
保育施設向け商品



商品インデックス

2

KN-1
園児用ロッカー　P.6

KN-2
園児用ロッカー P.6

KN-1D
園児用ロッカー　P.6

KN-2D
園児用ロッカー　P.6

KN-3
園児用ロッカー　P.7

KN-PB
パスボックス　P.8

KN-3D
0～2歳児用ロッカー　P.9

KN-4D
0～2歳児用ロッカー　P.9

KN-5
0～2歳児用ロッカー　P.9

KN-EP
大型Rエンドパネル　P.7

KN-CF
コーナーFIX　P.7

KN-KG
名札付カゴ　P.9

KN-18
サイド台　P.10

KN-18K
サイド台　P.10

KN-18C
サイド台　P.10

KN-18W
サイド台　P.10

KN-18H
サイド台　P.11

KN-12G
画用紙収納台　P.11

KN-12F
ファンヒーター台　P.11

KN-C
木製コンテナ　P.11

KN-Ｗ
木製ワゴン　P.11

ロッカー

サイド台

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。
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サイド台　P.10

N-18H
サイド台　P.11
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N-PB
パスボックス P.8

N-4D
～2歳児用ロッカー　P.9
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BKN-1
垂直２段書架　P.12

BKN-2
傾斜2段書架　P.12

BKN-3
展示棚付書架　P.12

BKN-4
展示傾斜書架　P.12

BKN-5
展示傾斜書架　P.13

BKN-6
紙芝居収納　P.13

KCT-1など
乳児用イス・テーブル　P.24

KCT-6など
テーブル　P.25

KCC-2など
イス、ベンチ　P.26

KCG-1など
間仕切りゲート　P.27

KCS-1Sなど
スツール、置き畳、トイレブース　P.28～31

書架

その他

BKN-1 BKN-2 BKN-3 BB BKN 4 BB BKN 5B BKN 6B

EKN-24など
園児用下足入　P.21

EKN-18など
職員・来賓用下足入　P.21

EKN-18A
園児用傘立て　P.21

EKC-12Hなど
樹脂下足箱　P.22

EKC-12FHBなど
樹脂下足箱　P.23

EKC-12SHなど
樹脂下足箱　P.23

下足入れ

EKN-24など EKN-18など

KN-8
教師用収納棚　P.14

KN-9
教師用収納棚　P.14

KN-10
教師用収納棚　P.14

KN-45-Ⅱ
清掃用具入れ　P.14

KN-11
布団収納　P.14

KN-11Ｃ
簡易ベッド収納　P.14

KN-11B
移動式ベッド収納　P.15

KN-111
吊戸棚　P.15

KN-17
おむつ交換台　P.15

KN-FH1
フックハンガー　P.15

KN-FH10/16/20
フックハンガー　P.15

WKN-15F/12F/9F
FRP流し台　P.17

WKN-15S/12S/9S
ステンレス流し台　P.17

WKC-12J
手洗い流し台　P.18

TKN-2-Ⅱ
備品収納棚　P.19

TKN-22-Ⅱ
備品収納棚　P.19

TKN-4-Ⅱ
備品収納棚　P.19

TKN-24-Ⅱ
備品収納棚　P.19

KN-1800
サイド台　P.19

YFK-120/120D
ミニキッチン　P.19

KN-C1/C1W
備品収納棚　P.20

SHE-1N
物品棚　P.20

SHE-1S/2S
物品棚　P.20

収納／流し台

-10
師用収納棚 P 14

KN 111 K

KN-11
布団収納 P 14

KN 45 Ⅱ KN-11Ｃ
簡易ベッド収納　P.14

KN-8
教師用収納棚　P.14

K
教

収納／流し台

YAGAMI



価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI4

KNシリーズ
安全性と使いやすさを両立した保育施設向け商品シリーズ
たくさんの先生方のお話をお聞きし、様々な部位に安心・安全
そして使い勝手に関する機能を盛り込んでいます。

