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Modular structural systems
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フレームとコーナー部材は右記のカラーバリエーション
からお選びいただくことが可能です（受注生産）。

フレーム
（標準色）

フレーム ：
black steel duro

フレーム ：
traffi c white duro

フレーム
（受注生産）

コーナー部材
（標準組合せ）

コーナー部材
（受注生産）

コーナー部材（樹脂製）フレーム（粉体塗装）

sterling silver duro

grey aluminium duro

pearl gold

bright silver mistral

black steel duro

patina dark (not opaque) rust brownbright silver duro

traffi c white duro

dark bronce

silver

black white

umbra grey anthracite

silver mat

Finish
フィニッシュ

Kado 15
Product summary
カド15 製品概要

15㎜角のフレームで構成されたシンプルかつ無駄のないフォルムの

Kado１５は、ネジを使わずに簡単に組立ができます。

Kadoシリーズ中、最もスリムなタイプで、壁面および中島のディスプレイ

として多彩な展開が可能です。

Simple forms and clear structures. Kado is easy to assemble, without screws.
Kado15 is a slimline version which enables different configurations as base elements 
for numerous wall and midfloor displays.
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Kado 15

15 mm
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Kado 15
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336-345.07

336-345.07

336-344.07

336-344.07

336-353.07

336-353.07

Kado 15
カド 15

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×400mm

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×800mm

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×1200mm

姿図

400

400

400

d

400

800

400

d

400 400

1200 d

特長 d＝ダボピッチ100mm×3

最大積載質量＝40kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

d＝ダボピッチ100mm×7

最大積載質量＝60kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

d＝ダボピッチ100mm×11

最大積載質量＝80kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 中島タイプで、什器の高さ1000mm
を超える場合は床固定金具を使用し
てください。床への固定ができない場
合は、必ず底板（1VK3AK-YA26）
を使用してください。

製品コードNO

製品の素材、仕上げについては
209ページをご参照ください。

black steel duro 黒
 1VK31P-YA26
traffic white duro 白
 1VK31P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。

組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK32P-YA26
traffic white duro 白
 1VK32P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。

組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK33P-YA26
traffic white duro 白
 1VK33P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
床固定金具2個を含みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。
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336-321.07

336-321.07

336-351.07

336-351.07

336-346.07

336-346.07

336-352.07

336-352.07

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×1600mm

Rectangular mid-room 
construction
Kado15 長方形中島タイプ
400×800×800mm

Rectangular mid-room 
construction
Kado15 長方形中島タイプ
400×800×1200mm

Rectangular mid-room 
construction
Kado15 長方形中島タイプ
400×800×1600mm

400 400

1600 d

400

800

800

d

400 800

1200
d

400 800

1600
d

d＝ダボピッチ100mm×15

最大積載質量＝100kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 中島タイプで、什器の高さ1000mm
を超える場合は床固定金具を使用し
てください。床への固定ができない場
合は、必ず底板（1VK3AK-YA26）
を使用してください。

d＝ダボピッチ100mm×7

最大積載質量＝45kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

d＝ダボピッチ100mm×11

最大積載質量＝60kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 中島タイプで、什器の高さ1000mm
を超える場合は床固定金具を使用し
てください。床への固定ができない場
合は、必ず底板（1VK3AL-YA26）を
使用してください。

d＝ダボピッチ100mm×15

最大積載質量＝75kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 中島タイプで、什器の高さ1000mm
を超える場合は床固定金具を使用し
てください。床への固定ができない場
合は、必ず底板（1VK3AL-YA26）を
使用してください。

black steel duro 黒
 1VK34P-YA26
traffic white duro 白
 1VK34P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
床固定金具2個を含みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK35P-YA26
traffic white duro 白
 1VK35P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。

組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK36P-YA26
traffic white duro 白
 1VK36P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
床固定金具2個を含みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK37P-YA26
traffic white duro 白
 1VK37P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
床固定金具2個を含みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。



