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軽量作業台CKタイプ 軽量作業台CKタイプ　移動式
均等耐荷重

300kg
均等耐荷重

150kg ● 組立式 ● ● 角パイプ ●

● 粉体塗装 ●● 折りたたみ ●

特許取得商品● 組立式 ● ● 角パイプ ●

● 粉体塗装 ●● 折りたたみ ●

特許取得商品 （サカエリューム
天板は除く）

（サカエリューム
天板は除く）

◉サカエリューム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。

CK-187FRNIV

カンヌキ・脚のノブ
ボルトを外します。

脚を折りたたみます。脚を折りたたみます。

折りタタミ機構 本体折りタタミ機構により不要時コンパクトに収納できます。

第4028783号特許登録番号

カンヌキを取付けます。ノブボルト締め付けで
脚をロックします。

脚を開きます。

キャビネット3段付
（NKL-30（I）□）

●オプションキャビネット

●オプション中板

W1200 D600

CK-126PN

W1800 D900

H740

間口×奥行×高さ 天　板 天板
カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望

小売価格

1800×750
×740mm

サカエリューム天板 ● 036608 CK-187FN◉ 32kg ¥39,710 ¥46,300
スチール天板 ● 036618 CK-187SN 43kg ¥36,600 ¥42,700
ポリエステル天板 ● 036628 CK-187PN 27kg ¥37,620 ¥43,900

1800×900
×740mm

サカエリューム天板 ● 036609 CK-189FN◉ 35kg ¥46,070 ¥53,000
スチール天板 ● 036619 CK-189SN 45kg ¥41,600 ¥48,600
ポリエステル天板 ● 036629 CK-189PN 31kg ¥42,840 ¥50,000

CK-189FN

本体折りタタミ収納できます。

W1200 D600

間口×奥行×高さ 天　板 天板
カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望

小売価格

1200×600 
×740mm

サカエリューム天板 ● 036633 CK-126FNI◉ 22kg ¥30,110 ¥35,100
サカエリューム天板 ●● 036643 CK-126FNIV◉ 22kg ¥30,110 ¥35,100
スチール天板 ● 036653 CK-126SNI 30kg ¥26,340 ¥30,700
ポリエステル天板 ● 036663 CK-126PNI 20kg ¥26,710 ¥31,200

1200×750 
×740mm

サカエリューム天板 ● 036634 CK-127FNI◉ 25kg ¥33,270 ¥38,800
サカエリューム天板 ●● 036644 CK-127FNIV◉ 25kg ¥33,270 ¥38,800
スチール天板 ● 036654 CK-127SNI 30kg ¥29,080 ¥33,900
ポリエステル天板 ● 036664 CK-127PNI 21kg ¥29,710 ¥34,700

CK-126PNI

W1800 D900

間口×奥行×高さ 天　板 天板
カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望

小売価格

1800×750 
×740mm

サカエリューム天板 ● 036638 CK-187FNI◉ 32kg ¥39,710 ¥46,300
サカエリューム天板 ●● 036648 CK-187FNIV◉ 32kg ¥39,710 ¥46,300
スチール天板 ● 036658 CK-187SNI 43kg ¥36,600 ¥42,700
ポリエステル天板 ● 036668 CK-187PNI 27kg ¥37,620 ¥43,900

1800×900 
×740mm

サカエリューム天板 ● 036639 CK-189FNI◉ 35kg ¥46,070 ¥53,000
サカエリューム天板 ●● 036649 CK-189FNIV◉ 35kg ¥46,070 ¥53,000
スチール天板 ● 036659 CK-189SNI 45kg ¥41,600 ¥48,600
ポリエステル天板 ● 036669 CK-189PNI 31kg ¥42,840 ¥50,000

CK-189FNI

本体折りタタミ収納できます。

本体折りタタミ収納できます。 本体折りタタミ収納できます。

H810mm
高さ（立作業用） ※当社の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
※直進安定金具を標準装備

ポリエステル天板
ポリエステル樹脂 合板

ハニカム化粧
合板

樹脂
エッジ
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パーチクル
ボード

スチール天板（粉体塗装）
天板スチール
1.0mm厚（粉体塗装）

補強1.2mm厚（粉体塗装） 
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直進安定金具2個付

本体折りタタミ収納できます。

CK-126PRN

CK-187FRN

W1800 D750

CK-189FRNI

H810

W1800 D750

直進安定金具2個付

本体折りタタミ収納できます。
CK-127SRNI

直進安定金具2個付

本体折りタタミ収納できます。

直進安定金具2個付

本体折りタタミ収納できます。

H810

CK-127SRN CK-126FRNI

W1200 D600

H810

W1200 D600

H740mm
高さ（立作業用） ※当社の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

●本体カラー：グリーン

●本体カラー：グリーン

●本体カラー：アイボリー

●本体カラー：アイボリー

間口×奥行×高さ 天　板 天板
カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望

小売価格

1200×600
×740mm

サカエリューム天板 ● 036603 CK-126FN◉ 22kg ¥30,110 ¥35,100
スチール天板 ● 036613 CK-126SN 30kg ¥26,340 ¥30,700
ポリエステル天板 ● 036623 CK-126PN 20kg ¥26,710 ¥31,200

