物流・住設編
1 作業台
1. セルラインデスク
2. フレックスベルトコンベヤ作業台
3. ＵＬＲＴ型組立ラインデスク
・テーブルタイプ ・両面/片面タイプ
4. ＮＬＤ・Ｚニューラインデスク

5. ニューラインデスク用アタッチメント
6. ＬＷ型簡易ラインテーブル３００kgタイプ
7. 軽量作業台
・EL型100kg/UFL型200kg/AEH型(大型)300kg
・AE型300kg/EW型300kg/AEW型500kgタイプ
8. 立作業用軽量作業台

・
HAE型300kg ・HAEW型500kgタイプ
9. 小型中量作業台
・OW型600kg
10. 中量作業台
・S（500kg）・L(
800kg)型 ・HW型1200ｋｇ
・HWD型(大型)1500kg・DW型2000kg ・
LHW型キャビネット

11. 重量作業台
・TW型3000kg ・TWC型移動式3000kg ・キャビネットタイプ
・
TWZ型幕板付3000kgタイプ

12. クリエイティブ作業台1000kgタイプ
13. HEX型六角作業台
14. 立作業用キャスター付移動作業台
15. 帯電防止マット/ゴム・ビニールマット張作業台
16. バイス付作業台
17. 作業台アタッチメント
18. 立作業台
19. 各種ワークデスク
20. 回転作業台
21. ワーキングステップ
22. ミニテーブル/アップダウン作業台
23. 昇降式作業テーブル
24. 定盤専用台/ボール盤台

2 ステンレス・研究関連機器

1.
2.
3.
4.
5.

中央実験台Ｔ/Ｐシリーズ(ステンレス・木製)
サイド実験台Ｔ/Ｐシリーズ（ステンレス・木製）
ステンレス軽中量棚200kgタイプ
ステンレス中量棚350kgタイプ
作業台
・ステンレス/棚付 ・オールステンレス

6. ステンレスシンク
7. ステンレスキャビネット
8. ステンレスワゴン/折畳み式ワゴン
9. ステンレスラック/シェルフ
10. クリーンルーム用テーブル・ベンチ
11. 塩ビ流し台
12. 洗浄作業台
13. ステンレス薬品庫/保管庫
14. 危険物保管庫/耐薬品保管庫
15. スーパードライ（超低湿保管庫）
16. 業務用冷凍冷蔵庫/製氷機
17. 薬用冷蔵ショーケース
18. 低温恒湿器
19. オートドライ（デシケーター）
20. 各種デシケーター
21. クリーン機器

3 管理機器
1. 工具室ユニット
2. キャビネット
・スライド ・軽量 ・中量 ・重量 ・ミニ ・ワイド
3. ビジネスカセッター

4. マスターボックス
5. 引出しユニットVA/K/M型
6. バンラックケース
・基本型 ・A/Ｂ/Ｃ/Ｄ/Ｅ型 ・M/Ｌ型 ・コンテナ入
7. ライトビンラック（横浅タイプ）

8. 重量コンテナラック(棚受タイプ)
9. パンチングラック
10. フリーハンガーラック
11. スーパーラック
12. パネルコンテナラック

・フックパネル ・キャスター付 ・保管庫付

13. ツーリングワゴン
・セーフティロック付 ・キャビネット付 ・ＮＴ/B兼用
14. ツーリングラック
・セーフティロック付 ・帯電防止ビニールカバー付
15. ツーリング保管庫（セーフティロック付）

16. ツーリングロッカー
17. ホイルハンガー（砥石ラック）

4 ツールワゴン
1. ツールワゴンロイヤル
2. キャビネット
・スライド ・軽量 ・中量 ・重量 ・ミニ
・ワイド
3. ブロードキャリー
4. ユニオンキャリー
5. ツールワゴン各種
・小型 ・溶接一体構造 ・キャビネット型
6. ワゴン各種
・ＦＬＷワゴン ・ＭＬワゴン ・パイプ式フ
レックス
・天板/引出し付 ・小型 ・ニュースタンダー
ドワゴン
・作業用デスクワゴン ・ワークワゴン

5 コンベヤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

コンパクトベルトコンベヤ
ミニミニエックスコンベヤ
ミニベルトカーブコンベヤ
スクラップ処理用コンベヤ
パッケージ用コンベヤ
バラ物用コンベヤ

7. 駆動ローラコンベヤ
8. スチールローラコンベヤ
9. アルミローラコンベヤ
10. 樹脂ローラコンベヤ

11. ステンレスローラコンベヤ
12. 伸縮・伸縮駆動コンベヤ
13. 物流搬送用コンベヤ
14. 製造工場・環境プラント用コンベヤ
15. 軽荷重用ホイールコンベヤ
16. 重量型チェーン駆動ローラコンベヤ
17. 軽搬送用ミニベルトコンベヤ
18. 食品用耐水ベルトコンベヤ
19. 食品・クリーン用コンベヤ
20. 小径アキュームローラコンベヤ
21. 小型垂直連続搬送機
22. チェーン駆動用スプロケットローラ単体
23. モータローラ
24. 単品ローラ
25. スロットインローラ
26. 標準モータプーリ
27. ボールキャスター
28. フリーテーブル
29. フリーベア(上向用)
30. フリーベアユニット
31. ボールベア(上・下向用) 軽・重量用
32. ボールベア(ＳＷ型特殊車輪)
33. 小型ターンテーブル
34. エアボールリフタ