214

336-336.07

336-336.07

336-337.07

336-337.07

336-347.07

336-347.07

336-398.07

336-398.07

Rectangular mid-room 
construction
Kado15 長方形中島タイプ
400×1200×1400mm

Square wall construction

Kado15 正方形壁面タイプ
400×400×2400mm

Rectangular wall construction

Kado15 長方形壁面タイプ
400×800×2400mm

Shelf element frame
for wooden or glass shelf

Kado15 木／ガラス棚兼用棚フレーム
400×400mm

400 1200

1400
d

400 400

d
2400

400 800

d

2400
400 400

d＝ダボピッチ100mm×13

最大積載質量＝50kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 中島タイプで、什器の高さ1000mm
を超える場合は床固定金具を使用し
てください。床への固定ができない場
合は、必ず底板（1VK3AM-YA26）
を使用してください。

d＝ダボピッチ100mm×23

最大積載質量＝140kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

d＝ダボピッチ100mm×23

最大積載質量＝105kg

400mmピッチで棚板を取り付け
ることをおすすめします。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

最大積載質量＝20kg

 図番：ガラス棚 6mm 365-844

 図番：木棚 12mm 365-838

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

black steel duro 黒
 1VK38P-YA26
traffic white duro 白
 1VK38P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
床固定金具2個を含みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK39P-YA26
traffic white duro 白
 1VK39P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
壁面固定金具セット（4個入り）を含
みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK40P-YA26
traffic white duro 白
 1VK40P-YA50

アジャスター（φ15mm）8個を含
みます。
壁面固定金具セット（4個入り）を含
みます。
取付ネジは含まれておりません。
組み換えや分解などは別途解体用
工具（1VK3AP-YA23）が必要で
す。

black steel duro 黒
 1VK3AA-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AA-YA50

取付金具4個を含みます。

Kado 15
カド 15
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336-338.07

336-338.07

336-401.07

336-401.07

336-334.02

Shelf element frame
for wooden or glass shelf

Kado15 木／ガラス棚兼用棚フレーム
400×800mm

Shelf element frame
for wooden or glass shelf

Kado15 木／ガラス棚兼用棚フレーム
400×1200mm

Shelf element support set
for wooden or glass shelf

Kado15 
木／ガラス棚兼用棚用サポートセット

Glass shelf element 6 mm
for shelf element frame

Kado15
ガラス棚

400 800 400 1200

368

6t

368

368

6t

368

768

6t

368

1168

0.0
–0.5

3680.0
–0.5

3680.0
–0.5

詳細2

詳細1

最大積載質量＝15kg

 図番：ガラス棚 6mm 365-848

 図番：木棚 12mm 365-839

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

最大積載質量＝10kg

 図番：ガラス棚 6mm 365-877

 図番：木棚 12mm 365-878

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

木棚／ガラス棚を取り付ける際に
使用します。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

強化ガラス6mm

black steel duro 黒
 1VK3AB-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AB-YA50

取付金具4個を含みます。

black steel duro 黒
 1VK3AC-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AC-YA50

取付金具4個を含みます。

Plastic, transparent　透明プラスチック
 1VK3AD-YA02

4個セットです。

clear クリア
368×368mm 1VK3AR-YA07
368×768mm 1VK3AT-YA07
368×1168mm 1VK3AU-YA07
satinato フロスト
368×368mm 1VK3AR-YA45
368×768mm 1VK3AT-YA45
368×1168mm 1VK3AU-YA45

