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H692 W900タイプ 外寸法：W900×D450×H692

■本カタログのすべての表示価格は税抜きで表示しています。

カギ付
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B41/2・B4コンビ
引出し型（下段用） GPN掲載
HTM-069AES1-□□ ¥108,500
B41/2引出し内寸法：W821×D395×H130
B4引出し内寸法：W821×D395×H302

クリスタルトレイ型（上段・下段兼用）
HTM-069KAD-□□ ¥108,400
A4縦浅型トレイ42個
HTM-069KBJ-□□ ¥123,600
B4縦浅型トレイ42個

クリスタルトレイ型（上段・下段兼用）
HTM-069KAF-□□ ¥100,400
A4縦浅型トレイ24個
A4縦深型トレイ9個
HTM-069KBL-□□ ¥108,400
B4縦浅型トレイ24個
B4縦深型トレイ9個

扉型 棚式（上段・下段兼用） GPN掲載
HTM-069BAN1-□□ ¥84,900
内寸法：W821×D415×H290
扉型棚式2段

HTM-069KBL-WEHTM-069KBJ-WE

カギ付 カギ付

扉型 大引出し式（下段用） GPN掲載
HTM-069CAN2-□□ ¥94,000
内寸法：W821×D395×H290
扉型大引出し2段
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カギ付

B4・A4引出し型（下段用）GPN掲載
HTM-069AS-□□ ¥77,000
内寸法：W821×D395×H302
大引出し2段

※引出しの詳細はP.701をご参照ください。
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ガラス引戸型（上段用）
HTM-069GSG-□□ ¥62,500
内寸法：W864×D410×H647
棚板1枚付、カギなし

3枚引戸型（上段・下段兼用）
HTM-069RSN-□□ ¥72,500
内寸法：W864×D401×H647
棚板1枚付
扉自閉装置付
開口間口寸法：500㎜

ガラス3枚引戸型（上段用） 
HTM-069RGN-□□ ¥78,900
内寸法：W864×D401×H647
棚板1枚付
扉自閉装置付
開口間口寸法：500ù
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引戸型（下段用）
HTM-069GSN-□□ ¥51,300
内寸法：W864×D400×H647
開口間口寸法：355㎜
棚板1枚付

カギ付 カギ付
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クリスタルトレイ型（上段・下段兼用）
HTM-069KAR-□□ ¥96,900
コンビ：A3横浅型トレイ14個
　　　 A4縦浅型トレイ14個

カギ付
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両開き扉型（上段・下段兼用）GPN掲載
HTM-109HSS-□□ ¥53,100
内寸法：W864×D415×H988
棚板2枚付
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オープン棚型（上段・下段兼用）
HTM-109LS-□□ ¥44,500
内寸法：W864×D448×H988
棚板2枚付、棚板奥行寸法：D400

HTM-109HSS-WE

3列オープン棚型（上段・下段兼用）
HTM-109LC1-□□ ¥80,000
内寸法：W276×D448×H988（3列）
棚板6枚付、棚板最大積載質量15™
追加棚板 HTMA-03T1-□□ ¥2,700
棚板用見出し HFMA-RE（10枚入） ¥1,700▲

P.795参照
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雑誌架型（上段・下段兼用）
HTM-069BHS-□□ ¥79,500
内寸法：W863×D360×H230
扉部有効寸法：W825×D22×H315
カギなし

W900タイプH1038 外寸法：W900×D450×H1038

W900タイプH1038 外寸法：W900×D450×H1038

HTM-109HSL-WE

両開き扉型（上段・下段兼用）
ダイヤル錠
HTM-109HSL-□□ ¥62,500
内寸法：W864×D415×H988
棚板2枚付
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両開き扉型（上段・下段兼用）
プッシュボタン錠
HTM-109HSM-□□ ¥64,800
内寸法：W864×D409×H988
棚板2枚付 カギ付 カギ付 カギ付
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ガラス両開き扉型（上段用）GPN掲載
HTM-109HVGN-□□ ¥85,500
内寸法：W864×D415×H988
棚板2枚付

