
安　全
安　心

立体保管天井空間を有効に活用。

ホコリから品物を守る。

各種センサで安全配慮。

棚保管に比べ、抜群の保管能力、スペース効率、作業性。
さらに安全性を確保し、どなたでも簡単に操作できます。
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シャッタが、ホコリから保管物を
守ります。部品・半製品、書類の
ほかに、食器や薬品などにも対応
します。

品物はきれいなまま、格納
できます

納入実績

基本仕様 バリエーション

生産現場からオフィス・店舗まで幅広い現場で活躍しています。

棚の方からやってくる
水平式回転棚。

ステンレスタイプ

ツール保管タイプ 上下階取り出しタイプ

指紋照合タイプ

天井空間を最大限に活かす垂直式回転棚「バーチカルカルーセル」。
バーチカルカルーセルは中軽量物を立体的に格納する垂直式の回転棚。大量保管と大幅な省スペースを実現します。
作業高さも常に一定、手元で入出庫でき品物を歩き回って探す必要がないので、省力化にも大きく貢献します。 病院やホテル、レストラ

ンなど、衛生面に厳し
い現場にも対応。清潔
で効率的な保管が可能
です。外装パネルをス
テンレスにした仕様も
ご用意しています。

多様な形状のツールを
集中保管。また一括管
理できるため、重複ツー
ルもなくなり、ツール
検索の時間と労力を大
幅に削減します。

1・2 階のどちらからで
も入出庫作業が可能。
昇降機としてもお使い
いただけます。

専用キーや暗証番号が
不要。事前に指紋を登録
した人のみが操作でき
ます。貴重品や薬品の
盗難・紛失を未然に防
ぎます。

目的の棚が水平に回転して手元まで来る
ため、荷物を探し回る必要がなく一定の
位置で作業できます。また、作業通路が
不要なため数台を設置する大量保管では、
大きな省スペース効果が得られます。

自動車部品業界 病院

清　潔 速度　　　　　22m/min.

最大積載質量　30kg/段
　　　　　　　200kg/間口

一次側電源　　三相 AC200/220V（50/60Hz）

受電容量　　　16～38間口　2.5KVA
　　　　　　　40～50間口　4.5KVA

基本仕様

速度　　　　     9m/min.

一次側電源　     三相 AC200 /220V（50/60Hz）

標準装備　　     シャッタ（オートロック付き）、作業テーブル、カバー

最大積載質量 300kg/ 棚

最大偏質量         1000kg

受電容量            4.5KVA（20棚以下）6.0KVA（22棚以上）

※

操作盤

※24棚以上は減少する場合があります。

400（1295）       1800（2412）

520（1535）        2300（2912）

620（1735） 3000（3612）

棚奥行き（本体奥行き） 棚間口（本体間口） 棚数

8～32 棚
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850

本体
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き
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300

本体間口

安全な作業を実現するために、
各種センサを装備。セーフティ
センサ、はみ出しセンサで、作
業者の手元や品物の位置を検出
し、トラブルを回避します。

作業者の安全に配慮

シャッタを閉じないと棚は
回転しないので安全です。

■シャッタ インタロック

回転中に作業者の手を検出
すると、棚が停止します。

■エリアセンサ

オプション

エリアセンサ

安　全
安　心 ■1段バケット ■1段仕切りバケット ■2段バケット

（150kg/段）

機械業界

棚の種類
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