別途 木／ガラス棚兼用棚用サポー
トセット（1VK3AD-YA02）が必要
です。

365-844.01

365-848.01

365-877.01

365-844.04

365-848.04

365-877.04
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336-400.07

336-400.07

336-340.07

336-340.07

Kado 15
カド 15

336-348.07

336-348.07

後送

Wood shelf element 12 mm
for shelf element frame

Kado15
木棚

Symmetrical support rods
for mid-room construct ion

Kado15 中島タイプ用シンメトリカルサポートロッド
370×400mm

Symmetrical support rods
for mid-room construct ion

Kado15 中島タイプ用シンメトリカルサポートロッド
370×800mm

Symmetrical support rods
for mid-room construct ion

Kado15 中島タイプ用シンメトリカルサポートロッド
370×1200mm

368

12t

368

368

12t

368

768

12t

368

1168

0.0
–0.5

3680.0
–0.5

3680.0
–0.5

詳細2

詳細1

370 400 370 800
370 1200

30 x 15

木棚12mm 最大積載質量＝20kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

最大積載質量＝15kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

最大積載質量＝20kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

white ホワイト
368×368mm 1VYK2P-MG07
368×768mm 1VYK3P-MG07
368×1168mm 1VYK4P-MG07
black ブラック
368×368mm 1VYK2P-MK74
368×768mm 1VYK3P-MK74
368×1168mm 1VYK4P-MK74
Neo Wood Light ネオウッドライト
368×368mm 1VYK2P-MK17
368×768mm 1VYK3P-MK17
368×1168mm 1VYK4P-MK17
Neo Wood Medium ネオウッドミディアム
368×368mm 1VYK2P-MK18
368×768mm 1VYK3P-MK18
368×1168mm 1VYK4P-MK18
Neo Wood Dark ネオウッドダーク
368×368mm 1VYK2P-MK19
368×768mm 1VYK3P-MK19
368×1168mm 1VYK4P-MK19

別途 木／ガラス棚兼用棚用サポー
トセット（1VK3AD-YA02）が必要
です。

black steel duro 黒
 1VK3AE-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AE-YA50

取付金具4個を含みます。

black steel duro 黒
 1VK3AF-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AF-YA50

取付金具4個を含みます。

black steel duro 黒
 1VK3AJ-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AJ-YA50

取付金具4個を含みます。
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336-339.07

336-339.07

336-350.07

336-350.07

336-509.07

336-510.07

336-511.07

336-509.07

336-510.07

336-511.07

336-354.07

336-354.07

Asymmetrical support rods
for wall construct ion

Kado15 壁面タイプ用アシンメトリカルサポートロッド
370×400mm

Asymmetrical support rods
for wall construct ion

Kado15 壁面タイプ用アシンメトリカルサポートロッド
370×800mm

Converter bottom
for mid-room construct ions more than 
1000 mm high

Kado15 底板

Wall mount set
for wall construct ions more than 
1600 mm high

Kado15 壁面固定金具セット

370 400 370 800

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

最大積載質量＝20kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

最大積載質量＝15kg

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 床固定ができない中島タイプの
連結に使用する場合は上下2ヶ
所以上の設置をおすすめしま
す。

 中島タイプで什器の高さが
1000mmを超える場合で、什器
の床固定ができない場合は底板
を必ず使用してください。

 底板（スチール製）を使用するこ
とで、安定感が増します。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 高さ1600mmを超える壁面タ
イプに必ず使用してください。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

black steel duro 黒
 1VK3AG-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AG-YA50

取付金具4個を含みます。

black steel duro 黒
 1VK3AH-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AH-YA50

取付金具4個を含みます。

black steel duro 黒
368×368mm 1VK3AK-YA26
768×368mm 1VK3AL-YA26
1168×368mm 1VK3AM-YA26
traffic white duro 白
368×368mm 1VK3AK-YA50
768×368mm 1VK3AL-YA50
1168×368mm 1VK3AM-YA50

コーナー受け金具4個入りです。

2枚で1セットです。

black steel duro 黒
 1VK3AN-YA26
traffic white duro 白
 1VK3AN-YA50

4個セットです。

壁面タイプ1台につき、壁面固定
金具は1セット必要です。

取付ネジは含まれておりません。
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336-375.09 983-467.11