木口に軟質パーツを使ったり、R形状にすることにより
万が一の際にも安心です。

天板

Safety［安全性］
S-1

扉、引出しなどの端部は鋭利な
エッジのない仕上げになって
います。

パネルS-2

安全性に特に留意が
必要な角部には、大
きなＲ形状を施して
います。

角部S-3

子供の手が届く範囲の棚板は固定式
にし、部品(ダボ等)の誤飲や棚板脱落
によるケガを抑制しています。

棚板S-4

手を挟みにくいインセット式です。

カラーバリエーション
プレシャスビーチとピュアホワイトの
2色から選択可能です。

ロッカーのサイズ
0 ～ 2歳児用と 3～ 5歳児用をラインナップ

開戸S-5

いっぱいに引き出しても引
出しが外れない構造です。
側面のレバー操作にて取り
外し可能です。

引出しS-6

側板を床まで下ろし、
角部が出ないようにし
ています。また、ケコ
ミが小さいのでかかと
が引っ掛かり難いです。

台輪S-7

レバー

基本仕様

ピュアホワイト

プレシャスビーチ

インセットアウトセット

軟質パーツ

R形状

3～5歳児用
(身長 約900～1,200)

0～2歳児用
(身長  ～約900)

1,
00
0

80
0

昇降
口

職員
室
静養
室

倉庫

S-1

S-7

U-7

ダボ
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デザインの統一感
昇降口から保育室、職員室、廊下など各所の家具
のデザインを統一させ、設置しやすくしています。

特別仕様
様々なご要望にお応えできるよう色変更、寸
法変更などに柔軟に対応できる仕様です。

大小様々な収納物
に最適な寸法を設
定しています。
代表的な収納物の
寸法は上記をご参
照下さい。

寸法設定

Usabil ity［使い勝手］
U-1

ロッカーの棚板は視認
性の良い位置に配し、
使いやすく忘れ物抑制
にもなります。また、
引出は上から見やすい
位置に配しています。

棚位置・引出し位置U-2

子供の手の届く範囲は
取手を無くし、簡易
ロックができるラッチ
式にし、子供は触りに
くく、大人は使いやす
い仕様です。

開戸U-3

ベアリング付きのスラ
イドレールを使用して
いるので、スムーズな
開閉ができます。閉時
は簡易ロックが付いて
いますので引出の飛び
出しが抑制できます。

引出しU-4

重量のある絵本な
どを収納するため、
中仕切りのピッチ
を狭くしています。
本が大きく倒れた
りせず、出し入れ
を妨げません。

書架U-5

一部の戸棚の窓部は半透明にし、
大まかに収納物の把握ができま
す。出し入れの時間短縮になり
ます。

戸棚の窓U-6

移動式ベッドU-7

スムーズ

ベッドにキャスターが付いており、先生の近
くで子供を見ることができます。不要な時は
折りたたんで戸棚に収納できます。

色変更の一例

水筒

φ80×210H

バッグ

240×120×180H

リュック

250×120×350H

帽子

φ180×100H

上着（100cmサイズ）

身幅350×着丈450

おむつ（Mサイズ）

120×190

道具箱

330×230×60H（大）
270×140×60H（小）

スケッチブック

369×257（B4）

粘土板

330×250×2

フェイスタオル

800×340

絵本

297×210（A4）
420×297（A3）

紙芝居 

382×265（B4変形）
420×297（A3）

画用紙（4ツ切）

542×392

折り紙

150×150

主な収納物

3～ 5歳児室

トイレ

0～2歳児室 ※本図は特長説明用のレイアウトであり、実際の
　部屋の配置を推奨するものではありません。

S-2
S-6

S-1

S-3

S-4

S-4

S-5

S-3

U-1

U-4

U-2

U-3

U-1

U-2U-6

U-5



スペース中
収納物(例)

帽子 バッグ 水筒

スペース中
収納物(例)

スペース小
収納物(例)

帽子

道具箱 スケッチブック 粘土板

バッグ 水筒

引　出
収納物(例)

道具箱 スケッチブック 粘土板

スペース大
収納物(例)

帽子 バッグ 着上クッュリ 水筒

引　出
収納物(例)

道具箱 スケッチブック 粘土板

スペース大
収納物(例)

