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商品の紹介

アルミCBT・特徴

シャッターカギ付き
盗難事故防止や個人情報の保持
に便利なカギ付き透明シャッタータ
イプです。鍵番号を別番にする場
合は25種類対応可能です。

モジュラートレイはホコ
リが付きにくいABS樹脂
製。

ﾊﾟﾈﾙの色は標準色は白色でそれ以外に別
製対応でﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)があります。

その他の色をご希望の場合は別途問い合わ
せください。

ｷｬｽﾀｰはアジャスター
付き。

色については印刷ですので実際の色との誤差
がありますのでカットサンプルでご確認ください。

天板は低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板t12です。

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダ白色
t3です。

シャッターを閉めた状態

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

特徴 キャスター付で移動が可能
ﾄﾚｰ・バスケットは国際標準規格
(ISO3394/600mmx400mm)に対応
オープンタイプとｼｬｯﾀｰ鍵付の2タイプ
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セット価格 ￥519,400

「セット外寸」 W725×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11160

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥841,900

「セット外寸」 W1362×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410
W535×D335×H102mmBAS-6417

W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21160

納品例

アルミ64キャビネット
アルミキャビネット・64タイプ

セット価格 ￥1,188,800

「セット外寸」 W1999×D561×H1717mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31160

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミキャビネット・64タイプ

アルミキャビネット・64タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

色については印刷ですので実際の色との誤差
がありますのでカットサンプルでご確認ください。

シャッターを閉めた状態

価格改定 価格改定

標準色
白色

別製色
ピンク色

別製色
ブルー色

価格改定
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セット価格 ￥501,000

「セット外寸」 W491×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11140

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥795,000

「セット外寸」 W926×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410
W535×D335×H102mmBAS-6417

W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21140

アルミ46キャビネット
アルミキャビネット・46タイプ

セット価格 ￥993,000

「セット外寸」 W1361×D781×H1717mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31140

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミキャビネット・46タイプ

アルミキャビネット・46タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
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セット価格 ￥443,100

「セット外寸」 W725×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11160・OP

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥718,200

「セット外寸」 W1362×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410
W535×D335×H102mmBAS-6417

W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21160・OP

アルミ64キャビネット ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
アルミキャビネット・64タイプ

セット価格 ￥1,014,100

「セット外寸」 W1999×D561×H1663mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31160・OP

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミキャビネット・64タイプ2連

アルミキャビネット・64タイプ3連

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
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セット価格 ￥438,000

「セット外寸」 W491×D781×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11140・OP

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥706,000

「セット外寸」 W926×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410
W535×D335×H102mmBAS-6417

W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21140・OP

アルミ46キャビネット ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
アルミキャビネット・46タイプ

セット価格 ￥993,000

「セット外寸」 W1361×D561×H1663mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31140・OP

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせく
ださい。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミキャビネット・46タイプ2連

アルミキャビネット・46タイプ3連

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
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