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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
（受注生産）

コーナー部材
（標準色）

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 traffic white duro

dark bronce

silver

black

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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336-345.07 336-344.07336-353.07

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
253ページをご参照ください。

black steel duro　黒
 1VK31P-YA26

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

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

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。

Kado 15
カド 15
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336-321.07 336-351.07 336-346.07 336-352.07

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

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

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

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

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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336-336.07 336-337.07336-347.07336-398.07

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

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

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

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

取付金具4個を含みます。

Kado 15
カド 15
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336-338.07 336-401.07 336-334.02

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

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／ガラス棚兼用棚フレームを
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

取付金具4個を含みます。

black steel duro　黒
 1VK3AC-YA26

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。

クリア
368×368mm 1VK3AR-YA07
フロスト
368×368mm 1VK3AR-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。

365-844.07

365-844.07
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336-400.07 336-350.07336-340.07

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

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

370 400 370 800
370 1200

30 x 15

370 400

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。

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。

black steel duro　黒
 1VK3AE-YA26

取付金具4個を含みます。

black steel duro　黒
 1VK3AF-YA26

取付金具4個を含みます。

black steel duro　黒
 1VK3AJ-YA26

取付金具4個を含みます。

black steel duro　黒
 1VK3AG-YA26

取付金具4個を含みます。

Kado 15
カド 15

336-348.07
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336-339.07 336-509.07

336-510.07

336-511.07

336-354.07 336-375.09

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

Disassembly tool set

Kado15 解体用工具

370 800

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

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。

 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
 1VK3AH-YA26

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

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

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。

grey　グレー
 1VK3AP-YA23

4個セットです。
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電話台のユニットコード

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
400×400×800mm

400

800

400

d

d＝ダボピッチ100mm×7
最大積載質量＝40kg

black steel duro　黒
　1VK32P-YA26

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

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

Kado15 電話台
400×400×800mm

クリア� 1VK32G-YA07
フロスト� 1VK32G-YA35

Class shelf element 6mm
for wooden or glass shelf

Kado15 ガラス棚
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

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

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

Kado15 コートハンガー
400×400×1600mm

black steel duro　黒
　1VK34C-YA26

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

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

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

Kado15 コートハンガー
400×800×1600mm

black steel duro　黒
　1VK37C-YA26

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



263

Modular structural systems

1
2
3
4
5



264

Kado 15

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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Kado 15

  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

木／ガラス棚兼用棚フレームの組み立て

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。

 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。

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。

 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
P.268参照）

1

2

3

3

1

2

3

木／ガラス棚
兼用棚用サポートセット
（1VK3AD-YA02）
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  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。

床固定金具

底板

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。）

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。
すべてのアジャスター1を軽く緩めて、4隅のアジャスターと本
体の間にコーナー受け金具2を差し込みます。
その後、アジャスターを手で締めます。コーナー受け金具の上に
底板を置きます。2枚重ねて使用してください。

1

2

ø6.2

21 x8 x4

底板（2枚）
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Kado 15

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）

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。）

  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。

  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

1 2

ø6.5
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サポートロッドの取り付け方法

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。

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。

  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。

2

1

3 4 5

(1VK3AP-YA23)

1 2