1200×750
×740mm

サカエリューム天板 ● 036604 CK-127FN◉ 25kg ¥33,270 ¥38,800
スチール天板 ● 036614 CK-127SN 30kg ¥29,080 ¥33,900
ポリエステル天板 ● 036624 CK-127PN 21kg ¥29,710 ¥34,700

●本体カラー：グリーン

●本体カラー：グリーン

●本体カラー：アイボリー

●本体カラー：アイボリー

●75φゴム車
間口×奥行×高さ 天　板 天板

カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

1200×600
×810mm

サカエリューム天板 ● 036503 CK-126FRN◉ 24kg ¥34,580 ¥40,400
スチール天板 ● 036513 CK-126SRN 31kg ¥30,800 ¥35,900
ポリエステル天板 ● 036523 CK-126PRN 21kg ¥31,170 ¥36,400

1200×750
×810mm

サカエリューム天板 ● 036504 CK-127FRN◉ 26kg ¥37,620 ¥43,900
スチール天板 ● 036514 CK-127SRN 32kg ¥33,540 ¥39,100
ポリエステル天板 ● 036524 CK-127PRN 23kg ¥34,190 ¥39,900

●75φゴム車
間口×奥行×高さ 天　板 天板

カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1200×600 
×810mm

サカエリューム天板 ● 036533 CK-126FRNI◉ 24kg ¥34,580 ¥40,400
サカエリューム天板 ●● 036543 CK-126FRNIV◉ 24kg ¥34,580 ¥40,400
スチール天板 ● 036553 CK-126SRNI 31kg ¥30,800 ¥35,900
ポリエステル天板 ● 036563 CK-126PRNI 21kg ¥31,170 ¥36,400

1200×750 
×810mm

サカエリューム天板 ● 036534 CK-127FRNI◉ 26kg ¥37,620 ¥43,900
サカエリューム天板 ●● 036544 CK-127FRNIV◉ 26kg ¥37,620 ¥43,900
スチール天板 ● 036554 CK-127SRNI 32kg ¥33,540 ¥39,100
ポリエステル天板 ● 036564 CK-127PRNI 23kg ¥34,190 ¥39,900

D750
D750

●75φゴム車
間口×奥行×高さ 天　板 天板

カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望
小売価格

1800×750
×810mm

サカエリューム天板 ● 036508 CK-187FRN◉ 34kg ¥44,480 ¥51,000
スチール天板 ● 036518 CK-187SRN 44kg ¥41,060 ¥47,900
ポリエステル天板 ● 036528 CK-187PRN 28kg ¥42,070 ¥49,100

1800×900
×810mm

サカエリューム天板 ● 036509 CK-189FRN◉ 37kg ¥50,690 ¥59,000
スチール天板 ● 036519 CK-189SRN 47kg ¥46,220 ¥54,000
ポリエステル天板 ● 036529 CK-189PRN 32kg ¥47,440 ¥55,000

●75φゴム車
間口×奥行×高さ 天　板 天板

カラー ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1800×750 
×810mm

サカエリューム天板 ● 036538 CK-187FRNI◉ 34kg ¥44,480 ¥51,000
サカエリューム天板 ●● 036548 CK-187FRNIV◉ 34kg ¥44,480 ¥51,000
スチール天板 ● 036558 CK-187SRNI 44kg ¥41,060 ¥47,900
ポリエステル天板 ● 036568 CK-187PRNI 28kg ¥42,070 ¥49,100

1800×900 
×810mm

サカエリューム天板 ● 036539 CK-189FRNI◉ 37kg ¥50,690 ¥59,000
サカエリューム天板 ●● 036549 CK-189FRNIV◉ 37kg ¥50,690 ¥59,000
スチール天板 ● 036559 CK-189SRNI 47kg ¥46,220 ¥54,000
ポリエステル天板 ● 036569 CK-189PRNI 32kg ¥47,440 ¥55,000

CK-189PRN

D900D900

サカエ総合
カタログ

詳細は

をご覧ください

サカエ総合
カタログ

詳細は

をご覧ください

※改正RoHS 10物質対応商品ではありません。
サカエリューム天板

サカエリューム 合板

ハニカム化粧
合板

樹脂
エッジ
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パーチクル
ボード

　◉サカエリューム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。　　
※キャスターは、ストッパー付2個　

※ 折りたたみ時 
中板を外す必
要があります。

※ キャビネットが付いた状態での
折りたたみはできません。

折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできるようになりました。

H740

H740 H740

H810