Disassembly tool set

Kado15 解体用工具

Bracket for shelf element frame Kado15

Kado15 棚フレーム取付金具 Kado15 配線カバー

Set of panel fixation clips
for wooden backpanel

Kado15サイドパネル用クリップ

797 16□

配線孔
12×25

緩衝材

緩衝材
予備×2

緩衝材

配線孔
12×25

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

電話線を目立たないように収納す
ることができます。

センター取り付けとサイド取り付け
の二通りの取り付けができます。

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

サイドパネルをkado15支柱の穴
に固定します。

サイドパネルは垂直方向にのみ使
用できます。

 図番：サイドパネル 203-478

 組み立てや解体の際は施工マニ
ュアルをお読みください。

grey　グレー
 1VK3AP-YA23

4個セットです。

 　　
 1VK3AV-YA11

black　ブラック
 1VYK1A-Z25
white　ホワイト
 1VYK1A-YA50

 black　ブラック
 1VK3AW-YA06

Kado 15
カド 15
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Kado15 サイドパネル 
H200mm

Kado15 サイドパネル 
H300mm

Kado15 サイドパネル 
H400mm

呼称 -31

固定用ピン

上下用 176
中間用 184 呼称 -31

上下用 276
中間用 284

呼称 -31

上下用 376
中間用 384

上下用
200×400mm 1VYK5Z-□
200×800mm 1VYK6Z-□

中間用
200×400mm 1VYK7Z-□
200×800mm 1VYK8Z-□

□ ：  カラーバリエーション 
MK17（ネオウッドライト） 
MK18（ネオウッドミディアム） 
MK19（ネオウッドダーク） 
MG07（ホワイト） 
MK74（ブラック）

サイドパネル用クリップ2個とサイド
パネル固定用ピン2個を含みます。

上下用
300×400mm 1VYKAP-□
300×800mm 1VYKBP-□

中間用
300×400mm 1VYKCP-□
300×800mm 1VYKDP-□

□ ：  カラーバリエーション 
MK17（ネオウッドライト） 
MK18（ネオウッドミディアム） 
MK19（ネオウッドダーク） 
MG07（ホワイト） 
MK74（ブラック）

サイドパネル用クリップ4個を含み
ます。

上下用
400×400mm 1VYKEP-□
400×800mm 1VYKFP-□

中間用
400×400mm 1VYKGP-□
400×800mm 1VYKHP-□

□ ：  カラーバリエーション 
MK17（ネオウッドライト） 
MK18（ネオウッドミディアム） 
MK19（ネオウッドダーク） 
MG07（ホワイト） 
MK74（ブラック）

サイドパネル用クリップ4個を含み
ます。
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カド 15

電話台のユニットコード  ※組立出荷はできません

マガジンラックのユニットコード  ※組立出荷はできません

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×800mm

400

800

400

d

配線カバー
（オプション）

d＝ダボピッチ100mm×7
最大積載質量＝40kg

black steel duro 黒
　1VK32P-YA26

traffic white duro 白
　1VK32P-YA50

Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400W×400D×400Hmm

400
400

40
0

black steel duro 黒
　1VK31P-YA26

traffic white duro 白
　1VK31P-YA50

Square mid-room construction
for wooden or glass shelf

Kado15 木／ガラス棚兼用棚フレーム 
400×400mm

400
400

black steel duro 黒
　1VK3AA-YA26

traffic white duro 白
　1VK3AA-YA50

Shelf element support set
for wooden or glass shelf

Kado15
木／ガラス棚兼用棚用サポートセット

4個セット

Plastic, transparent　透明プラスチック
　1VK3AD-YA02

Kado15 用／マガジンラック（木製品） 
368W×368D×297Hmm

 

368368

27
9

ホワイト� 1VYKLP-MG07
ブラック� 1VYKLP-MK74
ネオウッドライト� 1VYKLP-MK17
ネオウッドミディアム�1VYKLP-MK18
オウッドダーク� 1VYKLP-MK19

