揺れますので、できるかぎりパネルより離すようにしてください。

コントロールボックス（BP2020,3030共通）

サ イ ズ：H108×W182×D327mm

重　　量：4.8kg

電　　源：AC100V±10%

消費電力：120W

BP2020 BP3030

BP5050

■ブックプロテクションシステム／BP2020-2
品　番 本体価格（税別） サイズ

6343-2 ￥2,000,000 パネル本体寸法：W730（790）×D45（100）×H1800

◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP3030-2
品　番 本体価格（税別） サイズ

6344-2 ￥2,500,000 パネル本体寸法：W732×D18（100）×H1410

◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP5050-2
品　番 本体価格（税別）

5050-2 ￥3,000,000
◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP2020-3
品　番 本体価格（税別） サイズ

6343-3 ￥2,600,000 パネル本体寸法：W730（790）×D45（100）×H1800

◆ パネル3枚立

■ブックプロテクションシステム／BP3030-3
品　番 本体価格（税別） サイズ

6344-3 ￥3,300,000 パネル本体寸法：W732×D18（100）×H1410

◆ パネル3枚立

■ブックプロテクションシステム／BP5050-3
品　番 本体価格（税別）

5050-3 ￥3,900,000
◆ パネル3枚立

（H1800mmの
 検知エリア）

BP-2020-2（2連タイプ） BP-2020-3（3連タイプ）

95cm95cm 190cm190cm

磁気式
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サブカテゴリー（000）退館管理・ブックプロテクション

▶ 6359-2

▶ 6359-3

資料の不正持出しの信号をゲートがキャッチ。

確実にロックします。

Pタイプの新デザイン版。

価格についてはお問い合わせください。

■OUTゲートPタイプ ■OUTゲート　クリアタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

6359-3 ￥800,000 W900×H1150

◆ロック機能有り
◆電動開閉。設置には開閉用センサー（本体価格
￥200,000）が必要となります。

■INゲートPタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

6359-2 ￥450,000 W900×H1150

ゲートでの人の動きをチェック。ゲート通過時のみに感知

機能を働かせ、パネル外周での誤動作を防ぎます。

品　番 本体価格（税別）

6359-6 ￥200,000

■ワークセンサー

磁気式

◆ロック機能無し
◆電動開閉。設置には開閉用センサー（本体価格
￥200,000）が必要となります。
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サブカテゴリー（000）退館管理・ブックプロテクション

■ブックベリファイヤー
 （磁気式信号消去・再生器）

書籍の方向を限定せずタグの信号を確実に消去します。電源不要。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6356 ￥700,000 W400×D330×H240

◆15kg　◆定格電源：AC100V±10%、50／60HZ
◆消費電力：Max50W

品　番 本体価格（税別） サイズ

6358 ￥160,000 W380×D320×H45

◆6. 5kg

スライドするだけの簡単操作。複数の図書も同時

処理が可能。誤動作を防ぐ安心のシステム。

■オムニプレートイレーサー
 （磁気式信号消去専用器）

▶ 6371

▶ 6372

ハードカバーの書物に

背表紙と本体の間に隙間がある書物はその中に接

着されますので、外からは見えません。装着用の

ブックスティックで簡単に取り付けできます。

雑誌や文庫本に

ペーパーバックや背固めされた書物では広告頁、奥

付の後など目立たない頁と頁の間に接着します。両

面粘着ですので、タグは見えなくなります。

●タグ装着用ブックスティックタグの書籍取付けガ

イド、背表紙の隙間に装着する場合利用します。

■書籍用タグ／
　片面粘着タイプ／LL-2-U

■書籍用タグ／
　装着用ブックスティック

■書籍用タグ／
　両面粘着タイプ／LL-1-U

品　番 本体価格（税別） サイズ

6371 ￥35,000 長さ：127mm（360mm）

◆1000枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

6372 ￥35,000 長さ：127mm（180mm）

◆1000枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

6360 ￥1,200 長さ：350mm

磁気式のあらゆる機種で使用できる汎用型タイプ。
背と本体の間に空間がある書物には片面粘着を、ぺ一パーバックや糊で背固めをした

ものには両面粘着を使用します。

※パネルの種類、感度や環境によっては作動しない場合もあります。テスト用サンプ

ルでためしてからご使用ください。（サンプル配付いたします。）

磁気式
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サブカテゴリー（000）

1050

150

1000

600～900

■自動ダブルフラッパー1ゲート／EPU
品　番 本体価格（税別） サイズ

6337-2 ￥6,400,000 W150×H1050×D1000

◆ IDカードは磁気カード（M）

■コンパクトゲート／EP-HMC
品　番 本体価格（税別） サイズ

6335-1 ￥6,000,000 W1140（通路幅900）×H330×D970

■ヒューマンムーブゲート／EP-HMD
品　番 本体価格（税別） サイズ

6335-2 ￥7,000,000 W1140（通路幅900）×H1150×D910

▶ 6337-2

900

■自動ダブルフラッパー1ゲート／EPT
品　番 本体価格（税別） サイズ

6338-2 ￥4,400,000 左タイプ・右タイプ：W150×H900×D445　センタータイプ：W210×H900×D445　入館タイプ：W150×H900×D600

◆ IDカードは磁気カード（M）

入退館ゲート

●分館等の各館同士をVPN回線やLAN回線で繋ぎ、複数

拠点での管理が可能です。

●各既設ＰＣよりＷｅｂブラウザで入館状況のモニタリ

ングが可能です。

●各図書館業務用ホストシステムと連携して利用者デー

タ（マスターデータ）の自動更新が可能です。

●フラッパー開閉時の動作音を極限まで押さえた低音

設計です。

●非接触ICカード、磁気カード、バーコードに標準対応

です。オプションで併用も可能です。

●省スペース・コンパクト。
●分館等の各館同士をVPN回線やLAN回線で繋ぎ複

数拠点での管理が可能です。

●各既設ＰＣよりＷｅｂブラウザで入館状況のモニ

タリングが可能です。

●各図書館業務用ホストシステムと連携して利用者デー

タ（マスターデータ）の自動更新が可能です。

●強制通行などでフラッパーが半開き状態となっても

自動で初期位置（閉位置）に復帰します。

回転して開く独自の方式を採用した入館管理ゲート。筐体をコンパクトにしたことにより、従来では設置が難しかった箇所にも導入できるデザインとなりました。
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サブカテゴリー（000）

＜非接触カードリーダFN＞

（対応カード：FeliCa）

＜マルチカードリーダN＞

（対応カード：Mifare ISO14443TypeB、Felica、ICODE）

●カードを携帯してカードリーダに接近すると自動解錠します。

●入退室を厳重にしながら、荷物で手がふさがっている時の鍵を取り出すわず

らわしさを解消します。

＜テンキーパッド＞

（固定式テンキーパッド）

＜スクランブルテンキーパッド＞

（数字配列がランダムに変化するスクランブル式テンキーパッドです）

●非接触カードリーダを内蔵することが可能です。

●カラーバリエーションは黒、白です。

●液晶表示器を搭載し、各操作ガイダンスや、画面タッチ操作による入力操作

を行うことが可能です。

＜非接触カードリーダFD＞　

（対応カード：FeliCa）

ID端末に入力された情報と内部の登録情報を照合することで電気錠ドアや、自

動ドア、各種専用ゲートを開放します。

また、１台で２ゲートの制御ができ、電気錠増設ユニットを追加することで、最

大８ゲートまで対応します。

※電気錠のみ最大48ゲートを行うID端末無管理タイプもあります。

＜セキュアパネル＞

非接触カードリーダ

テンキーパッド 入退室制御装置

●ID端末(各ゲートの入室・退室それぞれに設置可能)

●サーバー(専用パソコン)
 ／セキュアモニタPROⅡ/STDⅡ

●入退室管理／セキュアパネル　
  (最大1000台接続可能)

●ゲート(最大８ゲートを制御可能)●クライアント（最大60台接続可能）
 ／セキュアモニタクライアント（PROⅡ/STDⅡ共通）

Ethernet（10/100BASE-TX）

例：オンラインシステム系統図

入退管理システム

入退室管理システムはICカードや暗証番号、生体認証といった本人

確認の照合により個人を識別し、人・所属・役職などの様々な属性か

ら、扉の利用制限を行います。

「誰が」「いつ」「どれを」利用したかを記録することで、部外者の侵

入だけでなく、内部関係者による不正の抑止が可能となります。

最大1000台の入退室制御装置/電気錠制御装置/鍵・収納管理装置をつないで

ネットワークで構築することで最大48,000ゲートをパソコンで一括管理できま

す。パソコンソフトの｢セキュアモニタPROⅡ/STDⅡ｣により、各種設定・操作・個

人情報・イベント履歴情報検索などが行えます。さらにゲートや認証端末の状

態、イベント情報をリアルタイムに表示・管理ができます。

1台の入退室制御装置で最大8ゲートの出入り口の管理ができます。パソコン

ソフトの｢セキュアモニタLTⅡ｣により既存のLANやUSBを利用することで、設定

データをパソコンから入退室制御装置に転送したり、制御装置の履歴情報を

パソコンに取り込むこともできます。

●オンラインシステム ●スタンドアロンシステム
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サブカテゴリー（000）入館者カウンター

■入館者カウンター／MA55-1-5

品　番 本体価格（税別） サイズ

6263-1 ￥89,000 W149×D188×H92

◆1入口、表示数5桁　◆センサーミラー付

●1入力信号で1カウント、又は、2入力信号で1カウント方式に対応。

●4入口まで同時計測可能（トータル数）

●電源OFF時でも、背面のリセットボタンを押さない限り、

　それまでのデータは保持されます。

前面

背面（センサーとの接続）

イメージは1入口の場合。

入口を増やす場合は、下記のセンサーミラーを追加で購入してください。

■センサーミラー ■センサーミラー（10mタイプ）

品　番 本体価格（税別） サイズ

6259 ￥20,000 センサー：W62×D23.5×H106
ミラー　：W69×D12.2×H84

品　番 本体価格（税別）

6259-1 ￥23,000
● 入口数を増す時に必要。
● 本商品1個につき1入口増設。最大計4入口まで。

● 入口数を増す時に必要。
● 本商品1個につき1入口増設。最大計4入口まで。

入口間隔10m以下入口間隔5m以下

※センサーと本体を継ぐコードは10mとなっておりますが、別途10m→ \1,200（税別）で延長することができます。

※5m幅以内の入口が3箇所ある場合、6263-1を1つと6259を2つ購入いただけると3箇所ともカウントできます。

■入館者カウンター／MA55-1-10

品　番 本体価格（税別） サイズ

6263-5 ￥92,000 W149×D188×H92

◆1入口、表示数5桁　◆センサーミラー付

ミラー センサー

コード

入館者カウンター

入口

ミラー
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サブカテゴリー（000）図書自動貸出・返却システム

●複数IDカードの併用可能（IC、磁気、バーコード）
●多言語対応（英語、中国語【繁体字、簡体字】、韓国語）
●複数貸出種別対応（卒論貸出、通常貸出）
●貸出限度数表示（対応ホストメーカーは確認ください。）
●貸出状況確認（対応ホストメーカーは確認ください。）
●タッチパネル操作による設定変更　●USB端子標準装備

【主な機能】

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15E 6332-7
IC ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15E 63320-7 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15B 6332-8
バーコード ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15B 63320-8 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15BE 6332-4 バーコード、IC
併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15BE 63320-4 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15BM 6332-5 バーコード、磁
気併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15BM 63320-5 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15EM 6332-6 IC、
磁気併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15EM 63320-6 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15M 6332-9
磁気 ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15M 63320-9 W500×D523×H376

利用者自身で貸出・返却手続きが可能。サービス業務の向上が図れます。

【仕様】
重　　量 40kg

定格電源 AC100V±10%
アース付、50／60Hz

消費電力 100W

●フラットトップで貸出機のイメージを一新
　下方読取方式で厚い本にも無理なく対応
●多言語対応（英語、中国語【繁体字、簡体字】、韓国語）
●複数IDカードの併用可能（IC、磁気、バーコード）
●タッチパネル方式で簡単操作
●複数貸出種別対応（対応ホストメーカーは確認ください。）
●貸出状況確認（対応ホストメーカーは確認ください。）

【主な機能】

【仕様】
重　　量 30kg

定格電源 AC100V±10%
アース付、50／60Hz

消費電力 100W

■PALS-RC ■PALS-FT

操作画面

RC専用の新しいGUIによるメニュー画面。貸
出、返却、延長、を選択します。
貸出状況対応ホストの場合は、貸出状況も
選択できます。

メンテナンス

用紙補充などのメンテナンスが容易になりま
した。

カスタマイズ

IDカードはICカード（タッチ方式）、磁気カー
ド（自動吸込み／吐出し方式）を前面ユニッ
トにて併用可能。

書籍の左置き仕様、右置き仕様への変更が
容易になりました。
書籍バーコードの貼付箇所に柔軟に対応い
たします。

■図書自動貸出返却システム
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サブカテゴリー（000）

50×50mm54×86mm

■ICタグ HF帯（13.56MHz）

■UHF帯 書籍用ICタグ ■UHF帯 CD・DVD用ICタグ

書籍用ICタグ

直径
116mm

CD／DVD用ICタグ
貼り付け位置

白タグ 白タグ 透明タグ
 

本の表紙の内側

 

背表紙から1cm以内

 

ICタグ

本の中心あたり

本の下部から
2cm以上離す

HF帯（ICタグの一種）のメリット
・日図協フォーマットやISOで図書館向けのタグ書き込みデータフォーマット推奨がある

・I-codeSlixチップの入ったICタグは世界中どこからでも入手可能である

・周波数13.56ＭＨz

・ISO15693基準により品質・通信プロトコルなどが世界規模で規定されている

・水分（人体密着）に強い

・電波が金属や水分で反射されにくい

・飛ぶ距離が短いため2重読みや機器同士の干渉が少ない

・機器が安い

・図書館システムとの連携実績が多い。導入がスムーズである。（既に実績がある機器はシステム側の開発費を抑えられる）

ＩＣタグ

UHF帯（ICタグの一種）のメリット

・通信距離が長い　・タグの傾き（指向性）に強い　・周波数920MHz

・電波使用料が１台あたり￥500－／年かかる（構内無線局扱いとなる為）。

・ハンディタイプの蔵書点検機器により効率よく蔵書点検が可能。処理速度が速い。

・セキュリティゲートの設置場所に自由度がある。十分な通路巾を確保（例・・・ゲート巾　2m以上可能）

・ 何百冊、何千冊分のバーコード読取りが片手で楽にこなせる操作性
・高所作業でも安心な耐久性

より詳細な情報はお問い合わせ下さいませ。

■蔵書点検機

ISO18000-6C準拠、データ保存年数50年

KIDIT-TAG
95×3×0.5mm

KIDIT-C-TAG
直径70mm

IC タグ
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ディスプレイ

展示ケース
展示架
掲示板

ディスプレイ用品
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展示ケース

京都教育大学教育資料館
〈まなびの森ミュージアム〉

まなびの森ミュージアムでは、展示ケースなどのディスプレイ商品だけでなく、カーテン等の内装コーディネートも協力しております。また、ミュージアムへ納めた商

品を規格化しました。

まなびの森ミュージアムは、1876年（明治9年）に創設された

京都府師範学校以来の教材、教具、芸術作品を展示されて

います。京都教育大学の足跡をしるすとともに、近代教育の

変遷を映しだす貴重な資料です。現在の京都教育大学の場

所に第19旅団司令部、京都連隊区司令部歩兵第38連隊がお

かれました。

この建物は、そのうちの第19旅団司令部にあたります。近年

まで、学長室や職員会館として使われてきましたが、2011年

（平成23年）11月にグランドオープン致しました。

2013年（平成25年）には、京都市から「京都を彩る建物や庭

園」に認定されました。

京都教育大学教育資料館〈まなびの森ミュージアム〉

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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展示ケース

■展示ケース（ハイケース）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70006 ￥1,072,000 W1800×D600×H2400

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付
◆ LED 照明、プッシュ錠
◆ ピクチュアレールとフックワイヤー3セット付

品　番 本体価格（税別） サイズ

70007 ￥888,000 W1200×D600×H2400

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付
◆ LED 照明、プッシュ錠
◆ ピクチュアレールとフックワイヤー2セット付

品　番 本体価格（税別） サイズ

70008 ￥988,000 W1200×D600×H2400

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付
◆ LED 照明、プッシュ錠
◆ ピクチュアレールとフックワイヤー2セット付

品　番 本体価格（税別） サイズ

70005 ￥972,000 W1800×D600×H2400

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付
◆ LED 照明、プッシュ錠
◆ ピクチュアレールとフックワイヤー3セット付

品　番 本体価格（税別） サイズ

70001 ￥992,000 W1800×D600×H2400

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付
◆ LED 照明、棚柱、棚板6枚付、プッシュ錠
◆ オプション：ピクチュアレール／@7,000円（税別）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70002 ￥1,092,000 W1800×D600×H2400

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付
◆ LED 照明、棚柱、棚板6枚付、プッシュ錠
◆ オプション：ピクチュアレール／@7,000円（税別）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70003 ￥904,000 W1200×D600×H2400

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付
◆ LED 照明、棚柱、棚板3枚付、プッシュ錠
◆ オプション：ピクチュアレール／@7,000円（税別）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70004 ￥1,004,000 W1200×D600×H2400

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付
◆ LED 照明、棚柱、棚板3枚付、プッシュ錠
◆ オプション：ピクチュアレール／@7,000円（税別）

▶ 70001

共通仕様 ◆ 両サイドガラス Fix、

   飛散防止フィルム貼り

（紫外線防止フィルム）

60 1680 60
1800

60 480 60
600

50
0

16
50

25
0

24
00

※上記写真は2台連結しております。

ナチュラルウッド ホワイトオーク（柾目）
エコウレタン塗装（-T）

メラミン化粧板（N）

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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展示ケース

■展示ケース（平タイプフラット型）

■展示ケース（平タイプ傾斜型）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70012 ￥1,070,000 W1500×D700×H850

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付（側板部分）、
5面ガラス（背面ガラス戸付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70013 ￥960,000 W1800×D700×H850

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付（側板部分）、
5面ガラス（背面ガラス戸付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70022 ￥880,000 W1500×D600×H900／1050

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付（前面部分）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70023 ￥830,000 W1800×D600×H900／1050

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付（前面部分）

■展示ケース（平タイプ傾斜型）引出付

品　番 本体価格（税別） サイズ

70028 ￥1,010,000 W1800×D600×H900／1050

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部6引出（天板アクリル付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70029 ￥1,110,000 W1800×D600×H900／1050

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部6引出（天板アクリル付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70011 ￥920,000 W1500×D700×H850

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付（側板部分）、
5面ガラス（背面ガラス戸付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70014 ￥1,050,000 W1800×D700×H850

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付（側板部分）、
5面ガラス（背面ガラス戸付）

共通仕様 ◆ 飛散防止フィルム貼り

（紫外線防止フィルム）
◆ LED 照明、キャスター付

   （ストッパー2ヶ所）

共通仕様 ◆ 飛散防止フィルム貼り

（紫外線防止フィルム）
◆ LED 照明、キャスター付

   （ストッパー2ヶ所）

共通仕様 ◆ 飛散防止フィルム貼り

（紫外線防止フィルム）
◆ LED 照明、キャスター付

※引出部には、アクリル（透

明）を施し、安全に展示

できます。

品　番 本体価格（税別） サイズ

70024 ￥920,000 W1800×D600×H900／1050

◆ 主材：ホワイトオーク突板、下部戸袋付（前面部分）

▶ 70028

▶ 70023

▶ 70011

品　番 本体価格（税別） サイズ

70021 ￥790,000 W1500×D600×H900／1050

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）、下部戸袋付（前面部分）
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両サイドに開き戸があります。

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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■竪型展示ケース■L型展示パネル

■作品台

品　番 本体価格（税別） サイズ

70044 ￥70,000 W600×D600×H600

◆ 主材：ホワイトオーク突板

品　番 本体価格（税別） サイズ

70045 ￥60,000 W600×D600×H400

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70046 ￥66,000 W600×D600×H400

◆ 主材：ホワイトオーク突板

品　番 本体価格（税別） サイズ

70041 ￥70,000 W600×D600×H900

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70042 ￥77,000 W600×D600×H900

◆ 主材：ホワイトオーク突板

品　番 本体価格（税別） サイズ

70043 ￥64,000 W600×D600×H600

◆ 主材：メラミン化粧材（単色）

共通仕様 ◆ アジャスター付

※規格以外（別寸・別仕様）も承っております。お問い合わせ下さい。

品　番 本体価格（税別） サイズ

70031 ￥440,000 W1500+D900×H2400

◆ 蛍光灯×2ヶ所（LED）、棚板6枚付
◆ 棚可動：段当り30kg
◆ 現場組立

品　番 本体価格（税別） サイズ

70032 ￥320,000 W760×D180×H2040

◆ 三方アクリル囲い
◆ バック、台座：木製
◆ 展示の交換できます（着脱式）

▶ 70041

60
0

30 540 30
600

600

90
0

展示ケース

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。
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サブカテゴリー（000）
展示ケース
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■展示ケース／E型 ■展示ケース／B型

品　番 本体価格（税別） サイズ

7062-1 ￥800,000 W1800×D600×H2400

◆ 主材：オーク材、エコウレタン塗装
◆ 照明付
※天井高をご確認ください。天井近くまで達する場合、別途施工が必要です。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7061 ￥409,000 W2000×D480×H1800

◆ 主材：オーク材、エコウレタン塗装

棚板、引違い戸共5mm 透明ミガキガラス。シリンダー錠つき。バックはフェ

ルト張りで、ピクチャーレール付きなので掛軸なども展示できます。最も基

本的でシンプルな展示ケースで、多様に利用することができます。

エントランスロビーなどで愛用されている人気の展示ケース。

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。
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サブカテゴリー（000）
展示ケース
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■展示ケース（木製台付） ■展示ケース（木製台付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70051 ￥282,000 W1800×D450×H800

◆ アルミブロンズ枠
◆ ガラス引き違い戸
◆ 木台付（H：430mm）
◆ ポリ合板

品　番 本体価格（税別） サイズ

70052 ￥347,000 W1800×D450×H1831

◆ アルミブロンズ枠
◆ ガラス引き違い戸
◆ 木台付（H：230mm）
◆ ポリ合板

■展示ケース（平タイプ傾斜型）／C型 ■展示ケース（平タイプフラット型）／D型

品　番 本体価格（税別） サイズ

7081 ￥410,000 W1500×D650×H950

◆ オーク材、エコウレタン塗装
◆ ガラス6mm透明

品　番 本体価格（税別） サイズ

7091 ￥380,000 W1500×D650×H800

◆ オーク材、エコウレタン塗装
◆ ガラス6mm透明

博物館や美術館でも愛用される木製展示ケース。 博物館や美術館でも愛用される木製展示ケース。

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。
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サブカテゴリー（000）スタンド式展示ケース