6 省力・運搬機材
1. 台車
・パレット台車 ・コンテナ台車 ・ＭＰ樹脂製（静音）
・ステンレス製（ダイオキシン対応タイプ） ・アルミ製
・合板製平台車
2. ハンドトラック
・プレス製ハンドトラック（ダイオキシン対応タイプ）
・ＮＤハンドトラック ・ハンドパレットトラック
3. 運搬車
・鋼鉄製 ・アルミ製 ・電動式 ・電動階段運搬 ・２輪
・高圧ガスボンベ運搬 ・ドラム缶運搬車

4. リフター/電動リフター
・ハンドリフター ・ドラムリフター ・トラバーリフター
・コゾウリフター（バッテリー式/足踏式） ・ローリフト
・スーパーＦＡリフター
5. リフト/電動リフト
・電動フォークリフト ・バッテリーフォークリフト
・台車リフト ・油圧スリムリフト ・スロープレスリフト
・電動テーブルリフト ・油圧ピットレスローリフト
・テーブルリフト ・簡易リフト

6. パレット用品
・樹脂パレット ・樹脂（再生ＰＰ） ・ボックス ・メッシュ
7. パレットサポート

8. ミニカーゴ
9. ネステナー
10. ドラム缶ラック
11. サンキンテナー
12. ロールボックスパレット
13. ロールコンビテナー
14. レベラ－
15. スクーパー
16. 自動反転投入装置
17. 攪拌機
18. 自動昇降機
19. 垂直高速搬送機
20. 金型用特殊クレーン
21. 荷物用エレベーター

7 スチール棚
1. 区分棚
・奥行き(200/250mm）
2. パイプ式フレックスラック
・高さ(880/1200/1500/1800mm）
3. 軽量棚
・ボルトレス/ボルト締タイプ ・開放式 ・背板/側板付
・縦仕切り付 ・プラスチック/スチール引出付 ・扉付
・各種オプション部材
4. 軽中量・重量棚
・物品棚(150/200/300/500kg ボルトレスタイプ)
・物品棚扉付(200/300kg ボルトレスタイプ)
・物品棚(300/1000kg ボルト式)

5. 棚 各種
・背板付 ・側板付 ・引出付棚 ・縦仕切り前当り付棚
・Ｕ型中軽量物品棚（完全ボルトなし/オプション付タイプ）
・移動棚 ・電動式移動棚 ・手動ハンドル式移動棚
・長尺保管棚 ・積層棚 ・形鋼棚

6. パレットラック/重量パレットラック
7. ドライブインラック
8. プッシュバックラック
9. ホームラックシリーズ
10. メッシュラック
11. スリードラック
12. 中量用金型ラック（パレット移動式）
13. 電動式パレットラック
14. 手動式移動ラック
15. 組立自在ポールシリーズ
16. 自動倉庫
17. 立体自動倉庫システム
18. 陳列機器
19. バンラックピッキングカート
20. ショーケース

8 コンテナ
1. ステンレス製品各種
・ポット ・密閉タンク ・ビーカー ・タンク ・各種容器
・バット ・スコップ ・杓 ・ドラム缶 ・各種容器

2. コンテナシリーズ
・折りたたみ式 ・導電性 ・工業用 ・農業資材用
・中仕切り付 ・モデュール ・積重ねタイプ・ボックス型
・パレット対応タイプ ・メッシュ ・ネスティング

3.
4.
5.
6.
7.

アルミバット/トランク
パーツボックス
パンチングボックス
ポリエチレン容器
大型丸型桶/角槽

8. ローリータンク
9. 薬液タンク

10. 大型タンク（ポリエチレン製）
11. 回収袋（自立型タイプ）

9 デスク・チェア
1. ★グリーン購入法適合★ デスク 各種
・両軸 ・方軸 ・平デスク ・脇デスク ・ワゴン
・サイドテーブル ・プリンター台 ・オペレーションデスク

2. ★グリーン購入法適合★ シェルフウォール 各種
・両開き書庫 ・ガラス両開き書庫 ・ワードローブ ・掃除用具入
・オープン書庫 ・スチール引違い書庫 ・ガラス引違い書庫
・トレー書庫 ・ファイル引出し ・マガジンラック ・耐火金庫

