
商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｓ１ 　　　　　　　１５０　×　１５０　×　 ８　 ０．５

　　Ｔ－Ｓ２   ２４０　×　２４０　×　８ １．３

　　Ｔ－Ｓ３ 　　　　　　　　　　 〃　　　    ×　１０ １．６

　　Ｔ－Ｓ４ 　　　　　　　２５０　×　２５０　×　 ８　 １．４

　　Ｔ－Ｓ５ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ １．７

　　Ｔ－Ｓ６ 　　　　　　　２８０　×　２６０　×　１０ ２．０

　　Ｔ－Ｓ７ 　　　　　　　３００　×　３００　×　 ８　 ２．０

　　Ｔ－Ｓ８ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ ２．５

　　Ｔ－Ｓ９ 　　　　　　　３２０　×　３２０　×　 ８ ２．４

　　Ｔ－Ｓ１０ 　　　　　　　　 　　〃　 　　 　×　１０ ２．８

　　Ｔ－Ｓ１１ 　　　　　　　３３０　×　３３０　×　１０ ３．０

　　Ｔ－Ｓ１２ 　　　　　　　３４０　×　３２０　×　 ８ ２．５

　　Ｔ－Ｓ１３ 　　　　　　　３４０　×　１２０　×　１５ １．７

　　Ｔ－Ｓ１４ 　　　　　　　３５０　×　１３０　×　１０ １．３

　　Ｔ－Ｓ１５ 　　　　　　　３５０　×　２７５　×　１０ ２．６

　　Ｔ－Ｓ１６ 　　　　　　　３５０　×　３００　× 　８　 ２．３

　　Ｔ－Ｓ１７ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ ２．９

　　Ｔ－Ｓ１８ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１５ ４．３

　　Ｔ－Ｓ１９ 　　　　　　　３５０　×　３５０　×　 ８　 ２．７

　　Ｔ－Ｓ２０ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ ３．４

　　Ｔ－Ｓ２１ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１５ ５．２

　　Ｔ－Ｓ２２ 　　　　　　　３８０　×　３８０　×　 ８　 ３．２

　　Ｔ－Ｓ２３ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ ４．０

　　Ｔ－Ｓ２４ 　　　　　　　４００　×　２５０　×　１０ ２．８

　　Ｔ－Ｓ２５ 　　　　　　　４００　×　３００　×　１０ ３．３

　　Ｔ－Ｓ２６ 　　　　　　　４００　×　３５０　× 　８　 ３．１

　　Ｔ－Ｓ２７ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１０ ３．９

　　Ｔ－Ｓ２８ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１５ ５．８

　　Ｔ－Ｓ２９ 　　　　　　　４００　×　４００　×　１０ ４．４

　　Ｔ－Ｓ３０ 　　　　　　　　　　 〃　　　　　×　１２ ５．３

　　Ｔ－Ｓ３１ 　　　　　　　４２０　×　３１０　×　 ８ ３．０

　　Ｔ－Ｓ３２ 　　　　　　　４２０　×　３４０　×　１０ ３．９

　　Ｔ－Ｓ３３ 　　　　　　　４２０　×　３５０　×　１０ ４．０

　　Ｔ－Ｓ３４ 　　　　　　　　　 　〃 　　　　 ×　１２ ４．９

　　Ｔ－Ｓ３５ 　　　　　　　４２０　×　４００　×　 ８ ３．７

　　Ｔ－Ｓ３６ 　　　　　　　　　 　〃　 　　　 ×　１０ ４．６

　　Ｔ－Ｓ３７ 　　　　　　　４３０　×　３００　× 　８　 ２．８

　　Ｔ－Ｓ３８ 　　　　　　　 　　　〃　 　　　 ×　２０ ７．１

　　Ｔ－Ｓ３９ 　　　　　　　４３０　×　３４０　×　１０ ４．０

　　Ｔ－Ｓ４０ 　　　　　　　４３０　×　４２０　×　１０ ４．９

棚　板　価　格　表〔１〕

カーボランダム
（ＳｉＣ） 棚 板

※実寸法は、上記寸法より１～２㎜ほど前後しますので、あらかじめご了承ください。



商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｓ４１ 　　　　　　　４３０　×　４３０　×　１０ ５．１