スタンド式展示ケース

高透過ガラスでできた準エアタイト構造のケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系

の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。高度な溶接技術を駆使した堅牢な構

造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な

安全性にも十分配慮しています。

材　質● 高透過ガラス・ステンレス
（SUS‐304）

カラー● オフホワイト
（焼付塗装仕上）
シルバー
（焼付塗装仕上）

展示ケース底面には、調湿剤ボックス

があり、開閉はボックスに付いているネ

ジでおこないます。

ロックを開錠するとガラスケース

を持ち上げるための隙間ができま

す。手を差し入れて持ち上げると

セフティーアームが出てガラス

ケースを支えます。

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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スタンド式展示ケース

書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。

ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。

ご要望に応じて、サイズや仕上げの変更ができます。

陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に適しています。

ご要望に応じて、サイズや仕上げの変更、および光ファイバー方式の

照明器具を組み込む事も可能です。

H（2）

H（1）

H（2）

H（1）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7007-1 シルバー ￥840,000
W800×D800×H（1）800+H（2）150

7007-2 オフホワイト ￥840,000
◆ ガラス：高透過ガラス
◆ ケースカバー付
◆ 重　量：約57kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7017-1 シルバー ￥720,000
W500×D500×H（1）1100+H（2）400

7017-2 オフホワイト ￥720,000
◆ ガラス：高透過ガラス
◆ 重　量：約47kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7008-1 シルバー ￥890,000
W1500×D600×H（1）800+H（2）150

7008-2 オフホワイト ￥890,000
◆ ガラス：高透過ガラス
◆ ケースカバー付
◆ 重　量：約80kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7018-1 シルバー ￥790,000
W800×D500×H（1）1100+H（2）400

7018-2 オフホワイト ￥790,000
◆ ガラス：高透過ガラス
◆ 重　量：約65kg

■展示ケース／フラット800 ■展示ケース／フラット1500

■展示ケース／キュービック800■展示ケース／キュービック500

展示替の際は、ガラスケースの手前側を
持ち上げて、セフティアームを掛けます。

スタンド式展示ケース（フラットタイプ）カバー

スタンド式展示ケース（キュービックタイプ）カバー付

展示替の際は、ガラスケースを上に
持ち上げて取り外すことができます。

※写真はシルバー
　（焼付塗装仕上げ）です。

▶ 7017-1

シルバー オフホワイト

主要部ステンレス、焼付塗装仕上げ 主要部ステンレス、焼付塗装仕上げ

※写真は、オフホワイト
  （焼付塗装仕上げ）です。

▶ 7008-2

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）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7096-8 ￥179,000 W1800×D650×H1040

品　番 本体価格（税別） サイズ

7096-6 ￥124,000 W900×D650×H1040

品　番 本体価格（税別） サイズ

7096-4 ￥120,000 W1800×D325×H1040

品　番 本体価格（税別） サイズ

7096-2 ￥80,500 W900×D325×H1040

レール棚用傾斜棚（5枚） レール棚用平板棚（4枚）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7881-1 ￥7,800 小：W290×D50×H200

7881-2 ￥9,600 大：W390×D50×H200

品　番 本体価格（税別） サイズ

7883-1 ￥5,200 小：W290×D100×H25

7883-2 ￥6,000 大：W390×D100×H25

W900（片面）

■Tettパネル

W1800（片面）

W900（両面） W1800（両面）

▶ 7881-1 ▶ 7881-2

◆ いずれも5枚組 ◆ いずれも4枚組

展示架

図書館の入り口に面で展示すると特に効果的です。新刊、オススメ本など自由に企画してみてはいかがでしょうか。

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）

■ネットパネル ■ネットパネル

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0353-B ビーチ柄
￥93,600 W600×D29×H1460（×3枚）

0353-O オーク柄
◆ 3枚組

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0354-B ビーチ柄
￥124,800 W600×D29×H1460（×4枚）

0354-O オーク柄
◆ 4枚組

▶ 0353-B ▶ 0354-B

共通仕様 ◆ 本体：化粧合板
◆ ネット：スチール製、ホワイト
◆ アジャスター付

※芯材に MDFを使用しています。

展示架

※ネット用ワイヤーケースは次頁

展示架もほとんどは特注で設計製作しています。写真は絵本展示架の例。平置きなど比較的珍しい要素にもチャレンジしています。

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。
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サブカテゴリー（000）

共通仕様 ◆ スチール製（クロームメッキ）

高さを4段階に調節できます。

■ネットスタンド ■ネット用ハンガー

■ネット用アクリルボックス■ネット用ワイヤーケース

品　番 本体価格（税別） サイズ

7075-1 ￥17,300 W600×D450×H最高1800

7075-2 ￥18,800 W900×D450×H最高1800

品　番 本体価格（税別） サイズ

7076-1 ￥18,000 W600×D55×H最高3400

7076-2 ￥19,800 W850×D55×H最高3400

◆ 色：ホワイト
◆ スチール製
◆ 高さ4段階調整式（H1360／ H1500／ H1625／ H1800）
◆ キャスター付（ストッパー×2個）
◆ 耐荷重：30kg

■傾斜ブックラック（大）
品　番 本体価格（税別） サイズ

7077-I ￥1,800 W140×D50×H230

■傾斜ブックラック（小）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7077-H ￥1,260 W80×D40×H150

品　番 本体価格（税別） サイズ

7077-J ￥8,300 W540×D100×H80

◆ 透明アクリル製
◆ アクリル3t
◆ フック付

品　番 本体価格（税別） サイズ

7077-F ￥900 W230×D30×H289

◆ スチール製（クロームメッキ）
◆ A4サイズ

◆ 色：ホワイト／クロームメッキ
◆ スチール製
◆ 天床高  ：H2200～3400で取付可能
◆ ネット面：H1450

▶ 7075-1 ▶ 7076-1 ▶ 7076-2

▶ 7077-H

展示スタンド

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）

● 木枠、表面材：コルク、ビニールレザー張り又はホワイトボード仕様
● コルク、レザーの下地には薄いスチールが入っているので、

　マグネットが付きます。
● 壁掛用金具付き（スタンド仕様も別途お見積り致します。）

▶ 37961-C ▶ 37962-W

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

37961-C コルク
￥18,000 W900×D22×H60037961-V 掲示クロス

37961-W ホワイトボード

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

37962-C コルク
￥29,000 W1200×D22×H90037962-V 掲示クロス

37962-W ホワイトボード

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

37963-C コルク
￥44,200 W1800×D22×H90037963-V 掲示クロス

37963-W ホワイトボード

■木製掲示板A　(900幅)

■木製掲示板B　(1200幅)

■木製掲示板C　(1800幅)

掲示板 /ディスプレイスタンド

■すべり止め付ブックホルダーS ■すべり止め付ブックホルダーM ■すべり止め付ブックホルダーL

樹脂製ストッパー
2箇所にすべり止め（透明樹脂製ストッパー）が
付いています。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7860-1 ￥2,400 W110×D100×H110
（アクリルt2）

◆ 仕様：文庫・新書用
◆ 5個入〔透明〕

品　番 本体価格（税別） サイズ

7860-2 ￥2,800 W140×D135×H130（ア
クリルt2）

◆ 仕様：文芸書用
◆ 5個入〔透明〕

品　番 本体価格（税別） サイズ

7860-3 ￥2,400 W180×D145×H200（ア
クリルt3）

◆ 仕様：雑誌用
◆ 2個入〔透明〕

人気の展示用品。コンパクトで使いやすい。

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）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7774 ￥980 W105×D140×H125

品　番 本体価格（税別） サイズ

7775 ￥650 W138×D最大164×H158

◆ 成形樹脂◆ 成形樹脂

スリットギア

品　番 本体価格（税別） サイズ

70084 ￥1,300 W145×D138×H124

品　番 本体価格（税別） サイズ

70085 ￥1,800 W200×H192

◆ 材質：ABS 樹脂
◆ 5個入

◆ 材質：ポリカーボネイト

角度を自由自在に変えられるので、幅広い使

用が可能。
底部（成形樹脂）スライドでき、角度を変えられます。

■マルチブックスタンド■スライドブックスタンド

■マルチディスプレイスタンド ■マルチイーゼル
背板の位置が可変式なので、展示物の角度が思いのまま。 5度間隔で角度調節が可能、

お客さまの目線にフレキシブルに対応。

スリットギアの調整

で目線に合わせた

角度を固定。

品　番 本体価格（税別） サイズ

7772-7 ￥1,900 W135×D89×H120

◆ 透明クリアアクリル板1t
◆ 5個入

■ブッククリアスタンド／C-3

ディスプレイスタンド

▶ 7862-3 ▶ 7862-4

品　番 本体価格（税別） サイズ

7862-3 ￥4,600 W200×D200×H180・前H35（アクリルt4）

◆ 仕様：A5・B5用
◆ 2個入〔透明〕

品　番 本体価格（税別） サイズ

7862-4 ￥7,960 W250×D200×H220・前H35（アクリルt5）

◆ 仕様：大判雑誌用
◆ 2個入〔透明〕

■ブックスタンドDX-L■ブックスタンドDX-M 大きい本を見せたいときに便利な人気製品。

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）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70088 ￥360 φ85×H150（クリップ幅：80）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70091 ￥300 W75×H105

品　番 本体価格（税別） サイズ

70092 ￥380 W75×H160

品　番 本体価格（税別） サイズ

70093 ￥400 W75×H210

品　番 本体価格（税別） サイズ

70087 ￥340 φ85×H100（クリップ幅：80）

品　番 本体価格（税別） サイズ

70086 ￥220 φ50×H45（クリップ幅：60）

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口：10mmまで

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口：10mmまで

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口：10mmまで

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口（上）：10mm
　クリップ開口（下）：30mm

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口（上）：10mm
　クリップ開口（下）：30mm

◆ 材質：ポリカーボネイト
◆ クリップ開口（上）：10mm
　クリップ開口（下）：30mm

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

70081 ナチュラル木目 ￥3,000 W140×D140×H175

◆ 材質：天然木（パイン材）
◆ 5個入

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

70082 ナチュラル木目 ￥3,600 W300×D220×H395

◆ 材質：アルダー材、ゴム足付
◆ 3個入

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

70083 ナチュラル木目 ￥7,800 W518×D630×H985

◆ 材質：アルダー材、ゴム足付

■クリップスタンドC■クリップスタンドB■クリップスタンドA

■ポップクリップA ■ポップクリップB ■ポップクリップC

安定性がありながらスリムなフォルムのクリアベースPOP立。自由な角度調節により、変化に富んだPOP演出が可能です。

安定性を持たせたジョイント設計。手が当たっても動きません。目立たせたい本にオススメ。

卓上タイプの木製イーゼルです。CD／DVDスタンド、本など、テーブルや低い書架を小粋に演出します。

■イーゼルスタンド ■イーゼルスタンド ■イーゼルスタンド

イーゼル／クリップスタンド

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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92

サブカテゴリー（000）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7116-1 ￥4,400 φ1.5mm×L1.5m

品　番 本体価格（税別） サイズ

7116-2 ￥2,000 φ1.2mm×L1.5m

◆ 安全荷重30kg
◆ ステンレス製

◆ 安全荷重20kg
◆ ステンレス製

ペーパー

1. 2.

3. 4.

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

7046-1 ステンレス調 ￥3,600 W600

7046-3 ステンレス調 ￥2,200 W350

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

7046-4 ステンレス調 ￥3,600 W600

7046-6 ステンレス調 ￥2,200 W350

品　番 色 本体価格（税別）

7046-9 白 ￥2,000
◆ 特殊構造ゴム羽根、強力マグネット使用
◆ 5個入

ピクチュアハンガーセットはワイヤーと

ハンガーの組合せで構成されています。

軽く差し込むだけで、しっかり固定できます。

紙を軽く引っ張るだけで、すっととれます。

■ピクチュアハンガーセット ■ミニピクチュアハンガーセット

■エレックハンガー（マグネットタイプ）

エレックハンガー

■エレックハンガー（両面テープタイプ）

■ワンタッチホルダー

●  片手で紙をワンタッチ着脱することがで きます。
● 次々に何枚でも重ねていけるので集会な どに便利です。（最大重量 300 600g）
● バー型のため、どの部分でも利用できます。
●  セットされた紙は、引っ張らない限り外さ れることがありません。
●  何回着脱しても紙を傷つけたり、汚したりしません。
● 壁面、ホワイトボード、パーティション、窓ガ ラス、陳列棚など、どこでも取り付け可能。
●  ビッグサイズの厚い紙から、小さい紙や 薄い紙にも対応します。
● きれいな仕上げで半永久的に使えます。

▶ 7046-5

▶ 7046-1

▶ 7046-6

展示部品

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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絵本架
紙芝居架

キッズコーナー
マット
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サブカテゴリー（000）
絵本架

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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品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0320-B ビーチ柄
￥100,000 W900×D450×H1050

0320-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0322-B ビーチ柄
￥91,200 W450×D450×H1050

0322-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0321-B ビーチ柄
￥88,900 W900×D450×H700

0321-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0323-B ビーチ柄
￥71,200 W450×D450×H700

0323-O オーク柄

■ユニット式絵本架／両面／3段

■ユニット式絵本架／コーナー90°／3段

■ユニット式絵本架／両面／2段

■ユニット式絵本架／コーナー90°／2段

▶ 0320-B ▶ 0321-B

▶ 0322-B ▶ 0323-B

●上段は表紙見せ展示に便利な

　アルミVレール付です。

●仕切板は全て着脱式です。

●上段は表紙見せ展示に便利な

　アルミVレール付です。

絵本は子どもの成長を促す上で重要です。子どもと本の距離を近づけるため、規文堂の家具にも様々な工夫が込められています。
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サブカテゴリー（000）
絵本架

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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■差込み式絵本架 ■展示式大型絵本架

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2105-B ビーチ柄
￥97,800

W900×D360×H11102105-O オーク柄
2105-T ナチュラルウッド ￥108,900

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2111-B ビーチ柄
￥137,800

W900×D450×H11952111-O オーク柄
2111-T ナチュラルウッド ￥158,400

▶ 2105-T ▶ 2111-T

▶ 2129-T ▶ 0333-B

◆ 前支え：透明アクリル　◆ 差込み部：4段 ◆ 上部展示2段

■大型絵本架A ■大型絵本架B

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2129-B ビーチ柄
￥86,900 W600×D660×H610

2129-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0333-B ビーチ柄
￥115,600 W900×D640×H1100

0333-O オーク柄

◆ キャスター付　◆ 大型紙芝居も収納可能 （収納スペース：D628×H450）
◆ 収納冊数：約35冊

◆ 収納冊数：約100冊

絵本コーナー全体の相談も受け付けています。予算に合わせて設計いたします。
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サブカテゴリー（000）
絵本架

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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▶ 0313-B

▶ 0311-B ▶ 0312-B

▶ 0314-B

▶ 2112-T
▶ 2113-T

■展示式絵本架／D-26型

■展示絵本架／BT-3型

■展示絵本架／BT-K3型（キャスター付）

■展示絵本架／BT-4型

■展示絵本架／BT-K4型（キャスター付）

■展示式絵本架／D-36型

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2112-B ビーチ柄
￥108,900

W1800×D350×H7602112-O オーク柄
2112-T ナチュラルウッド ￥129,800

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2113-B ビーチ柄
￥221,000

W1800×D350×H10502113-O オーク柄
2113-T ナチュラルウッド ￥232,100

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0311-B ビーチ柄
￥108,900

W900×D430×H9200311-O オーク柄
0311-T ナチュラルウッド ￥148,000

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0313-B ビーチ柄
￥124,500

W900×D430×H9200313-O オーク柄
0313-T ナチュラルウッド ￥162,000

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0312-B ビーチ柄
￥120,000

W1200×D430×H9200312-O オーク柄
0312-T ナチュラルウッド ￥158,000

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0314-B ビーチ柄
￥135,600

W1200×D430×H9200314-O オーク柄
0314-T ナチュラルウッド ￥172,000

◆ 展示棚：固定、2段 ◆ 展示棚：固定、2段
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サブカテゴリー（000）
絵本架

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×D600／441.7×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
◆ 収納冊数：約180冊

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
◆ 収納冊数：約120冊

▶ 0318-B

可動棚

可動棚

コルク掲示板

展　示
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▶ 0317-B

■ビーチシリーズ 絵本架

■絵本架（片面）

■絵本架（両面）

▶  0281-B

▶  0281-B▶  0280-B

▶  0279-B▶  0278-B

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

2 連 2 段 0278-B ￥  61,600 W915×D264／345×H1015

2 連 3 段 0279-B ￥  95,600 W915×D264／345×H1390

3 連 2 段 0280-B ￥120,800 W1800×D264／345×H1015

3 連 3 段 0281-B ￥163,800 W1800×D264／345×H1390

▶ 0284-B

連　数 段　数 品　番 本体価格（税別） サイズ

2 連 2 段 0282-B ￥127,000 W915×D503／665×H1015

2 連 3 段 0283-B ￥171,000 W915×D503／665×H1390

3 連 2 段 0284-B ￥220,000 W1800×D503／665×H1015

3 連 3 段 0285-B ￥297,000 W1800×D503／665×H1390

共通：

棚板可動12.5mmピッチ

棚板落下防止キャップ

付き（地震対策）

展示用Vレール付き
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サブカテゴリー（000）
展示パネル／展示スタンド

丁番の軸が抜き差し式な

ので、簡単にパネルとの

連結ができます。

丁番の軸が抜き差し式な

ので、簡単にパネルとの

連結ができます。

■ネットパネル

■ネットパネル付ワゴン

■ネットパネル

■ネットパネル

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0354-B ビーチ柄
￥124,800   W600×D29×H1460

（×4枚）0354-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0355-B ビーチ柄
￥94,000 W900×D379×H600／1300

0355-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0357-B ビーチ柄
￥26,700 W1200×D29×H600

0357-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0353-B ビーチ柄
￥93,600   W600×D29×H1460

（×3枚）0353-O オーク柄
◆ 4枚組
◆ 本体：ビーチ柄、又はオーク柄、化粧合板
◆ ネット：スチール製、ホワイト
◆ アジャスター付
※芯材にMDFを使用しています。

◆ 可動棚2枚付
◆ 本体：ビーチ柄、又はオーク柄、化粧合板
◆ ネット：スチール製、ホワイト
◆ キャスター付、固定2ヶ、ストッパー付2ヶ
※芯材にMDFを使用しています。

◆ 1枚組
◆ 本体：ビーチ柄、又はオーク柄、化粧合板
◆ ネット：スチール製、ホワイト
※芯材にMDFを使用しています。

◆ 3枚組
◆ 本体：ビーチ柄、又はオーク柄、化粧合板
◆ ネット：スチール製、ホワイト
◆ アジャスター付
※芯材にMDFを使用しています。

▶ 0354-B

▶ 0357-B
▶ 0355-B

▶ 0353-B

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）
紙芝居架
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▶ 2906-T

▶ 2901-B

■紙芝居架（片面）

■紙芝居架（片面式）／S型 ■紙芝居架（両面式）／S型

■紙芝居架（両面）

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2900-B ビーチ柄
￥66,700 W900×D440×H700

2900-O オーク柄

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2901-B ビーチ柄
￥122,300 W900×D880×H700

2901-O オーク柄

品　番 本体価格（税別）

0339 ￥3,000

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2905-T ナチュラルウッド ￥144,100 W1200×D459×H970

◆ 中棚：見出し付
◆ 収納冊数：約140冊

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2906-T ナチュラルウッド ￥288,200 W1200×D894×H970

◆ 中棚：見出し付
◆ 収納冊数：約280冊

■キャスター（オプション）

▶ 2900-B

▶ 2905-T

◆ 収納冊数：約110冊

◆ 収納冊数：約220冊

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）
紙芝居架
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▶ 2907-T
▶ 0333-B

■紙芝居貸出用袋 ■紙芝居ケース／標準型
ケースの材質は転写しにくいノンコピータイプです。

■紙芝居架／上部横置き ■大型紙芝居架

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

2907-B ビーチ柄
￥128,900

W900×D550×H8002907-O オーク柄
2907-T ナチュラルウッド ￥182,600

品　番 柄 本体価格（税別） サイズ

0333-B ビーチ柄
￥115,600

W900×D640×H11000333-O オーク柄
0333-T ナチュラルウッド ￥178,000

◆ 収納冊数：約110冊 ◆ 収納冊数：約110冊

品　番 本体価格（税別） サイズ

2934-5 ￥30,000 W460×D12×H360

◆ 素材：軟化塩化ビニール
◆ 50枚入り

品　番 種　類 本体価格（税別） サイズ

2922 標準 ￥580 W430×H330

2923 大型 ￥730 W560×H330

2924 特大 ￥990 W635×H470

■紙芝居・大型絵本架 ■紙芝居コーナーで使えるスツール

品　番 本体価格（税別） サイズ

2903 ￥165,000 W910×D470×H1119

◆ 本体：ホワイトオーク（柾目）裏化粧貼り
見付・小口：ホワイトオーク（柾目）単板貼り
塗装：エコウレタン塗装
エアーキャスター：φ100mm

◆ 収納冊数：約100冊

◆1枚入り

読書マット：P104

スツール：P45

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）
座り机／紙芝居関連

■紙芝居舞台 ■紙芝居舞台（童心社） ■紙芝居舞台・大型（童心社）

■紙芝居舞台スタンド ■紙芝居ひょうしぎ
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品　番 天板 本体価格（税別）サイズ

2362-B ビーチ柄

￥72,600
W1200×
D1200×
H340

2362-Ｐ ピンク
2362-Ｇ グリーン
2362-Ｗ ホワイト

品　番 天板 本体価格（税別）サイズ

2364-B ビーチ柄

￥55,000
W1200×
D520×
H340

2364-Ｐ ピンク
2364-Ｇ グリーン
2364-Ｗ ホワイト

品　番 天板 本体価格（税別）サイズ

2365-B ビーチ柄

￥54,800
W1200×
D600×
H340

2365-P ピンク
2365-G グリーン
2365-W ホワイト

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 脚：ビーチ成形合板、アジャスター付

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 脚：ビーチ成形合板、アジャスター付

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 脚：ビーチ成形合板、アジャスター付

■座り机／正方形型 ■座り机／台形型 ■座り机／半円型

品　番 本体価格（税別） サイズ

2917 ￥28,000 W657×D91×H537
（画面サイズ：W569×H403）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2918 ￥60,000 W635×D410×H1100