3. ★グリーン購入法適合★ チェア 各種
・オフィスチェア各種 ・役員用チェア ・導電オフィスチェア
・作業用 ・製図用 ・ネットタイプ
4. ★グリーン購入法適合★ パネル 各種

5. ★グリーン購入法適合★ 衝立（スクリーン） 各種
6. ★グリーン購入法適合★ 壁面収納庫 各種
7. サーバーラック
8. 衝立・間仕切り（アルミ・スチール）
9. ブラインド
10. ロールスクリーン
11. アコーディオンカーテン
12. スライディングドア

10 書庫・ロッカー
1. ★グリーン購入法適合★ 壁面書庫 各種
・ユニットシステムシリーズ ・A4/A3版対応システム
・スタンダード書庫システム

2. ★グリーン購入法適合★ ロッカー 各種
・シリンダー錠 ・テブラキー ・移動仕切/上下仕切付き
・中央仕切 ・両開き多人数用 ・多人数 ・ミドルロッカー
・SLロッカー ・木目調 ・スポーツロッカー

3. ★グリーン購入法適合★ シューズケース 各種
・オープンシューズケース ・錠なし
4. CV型システムカウンター

5. 学校タイプ収納家具

6. メールボックス

11 会議・応接・役員家具
1. ★グリーン購入法適合★ 役員家具 各種
・デスク ・チェア ・キャビネット ・サイドボード
・ワードローブ

2. ★グリーン購入法適合★ 応接セット 各種
・平織布張り ・ビニールレザー張り ・ウレタンレザー張り
・オレフィンレザー張り ・応接ミーティング ・簡易応接セット

3. ★グリーン購入法適合★ 会議用テーブル・チェア 各種
・スタックテーブル（パネル付き/なし） ・折り畳み式
・座卓 ・棚付 角型 ・楕円型 ・ソフトエッジ巻き
・ミーティングチェア ・スタッキングチェア ・食堂用チェア
・丸椅子 ・パイプ椅子 ・スツール
4. ★グリーン購入法適合★ 食堂用テーブル・チェア 各種
・給食テーブル ・食堂用テーブル/チェア ・長椅子
5. ★グリーン購入法適合★ ロビーチェア 各種
・給食テーブル ・食堂用テーブル/チェア ・長椅子

6. 灰皿/スモーキングスタンド
7. ダストボックス
8. テレホン台
9. 傘立て
10. 各種ベンチ

12 OA事務用機器

1. ★グリーン購入法適合★ ホワイトボード 各種
・ホーロー製 ・スチール製 ・ミニタイプ
・月行事
・片面移動型 ・回転移動型 ・壁掛 ・暗線入
・オプション
2. ★グリーン購入法適合★ グリーンボード 各種
・壁掛け ・月行事 ・ボードオプション各種
3. ★グリーン購入法適合★ 罫線ボード/掲示板
各種
・片面固定移動ボード ・ミーティングボード
・案内板
・危険予知活動表 ・測定表示板 ・工程管理表
・屋外掲示板 ・エコロジークロス ・コルピタ
ボード
4. ★グリーン購入法適合★ レターケース 各種
・A4/B4型 ・プラスチック/スチール ・卓上ト
レイ
5. ★グリーン購入法適合★ カタログケース 各種
・A4/B4型 ・図面収納タイプ ・オープンカー
ドケース
・図面ケース ・マップケース ・ファイリグ
キャビネット
6. ★グリーン購入法適合★ 収納ケース 各種
・収納ケース ・デスクサイドワゴン ・デスク
トップ
7. ドラフタ－セット
8. ラミネ－ティングシステム
9. カッティングマット/デスクマット
10. パソコンデスク/ラック
11. キーボックス
12. 耐火金庫（事務所用/家庭用）
13. 電子黒板
14. パンフレットスタンド
15. グラフ表示機
16. カードラック

13 住宅機器・資材
1. シャッター 各種

・重量 ・防煙 ・高頻度 ・シートシャッター
・住宅用

2. 間仕切り 各種
・タフニールカーテン(チェーン入) ・アコー
ディオン式
・シート式 ・簡易型 ・ストリップドア用 ・ビ
ニールカーテン
3. 物置 各種

4. 自転車置場
5. ガレージ/カーポート
6. 収納庫
7. ハウス 各種
8. システムキッチン/キッチンセット
9. 洗面化粧台
10. ガーデンルーム
11. 門扉/セーフティガード
12. 玄関ドア/雨戸
13. グレーチング
14. 収納ボックス

14 高所作業
1. はしご 各種
・1連/2連 ・はしご兼用脚立 ・作業用踏台 ・園芸用
・伸縮はしご/脚立 ・ノンスリップ ・アルミ
2. 高所作業台

3.
4.
5.
6.
7.
8.

足場板
移動式足場
簡易リフト
瓦揚機
荷揚機
ローハイシステム