１０人用

１０人用、個別マス

１０人用、引出付、個別マス

１０人用、引出付

KN-1

KN-2

KN-2D

KN-1D

園児用ロッカー

園児用ロッカー

園児用ロッカー

園児用ロッカー

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26650-66 KN-1 ピュアホワイト
1,800×460×1,000

￥★

26651-66 KN-1N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26654-66 KN-1D ピュアホワイト
1,800×460×1,000

￥★

26655-66 KN-1DN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26652-66 KN-2 ピュアホワイト
1,800×460×1,000

￥★

26653-66 KN-2N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26656-66 KN-2D ピュアホワイト
1,800×460×1,000

￥★

26657-66 KN-2DN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
▶付属品
フ ッ ク：10個

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
引 出：３段引スライドレール付
▶付属品
フ ッ ク：10個

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
引 出：３段引スライドレール付

KN-1N

KN-2N

KN-1DN

KN-2DN

KN-1

KN-2

KN-1D

KN-2D

スペース小
収納物(例)

帽子

道具箱 スケッチブック 粘土板

バッグ 着上クッュリ 水筒

KNシリーズ［ロッカー］

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI6

スペース大

引出

スペース中

引出

スペース大

スペース中

スペース小

スペース小

(収納イメージ)



１５マス、汎用タイプ

ロッカー、サイド台の端部用

ロッカー、サイド台の入隅用ユニット

KN-3

KN-EP

KN-CF

園児用ロッカー

大型Ｒエンドパネル

コーナーFIX

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26658-66 KN-3 ピュアホワイト
1,800×460×1,000

￥★

26659-66 KN-3N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26660-66 ピュアホワイト
120×460×1,000-800

￥★

 26661-66 プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26662-66 KN-CF ピュアホワイト
600×600×1,000-800

￥★

 26663-66 KN-CFN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

KN-3N

KN-EPN（L）

KN-3

KN-EP（L）

KN-CF

KN-CFN

組合せ例

KN-EP

KN-CF

KN-1

KN-EP（L・R）
KN-EPN（L・R）

7 YAGAMI



KNシリーズ［ロッカー］

KN-PB パスボックス

KN-PBN（裏面）

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26664-66 KN-PB ピュアホワイト
1,300×470×900

￥★

 26665-66 KN-PBN プレシャスビーチ ￥★

天　　板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外　　装：ポリエステル樹脂合板
開　　戸：ワンタッチオープン機構付

KN-PBN

BP-NKBP-NK （裏面）

両面から荷物の出し入れができます

ワンタッチで扉が開きます。

おむつや着替えなどの受け渡しに使用できます。
保育室側は扉が無く、開いた扉にぶつかるなどの心
配がありません。

軽いタッチで扉が開きます。両手が塞がっている
場合などでも簡単に開閉できます。

保育室と廊下の間仕切りとして使用できます。
パスボックス越しでやりとりをすることで、部外者の
室内への進入を抑制できます。

保育室側からは扉は安易に開きませんので、
いたずらなどで通り抜けたりすることができません。

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI8



スペース小
収納物(例)

道具箱 スケッチブック 粘土板

引　出
収納物(例)

着替え オムツ おしりふき

スペース中
収納物(例)

帽子 バッグ 水筒

引　出
収納物(例)

６人用、引出付

６人用、個別マス

９マス、汎用タイプ

ロッカーに設置可能

KN-3D

KN-4D

KN-5

KC-KG

０～２歳児用ロッカー

０～２歳児用ロッカー

０～２歳児用ロッカー

名札付きカゴ

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26670-66 KN-5 ピュアホワイト
1,200×460×800

￥★

 26671-66 KN-5N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 25323-01 グレー
265×374×224 ￥★

 25323-02 ピンク

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

外 装：ポリプロピレン
名札カバー：PET

KN-3DN

KN-4DN

KN-5N

KN-3D

KN-4D

KN-5

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26666-66 KN-3D ピュアホワイト
1,200×460×800

￥★

 26667-66 KN-3DN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26668-66 KN-4D ピュアホワイト
1,200×460×800

￥★

 26669-66 KN-4DN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
引 出：３段引スライドレール付