品　番 本体価格（税別） サイズ

2913 ￥4,800 W36×D32×H250

品　番 本体価格（税別） サイズ

2919 ￥39,600 W450×D105×H340

◆ 木製 ◆ 木製
◆ 大きく広がる大型紙芝居専用の舞台です。
（大型紙芝居サイズ：619mm×430mm）

◆ 天板（パイン材）／幕（布・黒）
◆ フレーム（スチール製・高低可変式・キャスター付・折りたたみ可）
◆ 舞台は別途

品　番 本体価格（税別） サイズ

2916 ￥13,000 W425×D83×H345
（画面サイズ：W346×H245）

◆ 木製

▶ 2362-B ▶ 2364-B ▶ 2365-B

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。

vol52-6_児童.indd   101 2020/02/02   13:42:11



102

サブカテゴリー（000）
キッズコーナー

■ベンチ

■コーナー■シューズケース■ラック

品　番 本体価格（税別） サイズ

39643 ￥34,500 W900×D300×H350

品　番 本体価格（税別） サイズ

39644 ￥76,900 W900×D300×H350

品　番 本体価格（税別） サイズ

39645 ￥71,100 W900×D300×H350

品　番 本体価格（税別） サイズ

39646 ￥70,600 W1200×D1200×H350

品　番 本体価格（税別） サイズ

39647 ￥28,400 W900×D200×H250

品　番 本体価格（税別） サイズ

39648 ￥57,800 W1100×D1100×H250

■コーナー■ストレート

キッズコーナー Tanto

キッズコーナー Paco

◆ レザー張・内部ウレタン

◆ レザー張・内部ウレタン

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）
キッズコーナー

品　番 本体価格（税別） サイズ

39649 ￥36,200 W900×D360×H370

品　番 本体価格（税別） サイズ

39650 ￥80,800 W900×D360×H370

品　番 本体価格（税別） サイズ

39651 ￥79,300 W900×D360×H370

品　番 本体価格（税別） サイズ

39652 ￥72,300 （S） W960×D960×H370

39653 ￥75,900 （L） W1260×D1260×H370

品　番 本体価格（税別） サイズ

39654 ￥25,700 W900×H1200

品　番 本体価格（税別） サイズ

39660 ￥22,400 W600×D600

39661 ￥24,800 W900×D 900

品　番 本体価格（税別） サイズ

39655 ￥22,400 W600×H1200

品　番 本体価格（税別） サイズ

39662 ￥20,800 W900×D600

品　番 本体価格（税別） サイズ

39656 ￥12,300 W600×D300

39657 ￥13,000 W900×D300

39658 ￥13,900 W600×D360

39659 ￥15,300 W900×D360

品　番 本体価格（税別） サイズ

39663 ￥46,200 W1800×D900

キッズコーナー Skip ■ベンチ

■マット（入口）■ウォールS■ウォールL

■コーナー

■フロアマット④

■シューズケース

■フロアマット③

■ラック

■フロアマット①②

共通マット

◆ レザー張・内部ウレタン

◆ レザー張・内部ウレタン

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）
キッズコーナー／マット

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3996 -□ ￥15,400 W300×D300×H300

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3995 -□ ￥34,000 W554 / 900×D300×H300

■読書マット-台形

■読書マット-ブロック

▶ 3995-G

▶ 3996-R ▶ 3996-M

900

554

H300

H300

イスの役目はもちろん、空間のアクセントとしても優秀です。色や形状は特注の注文が多い傾向にあります。

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

シンプルなブロックマット。

アクセントとして用いたり、並べてベンチにしたり、使い方はいろいろです。

カーペットなど柔らかい床での使用を推奨します。

六角形や直線状など自由な並べ方が可能で、レイアウトに幅を持たせます。

カーペットなど柔らかい床での使用を推奨します。

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：読書マット台形の水色 → 3995-M）

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D） -R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ レザー張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3986 -□ ￥50,000 W900×D900×H300

■読書マット-正方形

▶ 3986-B

▶ 3986-L
品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

大きめの読書マット。

四つ合わせて低学年コーナーとして使われるパターンが多いです。

900

900

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）
キッズコーナー／マット

■マット／ドーナツ型（1／4円） ■マット／ドーナツ型（丸型ロータイプ）■マット／ドーナツ型（丸型ハイタイプ）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3989 -□ ￥50,300 W900×D450×H300

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39641 -□ ￥68,900 φ900×H600

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39642 -□ ￥52,500 φ900×H300

▶ 3989-Y

▶ 3989-M
▶ 39641-G ▶ 39642-L

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：1/4円マットの水色 → 3989-M）

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D） -R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■レザー張り

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

※半円の価格です。円にしたい場合は2つご購入ください。

シンプルで様々なレイアウトに対応する人気商品。色も自由に指定

できます（特注色も可能）。

シンプルで様々なレイアウトに対応する人気商品。色も自由に指定できます（特注色も可能）。

カバーは張替え可能な仕様にしているので、万が一傷ついた場合にはメンテナンスが可能です。多くの子どもに長く使って欲しいので、気を遣った設計にしています。

■マット／半円型

▶ 3988-B
▶ 3988-L

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3988 -□ ￥34,700 W900×D450×H300

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）
キッズコーナー／マット

■フラワースツール（3個組み） ■ベンチライナー
電車デザインのベンチです。

肌触りの良い安全な素材です。

適度な重量があり安定感があります。

水を吸収しないので、水拭き・

水洗いができます。

花型のデザインで上下の決まりなく

お使い頂けます。

肌触りの良い安全な素材です。

適度な重量があり安定感があります。

水を吸収しないので、水拭き・

水洗いができます。

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

0673-R 赤
￥43,600 W900×D290×H2500673-G 緑

0673-B 青
◆ EVA 樹脂発泡
◆ 抗菌・防カビ・防ダニ加工

品　番 本体価格（税別） サイズ

0672 ￥34,400 W270×D270×H160

◆ EVA 樹脂発泡体
◆ 抗菌・防カビ・防ダニ加工

▶ 0673-R

▶ 0673-G ▶ 0673-B

■抗菌ドリームマット
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39711-G グリーン

￥2,500
W450×
D450×
t10

39711-O オレンジ
39711-S シルバーグレー
39711-R レッド
◆ マット

＜セット内容＞
◆ マット（W450×D450×t10）×24枚
◆ ストレートエッジ（W450×D120×t10）×20枚
◆ コーナーエッジ（W120×D120×t10）×4枚

品　番 本体価格（税別） サイズ

3971-D ￥70,800 W1590×D1140×t10

■抗菌ドリームマット／3帖タイプ

＜セット内容＞
◆ マット（W450×D450×t10）×36枚
◆ ストレートエッジ（W450×D120×t10）×24枚
◆ コーナーエッジ（W120×D120×t10）×4枚

品　番 本体価格（税別） サイズ

3972-D ￥102,800 W2940×D2940×t10

■抗菌ドリームマット／4.5帖タイプ

＜セット内容＞
◆ マット（W450×D450×t10）×48枚
◆ ストレートエッジ（W450×D120×t10）×28枚
◆ コーナーエッジ（W120×D120×t10）×4枚

品　番 本体価格（税別） サイズ

3973-R ￥134,800 W3840×D2940×t10

■抗菌ドリームマット／6帖タイプ

■抗菌ドリームマット
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39713-G グリーン

￥500
W450×
D120×
t10

39713-O オレンジ
39713-S シルバーグレー
39713-R レッド
◆ ストレートエッジ

■抗菌ドリームマット
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39717-G グリーン

￥200
W120×
D120×
t10

39717-O オレンジ
39717-S シルバーグレー
39717-R レッド
◆ コーナーエッジ／1／4型

■抗菌ドリームマット
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39715-G グリーン

￥200
W120×
D120×
t10

39715-O オレンジ
39715-S シルバーグレー
39715-R レッド

◆ コーナーエッジ／正方形型

グリーン
オレンジ シルバーグレー

レッド

マット・ストレートエッジ・コーナーエッジ共４色（レッド・グリーン・オレンジ・ブラウン）
ございますので、セット内容をご確認の上、色と枚数をご指定下さい。

マット

ストレートエッジ

コーナーエッジ／
正方形型 コーナーエッジ／1/4円型

抗菌ドリームマット

抗菌、防カビ、防ダニ、防水、防炎

防災・防音・防水・衝撃吸収に優れ有毒ガスを発生させません。

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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保管用品

保護用ケース

視聴覚コーナー
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サブカテゴリー（000）

視聴覚コーナーでは、映像や音楽をゆっくり視聴できるブースが必要です。

規文堂ではアクリル間仕切りを推奨しています。半透明の仕切りにより、プ

ライバシーと明るさを両立できるからです。

・本体ガイアシート、半透明アクリル仕切り

・機器を入れるスペース（有効高さ100、別寸可）

・配線孔あり

・幕板がケンドン式

　（取りはずして裏の配線を調整できる）

※参考価格

品　番 概要 本体価格（税別） サイズ

2831 1席  （W900） ￥196,000 W900×D650×H1200

2832 2 席（W1800） ￥320,000 W1800×D650×H1200

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。

AV ブース
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サブカテゴリー（000）

■回転式木製書架／A5判用／5段　※DVD収容可能

◆ 本体：低圧メラミン 下部 3 段と上部2 段が個別に回転します。
◆ 収納 DVD ケース数：約280 個 ◆ 本体⾃重：約30kg

品　番 本体価格（税別） サイズ

4641-A ￥95,300 W400／480×D400／480×H1434

◆ 基壇部のレバーを左右に動かすことで、

キャスターのロックON/OFFの切り替えが

可能です。

機器の収納棚も

製作しています。

ガラス戸、ロッ

クなどオプション

多数。

収容物に合わせ

て設計して製作

いたします。

ビデオケース1巻用
約210巻収納
DVDケース1枚用
約480本収納

※棚板は固定式です。

▶ 2838-T

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2838-T ナチュラルウッド（突板） ￥238,000
W1200×D300×H1700

2838-O ガイアシートオーク柄 ￥113,000

■DVD・ビデオ架／片面6段／VK-64型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2848-T ナチュラルウッド（突板） ￥255,000
W1200×D300×H1700

2848-O ガイアシートオーク柄 ￥124,000

CD1枚用、ケース
約800巻収納

※棚板は固定式です。

■CD架／片面8段／CK-84型

▶ 2848-T

■スライド架／VCS型

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2833-T ナチュラルウッド（突板） ￥410,000
W1200×D400×H1800

2833-O ガイアシートオーク柄 ￥348,000

▶ 2833-T

◆ 後部棚板固定。前部棚板可動式　◆ 前部はビデオ用、CD用の両方に使用可

後部

ビデオケース1巻用
約210巻収納
DVDケース1枚用
約460本収納

CD1枚用
約400枚収納

前部

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。

CD・DVD 架
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サブカテゴリー（000）

■CDキャビネット（CDケース用）／KT4N ■CDキャビネット（CDケース用）／KT4NK

■CDキャビネット（ストック袋用）／KT4NS ■CDキャビネット（ストック袋用）／KT4NSK

■CDキャビネット／KT-5A型（ベース付） ■VDキャビネット／KT-5B型（ベース付））

品　番 本体価格（税別） サイズ

3680-5 ￥117,000 W485×D620×H740

品　番 本体価格（税別） サイズ

3681-5 ￥143,000 W485×D620×H780

品　番 本体価格（税別） サイズ

3676-5 ￥245,000 W900×D450×H1080

品　番 本体価格（税別） サイズ

3677-5 ￥194,000 W900×D450×H1080

◆ キャスター付
◆ CDストック（1枚用）約2,000枚収納

◆ CDストック（1枚用）約2,000枚収納

◆ 各段仕切板付
◆ CD ケース1枚用約1000枚収納
◆ 引出内寸：W823×D402×H167mm（最上段のみH171mm）
◆ 本体・ベース：ホワイト色
◆ ベース、アジャスター付

◆ 各段仕切板付
◆ 1個用 VDケース約260本収納
◆ 引出内寸：W823×D402×H167mm（最上段のみH171mm）
◆ 本体・ベース：ホワイト色
◆ ベース、アジャスター付

品　番 本体価格（税別） サイズ

3680 ￥117,000 W485×D620×H740

品　番 本体価格（税別） サイズ

3681 ￥143,000 W485×D620×H780

◆ キャスター付
◆ CD ケース1枚用約400枚収納

◆ CD ケース1枚用約400枚収納

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。

保管用品
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サブカテゴリー（000）

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。

クリーニング用品／保管用品

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

29741-1 黒
￥1,000 W136×D15×H19129741-2 白

29741-3 透明

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

29742-1 黒
￥1,200 W136×D15×H19129742-2 白

29742-3 透明
◆ 1枚用、10個入
◆ 材質：ポリプロピレン

◆ 2枚用、10個入
◆ 材質：ポリプロピレン

▶ 29741-1 ▶ 29742-1▶ 29741-2 ▶ 29742-2▶ 29741-3 ▶ 29742-3

■DVDケース1枚用 ■DVDケース2枚用

■ マルチレンズクリーナー（乾式） ■ マルチレンズクリーナー（強湿式）

■ケンマックライブラリーmini
●簡単な操作ですばやくプロ並みの研磨を実現（研磨モード：所要時間1分30秒）
●クリーニングモードで汚れふきとりコーティングを10秒に短縮。レンタルディスクもすば

やく店頭に復帰
●コーティング効果によりディスク面を接触キズから保護します。また、万が一ついたキズ

もダメージが軽減されます
●軽く小さく持ち運びも簡単。使う場所を選びません
●すべての光ディスクに対応

品　番 本体価格（税別） サイズ

2947 ￥139,000 W190×D160×H250

＜本体仕様＞　 規格：DC12V　3.8A　8.47W、重量：1.7kg
※初期セットとして、消耗品は一式ついています。追加の購入はお問い合わせ
ください。

1 2 3

品　番 本体価格（税別）

2953-2 ￥1,100
【仕様】方式：乾式　使用目安：50回
特記事項：※オートスタート機能

品　番 本体価格（税別）

2953-3 ￥1,540
【仕様】方式：湿式　使用目安：50回
特記事項：※簡単オートスタート方式※
オートキュア機能採用

【対応機種】 CDドライブ（CD-R・RW・ROM）
　CDプレーヤー　音楽CD　DVDドライブ
（DVD-R・RW・ROM・RAM）DVDプレーヤー
　DVDレコーダー　Blu-rayディスクドライブ
（BD-ROM・R・RE）　Blu-rayプレーヤーBlu-ray
レコーダー　プレイステーション・プレイス
テーション2・プレイステーション3　Xbox・
Xbox360　CD・DVDとBlu-ray が異なるレン
ズを持つ場合はBlue-rayのレンズはクリーニ
ングできません。
【対応OS】 Windows　7・Vista・XP・2000・
Me・98SE・98　Mac　OS　X（10.2以降）

●定期的なクリーニングで

汚れが防げます。　
●レンズに優しいブラシ植毛

方法で、レンズに負荷をか

けません。

● 強力な湿式タイプでしつこ

い汚れもしっかりクリーニ

ングします。

共通仕様

品　番 本体価格（税別） トレイサイズ

2953-1 ￥1,270 W167×D33×H210

【セット内容】
◆ クリーニングパッド（W60×D10×H100mm）
◆ クリーニング液（45ml）
◆ クリーニングトレイ

特 長 ●使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングし

ます。

●付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。

■ CD・DVDクリーナー（パッドタイプ）
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サブカテゴリー（000）保管用品／保護用ケース

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。

品　番 本体価格（税別） サイズ

2968-1 ￥900 W139×H148

品　番 本体価格（税別） サイズ

2968-2 ￥1,500 W139×H148

◆ 1枚用、10個入
◆ 材質：塩化ビニール

◆ 2枚用、10個入
◆ 材質：塩化ビニール

■ CDストック袋1枚用 ■ CDストック袋2枚用

▶ 2971-5-2
▶ 2971-5-1

▶ 2971-5-3

品　番 本体価格（税別） サイズ

2971-1 ￥650 W142×D10×H125

品　番 本体価格（税別） サイズ

2976-1 ￥760 W142×D10×H125

品　番 本体価格（税別） サイズ

2976-3 ￥1,150 W142×D24×H125

品　番 本体価格（税別） サイズ

2976-2 ￥1,050 W142×D24×H125

品　番 本体価格（税別） サイズ

2976-4 ￥1,300 W142×D24×H125

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

29715-1 黒
￥350 W140×D7×H12129715-2 白

29715-3 透明
◆ 1枚用、10個入

◆ 1枚用、10個入　
◆ 材質：ポリスチレン

◆ 3枚用（中仕切付）、5個入
◆ 材質：ポリスチレン

◆ 2枚用（中仕切付）、5個入
◆ 材質：ポリスチレン

◆ 4枚用（中仕切付）、5個入
◆ 材質：ポリスチレン

◆ 1枚用、10個入

■ CD外ケース1枚用

■CDケース1枚用

■CDケース3枚用（中仕切付）

■CDトレー1枚用トレーなし トレーのみ

■CDケース4枚用（中仕切付）

■ CDケース2枚用
 （中仕切付）

■クリアロック

品　番 本体価格（税別） サイズ

6379 ￥49,000 W190×D75×H75

クリアロックはケースの内側に、無断持ち出し防止タグを貼り付けて使用するので、これまでの様にタグをはが

されたり、抜き取られたりする心配がありません。 ※ほとんどのメーカーの持ち出し防止タグが使えます。

クリアロックの解除器です。

すべてのケースに対応。

CD1枚用 DVD用 リリーサー

品　番 本体価格（税別） サイズ

6374 ￥360 W146.5×H206.5×t20

◆ 材質：ポリカーボネート

品　番 本体価格（税別） サイズ

6375 ￥240 W146.5×H140×t15

◆ 材質：ポリカーボネート
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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

300
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275
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25 550 25
600

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
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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

コルク掲示板
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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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各種サイン
ガイドコート

図書館用カレンダー
案内板

サイン
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サブカテゴリー（000）

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。

ピクトグラムサイン

※サインの多くは特注でご注文いただいております。

吊式や移動式など、様々な形状に対応します。

デザイン案もこちらで用意可能です。

まずはお問い合わせください。↑ 提案イラストの例↑ 提案イラストの例

品　番 内容 本体価格（税別） サイズ

7030 自由 ￥5,700 W200×H200×t3

◆ プレート：アクリル板　固定用穴 x4

　飾りビス + スペーサー 付属
◆ 文字・記号部：カッティングシート

近年ニーズの多いピクトグラム。多種多様な柄にオーダーメイドで応えています。視認性と素材感を両立した透明アクリルサインを正式に商品化しました。

デザインは1つ1つ要望に合わせて作ります。固定は下穴を開けてプラスドライバーで付属の金具を留めるだけ。

左：半透明グレー 右：半透明ホワイト
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サブカテゴリー（000）

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。

書架用サイン

通路から見て分類がすぐに分かる、図書館の必需品。書架に合わせたオーダーメイドを基本としつつ、手ごろな価格で提供しています。

コピー用紙をはさんで
透明カバーを差し込み

マグネット脱着

品　番 本体価格（税別） サイズ

7457 ￥15,000 W331×D20×H244

■分類用紙差込ホルダーA4

■書架側板サイン（シンプル）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7457-1 ￥14,000 W182×D20×H244

■分類用紙差込ホルダーA5

品　番 本体価格（税別） サイズ

7456 ￥21,000 W304×D13×H300

サイズ 品　番 本体価格（税別） サイズ

A4横 7444 ￥12,000 W311×H220×t10

サイズ 品　番 本体価格（税別） サイズ

B5縦 7445 ￥9,000 W162×H220×t10

■分類サイン差込2段ホルダーA4（ダブル）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7456-1 ￥17,000 W156×D13×H300

■分類サイン差込2段ホルダーA5（シングル）

共通仕様
◆ フレーム：樹脂製
◆ プレート：マグネット脱着

   スライド式（透明、2t）
◆ 中のコピー用紙は含まず

共通仕様

◆ 3+3+3tマットアクリル板加工、白
◆ 左右木枠：ナラ材、クリアラッカー塗装
◆ 透明アクリル板、上部落とし込み
◆ 中のコピー用紙は含んでいません

◆ 場所を選ばないモノトーンな書架用サイン
◆ マットアクリル板加工
◆ 中はコピー用紙

▶ 7457 ▶ 7457-1
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サブカテゴリー（000）

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。

書架用サイン

■分類サイン差込見出透明ホルダー 品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-C ￥800 W250×D3×H57

◆ 書架 S 型シリーズ、書架 F型シリーズのケンドン用
◆ 塩ビ透明板（t1mm）
◆  用紙差込式
※用紙はついていません。又、取付に関しても両面テープ等を  別途ご用意ください

■透明カードサイン立（大） ■透明カードサイン立（中） ■透明カードサイン立（小） ■透明カードサイン立（山型）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-1 ￥730 W300×H100

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-3 ￥340 W200×H70

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-2 ￥470 W250×H80

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-4 ￥560 W200×H70

■案内サイン
品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7217-A テーマ展示
￥4,000 W350×H100×t37217-B 今日返ってきた本（借りることができます）

7217-C 返本台
◆ クリップ付、シート切文字貼り
◆ プレート：マットアクリル3t 加工

▶ 7217-B

共通仕様 ◆ 透明アクリル（t1mm）

■木製書架用棚見出金具

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装
◆ 無地ラベル、透明ビ二一ルカバー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

7500 ￥300 W130×D59×H26
（H21～25の棚板に可）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7501 ￥330 W130×D57×H28
（H：見付25以下の棚板に可）

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装・無地ラベル、
　透明ビニ一ルカバー付

■スチール書架用棚見出金具

■棚見出金具用分類印刷ラベル

品　番 本体価格（税別）

7508 ￥300
◆ 主類000～900、主綱010～990、計100枚
◆ NDC 分類による
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サブカテゴリー（000）

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。

表示サイン

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7237-1 新しい本

￥4,300 W250×60×H100
7237-2 新刊書
7237-3 新しくはいってきた本
7237-4 新着図書

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7238-1 新しい本

￥6,500 W250×D88×H118.2
7238-2 新刊書
7238-3 新しくはいってきた本
7238-4 新着図書

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7387-1 貸出

￥4,300 W250×60×H100

7387-2 返却
7387-3 相談コーナー
7387-4 かりるところ
7387-5 かえすところ
7387-6 そうだんするところ
7387-7 なんでもきいて
7387-8 受付

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7388-1 貸出

￥6,500 W250×D88×H118.2

7388-2 返却
7388-3 相談コーナー
7388-4 かりるところ
7388-5 かえすところ
7388-6 そうだんするところ
7388-7 なんでもきいて
7388-8 受付

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り
◆ 角度変更型用棒付（φ20×D90mm、真鍮加工クロームメッキ仕上げ）

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り
◆ 角度変更型用棒付（φ20×D90mm、真鍮加工クロームメッキ仕上げ）

■新刊サイン／L型

▶ 7237-1

▶ 7237-3

▶ 7238-1

▶ 7387-1

▶ 7388-1

▶ 7238-2

▶ 7387-3

▶ 7388-6

▶ 7238-3

▶ 7387-5

▶ 7388-4

▶ 7238-4

▶ 7387-7

▶ 7237-8

▶ 7237-2

▶ 7237-4

■新刊サイン／棒付型

■フロントサイン／L型

■フロントサイン／棒付型
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サブカテゴリー（000）

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 文　字 本体価格（税別） サイズ

7245-0 総記

￥4,300 W250×D60×
H100

7245-1 哲学
7245-2 歴史
7245-3 社会科学
7245-4 自然科学
7245-5 技術
7245-6 産業
7245-7 芸術
7245-8 言語
7245-9 文学
7245-F 小説
7245-R 参考図書
7245-B 文庫・新書
7245-Z 辞書・辞典
7245-K 郷土資料
7245-L 大型本

