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6.保管・カート・実験台用付属器具研究施設

SLK・GLK・CT・CC

ラボラトリーキャビネット（ステンレス製）
SLK・GLK・CT・CC
Storage Cabinets, Safety Type

SLK-14型 SLK-16型 SLK-23型 SLK-25型

ヤマトラボラトリーキャビネットは、一度に多量の試料
を保管、管理する省スペース型のキャビネットです。

●限られたスペースを有効に使える縦形の引き出しを採用してお
りますので、一度に多量の試料が保管できます。

●引き出しは、スムーズに出し入れできるスライドレール式です。
●本体はステンレス鋼、棚はカルプ材を採用するなど、耐薬品性に

十分配慮されています。
●ガードバーが両サイドからガードしていますので、試料びん、

その他の容器の落下を防ぎます。また、ガードバーは、上に軽く
持ち上げるだけで手前に倒れますので、試薬びんをスムーズに
出し入れできます。

●棚は約45mm間隔で上下に移動しますので、試薬びんや容器の
サイズに応じて自由に調節できます。

●SLK-14型、SLK-16型は、スペースを有効に使えるように2段重
ねができます。

■オプション

■仕様
商品コード 141365 141366 141363 141364

型 式 SLK-14 SLK-16 SLK-23 SLK-25
ボトル収容量（JIS規格試薬びん）

20ml
540本 900本 1,080本 1,800本

（棚5段）

25ml
450本 750本 900本 1,500本

（棚5段）

100ml
192本 320本 480本 800本

（棚4段）

250ml
54本 90本 144本 240本

（棚3段） （棚4段）

500ml
45本 75本 90本 150本

（棚3段）

1,000ml
24本 40本 72本 120本

（棚2段） （棚3段）
間　口 440mm 680mm 485mm 755mm
奥　行 620mm
高　さ 800mm 1,800mm
重さ（約） 32kg 51kg 70kg 100kg

付
属
品

標準棚 9個 15個 18個 30個
ガードバー 18本 30本 36本 60本
横仕切板 45枚 75枚 90枚 150枚
縦仕切板 18枚 30枚 36枚 60枚

取付専用金具
  床、壁、2段
  重ね固定用

  床、壁、2段
  重ね固定用

− −

カギ カギは標準セットです。

価 格 ¥105,000 ¥175,000 ¥240,000 ¥395,000

（ ）（ ）

No. 品名 商品コード 価　格
① 標準棚 141391 ¥3,000
② ガードバー（2本組） 141392 ¥2,200
③ 横仕切板（5枚組） 141393 ¥1,000
④ 縦仕切板（2枚組） 141394 ¥  300
⑤ 棚セット（上記1組） 141395 ¥6,500



●仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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SLK・GLK・CT・CC

GLK-44型 GLK-66型 GLK-99型

●どの形状の棚も互換性があり、ぴったり
合います。

●2段重ねの使用もでき、スペースをさら
に有効に生かします。

●付属の標準棚はカルプ製です。
●専用脚台もあります。

クーリング・キャビネット
普及型 CC-3/5型

CC-5型

■仕様

●サイドテーブルとして使用できます。
●クーリング・キャビネットの上部には天

板がセッティングしてあり、実験台とし
て使用いただけます。

●精密な温度コントロール装置付きです。
●強力な冷却装置を内蔵しています。

クーリング・キャビネット
テーブル付き CT-3/5型

CT-5型

■仕様
商品コード A000150 A000151

型 式 CT-3 CT-5
使用温度範囲 5℃〜室温
温度調節精度 ±2℃
扉 片戸扉式、マグネットキャッチ
外装材 電気亜鉛メッキ鋼板焼付樹脂塗装仕上げ
内装材 ステンレススチール

外形寸法
（間口×奥行×高さ）

900×750×800mm 1,200×750×800mm

重さ（約） 106kg 133kg

価 格 ¥640,000 ¥890,000

商品コード A000152 A000153

型 式 CC-3 CC-5
使用温度範囲 5℃〜室温
温度調節精度 ±2℃
扉 片戸扉式、マグネットキャッチ
外装材 電気亜鉛メッキ鋼板焼付樹脂塗装仕上げ
内装材 ステンレススチール

外形寸法
（間口×奥行×高さ）

845×725×800mm 1,085×725×800mm

重さ（約） 95kg 120kg
価 格 ¥580,000 ¥770,000

●ガロンビンを上、下段で8本まで収納できるキャビネットです。

ボトルキャビネット
GLK-44型（ガロンビンタイプ）

■仕様
商品コード 141360

型 式 GLK-44
収納本数 ガロンビン　上、下　各4本　合計8本
外形寸法（間口×奥行×高さ）440×620（把手含む）×750mm
材　質 ステンレス鋼SUS304
付属品 取り付け専用金具（床、壁、2段重ね固定用）

材質ステンレス鋼SUS304
カギ カギは標準セットです。

価 格 ¥120,000

●専用固定金具で床、壁固定ができます。
●引き出しは、プッシュボタン機構で耐震性を強化。
●高さ800mmは、実験台の高さと同じです。
●SLK型との2段重ねの使用もできます。

ボトルキャビネット
GLK-66/99型（ガロンビンタイプ）

■仕様
商品コード 141315 141316

型 式 GLK-66 GLK-99
収納本数（ガロンビン） 12本（2段） 18本（2段）
外形寸法（間口×奥行×高さ）440×620×800mm 680×620×800mm
材　質 ステンレス鋼SUS304
付属品 取り付け専用金具（床、壁、2段重ね用）
カギ カギは標準セットです。

価 格 ¥120,000 ¥155,000

（注）掲載価格に消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。