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
引 出：３段引スライドレール付

※本体に穴がなく、幼児が指を入れる心配がありません
※隙間や角がなく、拭き掃除がしやすい形状です
※大きな名札付き

グレー

ピンク

9 YAGAMI

着替え オムツ おしりふき

引出

スペース中

引出

スペース小

(収納イメージ)



KNシリーズ［サイド台］

１０マス、区分け収納タイプ

１０マス、木製コンテナ付

木製ワゴン付

４マス、汎用タイプ

KN-18K

KN-18C

KN-18W

KN-18

サイド台

サイド台

サイド台

サイド台

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26674-66 KN-18K ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

 26675-66 KN-18KN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26676-66 KN-18C ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

 26677-66 KN-18CN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26678-66 KN-18W ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

 26679-66 KN-18WN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26672-66 KN-18 ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

 26673-66 KN-18N プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

KN-18KN

KN-18CN

KN-18WN

KN-18K

KN-18C

KN-18W

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
▶付属品
木製コンテナ KN-C：シナ合板製　５台

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
▶付属品
木製ワゴン KN-W：シナ合板製、双輪キャスター付　４台

KN-18N

KN-18

おもちゃなど

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI10



おもちゃなど

開戸タイプ
KN-18H サイド台

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26682-66 KN-18H ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

 26683-66 KN-18HN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

KN-18HN

KN-12FN

タオル・リネン類など

４つ切画用紙
（594×392）

KN-18H

KN-12G

KN-12F

可動棚22枚、４つ切画用紙まで収納可
KN-12G

KN-12F

画用紙収納台

ファンヒーター台

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26684-66 KN-12G ピュアホワイト
1,200×460×800

￥★

 26685-66 KN-12GN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26686-66 KN-12F ピュアホワイト
1,200×460×800

￥★

 26687-66 KN-12FN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
可 動 棚：スライドレール付

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板
内 装：耐火ボード貼（開口寸法 1,130W×716H）

KN-C KN-CW ンゴワ製木ナテンコ製木

法寸ドーコ品商 格価）mm/H×D×W（

 26680-66 300×390×290 ￥★

法寸ドーコ品商 格価）mm/H×D×W（

 26681-66 400×390×370 ￥★

外 装：シナ合板 UC 外 装：シナ合板 UC、双輪キャスター付

KN-12GN

11 YAGAMI

◀ 棚板1段

おもちゃなど



KNシリーズ［書架］

BKN-1

BKN-2

BKN-3

BKN-4

垂直２段書架

傾斜２段書架

展示棚付書架

展示傾斜書架

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26688-66 BKN-1 ピュアホワイト
1,800×350×800

￥★

 26689-66 BKN-1N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26690-66 BKN-2 ピュアホワイト
1,800×350/440×800

￥★

 26691-66 BKN-2N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26692-66 BKN-3 ピュアホワイト
1,800×330/440×800

￥★

 26693-66 BKN-3N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26694-66 BKN-4 ピュアホワイト
1,800×330/440×800

￥★

 26695-66 BKN-4N プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

外 装：ポリエステル樹脂合板

外 装：ポリエステル樹脂合板

BKN-1N

BKN-2N

BKN-3N

BKN-4N

BKN-2

BKN-3

BKN-4

上段面展示、下段収納タイプ

面展示専用タイプ

BKN-1

A4サイズ絵本
（297×210）

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI12



BKN-5

BKN-6

展示傾斜書架

紙芝居架

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26696-66 BKN-5 ピュアホワイト
1,800×330/440×800

￥★

 26697-66 BKN-5N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26698-66 BKN-6 ピュアホワイト
1,800×330/440×800

￥★

 26699-66 BKN-6N プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板

外 装：ポリエステル樹脂合板

BKN-5N

BKN-5

BKN-6

大型絵本（A３）展示可能

A３サイズまで収納可

特別仕様
デンなどのスペースに設置する書架の製作も可能です。
詳しくはお問合せ下さい。

BKN-6N

A4サイズ絵本 A3サイズ絵本

一般（B4変形）サイズ
紙芝居 A3サイズ紙芝居

（297×210） （420×297）

（392×265） （420×297）

13 YAGAMI



KNシリーズ［収納棚］

教師用収納棚

納収ドッベ易簡納収団布

教師用収納棚

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
900×720×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
1,200×720×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板 外 装：ポリエステル樹脂合板