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7245-M 雑誌

￥4,300 W250×D60×
H100

7245-C CD
7245-D DVD
7245-V ビデオ
7245-G 一般
7245-P 哲学・宗教
7245-H 歴史・地理
7245-S 社会・文化
7245-A 理科・算数
7245-W 工業・工作
7245-N ことば
7245-T ものがたり
7245-Y しらべもの
7245-E えほん
7245-J 小さい本
7245-U 大きい本

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7247-0 総記

￥6,500 W250×D88×
H118.2

7247-1 哲学
7247-2 歴史
7247-3 社会科学
7247-4 自然科学
7247-5 技術
7247-6 産業
7247-7 芸術
7247-8 言語
7247-9 文学
7247-F 小説
7247-R 参考図書
7247-B 文庫・新書
7247-Z 辞書・辞典
7247-K 郷土資料
7247-L 大型本

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7247-M 雑誌

￥6,500 W250×D88×
H118.2

7247-C CD
7247-D DVD
7247-V ビデオ
7247-G 一般
7247-P 哲学・宗教
7247-H 歴史・地理
7247-S 社会・文化
7247-A 理科・算数
7247-W 工業・工作
7247-N ことば
7247-T ものがたり
7247-Y しらべもの
7247-E えほん
7247-J 小さい本
7247-U 大きい本

◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り
◆ 角度変更型用棒付（φ20×D90mm、真鍮加工クロームメッキ仕上げ）

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7246-0 総記

￥6,500 W250×D125×
H118.2

7246-1 哲学
7246-2 歴史
7246-3 社会科学
7246-4 自然科学
7246-5 技術
7246-6 産業
7246-7 芸術
7246-8 言語
7246-9 文学
7246-F 小説
7246-R 参考図書
7246-B 文庫・新書
7246-Z 辞書・辞典
7246-K 郷土資料
7246-L 大型本
◆ プレート：ガラス色アクリル3t 曲げ加工
◆ ベ ー ス：シルク片面印刷、文字：シート切り文字貼り
◆ 角度変更型用棒付（φ20×D90mm、真鍮加工クロームメッキ仕上げ）

▶ 7245-9

▶ 7247-G

▶ 7246-0

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7246-M 雑誌

￥6,500 W250×D125×
H118.2

7246-C CD
7246-D DVD
7246-V ビデオ
7246-G 一般
7246-P 哲学・宗教
7246-H 歴史・地理
7246-S 社会・文化
7246-A 理科・算数
7246-W 工業・工作
7246-N ことば
7246-T ものがたり
7246-Y しらべもの
7246-E えほん
7246-J 小さい本
7246-U 大きい本

■分類置サイン／L型

■分類置サイン／棒付型
 （高書架用）

■分類置サイン／棒付型
 （低書架用）

分類サイン
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サブカテゴリー（000）

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。

● 裏側にマグネット脱着でつけることにより

　両面用として使用できます｡（品番：7249）

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7248-0 総記

￥12,800 W250×D29×
H210

7248-1 哲学
7248-2 歴史
7248-3 社会科学
7248-4 自然科学
7248-5 技術
7248-6 産業
7248-7 芸術
7248-8 言語
7248-9 文学
7248-F 小説
7248-R 参考図書
7248-B 文庫・新書
7248-Z 辞書・辞典
7248-K 郷土資料
7248-L 大型本

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7248-M 雑誌

￥12,800 W250×D29×
H210

7248-C CD
7248-D DVD
7248-V ビデオ
7248-G 一般
7248-P 哲学・宗教
7248-H 歴史・地理
7248-S 社会・文化
7248-A 理科・算数
7248-W 工業・工作
7248-N ことば
7248-T ものがたり
7248-Y しらべもの
7248-E えほん
7248-J 小さい本
7248-U 大きい本

◆ ベ ー ス：スチール加工焼付塗装
◆ プレート：ガラス色アクリル3t 加工、マグネット脱着式
◆ ベ ー ス：シルク印刷、文字：シート切り文字貼り

▶ 7248-E

▶ 7249-N

▶ 7251-R

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7249-0 総記

￥5,600 W250×
H90×t3

7249-1 哲学
7249-2 歴史
7249-3 社会科学
7249-4 自然科学
7249-5 技術
7249-6 産業
7249-7 芸術
7249-8 言語
7249-9 文学
7249-F 小説
7249-R 参考図書
7249-B 文庫・新書
7249-Z 辞書・辞典
7249-K 郷土資料
7249-L 大型本
◆ プレート：ガラス色アクリル3t 加工、マグネット脱着式
◆ ベ ー ス：シルク印刷、文字：シート切り文字貼り

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7251-0 総記

￥1,500 W300×H58
×t2

7251-1 哲学
7251-2 歴史
7251-3 社会科学
7251-4 自然科学
7251-5 技術
7251-6 産業
7251-7 芸術
7251-8 言語
7251-9 文学
7251-F 小説
7251-R 参考図書
7251-B 文庫・新書
7251-Z 辞書・辞典
7251-K 郷土資料
7251-L 大型本

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7251-M 雑誌

￥1,500 W300×H58
×t2

7251-C CD
7251-D DVD
7251-V ビデオ
7251-G 一般
7251-P 哲学・宗教
7251-H 歴史・地理
7251-S 社会・公民・文化
7251-A 理科・算数
7251-W 工業・工作
7251-N ことば
7251-T ものがたり
7251-Y しらべもの
7251-E えほん
7251-J 小さい本
7251-U 大きい本

◆ プレート：マットアクリル3t、シート切文字貼り

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7249-M 雑誌

￥5,600 W250×
H90×t3

7249-C CD
7249-D DVD
7249-V ビデオ
7249-G 一般
7249-P 哲学・宗教
7249-H 歴史・地理
7249-S 社会・公民・文化
7249-A 理科・算数
7249-W 工業・工作
7249-N ことば
7249-T ものがたり
7249-Y しらべもの
7249-E えほん
7249-J 小さい本
7249-U 大きい本

■Open書架用サイン（片面式）

■Open書架用サイン
 （表示プレートのみ）

■分類帯サイン

分類サイン
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サブカテゴリー（000）

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。

カウンターサイン

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7200 開館

￥2,300 W100×H240×t2

7201 閉館
7202 休館
7203 会議中
7204 授業中

◆ アクリル板、プロセス印刷

■館内案内サイン

▶7200 ▶ 7203 ▶ 7204▶ 7201 ▶ 7202

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7230 貸出
￥2,200 W200×D53×H70

7231 返却
◆ アクリル、文字シルク印刷

■カウンター卓上サイン-4型

▶ 7230

▶ 7231

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7385-1 貸出

￥14,000 W600×H180×t5

7385-2 返却
7385-3 相談コーナー
7385-4 かりるところ
7385-5 かえすところ
7385-6 そうだんするところ
7385-7 なんでもきいて
7385-8 受付

◆ プレート：ガラス色アクリル5t
◆ ベース：シート加工貼り、文字：シート切文字貼り

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

7386-1 貸出

￥11,000 W400×H120×t5

7386-2 返却
7386-3 相談コーナー
7386-4 かりるところ
7386-5 かえすところ
7386-6 そうだんするところ
7386-7 なんでもきいて
7386-8 受付

◆ プレート：ガラス色アクリル5t
◆ ベ ー ス：シート加工貼り、文字：シート切文字貼り

▶ 7385-5 ▶ 7386-4

■カウンター／フロント天吊サイン-1型 ■カウンター／フロント天吊サイン-2型

カラーの変更、オーダーメイドなど、カタログとほぼ同じ値段で作ることが可能です。社内のデザイナーや職人がアドバイスするので、専門の知識がない方

もお気軽にお問い合わせください。まずはイラストなどで提案させていただきます。
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サブカテゴリー（000）

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。

ガイドコート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74301-1 ネイビー

￥800

D185×H228 （厚さt2）

74301-2 イエロー
74301-3 グリーン
74301-4 ベージュ
74301-5 ライトブルー
74301-6 レッド

■ガイドコート・エフセル　一般用／著者型

▶ 74301-1

▶ 74301-2 ▶ 74301-3 ▶ 74301-4

▶ 74301-5 ▶ 74301-6

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74311-1 ネイビー

￥860 D185×H228 （厚さt2）

74311-2 イエロー
74311-3 グリーン
74311-4 ベージュ
74311-5 ライトブルー
74311-6 レッド

■ガイドコート・エフセル　一般用／分類型

▶ 74311-1

▶ 74311-2 ▶ 74311-3 ▶ 74311-4

▶ 74311-5 ▶ 74311-6

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74341-1 ネイビー

￥460 D185×H228 （厚さt2）

74341-2 イエロー
74341-3 グリーン
74341-4 ベージュ
74341-5 ライトブルー
74341-6 レッド

■ガイドコート・エフセル　一般用／無地

▶ 74341-1

▶ 74341-2 ▶ 74341-3 ▶ 74341-4

▶ 74341-5 ▶ 74341-6

※著者名リストございます。ご請求下さい。

※「あ」「ア」といった平仮名やカタカナで表記するエフセルもございます。

22
8

185

18
21

0

35 150

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74401-1 ネイビー

￥860 W30×D240×H210 （厚さt2）

74401-2 イエロー
74401-3 グリーン
74401-4 ベージュ
74401-5 ライトブルー
74401-6 レッド

■ガイドコートL・エフセル　一般用／著者型

▶ 74401-1

▶ 74401-2 ▶ 74401-3 ▶ 74401-4

▶ 74401-5 ▶ 74401-6

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74411-1 ネイビー

￥910 W30×D240×H210 （厚さt2）

74411-2 イエロー
74411-3 グリーン
74411-4 ベージュ
74411-5 ライトブルー
74411-6 レッド

■ガイドコートL・エフセル　一般用／分類型

▶ 74411-1

▶ 74411-2 ▶ 74411-3 ▶ 74411-4

▶ 74411-5 ▶ 74411-6

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74441-1 ネイビー

￥530 W30×D240×H210 （厚さt2）

74441-2 イエロー
74441-3 グリーン
74441-4 ベージュ
74441-5 ライトブルー
74441-6 レッド

■ガイドコートL・エフセル　一般用／無地

▶ 74441-1

▶ 74441-2 ▶ 74441-3 ▶ 74441-4

▶ 74441-5 ▶ 74441-6

※著者名リストございます。ご請求下さい。
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136 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。

ガイドコート

■ガイドコートストッパー付　
一般用／著者型
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74351-1 赤
￥310 D180×

H237（厚さt1.9）74351-2 青

■ガイドコートストッパー付
　一般用／分類型
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74352-1 赤
￥350 D180×

H237（厚さt1.9）74352-2 青

■ガイドコートストッパー付　文
庫用／著者型
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74361 黄 ￥270 D130×H167（厚さt1.9）

■ガイドコートストッパー付　
文庫用／無地
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74365 黄 ￥150 D130×H167（厚さt1.9）

■ガイドコートストッパー付　文
庫用／分類型
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74362 黄 ￥310 D130×H167（厚さt1.9）

■ガイドコートストッパー付　
一般用／無地
品　番 色 本体価格（税別） サイズ

74355-1 赤
￥220 D180×

H237（厚さt1.9）74355-2 青

▶ 74351-1

▶ 74352-1

▶ 74351-2

▶ 74352-2

▶ 74355-1

▶ 74355-2

※著者名リストございます。ご請求下さい。

※著者名リストございます。ご請求下さい。

● 地球に優しいペット製です。粘りがあって衝撃

にも強く扱いやすい材質です。

●L型のストッパーで書棚から

　プレートの落下を防ぎます。

▶ 78961-1 ▶ 78962-1 ▶ 78962-2 ▶ 78962-3 ▶ 78962-4▶ 78961-2 ▶ 78961-3 ▶ 78961-4

ストッパー

A

B
C

D

W奥

H
高

A

W奥

H
高

B

◆ 10枚入
◆ ペットA0. 3mm厚

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

78961-1 文庫用 ￥880 W145×H160（A：45　B：10）

78961-2 新書用 ￥980 W145×H180（A：45　B：10）

78961-3 文芸書用 ￥1,150 W185×H200（A：50　B：10）

78961-4 ムック用 ￥1,330 W200×H255（A：55　B：10）

◆ 10枚入
◆ ペットA0. 3mm厚

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

78962-1 文庫用 ￥1,100 W145×H160（A／45　B／10　C／100　D／50）

78962-2 新書用 ￥1,210 W145×H180（A／45　B／10　C／100　D／50）

78962-3 文芸書用 ￥1,540 W185×H200（A／50　B／10　C／135　D／60）

78962-4 ムック用 ￥2,200 W210×H300（A／55　B／10　C／150　D／60）

■見出しプレート ■見出しプレート（ストッパー型）

※「あ」「ア」といった平仮名やカタカナで表記するエフセルもございます。
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137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。

■ライブラリーキューブカレンダー ■ライブラリーキューブカレンダーダブル

■リニーダブルカレンダー（透明カバー付）

■リニーダブルミニカレンダー（透明カバー付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7266 ￥15,000 W220×D100×H120

品　番 本体価格（税別） サイズ

7265 ￥24,000 W300×D120×H210

品　番 本体価格（税別） サイズ

7268 ￥22,000 W300×D80×H180

品　番 本体価格（税別） サイズ

7267 ￥36,000 W300×D100×H220

■カレンダー・クリアー

■ダブルカレンダー・クリアーダブル

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7277 グレー
￥25,000 W350×D65×H1157278 ミントグリーン

7279 クリーム

品　番 本体価格（税別） サイズ

7263 ￥9,800 W200×D80×H70

◆ オーク材、ウレタン塗装、シート切文字貼り
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各2枚付

品　番 本体価格（税別） サイズ

7264 ￥18,800 W200×D80×H110

◆ オーク材、ウレタン塗装、シート切文字貼り
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各2枚付

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ オートカレンダー内蔵
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各3枚付

■電子式図書館カレンダーP

▶ 7279

▶ 7277 ▶ 7278

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

＜クリアーサイン＞ ＜クリアーサイン＞

カレンダー
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138 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 本体価格（税別） サイズ

3799-A ￥21,200 W302×D400×H1250
（板面：252×880）

◆ 両面スチールホワイト
◆ スチールパイプ、メラミン焼付塗装
◆ ナイロンキャスター付

品　番 本体価格（税別） サイズ

3799-B ￥23,300 W482×D400×H1250
（板面：432×880）

◆ 両面スチールホワイト
◆ スチールパイプ、メラミン焼付塗装
◆ ナイロンキャスター付

品　番 本体価格（税別） サイズ

3795 ￥79,800 W640×D420×H1370
（板面：600×900）

◆ 表示用文字別途お見積りいたします。
◆ 表面：リニーホワイトボード、リニーシートが付きます
※市販のマーカーが使用できます。
◆ 裏面：スチーリー貼り、下地がベニヤなので押しピンも立ちます。
　またマグネットも付きます。
◆ 表示札（リニーシート）　 ：500×72. 5（1枚）

 ：350×37. 5（2枚）
 ：250×72. 5（1枚）

■リニー両面案内板

■案内板スタンドA ■案内板スタンドB

品　番 本体価格（税別） サイズ

3799-C ￥45,100 W344×D400×H1110／H1400
（板面：W310×910）

3799-D ￥49,600 W494×D400×H1110／H1400
（板面：W460×910）

◆ 片面ホワイトボード／片面ピンレスボード
◆ 2段階式
◆ スチール楕円パイプ、粉体塗装
◆ ナイロンキャスター付

ピンレスボードに
ついての詳細は
P72に掲載して
います。

▶ 3799-D▶ 3799-C

案内板

■自立スタンドサイン

掲載製品に加え、多くの案内板をお客様からのヒアリングによりオーダーメイドで製作しています。

外部用の金属製や、室内用の簡易なアクリル案内板まで広く受け付けています。
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品　番 本体価格（税別） サイズ

3805 ￥46,000 W410×D615×H1110（上段H700）

◆ 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（2段と3段タイプも収納可）

■ネスティングステップ3段
ステップの上に乗るとキャスターの

ストッパーが働いて、動かないよう

にがっちりロックします。

ネスティング
収納可能

■移動式踏み台
　ノンスリップタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

38003 ￥17,700 W470×D455×H800（上段H416）

◆ 大使用質量100kg

■キックステップ - ベーシック

■ステップチェア2段

品　番 本体価格（税別） サイズ

3811 ￥6,700 W470×D520×H780

◆ ステップ：張地、合成皮革

品　番 本体価格（税別） サイズ

3812 ￥10,500 W470×D670×H1030

◆ ステップ：張地、合成皮革

■ステップチェア3段

ステップ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7608-L ライトグレー
￥12,000 φ433～283×H3707608-R レッド

7608-K ブラック

◆ 材料（本体）：プラスチック
◆ TUV GS マーク取得 （安全性試験認証）

キャスター付き。乗ると本体が下がって安定する仕組み。
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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。

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-1 － ￥1,000
W100×D90×H140

7607-3 滑止付 ￥1,120

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

腰の折れやすい本に最適です。

シンプルで使用性が高い。

高強度、高耐久。

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-8 － ￥2,160
W104×D140×H158

7608-9 滑止付 ￥2,320
◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-1 － ￥2,640
W200×D140×H195

7608-3 滑止付 ￥2,800
◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-5 － ￥3,280
W280×D180×H250

7608-7 滑止付 ￥3,440

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-5 － ￥1,400
W100×D140×H200

7607-7 滑止付 ￥1,520
◆  ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-6 － ￥1,800
W140×D160×H250

7607-8 滑止付 ￥1,920

■ブックエンドL 標準タイプ ■ブックエンドL 大型 ■ブックエンドL 特大型

■ブックエンドU 文庫・CD用 ■ブックエンドU 標準タイプ ■ブックエンドU 大型

■ブックサポーター
品　番 本体価格（税別）

4801 ￥1,070
※スチール製や特注の木製書架など、一部の製品にのみ

適用可。要事前相談。

ブックエンド

▶ 7602 ▶ 7600 ▶ 7601 ▶ 7603

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7603 補強絞加工 ￥1,200
W110×D140×H200

7613 補強絞加工・滑止付 ￥1,320

■ブックエンドT型

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7602 － ￥580
W136×D90×H142

7612 滑止付 ￥680

■ブックエンド文庫・CD用

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7601 補強絞加工 ￥800
W136×D143×H195

7611 補強絞加工・滑止付 ￥900

■ブックエンド大型

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7600 補強絞加工 ￥640
W136×D112×H158

7610 補強絞加工・滑止付 ￥740

■ブックエンド標準タイプ
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安心、安全、衛生へのこだわり

大切な本をいつも安心・キレイに。

本の現場で活躍する高機能な書籍消毒機です。

●コンパクトな卓上型

●風力によるゴミ等の集塵・除去

●紫外線殺菌ランプで雑菌を除去

　1. 大腸菌 殺菌効果試験済

　2. 黄色ブドウ球菌 殺菌効果試験済

　3. クロコウジカビ 殺菌効果試験済

●環境に応じた音量(風量)調整

●集塵・脱臭の二層構造フィルター

別売りで専用の台も製作可能です。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6328 ￥568,000 W494×D625×H620

◆ 2冊用 　※3冊用のバージョンもご用意可能です。

■多目的殺菌庫／COCOCHI

大半の臭気の基は空気中の水分

に含まれており、アンモニアや硫

化水素、メチルカフタンなどが上

げられます。『プラスシー』は、こ

れらの分子と結合し、臭気を分

解しながら除菌・消臭を行います。

他の消臭剤の様に香りで消臭する

のではないので、加湿器などで

の一定時間の噴霧が一層効果的

です。

シュッとスプレーするだ

け次世代の弱酸性次亜

塩素酸水プラスシーは

人に、環境に・・安心・

安全除菌と消臭を基本

に考えて作られたpH6.5 

安定化 弱酸性次亜塩

素酸 除菌・消臭水で

す。

ハンディースプレー・

オートディスペン

サー・霧化器などの

お徳用詰替パック。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6318-1 ￥1,900 300ml

■除菌・消臭剤プラスシー ■除菌・消臭剤プラスシー（詰替用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

6318-2 ￥4,300 2000ml

このスイーパーは化学繊維の摩擦によって生じる静電気の力を利用して表面

を撫でるだけで、チリとホコリを吸い取ります。薬品等は一切使用してないの

で水洗いもでき、吸い取る効果は半永久的です。

網目状の糸がホコリをキャッチ。汚れ

たら水やぬるま湯（40度以下）に少量の

洗剤を入れて押し洗いの後乾いたらも

とどおり使用できます。

▶ 6312-G

▶ 6310
▶ 6311

▶ 6312-P
品　番 本体価格（税別） サイズ

6310 ￥1,100 ブラシの径約：80×440mm

品　番 本体価格（税別） サイズ

6311 ￥1,100 ブラシの径約：110×440mm

◆ ブラシ：特殊ポリエチレン製繊維
◆ 心棒：硬質塩ビ製

■書架用スイーパーA・B

書架用スイーパーB

書架用スイーパーA

■書架用スイーパーC

◆ ブラシ：特殊加工ポリエチレン製繊維　網目状空間糸

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6312-G グリーン
￥1,700 ブラシの径約：125×430mm

6312-P ピンク

除菌・清掃
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●磁気を使用したボードなので手が汚

れません。

●ワンタッチで簡単に消去できます。

●ペン紛失防止用ひも付きだから安心

です。

Aタイプ：上にPOPがつく

本体 スタンド

Bタイプ

■筆談器（1個） ■筆談器　窓口セット

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6427-P ピンク
￥2,700 W272×D25×H1676427-B ブルー

