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吊金具・デスクトップマルチタップ・屑入れ＆飲み残し投入口
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■吊金具I ■飲み残し投入口K

■屑入れ投入口L

 ■特　長
フックが回転します。
■付属品
3×25（ステンレス鋼）十
字穴付皿タッピンねじ

（トガリ先）

電源＋空き

●屋内用の配線マルチタップです。別売の
LANコネクタ、USBコネクタ、LANケーブル
ケースを取り付けできます。
●ほこりよけのカバー付きです。カバーは本
体の横に収納でき、使用時も邪魔になりま
せん。
●DML型（横長タイプ）とDMS型（正方形タ
イプ）の2種類のデザインがあります。
●DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕
様があります。
●DMS型は取付加工穴径が80mmです。同
じ径の配線孔と付け替えできます。
●別売のLANケーブルケース DM-LCCを使
うと、LANケーブルを内蔵できるため、
別々に管理する手間を省けます。

型番 材質 商品コード 参考価格

AN-KH008-HL ステンレス鋼（SUS304)
ヘアライン仕上

　5082100　 ¥5,100
AN-KH015-HL 　5082101　 ¥9,100
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詳細説明＆
バリエーション

385
34

13

50

2

13

27
2× 4.1穴、皿

082J

詳細説明＆
バリエーション

スイベルトルクヒンジ
型番 仕様 コンセント

数
定格
電圧

定格
電流

定格
容量 質量 商品コード 参考価格

DML-PB-L 横長タイプ（鍵付）
電源＋空き 1 AC125V 15A 1500W 394g 　5082094□　 ¥11,000

DML-PP-L 横長タイプ（鍵付）
電源＋電源 2 AC125V 15A 1500W 486g 　5082095□　 ¥12,500

DML-BB-L 横長タイプ（鍵付）
空き＋空き 0 ー ー ー 136g 　5082096□　 ¥5,100

DML-PB 横長タイプ
電源＋空き 1 AC125V 15A 1500W 348g 　5082097□　 ¥9,100

DML-PP 横長タイプ
電源＋電源 2 AC125V 15A 1500W 440g 　5082098□　 ¥9,800

DML-BB 横長タイプ
空き＋空き 0 ー ー ー 92g 　5082099□　 ¥3,100

LANコネクタ DM-LC5E（別売品）

錠付
DML-PB-WT
（カバー収納時）

DMS-PP-WT
（カバー収納時）

DML-PP-L-BL
（カバー閉時）

DMS-PP-BL
（カバー閉時）

LAN・USBコネクタ対応

施錠

解錠

空き部分

LANコネクタ

USBコネクタ

LANケーブルケース

電源＋電源 空き＋空き

 RF-50S
【材質】ステンレス鋼（SUS304）　サテン仕上
【吊下荷重】29.4N/1ヶ所、3kgf/1ヶ所　【質量】33g

　5082087　 参考価格　¥1,200

※□にはカラー番号をご指定下さい。1：ブラック　2：ホワイト

 LANコネクタ DM-LC5E
【仕様】Cat5e、両端コネクタ

形状RJ45 【質量】18g

　5082102　 参考価格　¥2,300

 USBコネクタ DM-UC2
【仕様】USB2.0、コネクタ形状Aコネク
タメス-Bコネクタメス 【質量】22g

　5082103　 参考価格　¥2,150

●飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。
●ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。

 ホース AE-DH4540-1
【材質】ホース：塩化ビニル樹脂（PVC）グ
レー　バンド：ステンレス鋼　素地
パイプ呼び径30~50用、使用温度1〜60℃
　5082092　 参考価格　¥1,300

AE-DH型
飲み残し投入口

バンド

排水部

ホース

飲み残し投入口
【材質】本体：ステンレス鋼（SUS304）　MR:鏡面研磨仕上  HL:ヘア
ライン仕上

型番 適応ホース内径 商品コード 参考価格

AE-DH015-MR φ38 　5082088　 ¥9,800
AE-DH015-HL φ38 　5082089　 ¥8,920
AE-DH020-MR φ50 　5082090　 ¥11,900
AE-DH020-HL φ50 　5082091　 ¥10,800
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 AZ-DD310（HL）
【材質】ステンレス鋼（SUS304）ヘアライン仕上

　5082093　 参考価格　¥50,500
片側の扉を押し開けると、反対側
の扉も連動して開きます。

●フタは左右開きのため、トレイ上にある屑を投
入する場合トレイが挟まることなく楽に処理できま
す。
●ステンレス鋼製のためサビに強く、水回りでもご
利用いただけます。
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AN-KH001

●ステンレス鋼製でサビに
強く、水回りでもご利用いた
だけます。
● 従 来 品 より小 型 の A N -
KH001が新しく加わりまし
た。

型番 材質 商品コード 参考価格

AZ-GD230（HL） ステンレス鋼（SUS304)
ヘアライン仕上

　5082104　 ¥15,900
AZ-GD310（HL） 　5082105　 ¥27,500
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●扉はダンパー付きでゆっく
り閉まり安全です。
●パタン！と扉が閉まる不快
な音や衝撃を和らげます。
●手挟み防止用のプレート
を屑入投入口内部の左右両
側に設けたタイプです。
●ステンレス鋼製で錆に強
く、水回りでもご利用いただ
けます。

■ブースバー P457へ
飲食店などで座席をガラスで仕切る
際に使用するパーツです。

 　デスクトップマルチタップ
什器等に取付できる家具用コンセン
トです。
電源の他に USB や LAN なども取付
可能なので、飲食店やホテルなどで
集客力アップにも一役買います。

　 吊金具
天板の真裏に隠れる形で取り付け可
能なので、飲食店などのカバン掛け
としても活用できます。

 　飲み残し投入口

　 屑入投入口
既製のゴミ箱ではお店にデザインや
サイズが合わないなどでお困りの方
にオススメ。
投入口パーツを利用すれば、オリジ
ナルのゴミ箱が製作可能です。

■鍵付仕様で不正利用を防止

082K

詳細説明＆
バリエーション
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■デスクトップマルチタップJ

■空き部分の使用方法

空き部分には、別売のLAN コネクタ、USB コネクタ、LANケーブル
ケース（WEB参照）のいずれかを組み込んでご使用ください。

不正利用を防ぎセキュリティを高めます。
オフィスや教育施設などに最適です。

■取付加工図

■取付加工図

■取付加工図

AN-KH008 AN-KH015
AN-KH008 AN-KH015
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