上下開戸タイプ

Ⅱ教師用収納棚 清掃用具入れ

10～12組収納可能

下部引出タイプ

下部開戸タイプ

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
900×440×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
900×440×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板 外 装：ポリエステル樹脂合板

　　　 　　　　　　　　

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
900×440×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

Ⅱ ピュアホワイト
450×440×1,800

￥★

Ⅱ プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板 外 装：ポリエステル樹脂合板

ⅡN　　　 Ⅱ

　　　

KN-8

C11-NK11-NK

KN-9

26708-66 KN-11

26709-66 KN-11N

26710-66 KN-11C

26711-66 KN-11CN

KN-10 KN-45-

KN-11N KN-11CN

26700-66 KN-8

26701-66 KN-8N

26702-66 KN-9

20703-66 KN-9N

KN-8N KN-9KN-8

26704-66 KN-10

26705-66 KN-10N

26706-66 KN-45-

26707-66 KN-45- N

KN-45-KN-10N KN-45-KN-10

KN-11 KN-11C

KN-9NKN-9N

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI14

◀ 棚板1枚

◀ 棚板2枚

◀ 引出4杯

◀ 棚板2枚

◀ 棚板1枚

◀ 棚板2枚

◀ 簡易ベッド
　 10台程度収納可能
   （有効高さ900mm）

簡易ベッド（コット）
※商品には含まれません
簡易ベッ
※商品には含まれま
簡易ベッド（コット）

含まれま

600
110

（参考寸法） 1,020

SUS巻パイプ25φ
（Sカン 5個付）

フック 2個

雑巾掛け 2個

ツユ受け 1個



移動式ベッド収納

吊戸棚

フックハンガー

おむつ交換台

フックハンガー

下部開戸タイプ

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
900×500×1,800

￥★

プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板
▶付属品
移動式ベッド 1台

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
1,800×400×850

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
1,500×200×150

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

ピュアホワイト
620×850×710/910

￥★

プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 フック数 寸法（W×D×H/mm） 価格

（ブラウン ＋イエロー ） 600×60×60 ￥★

（ブラウン ＋イエロー ） 900×60×60 ￥★

（ブラウン ＋イエロー ） 1,200×60×60 ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板

外 装：ポリエステル樹脂合板　ソフトコーナー仕上げ
フ ッ ク：スチール クロムメッキ 18個

外 装：ポリエステル樹脂合板

フレーム：スチール 焼付塗装
ベ ー ス：パイン集成材 オイル塗装
フ ッ ク：エラストマー　※脱着、位置変更可能

ブラウン

フック
26723-66　KN-FHF

イエロー

KN-11B

KN-111

KN-FH1

KN-17

KN-FH10/-FH16/-FH20

26712-66 KN-11B

26713-66 KN-11BN

26714-66 KN-111

26715-66 KN-111N

 26718-66 KN-FH1

 26719-66 KN-FH1N

26716-66 KN-17

26717-66 KN-17N

 26720-66 KN-FH10 10 5 5

 26721-66 KN-FH16 16 8 8

 26722-66 KN-FH20 20 10 10

KN-111N

KN-FH1N

KN-17N

KN-FH20

KN-FH16

KN-FH10

KN-111
KN-17

B11-NKNB11-NK

別売品

別売品

移動式ベッド

ベッドガード

最大6ヶ所取付可能
折りたたみ時

使用例

15 YAGAMI

◀ 棚板1枚

◀ 棚板1段

720

360

870

340

1,450



流し台

FRP製／ステンレス製流し台

大型排水トラップ

ステンレスゴミバスケット付

大型Rパネル

本体角部はポリカーボネート製の
大型Rパネルが付いています。

Rを施した流し

流し角部は安全性を重視したR形状です。

いたずら防止用

石けんポケット ※FRP製の場合

手洗い石けんボトルなどが置ける
ポケット付

カラーバリエーション

別売品（給水栓2タイプ）売

１～２歳の低年齢
の子供にも使いや
すいレバータイプ
です。

小学校の訓練がで
きる三角ハンドル
タイプです。

2K407-Y 栓水ーバレ型立 立型ハン 3K407-Y 栓水ルド
26540-66 ￥ ★ 26541-66 ￥ ★

90°
吐水

吐水

90°

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI16

型　式
流　し
本　体

S9-/S21-/S51-NKWF9-/F21-/F51-NKW
FRP製(ペールベージュ)