6427-W ホワイト

品　番 タイプ 本体価格（税別） サイズ

64271-A 高めタイプA
￥5,600

W285×H265

64272-B 低めタイプ B W285×H120

▶ 6427-P ▶ 6427-B

▶ 6427-W

SF81はSF80に比べて平らに近いので、

画像は1.5倍大きく見えます。

●目立たず図書館に溶け込むデザイン

●機能的で美しい形

●安全・軽量化

品　番 本体価格（税別） サイズ

7112-1 ￥24,000 φ495×H225

■防犯ミラー／ラミドームLT5

品　番 本体価格（税別） サイズ

7112-2 ￥48,000 φ690×H311

■防犯ミラー／ラミドームLT7
品　番 本体価格（税別） サイズ

7113-2 ￥38,000 W665×H340×D235

■防犯ミラー／ラミL7

品　番 本体価格（税別） サイズ

7113-1 ￥26,000 W480×H247×D160

■防犯ミラー／ラミL5
◆ 取付位置：天井

※壁不可
◆ 取付方法：ビス止め
◆ 取付金物：

アルミチャンネル
◆ 室内専用

共通仕様
◆ 取付位置：壁

※天井不可
◆ 取付方法：

（1）壁にフレームを固定

（2）引っかけて押すだけ
◆ 取付金物：

アルミフレーム
◆ 室内・壁付け専用

共通仕様

◆ 取付位置：天井、壁
◆ 取付方法：ビス止め
◆ 取付金物：アーム長さ250mm ／ホワイト
◆ 室内専用

共通仕様
品　番 本体価格（税別） サイズ

7114-3 ￥29,800 680×330

■防犯ミラー／スーパーオーバルSF68

品　番 本体価格（税別） サイズ

7114-7 ￥39,500 785×500

■防犯ミラー／スーパーオーバルSF81

品　番 本体価格（税別） サイズ

7114-1 ￥22,000 550×275

■防犯ミラー／スーパーオーバルSF55

品　番 本体価格（税別） サイズ

7114-5 ￥39,500 785×500

■防犯ミラー／スーパーオーバルSF80

防犯・福祉
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シンクロ
トップレバー

シンクロトップキャスター

品　番 本体価格（税別） サイズ

4091-1 ￥80,100 W1500×D450×H700

4091 ￥80,100 W1800×D450×H700

■キャリーテーブル／KCTN4-450

品　番 本体価格（税別） サイズ

4093-1 ￥89,400 W1500×D600×H700

4093 ￥99,800 W1800×D450×H700

■キャリーテーブル／KCTN4-600S

品　番 本体価格（税別） サイズ

4096-1 ￥98,800 W1500×D450×H700

4096 ￥99,800 W1800×D450×H700

■キャリーテーブル／KCTN4-450B

品　番 本体価格（税別） サイズ

4098-1 ￥108,200 W1500×D600×H700

4098 ￥109,200 W1800×D600×H700

■キャリーテーブル／KCTN4-600SB

◆ 天板：フラッシュ構造・メラミン化粧板貼り
◆ 繰材：ポリウレタン樹脂一体成型品
◆ 前板：フラッシュ構造・ポリエステル合板貼り
◆ 棚：15.9φパイプ、鋼管、メラミン焼付塗装
◆ 脚：70×30角鋼管・粉体塗装
◆ 脚ベース：鋼板　粉体塗装
◆ 脚端：キャスター、アジャスター付

キャリーテーブル／KCTN4共通仕様

手軽な操作のシンクロトップレバー

天板の回転は、レバー操作でワンアクション。指を挟ま

ないセーフティ設計。設営の簡便性と安全性を追求。

天板とキャスターが連動したシンクロトップ機構

天板の回転に連動して、キャスターが上下に動くシンク

ロトップ機構採用。天板を倒すとキャスターが下がって

可動状態に、天板を起こすとキャスターが上昇。

足元有効間口1620mm（W1800の場合）

KCTN2は足元有効間口が1620mm。3人掛け使用時でも、

離・着席がムリなく行えます。

離・着席ラクラクのT字脚

膝もとに余裕の空間を確保したゆったり設計。受け棚に

膝がつかえることがない、ラクな離着席を考慮。

▶ 4096
▶ 4093

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-1 ￥53,000 W1200×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-S

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-3 ￥53,000 W1800×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-L

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-2 ￥53,000 W1500×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-M

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-4 ￥64,800 W1200×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-SB

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-6 ￥64,800 W1800×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-LB

品　番 本体価格（税別） サイズ

4074-5 ￥64,800 W1500×D450×H700

■キャリーテーブル／FLP-MB

ホワイト グレー ライトウッド

ホワイト グレー ライトウッド

※Bは幕板付き

※Bは幕板付き

※棚はオプション（￥5,000）

キャリーテーブル
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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。

事務用イス

◆ 座枠・背：PP 樹脂成型品
◆ メッシュシート：ポリエステル系、防炎加工
◆ フレーム：φ13ハイテンション鋼管
◆ 脚端：TPE 樹脂成型品

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3904 -□ ￥21,800 W480×D550×H795

◆ 座・背：ウレタンフォーム入り、ビニールレザー
◆ フレーム：φ13ステンレスパイプ（SUS304）電解研磨
◆ 脚端（ギャンギング）：T.P.E 樹脂
◆ 質量：3.9kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3914 -□ ￥19,700 W490×D495×H740

品　番 本体価格（税別） サイズ

3921 ￥50,400 W560×D930×H950

■LU台車（40脚）

◆ 本体：φ25.4パイプ、メラミン焼付塗装
◆ キャスター：φ100ゴム車（自在×4）

◆ 本体：スチール焼付塗装
◆ キャスター：ゴム車（自在×4）

品　番 本体価格（税別） サイズ

3919-N ￥46,300 W565×D840×H810

■SL用台車（30脚）

■スタッキングチェア／LU ■スタッキングチェア／SL

コロニアル
イエロー
（Y）

ミント
グリーン
（M）

ラベンダー
（L）

レッド（R）ブルー（B） ブラック（D）

▶ 3914-Y▶ 3904-R

■スタッキングチェアー／SX ■スタッキングチェアー／PS

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（クロムめっき）
◆ 脚端：樹脂成型品
◆ 質量：4.3kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3905 -□ ￥20,800 W500×D565×H815

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（粉体塗装）
◆ 質量：4.4kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3906 -□ ￥17,600 W465×D460×H760

▶ 3905-B ▶ 3906-L

ブラック
（B）

ホワイ
ト(W)

レッド
（R）

グレー
（G）

ライト
グレー
（L）

ブラック
（B）
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■スタンド式おむつ交換ベッド

■壁付式おむつ交換ベッド

■コンパクトベビーチェア

◆ ポリプロピレン、スチール、ウレタンフォーム
◆ 使用対象年齢1ヶ月～24ヶ月までの乳幼児

※施工が必要な商品です。　※施工費別途

◆ ポリプロピレン、スチール、ウレタンフォーム
◆ 使用対象年齢0ヶ月～24ヶ月までの乳幼児
◆ コンクリート壁専用

※施工が必要な商品です。　※施工費別途

◆ ポリプロピレン、スチール製
◆ 使用対象年齢5ヶ月～24ヶ月までの乳幼児

※施工が必要な商品です。　※施工費別途

品　番 本体価格（税別） サイズ

4141 ￥150,000 （収納時）W787×D182×H1245
（使用時）W787×D562×H1242

品　番 本体価格（税別） サイズ

4141-1 ￥130,000 （収納時）W787×D182×H538
（使用時）W787×D562×H528

品　番 本体価格（税別） サイズ

4141-2 ￥79,000 W300×D153×H1004（収納時）
W300×D314×H99（使用時）

オムツっ子FA

オムツっ子FAウォールタイプ

ベビールーム用品
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サブカテゴリー（000）

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 本体価格（税別） サイズ

41400 ￥110,000 W550×D800×H930

◆  主材：ウレタンフォーム・木合板・ MDF・メラミン化粧板

　張材：ビニールレザー

品　番 本体価格（税別） サイズ

4144 ￥125,000 W620×D850×H910

◆ 主材：スチール・ウレタンフォーム・木合板　

張材：ビニールレザー

品　番 本体価格（税別） サイズ

4143 ￥135,000 W620×D850×H930

◆ 主材：ウレタンフォーム・木合板・MDF　

張材：ビニールレザー
◆ 使用対象年齢0ヶ月～2歳までの乳幼児

品　番 本体価格（税別） サイズ

41401 ￥50,000 W600×D600×H750

◆ レザー・ウレタン・木

品　番 本体価格（税別） サイズ

41402 ￥95,000 W900×D600×H750

◆ レザー・ウレタン・木

品　番 本体価格（税別） サイズ

41403 ￥52,000 W350×D600×H450

◆ 木・メラミン化粧

品　番 本体価格（税別） サイズ

41404 ￥32,000 W450×D600×H750

◆ 主材：ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板　　　　　

張材：ビニールレザー
◆ 「オムツっ子NRの下に収納可」

オムツっ子NRオムツっ子NS2

■据置型おむつ交換ベッド

■授乳専用チェア

オムツっ子NW

フェアリーチェアー

なんでもBOX

フェアリーチェアー90 サイドテーブル

ベビールーム用品

vol52-10_管理.indd   147 2020/02/02   12:00:11



148

サブカテゴリー（000）

●快適な読書 

テーブルとブレーキシステムを新設計しました。

縦、横独立可動式テーブルと、すべり具合を調節

できる縦・横独立式ハーフブレーキ＆ロックシ

ステムにより蛇行せず酔いのない読書が可能で

す。

●クリアで超高画質 

クリアで美しい映像は、ソニー製 新型フルＨＤ

カメラの映像をデジタル接続し、フルＨＤディスプ

レイで表示されます。

●シンプル・多機能コントローラー 

テーブル前部に内蔵された着脱式コントローラー

の取付け向きを変えるだけで、簡単操作と高機能

操作を切り替えることができます。簡単操作は、

わずか3つのボタンで、電源、倍率調節、モード切

替、ライト入切、位置表示ができます。高機能操作

では、画質調節、ライン表示、マスキング、設定メ

ニュー、接続ＰＣとの映像切替、筆記モード機能

が追加されます。

品　番 本体価格（税別） サイズ

64001 ￥250,000（非課税） W510×D420×H510～655（突起部含まず）
テーブル320×420

◆ セット内容：本体+アーム+22型ワイドモニタ

■据置型拡大読書器／クリアビューＣ ＨＤ22

主な仕様
カメラ フルＨＤ（高精細度）カメラ/ 解像度: 1920 x 1080 ピクセル

フォーカス オートフォーカス（焦点固定可能）

画面（寸法） 22型ワイド（幅475mm、高さ269mm）

倍率 約1.3倍～約68倍

カラーモード カラー、白黒、反転他

電源 100V  0.65A

外部入力 HDMI（タイプＡ）

接続できるパソコン ＨＤＭＩ端子のパソコンに限ります。

外形寸法 本体：幅510～690mm、奥行420～710mm、高さ510～670mm

重さ 約16kg

●郵便物の確認

●読書

●点字の読み上げ

●ディスクの仕分け

●音楽CD、DVD、デイジー図書の再生

●印刷物の整理

●パソコン・携帯型デイジープレイヤーとの

連携

■紙に書かれた文字の読み上げ

・活字印刷物（日本語・英語）

・書籍

・新聞や雑誌

・請求書やレシート

・丁寧に書かれた手書き文書

（印刷物によっては読めない場合がございます）

■点字の読み上げ

・白紙に打たれた点字（日本語）

■拡大読書機能（画面接続時）

・17インチ画面接続時で 大40倍までの拡大

・画像と同期させた音声読み上げ

・拡大した状態での見える箇所の移動

・コントラストの調整

・テキストの拡大表示

■読み上げ音声のデータ保存機能

・読み取った内容をMP3またはデイジー形式で

USB接続機器に転送

■CD・DVD再生機能

・市販の音楽CDの再生

・市販のDVDの再生（自宅録画したものを除く）

・デイジー図書の再生（マルチメディアデイジーを含

む）

■電子データ再生機能

・ワード、エクセル、PDF、HTML、EPUB、BESなど

の文書データの読み上げ

・MP3、WAV、WMV、MIDIなどのオーディオデータ

の再生

（CD・DVDまたはUSBメモリーに保存されている

データを再生します）

手書きにも対応　

視覚障害者に文字情報を

音声で伝える音声・拡大読書器

「よむべえスマイル」は、文字を音声で読み上げ、画面で

大きく表示する音声と拡大表示両用の読書機です。

DVD や音楽 CD、デイジー図書の再生もできます。

主な仕様
重量 6.6kg 外部インターフェース USB2.0準拠

消費電力 30ワット 光学ドライブ CD／DVDドライブ

音声出力
ヘッドホン出力端子（ステレオ）、

内蔵スピーカー（モノラル）
画像出力 アナログRGBミニD-sub15ピン

主な用途 機能紹介

※DVD の再生には、画面を接続する必要があります。

■音声拡大読書器／よむべえスマイル

品　番 本体価格（税別） サイズ

6409-5 ￥210,000（非課税） W260×D385×H110

読書補助器
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フィルムプラスト
保存用封筒
保存箱
調湿
防虫

マイクロキャビネット
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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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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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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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■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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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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■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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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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サブカテゴリー（000）ブッカー　（PS ブッカー）

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8531 文庫判

100 冊分

￥3,200 19cm×27cm

8532 新書判 ￥3,500 21cm×27cm

8533 B6 判 ￥4,700 23cm×33cm

8534 A5 判 ￥5,800 25cm×37cm

8535 菊判 ￥6,800 27cm×40cm

8536 B5 判 ￥8,200 30cm×44cm

8538 A4 判 ￥11,200 35cm×52cm

8539 B4 判 ￥16,500 40cm×60cm

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8553 3cm幅 ￥950 3cm×50m巻

8555 5cm幅 ￥1,500 5cm×50m巻

8557 7cm幅 ￥2,000 7cm×50m巻

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8521 文庫判
100 冊分

￥3,700 18cm×26cm

8522 新書判 ￥4,000 20.5cm×26cm

■PSブッカーR

■PSブッカーT（補修用テープ）■PSブッカーS

■PSブッカーK

テープ状に断裁されたブッカーで、背やのどもと小口の補強・ラベル保護に最適です。本の外形に合わせて一枚ずつ型抜きされており、鋏を使うことなく小口、天地

を折り返すだけでできあがります。本の厚さ2cmまでカバー可能。

本の大きさに合わせて1枚づつ断裁加工されたブッカーです。裏に切り線が入れ

てあるので、PSブッカーSと同様に貼りつけて下さい。本の背及び折返しの部分

は型抜きされていないので、貼れたら鋏を入れて折返し下さい。

●抗菌・防カビ加工 
●UVカット（紫外線カット）　
●有毒塩素ガスが発生しない
●剥離紙のリサイクル ●エンボス加工
●フィルムの厚みは丈夫でしなやか75マイクロメーター

※一つ一つ丁寧に箱入りされています

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8501 文庫判
約 90 冊分

　￥2,700 19cm

25m巻

8502 新書判 　￥3,000 21cm

8503 B6 判 約 73冊分 　￥3,300 23cm

8504 A5 判 約 65 冊分 　￥3,600 25cm

8505 菊判 約 60 冊分 　￥4,000 27cm

8506 B5 判 約 55冊分 　￥4,300 30cm

8507 32cm判 約 53冊分 　￥4,600 32cm

8508 A4 判 約 45 冊分 　￥5,000 35cm

8509 B4 判 約 40 冊分 　￥5,800 40cm

8489 A3 判 約 35 冊分 　￥6,800 46cm

8500 52cm判 　￥7,600 52cm

8488 67cm判 　￥9,200 67cm

8511 文庫判
約180 冊分

￥5,200 19cm

50m巻

8512 新書判 ￥5,800 21cm

8513 B6 判 約145 冊分 ￥6,400 23cm

8514 A5 判 約130 冊分 ￥7,000 25cm

8515 菊判 約120 冊分 ￥7,600 27cm

8516 B5 判 約110 冊分 ￥8,400 30cm

8517 32cm判 約106 冊分 ￥8,900 32cm

8518 A4 判 約 90 冊分 ￥9,700 35cm

8519 B4 判 約 80 冊分 ￥11,000 40cm

8499 A3 判 約 70 冊分 ￥12,500 46cm

8510 52cm判 ￥14,300 52cm

8487 107cm判 ￥6,500 107cm 10m巻

ロール状になっている一番人気のタイプです（写真：上）

PSブッカーR

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）

テープ状に断裁されたブッカーで、背やのどもと小口の補強・ラベル保護に最適です。

ブッカー（無印）

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8601 文庫判
約 90 冊分

　￥2,700 19cm

25m巻

8602 新書判 　￥3,000 21cm

8603 B6 判 約 73冊分 　￥3,300 23cm

8604 A5 判 約 65冊分 　￥3,600 25cm

8605 菊判 約 60 冊分 　￥4,000 27cm

8606 B5 判 約 55冊分 　￥4,300 30cm

8607 32cm判 約 53冊分 　￥4,600 32cm

8608 A4 判 約 45冊分 　￥5,000 35cm

8609 B4 判 約 40 冊分 　￥5,800 40cm

8589 A3 判 約 35冊分 　￥6,800 46cm

8600 52cm判 　￥7,600 52cm

8611 文庫判
約180 冊分

￥5,200 19cm

50m巻

8612 新書判 ￥5,800 21cm

8613 B6 判 約 145 冊分 ￥6,400 23cm

8614 A5 判 約 130 冊分 ￥7,000 25cm

8615 菊判 約120 冊分 ￥7,600 27cm

8616 B5 判 約 110 冊分 ￥8,400 30cm

8617 32cm判 約 106 冊分 ￥8,900 32cm

8618 A4 判 約 90 冊分 ￥9,700 35cm

8619 B4 判 約 80 冊分 ￥11,000 40cm

8599 A3 判 約 70 冊分 ￥12,500 46cm

8610 52cm判 ￥14,300 52cm

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8631 文庫判

100 冊分

￥3,200 19cm×27cm

8632 新書判 ￥3,500 21cm×27cm

8633 B6 判 ￥4,700 23cm×33cm

8634 A5 判 ￥5,800 25cm×37cm

8635 菊判 ￥6,800 27cm×40cm

8636 B5 判 ￥8,200 30cm×44cm

8638 A4 判 ￥11,200 35cm×52cm

8639 B4 判 ￥16,500 40cm×60cm

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8703 3cm幅 ￥950 3cm×50m巻

8705 5cm幅 ￥1,500 5cm×50m巻

8707 7cm幅 ￥2,000 7cm×50m巻

8700 10cm幅 ￥2,600 10cm×50m巻

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8621 文庫判
100 冊分

￥3,700 18cm×26cm

8622 新書判 ￥4,000 20.5cm×26cm

■ブッカーR

■ブッカーT（補修用テープ）■ブッカーS

■ブッカーK

本の各寸法を巾にして、長さ25m、また50mのロール状になっており、剥離紙に

はガイドラインが印刷されているので裁断に便利です。

本に合わせて一枚ずつ型抜きされています。鋏を使うことなく小口、天地を折り

返すだけでできあがります。本の厚さ2cmまでカバーが可能です。剥離紙に切り

線がついてます。

本に合わせて断裁加工さ

れたブッカーです。裏に切

り線が入れてあるのでPS

ブッカーSと同様に貼りつ

けて下さい。本の背及び

折返しの部分は型抜きさ

れていないので、貼った

あと鋏を入れて折返し下

さい。

ブッカーの特性

フィルムの厚みは丈夫でしなやか75マイクロメーター

環境に配慮した新素材（NEOMAフィルム）を使用したブッカーです。

厳選なる材料選択をすることで、丈夫でしなやか・優れた作業性を実現しました。又紫外線
による変色もほとんどなく反射もないので、バーコードやOCRラベルが見にくくなることもあ
りません。年間を通じ気温による硬軟の変化、温度の影響による変質はおきません。

4.作業性抜群.優れた品質

地球温暖化の元凶である（CO2）ガスを、従来のオレフィン系フィルムに比べ大幅に削減しま
した。

1.二酸化炭素の削減

環境に有害なダイオキシンの発生源といわれているHCLガスを制御しています。
2.塩素ガス（HCL）の抑制

ブッカーは直接手に触れるため、下記の試験をクリアすることで安全性を実証しています。
●急性毒性試験　●皮膚一次刺激性試験
●変異原性試験　●食品衛生（厚生省告示２０号）
●重金属（環境庁告示第４６号）

3.選定された安全基準

※一つ一つ丁寧に箱入りされています

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。
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サブカテゴリー（000）

本の各寸法を巾にして、長さ25m、また50mのロール状になっており、剥離紙には

ガイドラインが印刷されているので裁断に便利です。

規文堂のブッカーは全て箱入りです。

ブッカースタンダードの特性

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8821 文庫判 ￥2,300 19cm

25m巻

8822 新書判 ￥2,500 21cm

8823 B6 判 ￥2,700 23cm

8824 A5 判 ￥3,000 25cm

8825 菊判 ￥3,200 27cm

8826 B5 判 ￥3,500 30cm

8827 32cm判 ￥3,800 32cm

8828 A4 判 ￥4,100 35cm

8829 B4 判 ￥4,700 40cm

8819 A3 判 ￥5,300 46cm

8820 52cm判 ￥6,100 52cm

8831 文庫判 ￥3,800 19cm

50m巻

8832 新書判 ￥4,200 21cm

8833 B6 判 ￥4,600 23cm

8834 A5 判 ￥5,000 25cm

8835 菊判 ￥5,400 27cm

8836 B5 判 ￥6,100 30cm

8837 32cm判 ￥6,400 32cm

8838 A4 判 ￥7,000 35cm

8839 B4 判 ￥8,000 40cm

8849 A3 判 ￥9,200 46cm

8830 52cm判 ￥10,400 52cm

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8843 3cm幅 ￥750 3cm×50m巻

8845 5cm幅 ￥1,250 5cm×50m巻

8847 7cm幅 ￥1,800 7cm×50m巻

8840 10cm幅 ￥2,200 10cm×50m巻

■ブッカースタンダードR

■ブッカースタンダードT
 （補修用テープ）

■ページヘルパー

■ページヘルパーらくとじ

■ページヘルパーP

●抗菌・防カビ加工 ●UVカット（紫外線カット）
●有毒塩素ガスが発生しない ●エンボス加工

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8711 1.5cm幅 ￥950 1.5cm×50m巻

8712 2.5cm幅 ￥1,400 2.5cm×50m巻

8713 3.5cm幅 ￥1,900 3.5cm×50m巻

◆ ポリエステルフィルムの特薄強化テープ

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8716 2.5cm幅 ￥850 2.5cm×50m巻

8717 4.5cm幅 ￥1,250 4.5cm×50m巻

◆ 極上薄和紙糊付テープ

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8714 3.5cm幅 ￥2,600 3.5cm×50m巻

◆ ポリエステルフィルムの特薄強化テープ

本ののどを補強・補修するための中とじ用

テープです。スリッター加工で作業の効率を

アップ。剥離紙の中央部分だけをはがし背

の中心に専用定規を当て、本ののど部分に

合わせてゆっくり残りの剥離紙をはがして

貼り合わせます。

本の補強・補修にお奨めです。

薄くて丈夫なポリエステルフィルムを

特殊加工したテープです。形状変化

が起こりにくいため、表紙の本ののど

や地図・図表の補強・補修（縁どり）

に適しています。また、簡易製本のの

ど布としても利用でき、フィルムの上

から文字を書くことも可能です。

和紙のテープで、ページの破れ

をキレイに補修。変色や劣化に

よるはがれを軽減。

日本で初めて開発された極上

薄和紙の糊付テープです。本の

紙と同程度の強度のため、補修

した箇所の脇から破れる心配

はありません。

ブッカー（スタンダード）

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）

テープがくっついて、はさみがうまく使えない！

そんな経験はありませんか。

規文堂のはさみなら、特殊加工「トシカルSコーティング」採用で切りやすく、

余裕シャキシャキです。

驚異の非粘着性能で粘着のりをよせつけず、シャープな切れ味。

ブッカー用、工作用としてはもちろん、日常のはさみとしてもお使いください。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8099 ￥2,500 200mm
（刃長：80mm）