Kado15 電話台
400×400×800mm

黒 + クリア� 1VK32H-YA07
白 + クリア� 1VK32F-YA07
黒 + フロスト� 1VK32H-YA45
白 + フロスト� 1VK32F-YA45
黒 + ホワイト 1VK32H-MG07
白 + ホワイト 1VK32F-MG07
黒 + ブラック 1VK32H-MK74
白 + ブラック 1VK32F-MK74
黒 + ネオウッドライト 1VK32H-MK17
白 + ネオウッドライト 1VK32F-MK17
黒 + ネオウッドミディアム 1VK32H-MK18
白 + ネオウッドミディアム 1VK32F-MK18
黒 + ネオウッドダーク 1VK32H-MK19
白 + ネオウッドダーク 1VK32F-MK19

Kado15 マガジンラック
400W×400D×472.5Hmm

400
400

47
2.

5

40
0

72
.5

黒 + ホワイト� 1VYKJP-MG07
白 + ホワイト� 1VYKKP-MG07
黒 + ブラック� 1VYKJP-MK74
白 + ブラック� 1VYKKP-MK74
黒 + ネオウッドライト� 1VYKJP-MK17
白 + ネオウッドライト� 1VYKKP-MK17
黒 + ネオウッドミディアム� 1VYKJP-MK18
白 + ネオウッドミディアム� 1VYKKP-MK18
黒 + ネオウッドダーク� 1VYKJP-MK19
白 + ネオウッドダーク� 1VYKKP-MK19

Class shelf element 6mm
for wooden or glass shelf

Kado15 ガラス棚／木棚
368×368×6mm

368

6t

368

368

0.0
–0.5

3680.0
–0.5

3680.0
–0.5

詳細2

詳細1

クリア� 1VK3AR-YA07
フロスト� 1VK3AR-YA45
ホワイト� 1VYK2P-MG07
ブラック� 1VYK2P-MK74
ネオウッドライト� 1VYK2P-MK17
ネオウッドミディアム� 1VYK2P-MK18
オウッドダーク� 1VYK2P-MK19

※ 配線カバー（オプション品） ： ブラック 1VYK1A-Z25 , ホワイト 1VYK1A-YA50
※ 配線カバーは、木ガラス棚兼用棚フレームとは併用できません。
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コートハンガーのユニットコード
Square mid-room construction

Kado15 正方形中島タイプ
400×400×1600mm

400 400

1600 d

d＝ダボピッチ100mm×15
最大積載質量＝100kg

black steel duro 黒
　1VK34P-YA26

traffic white duro 白
　1VK34P-YA50

Symmetrical support rods
for mid-room construct ion

Kado15 中島タイプ用シンメトリカルサポートロッド
370×400mm

370 400

最大積載質量＝20kg

black steel duro 黒
　1VK3AE-YA26

traffic white duro 白
　1VK3AE-YA50

Kado15 コートハンガー
400×400×1600mm

black steel duro 黒
　1VK34C-YA26

traffic white duro 白
　1VK34C-YA50

Converter bottom
for mid-room construct ions 

Kado15 底板
368×368mm

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

black steel duro 黒
　1VK3AK-YA26

traffic white duro 白
　1VK3AK-YA50

Rectangular mid-room 
construction
Kado15 長方形中島タイプ
400×800×1600mm

400 800

1600
d

d＝ダボピッチ100mm×15
最大積載質量＝75kg

black steel duro　黒
　1VK37P-YA26

traffic white duro 白
　1VK37P-YA50

Symmetrical support rods
for mid-room construct ion

Kado15 中島タイプ用シンメトリカルサポートロッド
370×800mm

370 800

最大積載質量＝15kg

black steel duro　黒
　1VK3AF-YA26

traffic white duro 白
　1VK3AF-YA50

Kado15 コートハンガー
400×800×1600mm

black steel duro　黒
　1VK37C-YA26

traffic white duro 白
　1VK37C-YA50

Converter bottom
for mid-room construct ions

Kado15 底板
768×368mm

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

black steel duro　黒
　1VK3AL-YA26

traffic white duro 白
　1VK3AL-YA50
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100