プレシャスビーチ トイワホアュピトイワホアュピチービスャシレプピュアホワイトプレシャスビーチ
製スレンテス)クンピルーペ(製PRF

点検用扉の は施錠しないと抜けない
仕組みなので、かけ忘れの心配があり
ません。防塵シャッター付です。



WKN-15F

WKN-9F WKN-9S

WKN-15SFRP流し台

台し流スレンテス台し流PRF

ステンレス流し台

WKN-12F WKN-12S 台し流スレンテス台し流PRF

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26724-66 WKN-15F ピュアホワイト
1,500×500×500

￥★

26725-66 WKN-15FN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26726-66 WKN-12F ピュアホワイト
1,200×500×500

￥★

26727-66 WKN-12FN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26728-66 WKN-9F ピュアホワイト
900×500×500

￥★

26729-66 WKN-9FN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26734-66 WKN-9S ピュアホワイト
900×500×500

￥★

26735-66 WKN-9SN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26732-66 WKN-12S ピュアホワイト
1,200×500×500

￥★

 26733-66 WKN-12SN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26730-66 WKN-15S ピュアホワイト
1,500×500×500

￥★

26731-66 WKN-15SN プレシャスビーチ ￥★

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ケミカルシンク　YK-1200（FRP製）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ケミカルシンク　YK-1200（FRP製）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ケミカルシンク　YK-1200（FRP製）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ステンレス（SUS304）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ステンレス（SUS304）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

外 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：大型Rパネル（ポリカーボネート製）
流 し：ステンレス（SUS304）
▶付属品
排水金具：YT-50SBK

　　　WKN-15FN

　　　WKN-15F

　　　WKN-15SN

　　　WKN-15S

　　　WKN-12SN

　　　WKN-9SN

　　　WKN-12S

　　　WKN-9S

　　　WKN-12FN

　　　WKN-9FN

　　　WKN-12F

　　　WKN-9F
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手洗い流し台／収納棚、ミニキッチン

WKC-12JN

WKC-12J 

人工大理石製手洗い流し台
水こぼれを防ぐドリップガード

安心・安全なＲ形状

高さは子供の身長に合わせ、３サイズから選べます

シンク奥部分の左右背
面に立ち上がりを付け
てあります。

シンクとキャビネット
の角部はシャープな角
をなくしています。

ないと抜けない仕組み
なので、かけ忘れの心
配がありません。防塵
シャッター付です。

60
0m
m

55
0m
m

50
0m
m

年齢

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

身長（cm）

80

89

97

103

110

117

身長の目安

2歳児(89cm) 4歳児(103cm) 6歳児(117cm)

年齢

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

身長（cm）

80

89

97

103

110

117

身長の目安

600mm 800mm 1600mm 2000mm

WKC-12J 手洗い流し台

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26530-66
WKC-12J

WKC-12J ピュアホワイト
1,200×450×500・550・600

￥★

 26631-66 N プレシャスビーチ ￥★

外 　 装：ポリエステル樹脂合板
正面角部：耐候性樹脂エッジ（ABS樹脂製）
流　　し：人工大理石
▶付属品
排水金具：2”MT-50A

W寸法は600～2000mmの範囲で自由に設定可能です。扉のカラーも変更可能です。

１～２歳の低年齢
の子供にも使いや
すいレバータイプ
です。

小学校の訓練がで
きる三角ハンドル
タイプです。

特別仕様

別売品（給水栓2タイプ）

2K407-Y 栓水ーバレ型立

立型ハン 3K407-Y 栓水ルド

26540-66 ￥ ★

26541-66 ￥ ★

90°
吐水

吐水

90°

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI18



TKN-2-Ⅱ

KN-1800 YFK-120-L（R）/ YFK-120D-L（R）

TKN-22-Ⅱ備品収納棚

ンチッキニミ台ドイサ

備品収納棚

TKN-4-Ⅱ TKN-24-Ⅱ 棚納収品備棚納収品備

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26736-66 TKN-2-Ⅱ ピュアホワイト
1,800×450×2,000