■余裕シャキシャキ

ブッカー関連商品

■ブッカー定規

■ブッカーの貼り方

品　番 本体価格（税別） サイズ

8095 ￥1,200 長さ：323mm　厚さ：8mm

◆ 硬質アクリル製

ブッカーを貼る際に使用します。布等のかわりにこの定規を用いると、きれいにま

た手早くきることができます。溝の奥を貼るのにも便利です。

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

6496 ￥1,500 容量：200cc（1本）

6497 ※詰替用 ￥5,500 容量：2リットル（1本）

6498 ※エコノミービッグ (注口付 ) ￥45,000 容量：18リットル（1本）

■Lクリーナー

▶ 6496▶ 6497

本を置いて天地の貼りシロを確
認する。

小口の貼りシロを加えて切る。 ウラ紙を5～6cmはがす。 図のように、天地と小口の貼り
シロ部分の余裕をとり、真っ直
ぐに本を置く。

貼った側を上にして、 ウラ紙をはがしながら、空気を
外へ押し出すようにやわらかい
布でこする。

定規などでミゾの奥までしっか
り貼る。

小口の角を5～6mm残して切り
落とす。天地の背から2cm位小
口寄りに切り込みを入れる。

小口から少しずつ折り返す。 表紙の厚みに対して、角を貼る。 天地を折り返す。 残りの片面は背の方から始める。

背中の天地の不要部分を切り落
とす。切り残しのないように注
意する。

両面をもう一度布でこすって完了。 No.9の場合、角を切り落とさず
に折り返す方法もある。従って
No.8の作業は不要となる。

右図は

・ブッカースタンダードＲ

・PSブッカーR

・ブッカーR

の場合です。

その他については弊社ウェブサ

イトなどで適宜掲載していくの

で、ご確認ください。

図書館・書店の他、さまざま

な場所の清掃・消臭に使用

可能。スプレーするか、本品

を含ませたティッシュ・タオ

ル・スポンジで汚れた所をふ

きます。

※乾かない内に、布または

ティッシュで充分にふき

とってください

※表紙コーティングされてい

ない本には、ご使用頂けま

せん

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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ブッカー関連商品／ユニッカー

■サイドカッター ■カッティングマット

品　番 本体価格（税別） サイズ

8079 ￥4,800 W600×D450

品　番 本体価格（税別） サイズ

8077 ￥3,300 長さ：500mm

◆ アクリル製、ガイド部はアルミ製　
◆ 替刃5枚付、安全キャップ付

カッターは取り外し可能。

作業時以外は刃が自動的に引き込みます。

アルミガイドとカッターのコンビで、綺麗に正確な直線が切れます。

品　番 本体価格（税別）

8077-9 ￥280
◆ 5枚入り

■替刃

使用例

■ユニッカー
品　番 規　格 本体価格（税別） 適応サイズ

8653 B6 ￥1,200 H195×W140

8654 A5 ￥1,300 H214×W160

8655 A5I ￥1,500 H225×W150

8656 B5 ￥1,600 H259×W200

8657 B5I ￥1,700 H273×W220

8658 B5II ￥1,800 H264×W230

8659 B5III ￥1,900 H285×W230

8661 A4 ￥1,900 H299×W220

8662 A4I ￥2,200 H302×W240

8663 A4II ￥2,400 H314×W265

8664 グラフ用 ￥2,700 H338×W275

◆ 20冊入り

品　番 規　格 本体価格（税別） 適応サイズ

8673 B6 ￥2,700 H195×W140

8674 A5 ￥3,000 H214×W160

8675 A5I ￥3,400 H225×W150

8676 B5 ￥3,600 H259×W200

8677 B5I ￥3,800 H273×W220

8678 B5II ￥4,000 H264×W230

8679 B5III ￥4,500 H285×W230

8681 A4 ￥4,500 H299×W220

8682 A4I ￥4,900 H302×W240

◆ 50冊入り

特　徴

使　い　方

●本を痛めません
●簡単にとりはずし、再利用ができます。
●豪華本に最適です。
●バインダーの様な高価な費用が不要。
　読むのに表紙が邪魔になりません。
●コーティングシートの様に貼る手間と失敗がありません。
●製本時の作業にムダな手間がかかりません。
●ズレたり、ハズれたりがありません。
（厚い本でも薄い本でも関係なく貼れます。）

①オモテ表紙（テープの貼ってある方）の
ソデから作業する。

②ウラ表紙を（丸シールを貼った方）ソ
デに入れ、カットした部分を本の背の
部分に一杯にハサミ込む。

③手で本を固定し、テープ（ウラ紙）
をはがす。ウラ表紙の部分に平均
にこする様に貼る。

④仕上げに穴の箇所を指先で充分押さ
えることで内側の丸シールも固定さ
れユニッカーがずれたりはずれたり
しなくなる。

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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マガジンカバー

Z Z

■透明マガジンカバー（10枚入り）

■クイッカーソフト 5冊

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8884-1 A5M ￥2,700 H：216 DW：315 D：132.5 W：50 Z：30

8874-1 A5L ￥2,800 H：216 DW：326 D：138 W：50 Z：30

8886-1 B5M ￥3,600 H：263 DW：385 D：157.5 W：70 Z：30

8887-1 B5L ￥3,700 H：263 DW：402 D：166 W：70 Z：30

8888-1 A4SS ￥3,800 H：290 DW：430 D：175 W：80 Z：30

8889-1 A4S ￥3,900 H：290 DW：454 D：187 W：80 Z：30

8891-1 A4M ￥3,900 H：304 DW：460 D：190 W：80 Z：30

8892-1 A4L ￥4,000 H：304 DW：480 D：195 W：90 Z：30

●外側にソフトタイプ0.3m/mを使用し、手触が良

くベタつきません。また内側にはハードタイプ

0.4m/mを使用する事により、本の折曲がりを

防ぎます。

●判形や厚みに合わせて8種類の バリエーション

を揃えました。

●外側（ソフトタイプ）、内側（ハードタイプ）共

に環境にやさしいオレフィン系樹脂フィルムの

PPとEVAの三層にしています。

●内側のフィルムに切れ込みを入

れる事により、表紙・背表紙の出

し入れをしやすくしました。

使いやすいソフトな感触と透明感

丈夫で破れにくい素材を採用

低コストを実現

10枚単位での販売になります。

品　番 規　格 本体価格（税別） 適応サイズ

18004 A5 ￥1,400 H214×W157mm

18005 A5-Ⅰ ￥1,500 H232×W162mm

18006 B5 ￥1,500 H260×W190mm

18007 B5-Ⅰ ￥1,700 H277×W215mm

18008 B5-Ⅱ ￥1,700 H287×W223mm

18011 B5-Ⅲ ￥1,700 H261×W215mm

18009 A4 ￥1,800 H300×W215mm

18010 A4-Ⅰ ￥1,900 H300×W236mm

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）マガジンカバー／バインダー

●素材はPET（ポリエチレンテレフタレート）を使用。

●透明性が高く、傷もつきにくくなっています。

●背が柔らかいため、厚い雑誌も広げて見やすくなりました。

取り付け、取り外しが簡単。

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8687-4 A5 ￥1,500 226×167
適応サイズ／215×150

8687-6 B5 ￥1,800 274×195
適応サイズ／262×184

8687-7 B5-I ￥1,950 288×225
適応サイズ／276×212

8687-8 B5-II ￥1,950 295×236
適応サイズ／283×221

8687-1 A4 ￥2,100 310×230
適応サイズ／297×215

8687-2 A4-I ￥2,150 310×242
適応サイズ／297×237

8687-3 A4-II ￥2,400 325×262
適応サイズ／312×250

■マガジンカバー／ハードタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

8316 ￥6,000 W430×D80（有効綴じ幅60）×H560

◆ クロス貼り、朝刊1ヶ月分 
◆ 背見出しポケット付 
◆ 市販の2穴パンチ対応

■新聞バインダー（4穴）

品　番 本体価格（税別） サイズ

5953 ￥5,000 適応サイズ／A4

5952 ￥4,500 適応サイズ／B5

5951 ￥3,800 適応サイズ／A5

◆ 各10冊／1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5963 ￥690 適応サイズ／A4

5962 ￥670 適応サイズ／B5

5961 ￥650 適応サイズ／A5

◆ 各1冊／1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5958 ￥7,500 適応サイズ／A4

5957 ￥5,800 適応サイズ／B5

◆ 各10冊／1包

頁数の少ないパンフレット類を一冊の本

として、保管するために作られた表紙で

す。中央のクロスの内側に糊を付けその

間にパンフレットを挟み込むだけで立派

に製本できます。

パンフレットバインダー

パンフレットバインダーの中央のクロスの

代わりにポケットを取りつけたバインダー

です。綴じ込むことのできない古文書や図

面その他の資料を整理するのに非常に便

利です。

ポケット付
パンフレットバインダー

表紙は透明のプラスチック製、背はビ

ニール張り合せ、内側にブッカーが付い

ていますから、裏紙をはがし、パンフレッ

トの背を挟み込むだけで、簡単に製本

することができます。

透明
パンフレットバインダー

■パンフレットバインダー

■ポケット付パンフレットバインダー

■透明パンフレットバインダー

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）製本用具

■製本 品　番 仕様

8990 A5 判以下
8991 B5 判
8992 A4 判以下
8993 B4 判
8993-9 A3 判
8994 新聞

◆  洋書・辞書・図鑑類はかが
りとじ

◆  背文字は書名、著者名等を
 金箔押付、平文字は別料金

※価格はお問い合せ
　下さい。

■白布テープ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8211 紺

￥1,700 5cm×10m巻

8213 黄
8214 緑
8215 赤
8216 空
8221 紺

￥2,300 7.5cm×10m巻

8223 黄
8224 緑
8225 赤
8226 空
8231 紺

￥3,100 10cm×10m巻

8233 黄
8234 緑
8235 赤
8236 空

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8241 紺

￥1,000 5cm×10m巻

8243 橙
8244 緑
8245 エンジ
8246 空

品　番 本体価格（税別） サイズ

8361 ￥1,800 3.5cm×20m巻（裏紙スリット入り）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8355 ￥3,500 1束：約60g

品　番 本体価格（税別） サイズ

8351 ￥270 1かせ約85m

8350 ￥2,700 1巻約850m　大巻（透明ケース入り）

▶ 8214
▶ 8223

▶ 8235
白布テープはナイロンタフタ（医

療用テープ基材）を使用した、

非常に高い強度の糊付テープで

す。柔軟性に富み、本ののどの補

強や、簡易製本ののど布として、

こわれた本ののどの補修用として

もご利用ください。

■SPクロステープ
特殊糊びき加工を施した製本材

料です。背の補修や簡易製本に

便利です。裏紙を剥がして使用

します。全部で5色。

紺 黄 緑 赤 空

■カラーペーパークロステープ
紙クロスの扱いやすさをそのまま

生かして、裏糊加工した本の修理

や簡易製本・文集・レポート等の

背貼りに最適なテープです。裏紙

を剥がして使用します。

表紙と中身とのつなぎの芯と

なるものです。

中身のとじに

使用します。

■麻緒 ■製本用／麻糸

▶ 8351

紺 橙 緑 エンジ 空

▶ 8350

▶ 8244 ▶ 8243

▶ 8241

▶ 8246
▶ 8245

▶ 8351

▶ 8350

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）製本用具

▶ 8401-1

■ビニール糊（一般用） ■ビニール糊（背固用）
水溶性ですから、水で適宣の

濃度に薄めて使用できます。

ラベルの貼付など広く使用で

きます。

ビニールのり用ふでの使用で

きない小さな補修箇所やラベ

ルを貼る時に、塗布用として

活用できるハンディタイプのビ

ニールのりです。

ビニールのり用ふでの使用できない小

さな補修箇所等に、活用できるハン

ディタイプのビニールのりです。

水溶性ですから、水で適宣の

濃度に薄めて使用できます。

製本の背固めなどに使用でき

ます。

丸背の背芯として又、

和綴の表紙の芯として

使えます。なお角背の

芯には表紙用ボールを

ご使用ください。

中身の背の両端のかざりとして

貼り付けます。

背固めの際の力布に、また中身と表

紙のつなぎとして使用します。

本品は裏に薄い紙が

裏打ちしてあります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8400 ￥800 大（500g）

8401 ￥600 小（300g）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8402-1 ￥400 120g

◆各50枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

8331 ￥270 B6判用（200×260mm）

8332 ￥300 A5判用（230×260mm）

8333 ￥380 B5判用（280×260mm）

8334 ￥420 A4判用（320×260mm）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8345
￥1,000

テープ（6cm×14m）

8340 全判（107cm×1m） ◆10本：1束

品　番 本体価格（税別） サイズ

8349 ￥200 1本：24cm

品　番 本体価格（税別） サイズ

8403-1 ￥400 120g

品　番 本体価格（税別） サイズ

8400-1 ￥800 大（500g）

8401-1 ￥600 小（300g）

■ビニール糊・チューブ入（一般用） ■ビニール糊・チューブ入（背固用）

■地券紙

■花布（はなぎれ）■寒冷紗

本品は特注和紙をサンドした強粘着テープで、

本の修理に最適です。

◆5巻1組

品　番 本体価格（税別） サイズ

8362 ￥1,400 1cm×30m巻

8363 ￥2,100 1.5cm×30m巻

8364 ￥2,800 2cm×30m巻

■製本用両面テープ

▶ 8362 ▶ 8363 ▶ 8364

▶ 8400 ▶ 8400-1▶ 8401

▶ 8340 ▶ 8345

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）製本用具

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8291-1 クリーム
￥560 B6用8291-2 淡青

8291-3 草
8292-1 クリーム

￥890 A5用8292-2 淡青
8292-3 草
8293-1 クリーム

￥1,100 B5用8293-2 淡青
8293-3 草
8294-1 クリーム

￥1,700 A4用8294-2 淡青
8294-3 草

◆ 50枚（25冊分）1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

8301 ￥250 B6判用

8302 ￥370 A5判用

8303 ￥460 B5判用

8304 ￥670 A4判用

◆ 各10冊分

品　番 本体価格（税別） サイズ

8281 ￥350 B6用

8282 ￥470 A5用

8283 ￥670 B5用

8284 ￥880 A4用

◆ 100枚（50冊分）1包

紙クロス・布クロスを

張って表紙作りに

使用します。

■表紙用ボール

■見返用紙（純白・70kg）

■見返用紙（ケントラシャ・105kg）

草淡青クリーム

▶ 8303

穴あけ作業に…

背固めのときに…

●中身の仕上げ、背固め、ボールの貼り合わせなどに

使用します。
●各判（Ｂ6、A5、B5、A4）の位置を示すゲージがつい

ています。
●打抜き穴あけ作業が正確にでき、穴あけゲージに

合わせ、本を置いて締め、誘導孔にハンドドリルま

たは千枚通しを差し込んで穴を開けると、背寄りの

位置に正確に穴があきます。
●作業は全てA4まで可能です。

品　番 本体価格（税別）

8010 ￥66,000
品　番 本体価格（税別）

8011 ￥26,500

製本原稿（中身）のくせ直し、紙断ち・背固め・乾燥仕上げ等に

活用する締機です。

■丸ハンドル式手締機

◆ 作業容量：W333×H160（締板・バッケ板別売り）

■万能ハンディ締器
万能ハンディ締機は、仕上げ用簡易締機として

打抜き穴あけ作業および、背固めの作業の器具です。

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）製本用具

■締板

■山出し金槌 ■木槌
製本原稿（中身）のならし等に使用します。

品　番 本体価格（税別）

8022 ￥2,200
品　番 本体価格（税別）

8074 ￥1,500

品　番 本体価格（税別） サイズ

8016 1,600 W294×D214×H15

◆ 2枚1組

製本原稿（中身）の背の丸み出

し（山出し）に使用します。

製本原稿（中身）を

はさんで締機で

使用します。

■ハンドドリル

品　番 本体価格（税別） サイズ

8038
￥300

2mm

8039 2.8mm

品　番 本体価格（税別）

8032 ￥3,900
◆ 穿孔能力25mm、錐先（2mm）1本つき

■ハンドドリル替錐

目打ち錐の代わりとして打ち抜き製本

の綴じ穴を開けるのに便利です。

背固めの糊や膠の除去に便利です。

品　番 本体価格（税別）

8071 ￥500

■皮すき

品　番 本体価格（税別） サイズ

8091 ￥700 毛巾：45mm

■小刷毛
糊引き作業後は、水洗いしてください。

■いちょうこて
表紙のみぞつけ用。加熱後、表紙のみぞと

見返しののどを焼きつけます。

※その他の製本用品も製作・販売可能です。

品　番 本体価格（税別）

8021 ￥2,000

品　番 本体価格（税別） サイズ

8092 ￥300 毛巾：15mm

■ビニールのり用ふで
糊引き作業後は、水洗いしてください。

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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図書ラベル
バーコード

ラベルキーパー
利用者カード
貸出カード
カードケース

代本板
背当たり
受入用品

ラベル・カード・その他
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174

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

のり付き　図書ラベル 5705

のり付き　二段ラベル 5685

のり付き一段ラベル　　5665

▶ 5701
▶ 5681

▶ 5661

▶ 5705

▶ 5702

▶ 5704

▶ 5706

▶ 5708

▶ 5710

▶ 5712

▶ 5703

▶ 5705

▶ 5707

▶ 5709

▶ 5711

▶ 5713

▶ 5665

▶ 5662

▶ 5664

▶ 5666

▶ 5668

▶ 5670

▶ 5672

▶ 5663

▶ 5665

▶ 5667

▶ 5669

▶ 5671

▶ 5673

▶ 5685

▶ 5682

▶ 5684

▶ 5686

▶ 5688

▶ 5690

▶ 5692

▶ 5683

▶ 5685

▶ 5687

▶ 5689

▶ 5691

▶ 5693

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5701 赤

￥140 22×26

5702 ボタン
5703 茶
5704 黄
5705 緑
5706 空
5707 青
5708 群青
5709 紫
5710 黒
5711 灰
5712 橙
5713 ピンク

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

■のり付3段ラベル 100入 ■のり付2段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5681 赤

￥140 22×20

5682 ボタン
5683 茶
5684 黄
5685 緑
5686 空
5687 青
5688 群青
5689 紫
5690 黒
5691 灰
5692 橙
5693 ピンク

■のり付1段ラベル 200入

◆ 各色200面入：20面（4列5段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5661 赤

￥240 25×11

5662 ボタン
5663 茶
5664 黄
5665 緑
5666 空
5667 青
5668 群青
5669 紫
5670 黒
5671 灰
5672 橙
5673 ピンク

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：4列×5段＞

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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175

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

▶ 5781-1
▶ 5782-1

▶ 5783-1

▶ 5783-5

▶ 5783-2 ▶ 5783-3

▶ 5783-4 ▶ 5783-5

▶ 5783-6 ▶ 5783-7

▶ 5783-8 ▶ 5783-9

▶ 5783-Z ▶ 5783-H

▶ 5783-D ▶ 5783-P

▶ 5782-2

▶ 5782-6

▶ 5782-8

▶ 5782-Z

▶ 5782-D

▶ 5782-4

▶ 5782-3

▶ 5782-7

▶ 5782-9

▶ 5782-H

▶ 5782-P

▶ 5782-5

▶ 5782-5▶ 5781-5

▶ 5781-2

▶ 5781-4

▶ 5781-6

▶ 5781-Z

▶ 5781-D

▶ 5781-8

▶ 5781-3

▶ 5781-5

▶ 5781-7

▶ 5781-H

▶ 5781-P

▶ 5781-9

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

■のり付細枠3段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート
◆ ラベル裏紙：再生紙（古紙100% 使用）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5781-1 赤

￥140 23×27

5781-2 ボタン
5781-3 茶
5781-4 黄
5781-5 緑
5781-6 空
5781-7 青
5781-8 群青
5781-9 紫
5781-Z 黒
5781-H 灰
5781-D 橙
5781-P ピンク

■のり付細枠2段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート
◆ ラベル裏紙：再生紙（古紙100% 使用）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5782-1 赤

￥140 22×19

5782-2 ボタン
5782-3 茶
5782-4 黄
5782-5 緑
5782-6 空
5782-7 青
5782-8 群青
5782-9 紫
5782-Z 黒
5782-H 灰
5782-D 橙
5782-P ピンク

■のり付楕円3段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート
◆ ラベル裏紙：再生紙（古紙100% 使用）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5783-1 赤

￥140 21×31

5783-2 ボタン
5783-3 茶
5783-4 黄
5783-5 緑
5783-6 空
5783-7 青
5783-8 群青
5783-9 紫
5783-Z 黒
5783-H 灰
5783-D 橙
5783-P ピンク

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞

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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176

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

のり付き　参考書ラベル 　  5765

▶ 5760 ▶ 5731

▶ 5741

▶ 5745

▶ 5742

▶ 5743

▶ 5745

▶ 5747

▶ 5749

▶ 5751

▶ 5753

▶ 5744

▶ 5746

▶ 5748

▶ 5750

▶ 5752

▶ 5754

▶ 5735

▶ 5732-N

▶ 5733 ▶ 5734 ▶ 5735

▶ 5736 ▶ 5737 ▶ 5738

▶ 5739 ▶ 5730-Z ▶ 5730-H

▶ 5732 ▶ 5730-P ▶ 5730-W

▶ 5761

▶ 5762

▶ 5764

▶ 5766 ▶ 5767

▶ 5763

▶ 5765

▶ 5765

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

■のり付表示ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

品　番 文字 本体価格（税別） サイズ

5760 館内（赤）

￥140 φ20

5761 禁帯出
5762 教師用
5763 貴重書
5764 寄贈書
5765 参考書
5766 書庫
5767 館内（青）

■のり付無地丸型ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5731 赤

￥140 φ20

5732-N ボタン
5733 茶
5734 黄
5735 緑
5736 空
5737 青
5738 群青
5739 紫
5730-Z 黒
5730-H 灰
5732 橙
5730-P ピンク
5730-W 白

■のり付小型カラーラベル 200入

◆ 各色200面入：40面（8列5段）×5シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5741 赤

￥240 φ7

5742 ボタン
5743 茶
5744 黄
5745 緑
5746 空
5747 青
5748 群青
5749 紫
5750 黒
5751 灰
5752 橙
5753 ピンク
5754 白

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：8列×5段＞

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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177

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

▶ 5651-5

▶ 5651-1 ▶ 5652-1 ▶ 5653-1
原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

