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3Hアルミケース ― オプション

棚受
型番 商品コード 1：シルバー 2：ブラック 3：ホワイト

120 　55702801　   ¥540 ― ─
150 　55702811　   ¥550 ─ ─
180 　5570282□　   ¥570   ¥990   ¥990
210 　5570283□　   ¥600 ¥1,100 ¥1,100
250 　5570284□　   ¥630 ¥1,100 ¥1,100
270 　55702851　   ¥640 ─ ─
300 　5570286□　   ¥660 ¥1,100 ¥1,100
330 　55702871　   ¥930 ─ ─
360 　5570288□　   ¥910 ¥1,600 ¥1,600
405 　55702891　 ¥1,300 ─ ─
※□にはカラー番号をご指定ください。

ケース足
φ38mm

型番 サイズ（mm） 商品コード 1：黒 2：白

パンチLL3 85 　55702901　 ¥1,500 ─
パンチLL4 115 　55702911　 ¥1,500 ─
パンチLL5 145 　55702921　 ¥1,600 ─
パンチLL6 175 　5570293□　 ¥1,700 ¥1,700
パンチLL7 205 　55702941　 ¥1,700 ─ 
パンチLL8 235 　5570295□　 ¥1,700 ¥1,700 
パンチLL9 265 　55702961　 ¥1,800 ─
パンチLL10 295 　55702971　 ¥1,800 ─
パンチLL12 355 　55702981　 ¥2,000 ─
パンチLL15 445 　55703001　 ¥2,100 ─
※□にはカラー番号をご指定ください。

ササエ棒
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

3Hササエ棒のみ SSB1 607 　5570301　 ¥790 
3Hササエ棒のみ SSB2 708 　5570302　 ¥910 
3Hササエ棒のみ SSB3 911 　5570303　 ¥1,100 
3Hササエ棒のみ SSB4 1216 　5570304　 ¥1,400 
3Hササエ棒のみ SSB5 1521 　5570305　 ¥1,700 
3Hササエ棒のみ SSB6 1826 　5570306　 ¥2,000 
3Hササエ棒ソケット 下 ─ 　5570307　 ¥610 

パンチ足用双輪キャスター
【車輪径D】50mm　【取付高H】63mm
【軸長Nℓ】18mm　【ナット厚Nt】12mm
【軸径Nd】W3/8　【許容荷重】60kg

型番 商品コード 参考価格

ストッパーなし 　5570308　 ¥1,600 
ストッパー付 　5570309　 ¥1,700 

スライドシリンダー錠
　5570396　 参考価格 ¥1,700

ハイセキュリティショーケースロック
　5570385　 参考価格 ¥7,500

シリンダープッシュ錠
　5570386　 参考価格 ¥9,300

※各1輪あたりの価格です。

■オプション

■シリンダー錠（同キー） ■ハイセキュリティショーケースロック ■シリンダープッシュ錠

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

照明セット 天用（1灯）照明
φ38mm　※取付カバー付

サイズ タイプ 商品コード
参考価格

1：シルバー 2：ブラック

W600
蛍光灯 　5570310□　 ¥25,400 ¥25,800
LED 　5570401□　 ¥22,800 ¥23,200

W900
蛍光灯 　5570311□　 ¥25,700 ¥26,300
LED 　5570402□　 ¥27400 ¥27,900

W1200
蛍光灯 　5570312□　 ¥26,000 ¥26,600
LED 　5570403□　 ¥33,400 ¥33,900

W1500
蛍光灯 　5570313□　 ¥27,900 ¥29,000
LED 　5570404□　 ¥43,100 ¥43,900

W1800
蛍光灯 　5570314□　 ¥27,900 ¥29,000
LED 　5570405□　 ¥49,700 ¥50,600

※□には取付カバーのカラー番号をご指定ください。　※ 2P、3P 配線は別途となります。

照明セット 縦用（2灯）照明
φ38mm　※取付カバー付

サイズ タイプ 商品コード
参考価格

1：シルバー 2：ブラック

H900
蛍光灯 　5570315□　 ¥51,300 ¥52,500
LED 　5570406□　 ¥54,800 ¥55,800

H1200
蛍光灯 　5570316□　 ¥51,900 ¥53,100
LED 　5570407□　 ¥66,700 ¥67,700

H1500
蛍光灯 　5570317□　 ¥55,800 ¥57,900
LED 　5570408□　 ¥86,100 ¥87,800

H1800
蛍光灯 　5570318□　 ¥55,800 ¥57,900
LED 　5570409□　 ¥99,400 ¥101,100

※□には取付カバーのカラー番号をご指定ください。　※ 2P、3P 配線は別途となります。