￥★

26737-66 TKN-2-ⅡN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26738-66 TKN-22-Ⅱ ピュアホワイト
1,200×450×2,000

￥★

26739-66 TKN-22-ⅡN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26742-66 TKN-24-Ⅱ ピュアホワイト
1,200×450×2,000

￥★

26743-66 TKN-24-ⅡN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26740-66 TKN-4-Ⅱ ピュアホワイト
1,800×450×2,000

￥★

 26741-66 TKN-4-ⅡN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26744-66 KN-1800 ピュアホワイト
1,800×460×800

￥★

26745-66 KN-1800N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 0000-66 YFK-120 1口IHヒーター（100V）
1,200×500×900

￥★

 0000-66 YFK-120D 1口IHヒーター（200V） ￥★

TKN-2-Ⅱ

外 装：ポリエステル樹脂合板
引 違 戸：樹脂化粧アルミラインサッシ、強化ガラス t=4
引 出：セルフクロージング機構付スライドレール

外 装：ポリエステル樹脂合板
引 違 戸：樹脂化粧アルミラインサッシ、強化ガラス t=4
引 出：セルフクロージング機構付スライドレール

外 装：ポリエステル樹脂合板
引 違 戸：樹脂化粧アルミラインサッシ、強化ガラス t=4

外 装：ポリエステル樹脂合板
引 違 戸：樹脂化粧アルミラインサッシ、強化ガラス t=4

天 板：メラミン化粧板、セーフティコーナー仕上げ
外 装：ポリエステル樹脂合板

プイタ出引段中プイタ出引段中

外 装：両面低圧メラミン化粧パーティクルボード
▶付属品
２ハンドル混合水栓、IHヒーター

KN-1800N

YFK-120-LKN-1800

TKN-2-ⅡN TKN-22-ⅡN

TKN-4-ⅡN TKN-24-ⅡN

TKN-22-Ⅱ

TKN-4-Ⅱ TKN-24-Ⅱ
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詳しくは総合カタログP305

◀ 棚板1段

◀ 棚板1段

◀ 棚板1段

◀ 棚板1段 ◀ 棚板1段



収納棚／下足入、傘立て

SHE-1N SHE-1S/-2S

KN-C1

棚品物棚品物

備品収納棚

商品コード 型式 寸法（W×D×H/mm） 価格

23385-60 SHE-1N　　 1,800×900×1,800 ￥★

25599-60 SHE-1N（60） 1,800×600×1,800 ￥★

商品コード 型式 寸法（W×D×H/mm） 価格

26363-60 SHE-1S 1,800×476×1,810 ￥★

26367-60 SHE-2S 1,800×576×1,810 ￥★

KN-C1W EPI ルネパドンエ棚納収品備

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26746-66 KN-C1　 ピュアホワイト
1,800×600×2,500

￥★

 26747-66 KN-C1N ライトブラウン ￥★

KN-C1

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26748-66 KN-C1W　 ピュアホワイト
1,800×600×2,500

￥★

26749-66 KN-C1WN ライトブラウン ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 24967-66 EPI
ピュアホワイト