▶ 5652-5 ▶ 5653-5

■のり付1段カラーセルフラベル 700入 ■のり付1段太枠セルフラベル 700入 ■のり付1段細枠セルフラベル　700入

＜シート形状：5列×14段＞ ＜シート形状：5列×14段＞ ＜シート形状：5列×14段＞

◆ 各色700面入：70面（5列14段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5651-1 赤

￥1,650 21×10

5651-3 茶
5651-4 黄
5651-5 緑
5651-6 空
5651-7 青
5651-9 紫
5651-D 橙
5651-H 灰
5651-P ピンク

◆ 各色700面入：70面（5列14段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5652-1 赤

￥1,650 21×10

5652-3 茶
5652-4 黄
5652-5 緑
5652-6 空
5652-7 青
5652-9 紫
5652-D 橙
5652-H 灰
5652-P ピンク

◆ 各色700面入：70面（5列14段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5653-1 赤

￥1,650 21×10

5653-3 茶
5653-4 黄
5653-5 緑
5653-6 空
5653-7 青
5653-9 紫
5653-D 橙
5653-H 灰
5653-P ピンク

▶ 5651-3 ▶ 5652-3 ▶ 5653-3

▶ 5652-4 ▶ 5653-4▶ 5651-4

▶ 5651-5

▶ 5651-6

▶ 5651-7

▶ 5651-9

▶ 5651-D

▶ 5651-H

▶ 5651-P

▶ 5652-5 ▶ 5653-5

▶ 5652-6 ▶ 5653-6

▶ 5652-7 ▶ 5653-7

▶ 5652-9 ▶ 5653-9

▶ 5652-D ▶ 5653-D

▶ 5652-H ▶ 5653-H

▶ 5652-P ▶ 5653-P

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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178

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

▶ 5654-1

▶ 5655-1
▶ 5657-1

▶ 5654-5 ▶ 5655-5 ▶ 5657-5

■のり付1段SLセルフラベル 700入

◆各色700面入：70面（5列14段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5654-1 赤

￥1,650 21×10

5654-3 茶
5654-4 黄
5654-5 緑
5654-6 空
5654-7 青
5654-9 紫
5654-D 橙
5654-H 灰
5654-P ピンク

■のり付丸型セルフラベル 400入

◆各色400面入：40面（5列8段）×10シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5655-1 赤

￥1,350
φ20

5655-3 茶
5655-4 黄
5655-5 緑
5655-6 空
5655-7 青
5655-9 紫
5655-D 橙
5655-H 灰
5655-P ピンク
5655-E 黄（E） ￥1,600

＜シート形状：5列×14段＞ ＜シート形状：5列×8段＞

▶ 5655-3 ▶ 5655-4

▶ 5655-5 ▶ 5655-6

▶ 5655-7 ▶ 5655-9

▶ 5655-D ▶ 5655-H

▶ 5654-3

▶ 5654-4

▶ 5654-5

▶ 5654-6

▶ 5654-7

▶ 5654-9

▶ 5654-D

▶ 5654-H

▶ 5654-P

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

▶ 5655-E▶ 5655-P

■のり付丸型別置ラベル 100入

品　番 文字 本体価格（税別）サイズ

5657-1 新刊(赤)
￥240 φ165657-5 新刊(緑 )

5657-7 新刊(青 )
◆ 100面入：20面（4列5段）×5シート
◆ 再剥離紙使用

品　番 文字 本体価格（税別）サイズ

5658-2 大型

￥240 φ16
5658-4 書庫
5658-6 なかで見る本
5658-8 閉架

◆ 100面入：20面（4列5段）×5シート

▶ 5657-5

▶ 5658-4

▶ 5658-8

▶ 5657-7

▶ 5658-2

▶ 5658-6

＜シート形状：4列×5段＞

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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179

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

のり付き　大型３段ラベル   5720-5

のり付き長方形　カラーラベル 　 5656-5

和紙ラベル

▶ 5796-7

▶ 5796-Z

▶ 5656-5 ▶ 5796-1

▶ 5656-G ▶ 5656-S

▶ 5656-3 ▶ 5656-4

▶ 5656-5 ▶ 5656-6

▶ 5656-7 ▶ 5656-P

▶ 5720-2 ▶ 5720-3

▶ 5720-4 ▶ 5720-5

▶ 5720-6 ▶ 5720-7

▶ 5720-H ▶ 5720-D

▶ 5720-9 ▶ 5720-Z

▶ 5720-1
▶ 5656-1

▶ 5796-1

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

■のり付大型3段ラベル 100入

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5720-1 赤

￥160 26×34

5720-2 ボタン
5720-3 茶
5720-4 黄
5720-5 緑
5720-6 空
5720-7 青
5720-9 紫
5720-D 橙
5720-H 灰
5720-Z 黒

▶ 5720-5

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

■のり付長方形カラーラベル 100入

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5656-1 赤

￥200 38×25

5656-G 金
5656-S 銀
5656-3 茶
5656-4 黄
5656-5 緑
5656-6 空
5656-7 青
5656-P ピンク

◆ 100面入：5面（5列1段）×20シート

■和紙ラベル（のり無し）三段 100入

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5796-1 赤
￥300 22×305796-7 青

5796-Z 黒

三段ラベルを赤・青・
黒の3色展開でご用意
しました。
また、別注和紙ラベル
のお見積も承ります。
数量の多少に関わら
ず、お気軽にお問い合
せください。

和本・和綴本
には和紙ラベル
が最適。

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×1段＞

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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180

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

原寸大

原寸大

原寸大

▶ 5777

▶ 5795

▶ 5778

原寸大 ▶ 5794-1

■除籍ラベル 100入

■リサイクル図書ラベル 100入

■リサイクル資料（再活用図書）
　ラベル 100入

◆ 100面入：5面（1列5段）×20シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5777 ￥1,000 60×40

◆ 100面入：5面（1列5段）×20シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5778 ￥1,000 60×40

◆ 100面入：10面（2列5段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5795 ￥550 50×30

▶ 5794-3

原
寸
大

■最新号ラベル 100入

◆ 100面入：20面（4列5段）×5シート
◆ 再剥離紙使用

品　番 本体価格（税別） サイズ

5794-3 ￥420 20×40

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5794-5 ￥300 50×15

■雑誌用ラベル 100入

◆ 100面入：10面（2列5段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5794-1 ￥300 45×30

＜シート形状：1列×5段＞

＜シート形状：2列×5段＞

＜シート形状：1列×5段＞

＜シート形状：4列×5段＞

＜シート形状：1列×10段＞
＜シート形状：2列×5段＞

■ブックポストには
　 返却しないで下さいラベル 100入

原寸大 ▶ 5794-5

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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181

サブカテゴリー（000）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

地図あり　   枚 別置資料あり　  点

ＣＤあり　  枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

地図あり　   枚

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

別置資料あり　  点

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

ＣＤあり　  枚

▶ 5793-4

原
寸
大

■CD-ROMがついています ラベル 100入

◆ 100面入：10面（2列5段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5793-4 ￥300 30×20

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5792-8 ￥300 50×15

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5792-9 ￥300 50×15

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5792-7 ￥300 50×15

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5792-6 ￥300 50×15

◆ 100面入：10面（1列10段）×10シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5792-5 ￥300 50×15

＜シート形状：2列×5段＞
＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：1列×10段＞ ＜シート形状：1列×10段＞＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：1列×10段＞

▶ 5793-1 ▶ 5793-2 ▶ 5793-3

原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

■解説書なしラベル 100入

◆ 100面入：20面（2列10段）×5シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5793-1 ￥300 30×10

■解説書ありラベル 100入

◆ 100面入：20面（2列10段）×5シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5793-2 ￥300 30×10

■付録ありラベル 100入

◆ 100面入：20面（2列10段）×5シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

5793-3 ￥300 40×10

＜シート形状：2列×10段＞ ＜シート形状：2列×10段＞ ＜シート形状：2列×10段＞

原寸大 ▶ 5792-8 原寸大 ▶ 5792-9原寸大 ▶ 5792-7

原寸大 ▶ 5792-6原寸大 ▶ 5792-5

■CDあり□枚　100入 ■DVDあり□枚　100入

■型紙あり□枚　100入 ■地図あり□枚　100入 ■別置資料あり□点　100入

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）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

▶ 8730-５

▶ 8733-G

▶ 8733-4 ▶ 8733-5 ▶ 8733-D

▶ 8733-3 ▶ 8733-P ▶ 8733-6

▶ 8733-G ▶ 8733-7 ▶ 8733-9

▶ 8730-５ ▶ 8730-４

▶ 8730-Ｐ ▶ 8730-Ｄ

▶ 873２-４ ▶ 873２-５ ▶ 873２-Ｄ

▶ 873２-３ ▶ 873２-Ｐ ▶ 873２-６

▶ 873２-Ｇ ▶ 873２-７ ▶ 873２-９

■カラーキーパーラベル大　200入

◆各色200面入：
   10面（2列5段）×20シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8730-6 空

￥1,200 60×30

8730-5 草
8730-4 黄
8730-P 桃
8730-D 赤

■カラーキーパーラベル大　500入

◆各色500面入：
   10面（2列5段）×50シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8731-6 空

￥2,500 60×30

8731-5 草
8731-4 黄
8731-P 桃
8731-D 赤

■カラーキーパーラベル大
　（5色入りセット・各色100枚入／計500枚）

◆5色入セット／
　各色100面入：10面（2列5段）×50シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8731 全 5色セット ￥2,500 60×30

■カラーキーパーラベル中　500入

■カラーキーパーラベル小 1000入

◆各色500面入：10面（1列10段）×50シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8732-1 赤

￥1,800 60×13

8732-4 黄
8732-5 黄緑
8732-D 橙
8732-3 茶
8732-P 桃
8732-6 空
8732-G 濃緑
8732-7 紺
8732-9 紫

◆10色入セット／
　各色100面入：10面（1列10段）×100シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8732 全10 色セット ￥4,000 60×13

◆各色1000面入：40面（4列10段）×25シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8733-1 赤

￥2,500 18×8

8733-4 黄
8733-5 黄緑
8733-D 橙
8733-3 茶
8733-P 桃
8733-6 空
8733-G 濃緑
8733-7 紺
8733-9 紫

▶ 873２-Ｇ

▶ 8733-１

※使用イメージ

空・草・黄・桃・赤の5色タイプ。

さまざまな色分けに使えます

背ラベルの色分けに最適です。

上から図書の受入番号やジャンルを書くなど、

それぞれの用途に合わせて使用できます。

カラーは、濃い色から薄い色まで

さまざまな種類をご用意。

一段ラベルの内側の色分けに最適です。

＜シート形状：2列×5段＞

＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：4列×10段＞
原
寸
大

原
寸
大

原
寸
大

■カラーキーパーラベル中
 （10色入りセット・各色100枚入／計1000枚）

▶ 8730-6

▶ 8732-1

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）図書ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

▶ 8734-G

▶ 8734-4 ▶ 8734-D

▶ 8734-P

▶ 8734-G

▶ 8734-5

▶ 8734-3 ▶ 8734-6

▶ 8734-7 ▶ 8734-9

◆   各色200面入：10面（2列5段）×20シート

■ラミ付き丸カラーキーパー 200入

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

8734-1 赤

￥800 60×20

8734-4 黄
8734-5 黄緑
8734-D 橙
8734-3 茶
8734-P 桃
8734-6 空
8734-G 濃緑
8734-7 紺
8734-9 紫

▶ 8734-1

本の背の色分けに便利です。

カラー10色をご用意しました。

図書の内容などに適したものをお選び下さい。

幅60mmなので本の背に貼ってもはがれにくくなってい

ます。

＜シート形状：2列×5段＞

整理・分類などの色別区

分にご利用ください。

ラベルの上から貼っても

下の文字が見えます。

また、図書ラベルの保護

にもなります。

原
寸
大

各種別注ラベル
承ります。

学校名や図書名の入ったオリジナルラベルから各種多彩な用途のラベルまでご希望どおりのラベルを

お作りします。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

手書きのイラストをいただいてからラベルに起こすことも可能です（まとまっ

た数の発注が必要になる場合がございます）。

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。
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サブカテゴリー（000）プリンター用ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

※テンプレート有り ※テンプレート有り

▶ 5630-4

▶ 5630-W ▶ 5630-Z

▶ 5630-5

▶ 5630-5

▶ 5630-7 ▶ 5632-4

▶ 5632-W ▶ 5632-Z

▶ 5632-5

▶ 5632-5

▶ 5632-7

▶ 5630-1

原
寸
大

▶ 5632-1

原
寸
大

■プリンター用3段ラベル 42

◆ 各色210面入：42面（7列6段）×5シート、A4判

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5630-1 赤

￥450 22×26

5630-4 黄
5630-5 緑
5630-7 青
5630-W 無地
5630-Z 黒

◆ 各色280面入：56面（7列8段）×5シート、A4判

■プリンター用2段ラベル 56

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5632-1 赤

￥450 22×20

5632-4 黄
5632-5 緑
5632-7 青
5632-W 無地
5632-Z 黒

＜シート形状：7列×6段 A4判 ＞ ＜シート形状：7列×8段 A4判 ＞

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）プリンター用ラベル

実物と当カタログの印刷物で、商品の色に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

※テンプレート有り

▶ 563１-5

▶ 563１-5

▶ 563１-Z

▶ 563１-4

▶ 563１-W

▶ 563１-7 ▶ 5642-3

▶ 5642-H

▶ 5642-2

▶ 5642-0

▶ 5642-5

▶ 5642-5

▶ 5642-4

▶ 5642-7

▶ 5642-9

▶ 5642-Z

▶ 5642-6

▶ 563１-1

原
寸
大

▶ 5642-1

原
寸
大

◆ 各色525面入：105面（7列15段）×5シート、A4判 ◆ 各色3500面入：35面（7列5段）×100シート、A4判

■プリンター用1段ラベル 105

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5631-1 赤

￥450 25×11

5631-4 黄
5631-5 緑
5631-7 青
5631-W 無地
5631-Z 黒

■プリンター用ラベル 35

品　番 色 品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5642-1 赤 5642-H 灰

￥10,000 23×30

5642-3 茶 5642-0 無地
5642-2 黄 5642-4 橙
5642-5 緑 5642-9 紫
5642-7 紺 5642-6 空
5642-Z 黒

＜シート形状：7列×15段 A4判 ＞ ＜シート形状：7列×5段 A4判 ＞

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）

原寸大

原寸大

原寸大

原寸大

◆ 2700面入：27面（3列9段）×100シート、A4判 ◆ 4800面入：24面（3列8段）×200シート、A4判、LBP用紙

■バーコード用プリンターラベル

品　番 本体価格（税別） サイズ

5788-G ￥5,000 56×25

■バーコード印字ラベルA

品　番 本体価格（税別） サイズ

5782 ￥15,000 53×25

■バーコード印字ラベルB

◆ 2400面入：24面（3列8段）×100シート、A4判、LBP用紙
◆ ラベルキーパーを上から貼る必要がありません

品　番 本体価格（税別） サイズ

5783 ￥19,000 53×25

■バーコード印字ラベルW（親子タイプ）

◆ 1800面入：18面（3列6段）×100シート、A4判、LBP用紙
◆ 親：53×25mm、子：40×8.4mm

品　番 本体価格（税別） サイズ

5785 ￥8,500 53×25

＜シート形状：3列×9段 A4判 ＞ ＜シート形状：3列×8段 A4判 ＞

＜シート形状：3列×8段 A4判 ＞

＜シート形状：3列×6段 A4判 ＞

バーコードラベル

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）

■シート式／ラベルキーパーなし

■シート式／ラベルキーパー付き

■シート式／親子／ラベルキーパー付き

＜シート形状：4列×9段＞

＜シート形状：3列×8段＞

＜シート形状：3列×6段＞

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50022 3,000枚 ￥61,000
46×2650023 5,000枚 ￥71,000

50024 10,000枚 ￥94,500
◆ 36面入：36面（4列9段）×1シート

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50025 3,000枚 ￥118,000
46×2650026 5,000枚 ￥138,000

50027 10,000枚 ￥188,000
◆ 24面入：24面（3列8段）×1シート
◆ ラミネートサイズ：56×35mm

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50028 3,000枚 ￥128,000
46×2650029 5,000枚 ￥152,000

50030 10,000枚 ￥211,000
◆ 18面入：18面（3列6段）×1シート
◆ ラミネートサイズ：56×34mm　◆ 子ラベルサイズ：36×6mm

ラベルを貼り付け後、別に用意したひとまわり大

きなラミネートを貼り付けたり、本全体をラミネー

ト加工したりする場合に利用されています。

上段のラベルに子ラベルがセットされていま

す。子ラベルは台帳等に貼り付けて管理しま

す。

オーバーラミネートになっているため、ペンリー

ダーでの読み取り時や擦れた場合にも剥がれにく

い構造になっています。

図書館管理システムに利用されている代表的なバーコードラベルです。貸出カードとともに多くの図書館管理システムでご利用いただいています。素材や粘着剤等

の選定には、当社独自の経験を生かし、厳格な品質管理体制のもと、全国の図書館に納入させていただいています。バーコード体系やチェックデジットの計算方

法、データの授受にも幅広く対応いたします。

※記入まで弊社で請け負う形式です

オリジナルバーコードラベル

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）

■図書館用ラベル発行プリンター（専用ソフト付）

◆約7,000枚印字可能
◆重量：2.8kg（本体）
■ プリンターの仕様・外観は予告無しに変わることがあります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6298-1 ￥372,000 W226×D285×H171

図書用バーコードラベル

背ラベル

利用者カード用バーコードラベル

書庫用ラベル

備品管理用ラベル

■バーコード・認識文字・図書館名
■連番／単番
■CD  有／無選択

■1段～4段　英数字・カナ・漢字・記号
■2次元バーコード

■バーコード・認識文字
■連番／単番
■CD  有／無選択

■バーコード・認識文字・図書館名
■連番／単番
■CD  有／無選択

■バーコード・認識文字・会社名など
■連番／単番
■CD  有／無選択

高速なUSBバーコードスキャナ。

接続は簡単、PCのUSBポートに挿すだけ。

バーコードを読み取れば、データがアプリのカーソル

位置に入力されます。データ編集も可能。

電子画面でも読み取り可能。 オプションでスタンドも提供可能。

1.図書館専用の簡単ラベル発行編集ソフト付きです

2.５種類のラベル発行ができます

3.インクリボン方式の為、印字が鮮明です

4.ＱＲコードも印字可、蔵書管理にも利用できます

5.お手持ちのＰＣに接続、即使用できます

特 長
1.図書用バーコードラベルの発行

2.利用者カード用バーコードラベルの発行

3.背ラベルの発行（ＱＲコード可）

4.その他管理用ラベルの発行

用 途

■バーコードタッチスキャナ

品　番 本体価格（税別） サイズ

6334 ￥16,000 79×167

品　番 本体価格（税別） サイズ

6290-2 ￥6,400 200m巻

■専用インクリボン

バーコードプリンター
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サブカテゴリー（000）

■小　1000入

原
寸
大

3.8cm×5.5cm

▶ 8726

▶ 8725

▶ 8727

■大　1000入

◆ 1000面入：
　10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8725 ￥4,000 5cm×6.8cm

■バーコード用ラベルキーパー

◆ 1000面入：
　10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8726 ￥2,800 3.8cm×5.5cm

■特大　1000入

◆ 1000面入：
   10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8727 ￥4,800 6cm×8cm

■PSキーパーBIO
 （ICタグ用）500入

◆ 500面入：
   4面（2列2段）×125シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8586 ￥4,200 7cm×10cm

OCR用または、バーコードリーダー用のラベル専用のキーパーです。材質の変質がな

く、表面の摩耗が少ない、透明度の高いフィルムに、変色しなく、はみ出しのない糊引

加工をしました。また磁気にも影響されないので、誤った読み取りは皆無です。温度

変化による収縮がなく、使用目的に適した素材による商品です。

■ソルベント／
   シール剥がしクリアボトル

■ソルベント／
   シール剥がし丸缶

■ラベルラッカー

■ペーパーナイフ

■とってもクリーナー

品　番 本体価格（税別） サイズ

6495-7 ￥910 容量：50ml

品　番 本体価格（税別） サイズ

6495 ￥1,060 容量：280ml

品　番 本体価格（税別） サイズ

6494 ￥540 容量：40ml

品　番 本体価格（税別） サイズ

6493-5 ￥600 全長：220mm

品　番 本体価格（税別） サイズ

6489-1 　￥500  容量：50ml
6489-2    ￥700  容量：220ml
6489-3 ￥1,000  容量：420ml

図書ラベルの汚損・剥離防止のため、

ラベルの上に塗布すると有効です。

●シールはがしに最適なクリーナーです。

●のり残りもキレイに落とします。

●整理棚やデスクなど、身近なところに出る

　汚れもキレイに除去。

●捨てるときに便利な「ガス抜き専用キャップ」も

　ついています。

薄刃で紙切りはもちろん、ラッピング、

シールはがしなどに便利なツールで

す。

＜シート形状：2列×5段＞ ＜シート形状：2列×5段＞ ＜シート形状：2列×5段＞

＜シート形状：2列×2段＞

刃 ステンレス鋼
ハンドル ABS樹脂
キャップ P.P樹脂

材質 キャップ：PP　ボタン：PE　容器：PE・アルミ
成分 イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG

■ソルベント／
　シール剥がし大缶

■ソルベント／
　シール剥がし4リットル缶

品　番 本体価格（税別） サイズ

6495-3 ￥3,040 容量：1570ml

品　番 本体価格（税別） サイズ

6495-5 ￥6,360 容量：3800ml

これ1本で
4種類の汚れを
キレイに除去！

バーコード用ラベルキーパー│シール剥がし 
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サブカテゴリー（000）ラベルキーパー

■PSロールキーパー 500入

◆500面入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8572 ￥1,500 4cm×6cm

■PSラベルキーパー 1000入

◆1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8571 ￥2,500 4cm×6cm

■PSラベルキーパー34 1000入

◆1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8573 ￥2,000 3cm×4cm

■PSラベルキーパー61 500入

◆500面入：5面（1列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8575 ￥3,000 6cm×10cm

■PSラベルキーパー77 1000入

◆1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8576 ￥4,600 7cm×7cm

■PSラベルキーパー24 1000入

◆1000面入：10面（1列10段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8577 ￥2,000 2cm×4cm

■PSラベルキーパー36 1000入

◆1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8578 ￥2,400 3cm×6cm

◆1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8579 ￥2,300 2cm×6cm

■PSラベルキーパーブーメラン 200入

◆200面入：2面（1列2段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8584 ￥2,600 20.7cm×7cm

＜シート形状：2列×5段＞ ＜シート形状：ロール1列＞ ＜シート形状：2列×5段＞

＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×2段＞

PSブッカーをラベルの

保護専用として型抜してあります。

従来のものに比べ、

しなやかでのり付がよく、

透明性が高くバーコード用

キーパーとしてもご利用頂けます。

■PSラベルキーパー26 1000入
1段

背ラベル用
2段

背ラベル用

本の背を合わせ、内側に折

り込みながらコート。

粘着力があり、布製の本の

天地の保護に最適。
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サブカテゴリー（000）ラベルキーパー強粘
共通サイズ

