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お問い合わせ・ご相談は、下記へ

商環境事業本部 YSCS79－771  P.TP ’17-08

○記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
○諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
○現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

ISO14001 登録

ISO9001 登録

　オカムラグループ
（（株）岡村製作所・（株）オカムラ物流・
　　（株）オカムラサポートアンドサービス  ）　　　登録番号：JSAE 283
（株）関西岡村製作所                                    　　    登録番号：JQA-EM 0459
（株）エヌエス オカムラ　　　　　　　　　　　　　登録番号：JQA-EM 1618
（株）山陽オカムラ                        　　　　　　　登録番号：JQA-EM 1166
（株）富士精工本社　　　　　　　　　　　　　　　　 登録番号：KHK 09ER・793
  サイアム・オカムラ・スチール 　　　　　　　  　　  登録番号：24121201001

 追浜事業所                                                     　登録番号：JSAQ 630
 つくば事業所                                                    　登録番号：JSAQ 2763
 高畠事業所                                                    　 登録番号：JSAQ 1316
 富士事業所                                                  　   登録番号：JSAQ 2764
 御殿場事業所                                                  　   登録番号：JSAQ 2765
 中井事業所                                                                                                 　   登録番号：JSAQ 860
（株）関西岡村製作所                                        　   登録番号：JQA 2484
（株）エヌエス オカムラ 　　　　　　　  　　　　　　　登録番号：JQA-QM 4055
（株）山陽オカムラ                   登録番号：JQA-QM 3753
（株）富士精工本社　　　　　　　　　　　　　　　　 登録番号：KHK 98QR・094

 サイアム・オカムラ・スチール　  　　　　　　　　   登録番号：24111011007

パターン2　:　製品カタログ　（建材製品）　

カタログの記載について

○厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合
はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止
に反映させていただきます。

○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださ
い。また、取扱説明書は大切に保管してください。

○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付
しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。　

○カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。　
○不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の
際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

オカムラ製品のご使用にあたり

２０17年8月　発行

もっと効率的な陳列を
始めませんか？
スライド棚

陳列作業が

60％
効率化

スライド棚で実現する
陳列作業の効率化

以上



●固定棚の場合 ●スライド棚の場合

スライド棚ならこんなことにお困りではありませんか？

腰を曲げずに作業ができるので、
作業者に負担がかかりません。

商品を前に出すときに
奥に手を入れるので、姿勢がつらい。

棚から商品を取り出さないので
作業スピードが上がります。

取り出しても、また入れるのが
時間もかかるし大変。

経験者でも経験が浅い人でも作業時間に
大きな差が出ることがありません。慣れてない人だと時間がかかっちゃう。

● 陳列作業の負荷を軽減し、作業スピードを効率化します ●

● こんな作業におすすめです ●

先入れ先出し 前出し 棚卸し

商品を後方に補充する先入れ先出し作業
では、効率化の効果が高いです。

奥に手を入れる必要がある前出し作業
では、効率化がはかれます。

商品をカウントする棚卸し作業では、棚の
奥の商品まで一目で確認できるので、ミ
スが少なくなります。

棚板が前方にスライドするので
商品の『陳列』・『補充』・『在庫の管理』が
効率よく、スピーディーに行なえます。

スライド棚で
陳列作業の効率化

60％以上
ス ラ イ ド 棚 で 解 決

スライドローラー棚 スライドレール棚

パーツの点数が少ないの
で棚の取り付けが簡単で
す。

軽い力でスライドできま
す。横方向のブレが少なく、
ストッパーも片手で簡単に
解除できます。

■ 安心のロック機構

■ 商品の落下防止

スライドロック機能を備え
ておりますので、安心して
お使いいただけます。

スライド棚を引き出す際、
商品が後ろにこぼれ落ちる
のを防止します。

■簡単、組み立て施工

■片手でスライド ■安全対策

前面の商品が減った状態からスタートし、賞味期限の新しい商品を棚の奥に補充する作業を実施したものです。

164秒

29秒

66秒

固定棚

スライドレール棚

スライドローラー棚

■ 缶詰（1段積）で測定 ■ 測定結果

82％
削減

60％
削減

※上記数値は自社による検証結果を示したもので、効果を保証するものではありません。
※作業未経験者が設置位置900Ｈで900Ｗ×350Ｄ棚板1段分にて実施したものです。