棚板用ダボ穴
100mmピッチでついています。

中島タイプ 構成例

シンメトリカルサポートロッド
基本体を連結しながらハンギングレールとして使用で
きます。

底板
高さ1000mmを超える中島タイプの什器で、床固定
ができない場合は底板を使用してください。

床固定ができない中島タイプの連結に、棚フレームやサポートロ
ッドを使用する場合は、上下2ヶ所以上の設置をおすすめします。

床固定ができない中島タイプの連結に、棚フレームやサポートロ
ッドを使用する場合は、上下2ヶ所以上の設置をおすすめします。

施工マニュアル
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壁面タイプ 構成

アシンメトリカルサポートロッド
壁面タイプでのスリーブアウト陳列が可能です。

壁面用固定金具
高さ1600mmを
超える什器には必
ず使用してくださ
い。
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  積載質量に関する注意事項を守り、取り付ける壁面と壁面ユニットおよび固定金具が、予測される負荷を支えるのに必要な能力を備えていることを必
ず確認してください。 
自立型什器の設置に関しては、アタッチメントを使用した場合でも、十分な安定性を備えていることを必ず確認してください。

施工についての説明

基本体ユニットの組み立て

Kado 15のすべての基本体ユニットはトップフレームとベースフレームが、組み立てられた状態で出荷されます。

アジャスターのついたベースフレーム1を床に置きます。
次に連結パイプ24本をベースフレームの各コーナーに差し込
みます。
最後にトップフレーム3をゴムハンマーでたたきこみます。

1

2

3

3

  コーナー部材（樹脂製）を傷つけないように注意してくだ
さい。

2

1

3 4 5

(1VK3AP-YA23)
基本体ユニットの解体方法

基本体ユニットのベース部各コーナーに解体用工具をセットしま
す1。工具の突起部分を連結パイプの一番下の穴に差し込みま
す2。工具の穴にマイナスドライバーを差し込み3、しっかりと押
し下げます4。同じ作業を他の工具についても行い、すべてのパ
イプを連結部材から外します。

  解体作業時はフレームを手で支えてください。転倒
などにより、破損やケガをするおそれがあります。
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床固定金具

中島タイプは床への固定を推奨します。
対角線上に固定金具1を差し込み、床にネジ止め2してくださ
い。
床材に適合したネジを使用してください。（ネジは現地手配してく
ださい。）

1

2

ø6.2

  中島タイプで、什器の高さ1000mmを超える場
合は、床固定金具を使用してください。床への固定
ができない場合は底板を使用してください。

壁面への取り付け

壁面タイプは固定金具で4ヶ所を壁にしっかりと固定してくださ
い。できるだけ高い位置で固定し、その鉛直下で離れた位置に固
定してください。
連結パイプに壁面固定金具1をセットし、ネジ2でとめてくださ
い。
下地材に適合したネジを使用してください。（ネジは現地手配し
てください。）

  壁面固定金具には上下があります。右図の向きに
取り付けてください。

  積載質量に関する注意事項を守り、取り付ける壁
面と壁面ユニットおよび固定金具が、予測される
負荷を支えるのに必要な能力を備えていることを
必ず確認してください。

1 2

ø6.5

底板

床固定金具セットを使って床への固定ができない場合には、底板
を使うことも可能です。
底板（スチール製）を使用することで、安定感が増します。
アジャスター1を使用して、コーナー受け金具2を本体に固定し
てください。
コーナー受け金具の上に底板を2枚重ねて置いてください。

21 x8 x4

底板（2枚）
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木／ガラス棚兼用棚用サポート（1VK3AD-YA02）の使用方法

棚用サポート1を取り付けた後、その上に棚板2を置いてくださ
い。

棚板を最上部もしくは最下部に取り付ける際には、棚用サポート
1をフレーム内に差し込みます。
それ以外の場合は、棚板は棚フレームに設置してください。
400mmより長い棚板には、棚用サポートを追加で使用してくだ
さい。