　　Ｔ－Ｓ４２ 　　　　　　　４５０　×　２５０　×　１０ ３．１

　　Ｔ－Ｓ４３ 　　　　　　　４５０　×　３００　×　１０ ３．７

　　Ｔ－Ｓ４４ 　　　　　  　　 　　〃　 　　　 ×　１２ ４．５

　　Ｔ－Ｓ４５ 　　　　      　 　　〃        　×　１５ ５．７

　　Ｔ－Ｓ４６ 　　　　　　　４５０　×　３５０　×　１０ ４．３

　　Ｔ－Ｓ４７                      〃          ×  １５ ６．５

　　Ｔ－Ｓ４８ 　　　　　　　４５０　×　４００　×　１０ ５．０

　　Ｔ－Ｓ４９ 　　　　　　　４５０　×　４００　×　１２ ５．９

　　Ｔ－Ｓ５０ 　　　　　　　４５０　×　４００　×　１４ ６．９

　　Ｔ－Ｓ５１                     〃           ×  １５ ７．４

　　Ｔ－Ｓ５２                     〃           ×  ３０ １４．９

　　Ｔ－Ｓ５３ 　　　　　　　４５０　×　４５０　×　１０ ５．６

　　Ｔ－Ｓ５４ 　　　　　　       　〃        　×　１２ ６．７

　　Ｔ－Ｓ５５ 　　　　　　       　〃        　×　１５ ８．４

　　Ｔ－Ｓ５６ 　　　　　　　４７０　×　３２０　×　１０ ４．１

　　Ｔ－Ｓ５７ 　　　　　　　４７０　×　３６０　×　１０ ４．７

　　Ｔ－Ｓ５８ 　　　　　　　４９０　×　４７０　×　１３ ８．２

　　Ｔ－Ｓ５９ 　　　　　　　５００　×　３００　×　１５ ６．２

　　Ｔ－Ｓ６０ 　　　　　　　５００　×　３５０　×　１１ ５．３

　　Ｔ－Ｓ６１ 　　　　　　　　　　〃　　　　　 ×  １５ ７．２

　　Ｔ－Ｓ６２ 　　　　　　　５００　×　４００　×　１３ ７．２

　　Ｔ－Ｓ６３ 　　　　　　　　　　〃　　　 　　×　１５ ８．３

　　Ｔ－Ｓ６４ 　　　　　　　５００　×　４５０　×　１３ ８．０

　　Ｔ－Ｓ６５ 　　　　　　　５００　×　５００　×　１２ ８．１

　　Ｔ－Ｓ６６ 　　　　　　　５３０　×　５３０　×　１０ ７．７

　　Ｔ－Ｓ６７ 　　　　　　　５５０　×　３３０　×　１３ ６．５

　　Ｔ－Ｓ６８ 　　　　　　　５５０　×　３８０　×　１３ ７．５

　　Ｔ－Ｓ６９ 　　　　　　　５５０　×　４００　×　１３ ７．９

　　Ｔ－Ｓ７０ 　　　　　　　５５０　×　４５０　×　１３ ８．８

　　Ｔ－Ｓ７１ 　　　　　　　５５０　×　５５０　×　１５ １２．５

　　Ｔ－Ｓ７２ 　　　　　　　５６０　×　３８０　×　１３ ７．６

　　Ｔ－Ｓ７３ 　　　　　　　５７０　×　３４０　×　１２ ６．５

　　Ｔ－Ｓ７４ 　　　　　　　５７０　×　３５０　×　１５ ８．２

　　Ｔ－Ｓ７５ 　　　　　　　５８０　×　２８０　×　１３ ５．８

　　Ｔ－Ｓ７６ 　　　　　　　６００　×　３００　×　１０ ５．０

　　Ｔ－Ｓ７７ 　　　　　　　　　　〃　　　　　 ×  １５ ７．４

　　Ｔ－Ｓ７８ 　　　　　　　６００　×　４００　×　１５ ９．９

　　Ｔ－Ｓ７９ 　　　　　　　６００　×　４５０　×　１５ １１．２

　　Ｔ－Ｓ８０ 　　　　　　　６００　×　６００　×　１５ １５．０

　　Ｔ－Ｓ８１ 　　　　　　　６４０　×　６００　×　１５ １５．９

※実寸法は、上記寸法より１～２㎜ほど前後しますので、あらかじめご了承ください。

棚　板　価　格　表〔２〕

カーボランダム
（ＳｉＣ） 棚 板



商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｓ８２ 　　　　　　　６５０　×　３９０　×　１４ ９．８