棚の奥行きの2/3まで引き出せます。
最大積載荷重50kgなので重量のある商品の陳列に
最適です。

棚の奥行きの4/5まで引き出せます。
最大積載荷重50kgの重量棚の他に15kgの17T棚
タイプ・薄棚タイプもご用意しました。

スライド量

2/3
スライド量

4/5
スライド量

4/5

オカムラでは省力化の効果を測定しています。
■先入れ先出しの省力化の測定

日付

新
日付

旧
日付

新
日付

旧
日付

新
日付

旧
日付

旧

日付
新

日付

旧
日付

旧

① スライド棚を前に引
き出す。

② 日付の古い商品を先
出しし、新しい商品を
奥に補充。

③ スライド棚を元に戻
す。

スライド量

2/3

スライド量

4/5

ストッパー

バックストッパー

● 陳列商品に対応する、棚の引出し量を2種類ご用意しました。 ●

● 施工性や安全に配慮した親切設計です。 ●

オカムラのスライド棚の特長

簡単取付

スライド量

2/3

4494
線



※スライドレール棚と比較

棚間のスペース
17mmアップ※

最大積載質量
15kg

棚板厚さ
29.7mm

スライド量

4/5

軽量スライドレール棚 薄棚タイプ│薄棚で見た目もすっきり。棚間も広くとれます。くすり、箱物、小瓶など軽量商品に最適です。
おすすめ陳列商品

色仕様 ：

Z269 スノーホワイト（全艶）

●軽量スライドレール棚 薄棚タイプ

29.7
72.2

D:呼称
スライド量
300D:231
350D:280
400D:329

詳細図

寸法（呼称） 300D 350D 400D
900W SUS63P SUS64P SUS65P

スライド量

4/5
最大積載質量
50kg

棚板厚さ
47.5mm

棚間のスペース
17mmアップ※

最大積載質量
15kg

棚板厚さ
29.7mm

※スライドレール棚と比較

スライド量

4/5

スライドレール棚 17T棚タイプ│引き出せる長さが大きいので、奥の商品を取り出しやすいです。棚奥の作業がしやすいので小瓶、小型の缶詰などの重ねて陳列する商品に最適です。

軽量スライドレール棚 17T棚タイプ│棚とブラケットが薄いので棚間を広くとれます。くすり、箱物、小瓶など軽量商品に最適です。

おすすめ陳列商品

おすすめ陳列商品

色仕様 ：

色仕様 ：

Z269 スノーホワイト（全艶）

Z269 スノーホワイト（全艶）

寸法（呼称） 350D 400D
900W SUB24P SUB25P

●スライドレール棚

●軽量スライドレール棚 17T棚タイプ

D:呼称 スライド量
324

123.5
47.5

29.7

D:呼称

72.2

スライド量
300D:231
350D:280
400D:329

詳細図

詳細図

最大積載質量
50kg

棚板厚さ
43.4mm

スライド量

2/3

スライドローラー棚 17T棚タイプ│缶詰やレトルト食品の重量物に対応します。スーパーマーケット・量販店・ホームセンターなどにおすすめです。 ■オプション
おすすめ陳列商品

下記条件のもとで、最大積載質量まで
積載が可能です。
1. 棚板上面を均一に加重させた状態と
します。
2. 棚板本体を手前にスライドさせた状態
とします。
（ただし積載後は速やかに棚板を納めて
ください。）

