
200 201注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-915
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF40・45 溝幅10㎜タイプ

STANDARD FRAME
テクニカル
データ
P.325

10㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス
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P.282～

（P.280）
P.282～

アジャスタキャスタープレート100
アジャスタキャスタープレート100（ステン）

アジャスタキャスタープレート100 ユニクロメッキ 3.38kg
3.38kgアジャスタキャスタープレート100（ステン）

※価格表は次ページをご覧ください。

P.790

P.790

P.790

●アジャスタA M16×1 ●アジャスタB M16（ステン）×1

●アジャスタB M16（ステン）×1

●アジャスタB M20（ステン）×1

●アジャスタA M16×1

●アジャスタA M16×1

●アジャスタA M20×1 ●アジャスタA M20×1

●アジャスタA M16×1

アジャスタA M16

アジャスタB M16（ステン） アジャスタB M20（ステン）

アジャスタA M20

アジャスタA M16 アジャスタA M20



202 203注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-501A
数量

□□セット
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF40・45 溝幅10㎜タイプ

STANDARD FRAME
テクニカル
データ
P.325

10㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

レベルアジャスタキット
100SFK-520A 4,132 3,926 3,719 SF2-100・1002S ●レベルアジャスタプレート100×1　●アジャスタA M20×1　●TナットL（M8）×8

●六角穴付ボルト（M8×25）×8　●平ワッシャー（M8）×8

●アジャスタB M16（ステン）×1

●アジャスタB M16（ステン）×1

●アジャスタB M20（ステン）×1

●アジャスタB M20（ステン）×1

●アジャスタB M20（ステン）×1

●アジャスタB M20（ステン）×1

●アジャスタA M16×1

●アジャスタA M20×1

●アジャスタA M20×1

●アジャスタA M20×1

●アジャスタA M20×1

●アジャスタA M16×1

レベルアジャスタキット
キャスター付100SFK-521A 6,439 6,118 5,796 SF2-100・1002S ●レベルアジャスタプレート100×1　●キャスターC×1　●六角穴付ボルト（M8×12）×4

●アジャスタA M20×1　●TナットL（M8）×8　●六角穴付ボルト（M8×25）×8　●平ワッシャー（M8）×8
レベルアジャスタキット

キャスター付100（ステン）SFK-521S 10,494 9,970 9,445 SF2-100・1002S ●レベルアジャスタプレート（ステン）100×1　●キャスターC（ステン）×1　●六角穴付ボルト（M8×12）ステンレス×4
●アジャスタB M20（ステン）×1　●STナットL（M8）×8　●六角穴付ボルト（M8×25）ステンレス×8　●平ワッシャーM8（ステンレス）×8

レベルアジャスタキット
100（ステン）SFK-520S 7,386 7,017 6,648 SF2-100・1002S ●レベルアジャスタプレート（ステン）100×1　●アジャスタB M20（ステン）×1　●STナットL（M8）×8

●六角穴付ボルト（M8×25）×8　●平ワッシャーM8（ステンレス）×8

アンカーブラケット

1,180
SFJ-70S

アンカーブラケットキット

1,435
SFK-71S

材質 ステンレス
質量 598g（単品）
環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

●アンカーブラケット×1
●STナットL（M8×18）×3
●六角穴付ボルト（M8×18）ステン×3

P.790

P.790
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