　　Ｔ－Ｓ８３ 　　　　　　　７００　×　１００　×　２５ ４．８

　　Ｔ－Ｓ８４ 　　　　　　　７００　×　５００　×　１８ １７．４

　　Ｔ－Ｓ８５ 　　　　　　　７００　×　５５０　×　１８ １９．２

　　Ｔ－Ｓ８６ 　　　　　　　７００　×　７００　×　２０ ２７．１

　　Ｔ－Ｓ８７ 　　　　　　　７４０　×　５２０　×　２０ ２１．３

　　Ｔ－Ｓ８８ 　　　　　　　７６０　×　５００　×　２０ ２１．１

　　Ｔ－Ｓ８９ 　　　　　　　７６５　×　５１５　×　１５ １６．４

　　Ｔ－Ｓ９０ 　　　　　　　７８０　×　６００　×　２０ ２５．８

商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｓ９１ １８０φ　×　１０ ０．８

　　Ｔ－Ｓ９２ ２１０φ　×　１０ １．１

　　Ｔ－Ｓ９３ ２４０φ　×　１０ １．３

　　Ｔ－Ｓ９４ ３１０φ　×　１２ ２．６

　　Ｔ－Ｓ９５ ３６０φ　×　１５ ４．３

　　Ｔ－Ｓ９６ ３９５φ　×　１０ ３．５

　　Ｔ－Ｓ９７ ３９５φ　×　１２ ４．１

　　Ｔ－Ｓ９８ ５３０φ　×　１０ ６．２

　　Ｔ－Ｓ９９ ５３０φ　×　１５ ９．２

商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｓ１００ ３９５φ　×　１０ １．８

　　Ｔ－Ｓ１０１ ３９５φ　×　１２ ２．１

　　Ｔ－Ｓ１０２ ４９５φ　×　１４ ３．６

　　Ｔ－Ｓ１０３ ５３０φ　×　１０ ３．１

　　Ｔ－Ｓ１０４ ５３０φ　×　１５ ４．６

棚　板　価　格　表〔３〕

カーボランダム
（ＳｉＣ） 棚 板

カーボランダム
（ＳｉＣ）
円板

カーボランダム
（ＳｉＣ）

半円板

※実寸法は、上記寸法より１～２㎜ほど前後しますので、あらかじめご了承ください。



商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｍ１ １５０　×　１５０　×　８　 ０．４

　　Ｔ－Ｍ２ １７０　×　１７０　×　１０ ０．６４

　　Ｔ－Ｍ３ ２６０　×　２６０　×　１０ １．４９

　　Ｔ－Ｍ４ ３００　×　３００　×　１０ １．９８

　　Ｔ－Ｍ５        〃          ×  １５ ２．９７

　　Ｔ－Ｍ６ ３５０　×　３００　×　１０ ２．３１

　　Ｔ－Ｍ７        〃          ×  １５ ３．４７

　　Ｔ－Ｍ８ ３５０　×　３５０　×　１０ ２．７

　　Ｔ－Ｍ９        〃          ×  １５ ４．０４

　　Ｔ－Ｍ１０ ３８０　×　３８０　×　１５ ４．７７

　　Ｔ－Ｍ１１ ４００　×　３００　×　１５ ３．９６

　　Ｔ－Ｍ１２ ４００　×　３５０　×　１５ ４．６２

　　Ｔ－Ｍ１３ ４００　×　４００　×　１５ ５．２８

　　Ｔ－Ｍ１４ ４５０　×　３５０　×　１５ ５．２

　　Ｔ－Ｍ１５ ４５０　×　４００　×　１５ ５．９４

　　Ｔ－Ｍ１６ ４５０　×　４５０　×　１５ ６．６８

商品コード 材　質 サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　Ｔ－Ｍ１７ １８０φ　×　１０ ０．５６

　　Ｔ－Ｍ１８ ２１０φ　×　１０ ０．７７

　　Ｔ－Ｍ１９ ２４０φ　×　１０ １．００

　　Ｔ－Ｍ２０ ２６５φ　×　１０ １.２１

　　Ｔ－Ｍ２１ ３１０φ　×　１２ ２．００

　　Ｔ－Ｍ２２ ３５０φ　×　１５ ３．１７

　アルミナボール
商品コード サ　　イ　　ズ　（㎜） 重量（ｋｇ）

　　ＡＢ－１ ０．５ １ ｋｇ

　　ＡＢ－２ １．０ 〃

　　ＡＢ－３ ２．０ 〃

　　ＡＢ－４ ３．０ 〃

　　ＡＢ－５ ４．０ 〃

　　ＡＢ－６ ５．０ 〃

棚　板　価　格　表〔４〕

ム ラ イ ト
棚　板

ム ラ イ ト
円板 棚板

※実寸法は、上記寸法より１～５㎜ほど前後しますので、あらかじめご了承ください。

※実寸法は、上記寸法より１～２㎜ほど前後しますので、あらかじめご了承ください。