▶ 8578 ▶ 8573  ▶ 8581

▶ 857１  ▶ 8572　▶ 8721　▶ 8580 ▶ 8585

▶ 8583

▶ 8575

▶ 8576

▶ 8577  ▶ 8582 

◆100面入：3面（1列3段）×33シート+1面

品　番 本体価格（税別） サイズ

8588-1 ￥1,200 12cm×9.5cm

◆100面入：5面（1列5段）×20シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8588-2 ￥800 12cm×4.5cm

◆500面入：5面（1列5段）×100シート

■PSラベルキーパー強粘 1000入

◆1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8580 ￥2,600 4cm×6cm

■PSラベルキーパー34強粘 1000入

◆1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8581 ￥2,300 3cm×4cm

■PSラベルキーパー24強粘 1000入

◆1000面入：10面（1列10段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8582 ￥2,100 2cm×4cm

■PSラベルキーパー710強粘 500入

◆500面入：5面（1列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8583 ￥3,300 7cm×10cm

◆ 1000面入：40面（4列10段）×25シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8587 ￥2,500 φ3cm

■PSラベルキーパー414強粘 500入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8585 ￥2,800 4cm×14cm

強粘タイプ

＜シート形状：1列×5段＞＜シート形状：1列×3段＞

＜シート形状：2列×5段＞ ＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：4列×10段＞

＜シート形状：2列×5段＞

▶ 8587

■PSラベルキーパー丸強粘 1000入

■CDジャケットキーパー大 ■CDジャケットキーパー小

CDジャケットの帯を装備する場合や

キズつきやすい背の補強・保護を目

的として開発されました。貸出用CD

も貸出本と同様に、キレイな状態で

保管しておくことが可能です。
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サブカテゴリー（000）

■ハーフラミネートカード

■プラスチックカード

■リライトカード

■非接触型ICカード

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50010 1,000枚 ￥170,000
85.6×5450011 3,000枚 ￥249,000

50012 5,000枚 ￥325,000
◆版下代が別途必要です。

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50013 1,000枚 ￥192,000
54×85.650014 3,000枚 ￥366,000

50015 5,000枚 ￥500,000
◆版下代が別途必要です。

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ 厚み

50016 1,000枚 ￥131,000
85.6×54

0.76mm
0.48mm50017 3,000枚 ￥270,000

50018 5,000枚 ￥350,000
◆版下代が別途必要です。

品　番 枚数 本体価格（税別） サイズ

50019 1,000枚 　￥630,000
85.6×5450020 3,000枚 ￥1,395,000

50021 5,000枚 ￥2,090,000
◆版下代が別途必要です。　◆価格はMifare のもの

名前などの記入や顔写真などを貼り込んだ後、その場で簡単にラミネート加

工できるカードです。ラミネートの際、ラミネート装置等の機器は必要ありま

せん。また基材もプラスチック製で水、曲げに強く耐久性に優れています。

プラスチックカードは、キャッシュカードやクレジットカードに代表される硬

質塩化ビニール素材やPET-G素材を使用したカードです。

リライトとは再び書くという意味であり、券面に表示される情報（貸出図書

名、返却期限）を書き換えることができるカードです。何度でも書き換えがで

きる（約500回）ため余計なコストがかかりません。

非接触型ICカードは、RFIDインレット（アンテナ付ICチップ）を埋め込み加

工したカードです。当社では、お客様のご希望に応じてI-CODE SLIカード、

Mifareカード、Tag-itカード、FeliCaカードといった非接触型ICカードを製作

いたします。

図書館利用カード

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）

■ブックカード／A型

■貸出期間票 ■返却期限票

■ブックカード／B型 ■ブックカード／C型

カード、帯出者カード等の
特別ご注文承ります。  

◆ 200kg カード紙藍色両面印刷
◆ 100枚1箱

◆ 200kgカード紙緑色両面印刷
◆ 100枚1箱

◆ 225kgカード紙グレー色両面印刷
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5401 ￥450 75×125

品　番 本体価格（税別） サイズ

5402 ￥450 75×125

品　番 本体価格（税別） サイズ

5403 ￥500 75×125

◆ 70kg 上質紙橙色片面印刷　◆ 100枚1包 ◆ 70kg 上質紙草色片面印刷　◆ 100枚1包

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

5451 のり無 ￥150
75×125

5461 のり付 ￥350

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

5453 のり無 ￥150
75×125

5463 のり付 ￥350

貸出用カード

ここに載っていないカード類も在庫を

ストックしています。

お気軽にお問い合わせください。

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）貸出用カード │ 読書カード

■帯出者カード（個人別貸出カード） ■色帯出者カード

▶ 5417

▶ 5418

▶ 5419

■読書カード／低学年用 ■読書カード／高学年用

◆ 緑色両面印刷
◆ 100枚1包
◆ 小さい文字を書くのに慣れていない小学生などに、
 愛用されている大型のカードです。

◆ 黒色両面印刷
◆ 100枚1包

◆ 225kgカード紙茶色両面印刷
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5410 ￥500 75×125

品　番 本体価格（税別） サイズ

5421 ￥660 130×185

品　番 本体価格（税別） サイズ

5422 ￥660 130×185

◆ 225kg 色カード紙茶色両面印刷　◆100枚1箱

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5417 クリーム色
￥500 75×1255418 桃色

5419 青色

■貸出見出カード全山

◆ 10枚1包

◆ 30枚1包

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5371 桃色 ￥150 75×135（山を含む）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5363 クリーム色 ￥450 75×135（山を含む）

■貸出見出カード1／3山

ここに載っていないカード類も在庫を

ストックしています。

お気軽にお問い合わせください。

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）貸出カード用ケース

◆ナラ材、クリアラッカー仕上
◆カード支え板可動式

品　番 本体価格（税別） サイズ

2295 ￥37,800 W225×D400×H182

◆ ナラ材、クリアラッカー仕上
◆ 2列20区画

品　番 本体価格（税別） サイズ

2296 ￥37,800 W225×D400×H182

■貸出カード用ケース／A型

■貸出カード用ケース／B型

ポスト投入口

カード取り出し口カード取り出し口

◆ ナラムク材、クリアラッカー仕上
◆ 5段6面、計30区画、ネーム差し付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2290 ￥86,000 φ370×H480
区画奥行：35

◆ ナラムク材、クリアラッカー仕上（一部色ラッカー）
◆ 5段4面、計40区画、ネーム差し付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2291 ￥77,800 W350×D350×H500
区画奥行：35

◆ ナラムク材、クリアラッカー仕上（一部色ラッカー）
◆ 5段4面、計20区画、ネーム差し付
◆ ポスト部はありません。大型カードの保管に適します。

品　番 本体価格（税別） サイズ

2292 ￥69,400 W350×D350×H500
区画奥行：35

■ロータリーケース／30型 ■ロータリーケース／40型 ■ロータリーケース／20型

昔ながらの職人の技術が残るカードケース。

数に限りがございます。

昔ながらの職人の技術が残るカードケース。かつては図書館のアイコン的存在でした。数に限りがございます。

昔ながらの職人の技術が残るカードケース。

数に限りがございます。

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。
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サブカテゴリー（000）ブックポケット

辞書、地図など見返しに

印刷のある本に最適な

ブックポケットです。

のり付透明ビニール製

■のり付ブックポケット／A型

■ブックポケット／無地

■のり付ブックポケット／無地

■透明ブックポケット

▶ 5517

品　番 本体価格（税別） サイズ

5501 ￥600 W85×H106

◆ 92kg 薄クリーム色、ラップ紙使用。
◆ 差込み口、二重折込み、注意事項印刷入。
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5511 ￥800 W85×H106

◆ ブックポケットA 型に裏糊加工をした品で裏紙を剥がすだけで貼付できます。
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5500 ￥580 W85×H106

◆ 92kg 薄クリーム色、ラップ紙使用。差込み口、二重折込み。
　（注意事項等特別印刷は実費で、お引受けします）
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5510 ￥780 W85×H106

◆ ブックポケット無地に裏糊加工をした品で裏紙を剥がすだけで貼付できます。
◆ 100枚1包

■ブックポケット／A型

▶ 5516-2
◆ A4判の資料を収容
◆ 20枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5516-2 ￥2,800 A4：W200×H250

▶ 5516
◆ 雑誌の付録、折り込みの地図など収容 
◆ カードの最大巾170mm（普通の厚さのカード）
◆ 20枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5516 ￥2,500 特大：W175×H220

▶ 5517
◆ 標準貸出カード用
◆ カードの最大巾82mm
◆ 100枚1包  

品　番 本体価格（税別） サイズ

5517 ￥3,500 大：W83×H115

▶ 5518
◆ カセットテープ用
  ◆ カードの最大巾62mm
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5518 ￥3,000 中：W63×H90

▶ 5519
◆ ブラウン式貸出カード用
◆ カードの最大巾52mm
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5519 ￥2,700 小：W58×H77

▶ 5515-5
◆ CD用、DVD用
◆ 50枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5515-5 ￥2,600 CD用：W135×H83

106

85

106

85

106

85

106

85
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サブカテゴリー（000）ペーパーベルト

■のり付薄型ペーパーベルト小 ■のり付薄型ペーパーベルト大

■ペーパーベルト ■のり付薄型透明ポケット
　CD・DVD用

■のり付雑誌用
　DVD・CDポケット
 （落下防止ストッパー付）
雑誌の付録 CD 用です。のり付なので

セパレート紙をはがして貼り付けることが

できます。

◆ 30片（6片付5枚入）ポリプロピレン製
◆ 三角形の形をしておりますので、収納する紙のサイズにフレキシブルに対応
 いたします。

◆ 20片（4片付5枚入）ポリプロピレン製
◆ 三角形の形をしておりますので、収納する紙のサイズにフレキシブルに対応
 いたします。

◆ のり付き透明ビニール製、100片1包
◆ 婦人雑誌の型紙、全集物の月報、折り込みの地
図などの付録を収容します。

◆ のり付きPP+ 不織布、100片1包
◆ 落下防止ストッパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

5748-2 ￥400 60×60

品　番 本体価格（税別） サイズ

5748-1 ￥500 110×110

品　番 本体価格（税別） サイズ

8747 ￥3,500 90×90

品　番 本体価格（税別） サイズ

5515-1 ￥980 W130×H140

品　番 本体価格（税別） サイズ

5520 ￥7,200 W132×H147

◆ のり付、20片（4片付5枚入）ポリプロピレン製、
台紙付

◆ 雑誌付録等の CD-ROM、DVD の収納に便利で
す。
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サブカテゴリー（000）

■代本板一般用

図書を貸し出した際、本のあった場所に、本の代わりに差入れてその本の帯出者を示し、また返納の時の場所の明示の役もします。大型本などが他の書

架に別置してある時に、その場所の指示にも使われます。

▶ 2890 ▶ 12890 ▶ 2891 ▶ 12891

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

2890 金具付 ￥760
W21×D104×H210

12890金具なし ￥490

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

2891 金具付 ￥730
W13×D102×H167

12891金具なし ￥470

■代本板文庫判用■代本板ラベル
　一般用

■代本板ラベル
　文庫判用

品　番 本体価格（税別）

5490 ￥500
◆ 500枚1包

品　番 本体価格（税別）

5491 ￥500
◆ 500枚1包

代本板・背当たり

■ウレタン製背当たり

◆ 発泡ポリオレフィンフォーム
◆ 軽量ながら強度に優れ、書籍に与えるショックを緩和します。
◆ 木製 S 型書架に対応しています。

（別寸法品も承ります）

前揃え？　後ろ揃え？

本は棚の手前で揃えるべきか、後ろに揃えるべきか。

SNS でたまに議題となっているのを見かけます。

手前に置いた方が利用者からは見やすいし、何より見栄えが良い。

でも地震のとき落ちてくるかも？と不安な方も。

基本的に、耐震固定を万全にした本棚なら、前方に本を置いて

も問題ないでしょう。まだ耐震化が進んでいない高さのある書架

の場合は、本は棚の奥に配置した方が安全です。

家具の耐震化については、書架の章やホームページでも解説して

いるので、併せてご参照ください。

※本が奥に行き過ぎないよう調整したい時に便利です品　番 本体価格（税別） サイズ

7630 ￥980 W850×D85×H60
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サブカテゴリー（000）ブラウン式貸出用品／受入（印鑑）

ブラウン式貸出方法は貸出返却作業の便利さ、低コスト等の優れた

システムです。また借り出した書名をカード等に記入しないので、

読書記録が残らず利用者のプライバシーも保護されます。

■ブラウン式貸出カードケース

■ブラウン式ブックポケット ■ブラウン式貸出券

品　番 本体価格（税別） サイズ

2298 ￥8,000 W80×D345×H60
（有効寸法W62）

◆ 180kg カード紙　◆ 100枚1包 ◆ 180kgカード紙　◆ 100枚1包 ◆ 225kgカード紙　◆ 100枚1包

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5527 クリーム色 ￥600 55×57

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5536 草色 ￥800 55×57

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5547 薄クリーム色 ￥250 50×85

■ブラウン式ブックカード

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

6535 返

￥200 φ6
6536 済
6537 貸
6538 廃
6539 除

■丸枠印ゴム
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サブカテゴリー（000）

■日付回転式蔵書印（データー）

▶ 6550 ▶ 6551 ▶ 6551-5

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

6550 黄楊 ￥25,000
30×306551 ゴム ￥9,000

6551-5 スタンパー ￥5,500◆ 受入日付を回転式で変更捺印できます。登録番号欄もあり、日付印と蔵書印
 を一台で兼ねます。ご注文の際は正確な原稿をお送りください。 ◆ 原稿および寸法のご指示により見積り調整いたします。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6500 ￥8,500 印面長径：48×短径：32

■蔵書印

■寄贈印ゴム■かくし印ゴム ■かくし印スタンパー

◆ 原稿および寸法のご指示により見積り調整いたします。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6553 ￥1,400 9×45

品　番 本体価格（税別） サイズ

6531 ￥800 9×45

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

65535-1 青
￥3,000 9×4265535-2 赤

65535-3 黒

■寄贈印スタンパー

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

65315-1 青
￥3,400 9×4565315-2 赤

65315-3 黒

■三段印ゴム ■三段印スタンパー

品　番 本体価格（税別） サイズ

6530 ￥600 18×24

品　番 本体価格（税別） サイズ

6533 ￥450 16×24

品　番 色 本体価格（税別）

65305-1 青
￥4,75065305-2 赤

65305-3 黒

品　番 色 本体価格（税別）

65335-1 青
￥4,75065335-2 赤

65335-3 黒

■消印ゴム ■消印スタンパー

受入（印鑑）
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201

サブカテゴリー（000）

■回転日付印4号 ■回転日付印5号 ■小型日付印 ■回転数字印4号6連 ■回転数字印5号6連

品　番 本体価格（税別）

6504 ￥1,450
品　番 本体価格（税別）

6505 ￥1,250
品　番 本体価格（税別）

6503 ￥1,500
品　番 本体価格（税別）

6514 ￥1,500
品　番 本体価格（税別）

6515 ￥1,450
◆ 4号ゴム印、5連回転式 ◆ 返却期限票に押捺します。

◆ 5号ゴム印、5連回転式
◆ 貸出カードなどの日付押捺用
◆ 6号ゴム印、3連回転式
◆ 和暦・西暦併用

◆ 帳簿・カード・ラベルなど
　の記号や日付押捺用
◆ 4号ゴム印、6連回転式

◆ 5号ゴム印、6連回転式

■印箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

6589 ￥3,450 約215×170

◆ 上質乾燥材使用、 付

受入（印鑑）

品　番 色 文　字 本体価格（税別） サイズ

65355-1 青
返

￥1,900 φ6

65355-2 赤
65355-3 黒
65365-1 青

済65365-2 赤
65365-3 黒
65375-1 青

貸65375-2 赤
65375-3 黒
65385-1 青

廃65385-2 赤
65385-3 黒
65395-1 青

除65395-2 赤
65395-3 黒

■丸枠印スタンパー

■印箱
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サブカテゴリー（000）受入（印鑑）

◆ 4号ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6525 ￥4,400
◆ 4号ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6526 ￥4,400

◆ 4号ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6527 ￥2,750

◆ 4号木製柄付ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6520-N ￥3,900

◆ 4号木製柄付ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6522-N ￥2,400

◆ 4号ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6528 ￥1,380

◆ 4号木製柄付ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6521-N ￥3,900

◆ 4号木製柄付ゴム印

品　番 本体価格（税別）

6523-N ￥1,200

■エンドレススタンプカタカナ

■エンドレススタンプ数字

■イロハ印（カタカナ）

■数字印

■エンドレススタンプ英字

■いろは印（ひらがな）

■英字印

■エンドレススタンプひらがな

ワンタッチで連結ができ、切り離しも自由自在。異なる種類でも連結可能。

また、連結の精度が高く、整然とした印字が得られます。※3号、5号等のサイズ違いもあります。
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サブカテゴリー（000）受入（印鑑／原簿）

■速乾スタンプ台HG

▶ 6590▶ 6591▶ 6592

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6590 黒
￥1,000 盤面：横106×縦676591 藍

6592 赤

■朱肉MG

▶ 6580-1

▶ 6580-2

▶ 6580-3

■スタンパー用補充インク
 （顔料系）

品　番 色 本体価格（税別） 容 量

6580-1 青
￥350 10cc6580-2 赤

6580-3 黒

▶ 6595

■専用補充インクSG

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6595 黒
￥650 φ34.0×82.76596 藍

6597 赤

◆パールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。
◆チューブ入り

◆ 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ち
 するので、長期保存書物等への捺印も安心です。

品　番 本体価格（税別） 容量

6577 ￥500 20ml

■補充用朱油OG

◆油性顔料　◆乾燥時間：約3秒　◆再生 ABS 製

品　番 本体価格（税別） サイズ

6567 ￥1,350 朱肉：φ78

■図書原簿1号

■図書原簿2号

品　番 本体価格（税別）

5801 ￥3,200
◆ B5判、100頁、2000冊登録、
文部省（文部科学省）指導様式

品　番 本体価格（税別）

5802 ￥6,400
◆ B5判、250頁、5000冊登録
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サブカテゴリー（000）受入（カード）

■図書基本カード

品　番 本体価格（税別） サイズ

5001 ￥510 125×75  丸穴：φ8

◆ 225kg 厚、特漉カード用紙　◆100枚1箱

■雑誌受入カード

品　番 本体価格（税別） サイズ

5005 ￥600 125×75  丸穴：φ8

◆ 225kg 厚、特漉カード用紙　◆100枚1箱

目録カードはすべて国際標準基準の規格寸法です。サイズ：125×75mm、丸穴径：8mm

■手書用目録カード

■手書用目録カード／A₁ ■手書用目録カード／E₁ ■手書用目録カード／F₁

品　番 本体価格（税別） サイズ

5011 ￥500 125×75  丸穴：φ8

◆ 225kg 厚、特漉カード用紙
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5021 ￥480 125×75  丸穴：φ8

◆ 205kg 厚、特漉カード用紙
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5041 ￥480 125×75  丸穴：φ8

◆ 180kg 厚、別漉パンチカード用紙（薄クリーム色）
◆ 100枚1箱

昔ながらの受入カード。ここに掲載されていない型の在庫もございます。

■無地目録カード／A₃ ■無地目録カード／P₃ ■無地目録カード／W₃

品　番 本体価格（税別） サイズ

5013 ￥430 125×75  丸穴：φ8

◆ 225kg 厚、特漉カード用紙◆ 
100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5063 ￥430 125×75  丸穴：φ8

◆ 255kg 厚、謄写用速乾カード用紙
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5053 ￥430 125×75  丸穴：φ8

◆ 225kg 厚、複写機用カード紙◆ 
100枚1箱
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カタログについて

・製品表示価格は税抜です。

・受注生産の製品について、納期が30日～40日ほど必要となります。（年度末など多忙期は別途相談）

・送料は別途申し受けます。見積にてお問い合わせください。

・搬入や耐震固定には別途費用がかかる場合がございます。

・レイアウトデザインは、担当社員が誠心誠意対応いたします。新築から模様替えまで広く取り組みます。

規文堂について

よくある質問

「文化的な空間を創造する」を理念とし、家具や備品の製作・販売を営んでいます。

学校や研究機関と連携し、企画・設計・施工など幅広い業務を請け負います。

製品を作って売ることが基本ですが、その上流にある各施設の方向性、社会問題など

に常に配慮しながら企画設計しています（右記参照）。

本社の部署構成は以下の通り。

Q. どうやって注文すれば良いですか？

ウェブからの注文フォームか、メールやFAXで直接「○○を○台注文します」

とお伝えいただけると受注できます。なお、電話など記録が残らない手段で

の発注はお受けできません。

Q. 支払い方法は？

請求書をお送りしますので、お振込みお願いします。

Q. 予算が少ないのですが、値引き可能ですか？

一部の家具などについては、予算を教えていただければ、合わせるよう努力い

たします。

Q. 図書館ではないのですが、購入できますか？

可能です。企業様や個人のお客様にも対応しています。また、一部消耗品につ

いてはAmazonより正式に出品しています。

Q. 図書館の模様替えをしたいのですが、レイアウトは有料ですか？

無料サービスとしています。現状の写真や要望をお伝えいただければ、レイア

ウト図面（場合によってはCGパース）で提案します。

Q. 送料がいくらかかるか知りたいのですが？

ラベルやページヘルパーなどの消耗品と、家具備品では送料の取り決めが異

なります。消耗品については下記を参照ください。

https://www.kibundo.co.jp/guide/index.html

また、家具備品については見積します。製品の大きさによりますが、量が多い

場合は送料を無料とさせていただきます。

Q. 納期はどれくらいですか？

消耗品は数日内出荷が可能です。回転式書架や一部のブックトラックは2週

間程度で出荷、その他受注生産の家具は30日ほどお待ちいただきます。余裕

を持って発注くださいませ。

Q. 保証期間はありますか？

消耗品以外について、 大で3年間の保証を設けております。また、期間が過

ぎた後も有償ですが修理を受け付けています。

Q. オーダーメイドは高いですか？

受注してから作るのが基本なので、カタログの価格と相場は同じです。少し小

さくしたい、大きくしたいなど自由にご指定ください。

工務部隊を有することで、難しい家具や耐震施工、壁や床の張替えまで一貫してできるのが強みです。

小回りの効く会社なので、施設に合わせた柔軟な対応ができます。

Twitterにて 新情報を投稿しています。お問い合わせメールはこちら。商品検索はこちら。

※商品検索は弊社ウェブサイト

で便利に整備しております。

規文堂Twitter規文堂商品検索システム

規文堂商品検索システム

info＠kibundo.co.jp

営業部・工務部・業務部・企画部・設計部・総務部など

国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」の理念に賛同

例：災害復旧ボランティア、講師派遣、教育イベント主催、

品質確保、国産材利用の推奨など
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