スライド棚を使用する時は複数段
を一度に引き出さないでください。
荷重が片寄り、什器が転倒するおそ
れがあります。

スライドローラー棚・
スライドレール棚
ご使用上の注意

前に出した状態で陳列販売は
しないでください。

色仕様 ：

Z269 スノーホワイト（全艶）

寸法（呼称） 300D 350D 400D 450D
900W SUCA3P SUCA4P SUCA5P SUCA6P
1200W ̶ SUCB4P SUCB5P SUCB6P

寸法（呼称） 300D 350D 400D
900W SUS33P SUS34P SUS35P

※ スライドローラー棚ユニット セット内容 ：スライドローラー棚
1枚、振れ止め１本、ナイロンファスナー10個（振れ止め
固定用）、ブラケット左右セットです。

●スライドローラー棚 ●バックストッパー

● ナイロンファスナー
（バックストッパー固定用）

● ブラケット抜け止め

96.4（300D、350D）
122.4（400D）
147.4（450D）

D:呼称

スライド量
300D：180
350D：210
400D：240
450D：270

43.4

※ バックストッパーを止めるナイロンファスナーは900W当
り7個、1200W当り9個必要です。

寸法（呼称） 50H 80H 100H
 900W 17S95P 17S96P 17S97P
1200W 17S90P 17S91P 17S92P

スライド量

2/3

スライド量

4/5

詳細図

バックストッパー

Z269 スノーホワイト（全艶）

CAT

CAT

ベビーフード

ベビーフード

小瓶

小瓶

ペットフード

ペットフード

スパイス（小ボトル）

スパイス（小ボトル）

缶詰

缶詰

くすり

くすり

レトルト食品（箱物）

レトルト食品（箱物）

お茶（箱物）

お茶（箱物）

ジャム・スパイス（小瓶）

ジャム・スパイス（小瓶）

だし（袋物）

だし（袋物）

10個入り

SU731Y
Y36 ホワイト（ナイロン）

10個入り

SG002P
G778 ライトグレー（ABS樹脂）

■陳列商品にあわせて選べる4タイプ

●固定棚の場合 ●スライド棚の場合

スライド棚ならこんなことにお困りではありませんか？

腰を曲げずに作業ができるので、
作業者に負担がかかりません。

商品を前に出すときに
奥に手を入れるので、姿勢がつらい。

棚から商品を取り出さないので
作業スピードが上がります。

取り出しても、また入れるのが
時間もかかるし大変。

経験者でも経験が浅い人でも作業時間に
大きな差が出ることがありません。慣れてない人だと時間がかかっちゃう。

● 陳列作業の負荷を軽減し、作業スピードを効率化します ●

● こんな作業におすすめです ●

先入れ先出し 前出し 棚卸し

商品を後方に補充する先入れ先出し作業
では、効率化の効果が高いです。

奥に手を入れる必要がある前出し作業
では、効率化がはかれます。

商品をカウントする棚卸し作業では、棚の
奥の商品まで一目で確認できるので、ミ
スが少なくなります。

棚板が前方にスライドするので
商品の『陳列』・『補充』・『在庫の管理』が
効率よく、スピーディーに行なえます。

スライド棚で
陳列作業の効率化

60％以上
ス ラ イ ド 棚 で 解 決
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■東北営業部
TEL 022（712）1526
〒980-0013  仙台市青葉区花京院1-1-20

花京院スクエア12F

東北支店  TEL 022（712）1521
〒980-0013  仙台市青葉区花京院1-1-20

花京院スクエア12F

盛岡支店  TEL 019（621）5400
〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通2-9-1

マリオス16F

秋田営業所  TEL 018（831）2519
〒010-0001  秋田市中通2-4-19

商工中金・第一生命秋田ビル7F

郡山支店  TEL 024（931）8086
〒963-8005  郡山市清水台2-13-23

 郡山第一ビル6F

■関信越営業部
TEL 03（3259）6011
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル7F

北海道支店  TEL 011（271）0811
〒060-0002  札幌市中央区北二条西４-1

札幌三井JPビルディング13F

中央支店  TEL 03（3259）6011
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル7F

長野営業所  TEL 026（227）2330
〒380-0822  長野市南千歳町1-12-7

新正和ビル8F

東支店  TEL 03（3259）6310
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル7F

埼玉支店  TEL 048（601）2571
〒330-6017  さいたま市中央区新都心11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル
ランド・アクシス・タワー17F