棚用サポート4個セットの必要数量について

設置箇所 棚W寸法 棚用サポート必要数

トップ棚
ベース棚

400W 4個　（1セット）

800W／1200W 6個　（2セット）

中間棚
400W 不要

800W／1200W 2個　（1セット）

  棚用サポートの必要個数は右下の表を参照し、確
実にセットしてください。棚の落下などにより破損
やケガをするおそれがあります。

1

2

トップ棚

中間棚

ベース棚

1

2

トップ棚

中間棚

ベース棚

木／ガラス棚兼用棚フレームの組み立て

棚フレームは木・ガラス棚を受けるためのものであり、棚フレーム
を取り付けることで、什器をより安定させることが可能です。
固定金具14個を連結パイプの同じ高さの長手方向側に差し込
みます。
棚フレーム2を固定金具にセットし、木・ガラス棚3を棚フレーム
におとしこみます。

1

2

3

木／ガラス棚
兼用棚用サポートセット
（1VK3AD-YA02）

  800W以上の棚には別途、木／ガラス棚兼用棚用サポー
トセット（1VK3AD-YA02）が必要です。 
（必要数量は下記参照）
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サポートロッドの取り付け方法

取付金具1を取り付けた後、その上にサポートロッド2をのせます。

1 2

サイドパネル H300/400mmタイプの取り付け方法

サイドパネルをKado15支柱の穴Aに固定します。サイドパネル
はわずかに力を加えるだけで、フレームに差し込んだりB、取り外
したりCすることができます。

CB

A

  サイドパネルは垂直方向にのみ使用で
きます。棚板としては使用できません。

  サイドパネルは一方向のみ取り付け、取り外しができます。
逆方向に脱着しようとすると破損するおそれがあります。

 図番：サイドパネル 203-478

1VK3AW-YA06
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サイドパネル
H200mm

クリップ

固定ピン 固定ピン

棚用サポート棚板

サイドパネル
H200mm

クリップ

固定ピン 固定ピン

棚用サポート棚板

サイドパネル H200mmタイプの取り付け方法

1  サイドパネルをKado15支柱の穴に 
固定します。

H200mmの場合は固定用ピンを使用します。

2  サイドパネルを図のように回転させ、 
付属の固定用ピンを差し込みます。

3  サイドパネルを元の位置に戻し 
上から棚板を取り付けます。

4  フレームと棚板の間に、固定用ピンがしっかりと
入っていることを確認してください。

サイドパネル
H200mm

クリップ

固定ピン 固定ピン

棚用サポート棚板

サイドパネル
H200mm

クリップ

固定ピン 固定ピン

棚用サポート棚板
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①配線を配線孔に通してください（※あらかじめ、配線孔（12×25）に配線が通るか、ご確認ください）。

②アジャスターのついたベースフレームを床に置きます。

③連結パイプ4本を、ベースフレームの各コーナーに差し込みます。

④配線カバー（オプション）を配線孔が外側に向くように取り付けてください。

※配線カバーは任意の位置に取り付けられます。取付の際は位置をご確認ください。

⑤トップフレームを連結パイプに差し込み、配線カバーの垂直を確認しながら、ゴムハンマーで叩き込みます。

⑥棚用サポートをトップフレームに設置後、上に天板を置いてください。

③

⑥

トップフレーム

ベースフレーム

連結パイプ

④

ベースフレーム

配線孔
（１２×２５）

配線カバー

コーナー部材

⑤

ゴムハンマー

①

①

ベースフレーム
アジャスター

連結パイプ

配線カバー
(オプション)

棚用サポート

天板

①

配線

配線カバー

⑥
天板

配線孔
（１２×２５）

Kobo15 電話台の組み立て

   配線カバーが倒れないよう、手で支えながら作業してください。 
配線カバーの位置を変更する際はトップフレームを外してから行ってください。 
外さずに配線カバーをずらすと緩衝材がはがれる恐れがあります。 
ハンマーで叩き込む際はコーナー部材（樹脂製）を傷つけないようにご注意ください。