引戸型（上段・下段兼用）
HTM-109GSN-□□ ¥58,200
内寸法：W864×D400×H988
開口間口寸法：355㎜
棚板2枚付

ガラス引戸型（上段用）
HTM-109GSG-□□ ¥69,100
内寸法：W864×D410×H988
棚板2枚付、カギなし

カギ付

user
長方形



シンラインキャビネット　
シンラインキャビネット

693GH

11

シ
ス
テ
ム
収
納
家
具

■カラー：□□＝ W9、WEスライドタイプに使用できる機種 単体でご使用の場合、ウェイト（P.698y）をベースに取り付けてください。 横連結できない機種

W900タイプH1038 外寸法：W900×D450×H1038

■本カタログのすべての表示価格は税抜きで表示しています。
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B5引出し型（下段用）GPN掲載
HTM-109ABS1-□□ ¥119,000
内寸法：W821×D395×H217
中引出し4段

B6引出し型（下段用）GPN掲載
HTM-109ACS1-□□ ¥137,200
内寸法：W821×D395×H165
小引出し5段

カギ付 カギ付
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B41/2・B4コンビ
引出し型（下段用） GPN掲載
HTM-109AES1-□□ ¥121,200
B41/2引出し内寸法：
W821×D395×H130
B4引出し内寸法：
W821×D395×H302

A4コンビ引出し型（下段用） GPN掲載
HTM-109AFS1-□□ ¥119,700
上段H135引出し内寸法：
W821×D330×H95
下3段A4引出し内寸法：
W821×D330×H261

扉型大引出し式（下段用） GPN掲載
HTM-109CAN2-□□ ¥118,500
内寸法：W821×D395×H290
扉型大引出し3段

カギ付カギ付カギ付

※最下段に使用するキャビネットにはベースを取り付けてください。
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3枚引戸型（上段・下段兼用）
HTM-109RSN-□□ ¥81,400
内寸法：W864×D401×H988
棚板2枚付
扉自閉装置付
開口間口寸法：500㎜

ガラス3枚引戸型（上段用）
HTM-109RGN-□□ ¥89,400
内寸法：W864×D401×H988
棚板2枚付
扉自閉装置付
開口間口寸法：500㎜ カギ付 カギ付

B4・A4引出し型（下段用）
ダイヤル錠
HTM-109AAL1-□□ ¥108,800
内寸法：W821×D395×H302
大引出し3段

B4・A4引出し型（下段用）
プッシュボタン錠
HTM-109AAM1-□□ ¥111,100
内寸法：W821×D382×H302
※ A4サイズのみの対応です。 

B4サイズは収納できません。（上段）
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カギ付 カギ付 カギ付
B4・A4引出し型（下段用）
HTM-109AAS1-□□ ¥96,700
内寸法：W821×D395×H302
大引出し3段
個別施錠タイプもあります。▲

P.736参照    	
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扉型 小引出し式（下段用） GPN掲載
HTM-109CDN2-□□ ¥198,100
内寸法：W821×D395×H137
扉型小引出し6段

扉型棚式（下段用） GPN掲載
HTM-109BAN1-□□ ¥106,700
内寸法：W821×D415×H290
扉型棚式3段

カギ付カギ付
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扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TADN-□□
¥169,800
W800用A4縦浅型トレイ63個

扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TAFN-□□
¥152,100
コンビ：W800用A4縦浅型トレイ33個 

W800用A4縦深型トレイ15個
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扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TAHN-□□
¥136,600
コンビ：W800用A4縦深型トレイ30個 

W800用A4縦浅型トレイ3個カギ付 カギ付 カギ付
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扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TBKN-□□
¥160,200
W800用B4縦浅型トレイ42個 

扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TBMN-□□
¥144,400
コンビ：W800用B4縦浅型トレイ22個 

W800用B4縦深型トレイ10個 カギ付 カギ付
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扉付き
クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109TARN-□□
¥151,100
コンビ：W800用A4縦浅型トレイ21個 

W800用A3横浅型トレイ21個
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クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109KAD-□□
¥148,400
A4縦浅型トレイ63個
HTM-109KBJ-□□
¥170,200
B4縦浅型トレイ63個

クリスタルトレイ型（下段用）
HTM-109KAF-□□
¥130,900
コンビ：A4縦浅型トレイ33個
           A4縦深型トレイ15個
HTM-109KBL-□□
¥152,700
コンビ：B4縦浅型トレイ33個
           B4縦深型トレイ15個

HTM-109KBJ-WE HTM-109KBL-WE

カギ付
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