千葉西支店  TEL 043（204）5795
〒260-0027  千葉市中央区新田町1-1

IMI未来ビル8F

高崎支店  TEL 027（324）1131
〒370-0831  高崎市あら町167

高崎第一生命ビル11F

新潟西支店  TEL 025（243）2285
〒950-0088  新潟市中央区万代3-1-1

メディアシップ12F

栃木支店  TEL 028（636）2818
〒321-0953  宇都宮市東宿郷3-1-7

NBF宇都宮ビル4F

茨城支店  TEL 029（824）2022
〒300-0037  土浦市桜町1-15-11

M・Yビル6F

■南関東営業部
TEL 03（3259）6013
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル8F

西支店  TEL 03（3259）6131
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル8F

南支店  TEL 03（3259）6083
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル8F

神奈川支店  TEL 045（224）2088
〒220-8114  横浜市西区みなとみらい2-2-1-1

横浜ランドマークタワー14F

多摩支店  TEL 042（527）5801
〒190-0012  立川市曙町2-34-7

ファーレイーストビル2F

■中部営業部
TEL 052（221）6710
〒460-0008  名古屋市中区栄2-11-30

セントラルビル5F

中部支店  TEL 052（221）6710
〒460-0008  名古屋市中区栄2-11-30

セントラルビル5F

東海支店  TEL 054（274）1210
〒420-0858  静岡市葵区伝馬町24-2

相川伝馬町ビル5F

北陸西支店  TEL 076（233）5183
〒920-0031  金沢市広岡3-1-1

 金沢パークビル4F

■近畿営業部
TEL 06（4797）9903
〒530-0001  大阪市北区梅田2-4-9

 ブリーゼタワー16F

大阪西支店  TEL 06（4797）9901
〒530-0001  大阪市北区梅田2-4-9

ブリーゼタワー16F

京都西支店  TEL 075（211）6981
〒600-8411  京都市下京区烏丸通四条下ル

水銀屋町612 四条烏丸ビル7F

神戸西支店  TEL 078（326）7447
〒650-0038  神戸市中央区西町35

三井神戸ビル2F

岡山西支店  TEL 086（225）5700
〒700-0901  岡山市北区本町2-5

ちゅうぎん駅前ビル6F

高松営業所  TEL 087（811）6812
〒760-0025  高松市古新町3-1

東明ビル5F

■西日本営業部
TEL 092（235）8693
〒812-0039  福岡市博多区冷泉町2-1

博多祗園M-SQUARE 10F

中国支店  TEL 082（227）5670
〒730-0013  広島市中区八丁堀15-6
  広島ちゅうぎんビル7F

松山営業所  TEL 089（946）9010
〒790-0003  松山市三番町6-8-1
  太陽生命松山ビル3F

東広島支店  TEL 082（227）5680
〒730-0013  広島市中区八丁堀15-6

広島ちゅうぎんビル7F

九州支店  TEL 092（235）8693
〒812-0039  福岡市博多区冷泉町2-1

博多祗園M-SQUARE 10F

南九州営業所 TEL 099（255）8239
〒890-0046  鹿児島市西田1-5-1

鹿児島高見橋ビル4F

那覇営業所  TEL 098（869）4086
〒900-0015  那覇市久茂地2-22-10

那覇第一生命ビルディング2F
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首都圏サービスセンター
 TEL 03（3259）6050
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル1F

北海道サービスセンター
 TEL 011（271）0811
〒060-0002  札幌市中央区北二条西４-1

札幌三井JPビルディング13F

東北サービスセンター
 TEL 022（712）1521
〒980-0013  仙台市青葉区花京院1-1-20

花京院スクエア12F

郡山サービスセンター
 TEL 024（931）8086
〒963-8005  郡山市清水台2-13-23

郡山第一ビル6F

中部サービスセンター
 TEL 052（221）6710
〒460-0008  名古屋市中区栄2-11-30

セントラルビル5F

近畿サービスセンター
 TEL 06（4797）9988
〒530-0001  大阪市北区梅田2-4-9

ブリーゼタワー16F

九州サービスセンター
 TEL 092（235）8695
〒812-0039  福岡市博多区冷泉町2-1

博多祗園M-SQUARE 10F

冷熱サービスセンター

TEL 03（3259）6028
〒101-0047  千代田区内神田1-1-7

東大手ビル1F

オカムラVitra店舗用什器ショールーム


