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Wall workbench 

壁面作業台収納ユニット

46

NEW

SEMINAS MODULAR SYSTEM FURNITURE

コストパフォーマンスに優れたシンプルシリーズ
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壁面作業ﾕﾆｯﾄのバリエーション

一般収納ﾀｲﾌﾟﾄﾚｰｼｽﾃﾑ収納ﾀｲﾌﾟ

上記ﾕﾆｯﾄを組み合わせ
ることによりユーザー様
の希望に合った商品を
提供することができます
。詳しくは各商品ページ
参照

流しユニット 吊り棚ｹｰｽﾕﾆｯﾄ 天板34ﾄﾚｰﾀｲﾌﾟ
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壁面作業台ユニット-1 H=870

CB-ODB787N セット価格 ￥290,000

「セット外寸」 W788×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

樹脂A4ケース収納 2連

CB-SSB087N セット価格 ￥325,000

「セット外寸」 W700×D600×H60/896mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

天板 ： メラミン化粧板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工t26
シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ180mm
排水トラップ 40A

(50Aが必要な場合は別途依頼ください。
シングルレバー混合水栓付き

(寒冷地仕様が必要な場合は別途依頼ください。
水槽寸法 450*270*180 アンダーシンク仕様

仕様

流しユニット

樹脂A4ケース収納 3連

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
上部 A4ﾄﾚｰ6段x3列付き
引出有効寸法 694*372*172

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
上部 A4ﾄﾚｰ6段x2列付き
引出有効寸法 447*372*172

「セット外寸」 W540×D594×H870mm

セット価格 ￥190,000CB-ODB587N

ドックユニット

セット価格 ￥144,100

「セット外寸」

W1337×D547×H870mm
材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

DK-135N

CB-ODB587N2 セット価格 ￥154,000

A4ﾄﾚｰユニット含まず

CB-ODB787N2 セット価格 ￥231,000

A4ﾄﾚｰユニット含まず

有
効

寸
法
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「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

CB-OPB087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥205,900

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×1個

CB-SGB087N セット価格 ￥260,100

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGB087N セット価格 ￥290,000

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

CB-SHB087N セット価格 ￥300,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H870mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×0個

扉 ：シャッター鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。 トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ シャッターキャビネット・64タイプ

耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

壁面作業台ユニット-2 H=870

CB-SGB087N・
L

セット価格 ￥260,100

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。
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CB-SCB087N セット価格 ￥210,300

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×1個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-WCB087N セット価格 ￥226,500

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×1個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

耐震ラッチ付
耐震ラッチ付

CB-DBT387N セット価格 ￥300,400

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×0個 BAS-6410×1個

BAS-6417×2個

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

引出キャビネット・64タイプ(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-DBT387N2 セット価格 ￥329,900

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

引出を開けた状態

扉を開け
た状態

扉を開け
た状態

ﾄﾚｰｾｯﾄ例 (標準)

上段は
TRY645,BAS6410の取
付が可能

2・3段はTRY-
645,BAS6410,BAS6417
の取付が可能

壁面作業台ユニット-3 H=870

CB-SCB087N・L セット価格 ￥210,300

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
左ﾋﾝｼﾞ
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「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

CB-OPBT087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥130,300

仕様

CB-SGBT087N セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGBT087N セット価格 ￥226,200

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ

耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚

内部 稼働棚 2枚

内部 稼働棚 2枚

壁面作業台ユニット-4 H=870

CB-SGBT087N・L セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 2枚
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CB-SCBT087N セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-WCBT087N セット価格 ￥165,600

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

CB-DBHT387N セット価格 ￥226,900

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

引出キャビネット・64タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

引出 3個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚

内部 稼働棚 2枚

引出内寸
上段 w555*d372*h100
中段 w555*d372*h152
下段 w555*d372*h172

壁面作業台ユニット-5 H=870

扉を開け
た状態

扉を開け
た状態

CB-SCBT087N・L セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

仕様

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚

扉を開け
た状態

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付
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CB-SCDBT087N セット価格 ￥170,000

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-WCDBT087N セット価格 ￥185,600

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 1枚

内部 稼働棚 1枚

壁面作業台ユニット-6 H=870

扉を開け
た状態

扉を開け
た状態

CB-SCBT087N・L セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D594×H870mm

仕様

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 1枚

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

CB-WGB087N-34 セット価格 ￥350,000

「セット外寸」 W681.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
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壁面作業台ユニット-7 H=870

作業天板

W=1800まで

W=2400まで

W=3000まで

セット価格 ￥37,500

セット価格 ￥48,900

セット価格 ￥61,000

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ポストフォーム加工 R=3
W****xD600xt26
標準色 K60001KG 白色

W=1800まで

W=2400まで

W=3000まで

セット価格 ￥57,900

セット価格 ￥77,000

セット価格 ￥96,000

ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 前木口 打ち込みエッジ巻き
W****xD600xt25
標準色 K60001KG 白色

R3

セット価格 ￥47,000W=1500まで

W=900まで セット価格 ￥25,500

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ仕様 PT-寸法

木口 打ち込みエッジ仕様 ST-寸法

木口 ローカンt2仕様 RT-寸法

W=1800まで

W=2400まで

W=3000まで

セット価格 ￥37,900

セット価格 ￥50,000

セット価格 ￥62,400

ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 前木口 ローカンt2 ｱﾙﾐ色
W****xD600xt25
標準色 K60001KG 白色

セット価格 ￥31,000W=1500まで

W=900まで セット価格 ￥16,500

ローカンt2

「セット外寸」 W681.4×D527×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥255,900

仕様 樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

CB-OPB087N-34

CB-WCB087N-34 セット価格 ￥280,000

「セット外寸」 W681.4×D594×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・34タイプ(ガラス無し扉)
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□ 参考レイアウト

CB-SSB087N
CB-ODB787N CB-WCDBT087N

CB-SCDBT087N CB-DBT387N
CB-WCDBT087N

CB-SSB087N
CB-DBT387NCB-SHB087N CB-SHB087N
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