20×600×2,500
￥★

プレシャスビーチ ￥★

外 装：両面低圧メラミン化粧パーティクルボード

　KN-C1WN 　KN-C1W

　　　KN-C1N

エンドパネルエンドパネル 本体エンドパネル

連結する場合
▼

単体の場合
▼

本体

反らない
大型扉のサッシはアルミ製の
ため、長大なフレームでも木
製のような反りが起きません。

アルミ製サッシ

割れない
大型扉の窓部は耐衝撃性に
優れたポリカーボネートを
使用しているため、非常に
割れにくく安全です。

ポリカーボネート製窓

SHE-1S

外 装：両面低圧メラミン化粧パーティクルボード
引 違 戸：樹脂化粧アルミサッシ、ポリカーボネート t=4、鍵付

外 装：両面低圧メラミン化粧パーティクルボード
引 違 戸：樹脂化粧アルミサッシ、ポリカーボネート t=4/ホワイトボード、鍵付

外 装：スチール 焼付塗装
棚 板：50mmピッチ

柱 ：米栂集成材
棚 板：ラワン合板

SHE-1N

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI20

詳しくは総合カタログ
P186～189



EKN-24

EKN-18HA EKN-18A

EKN-24S園児用下足入

て立傘用児園入足下用賓来・員職

園児用下足入

EKN-18 EKN-18H 入足下用賓来・員職入足下用賓来・員職

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26752-01 EKN-24S　 ピュアホワイト
1,300×320×1,050

￥★

26753-01 EKN-24SN プレシャスビーチ ￥★

26752-02 EKN-24SW ピュアホワイト
1,300×620×1,050

￥★

26753-02 EKN-24SWN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26756-66 EKN-18H　 ピュアホワイト
1,800×400×1,050

￥★

26757-66 EKN-18HN プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26754-66 EKN-18　 ピュアホワイト
1,800×400×1,050

￥★

26755-66 EKN-18N プレシャスビーチ ￥★

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

26758-66 EKN-18HA　 ピュアホワイト
1,800×400×1,050

￥★

26759-66 EKN-18HAN プレシャスビーチ ￥★

法寸ドーコ品商 格価）mm/H×D×W（

26760-66 485×300×520 ￥★

EKN-24

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×H/mm） 価格

 26750-01 EKN-24　 ピュアホワイト
1,300×320×1,050

￥★

 26751-01 EKN-24N プレシャスビーチ ￥★

 26750-02 EKN-24W　 ピュアホワイト
1,300×620×1,050

￥★

 26751-02 EKN-24WN プレシャスビーチ ￥★

天 板：メラミン化粧板　ポストフォーム加工
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板　ポストフォーム加工
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板　ポストフォーム加工
外 装：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板　ポストフォーム加工
外 装：ポリエステル樹脂合板
開 戸：ポリエステル樹脂合板

天 板：メラミン化粧板　ポストフォーム加工
外 　 装：ポリエステル樹脂合板
開 戸：アクリル樹脂

２４人用

１８人用、オープンタイプ

１８人用、 １プイタ戸開 ８人用、最大36本

１８人用、開戸タイプ

３～５歳児向け（個別仕切り無し）

フレーム：スチール焼付塗装
水 受 皿：AES樹脂
人 工 芝：表面ポリプロピレン、裏面合成ゴムコーティング

EKN-24N EKN-24SN

EKN-18N EKN-18HN

EKN-18HAN

EKN-18 EKN-18H

EKN-18HA

EKN-24S
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樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

耐水性に優れた樹脂製下足箱
三角屋根・フラット・シャッターの３タイプから選択可能です。

■ 長靴収納可能（三角屋根・フラットタイプ） ■ 自分の場所が分かりやすい（P000の商品）
屋根の色が３色、棚
の色は段ごとに違っ
ているので、幼児が
自分の場所を見分け
やすくなっています。

ボックスの中棚が跳ね上がるので、
長靴の収納も可能です。

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25026-01 EKC-12H 12人用    726×290×1,250 ￥163,000
25026-02 EKC-16H 16人用    956×290×1,250 ￥204,000
25026-03 EKC-20H 20人用 1,186×290×1,250 ￥246,000
25026-04 EKC-24H 24人用 1,416×290×1,250 ￥289,000
25026-05 EKC-28H 28人用 1,646×290×1,250 ￥330,000
25026-06 EKC-32H 32人用 1,876×290×1,250 ￥372,000
25026-07 EKC-36H 36人用 2,106×290×1,250 ￥413,000
25026-08 EKC-40H 40人用 2,336×290×1,250 ￥456,000
　〔1250Ｈ・980Ｈｍｍ　共通仕様〕　外装：ABS樹脂、アジャスター付き

※屋根、棚の配色は写真のとおりになります。色およびキャラクターシールの指定はできません。屋根の色はピンク、ブルー、グリーンの繰り返しになります。

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25072-01 EKC-12FH 12人用    726×290×1,185 ￥160,000
25072-02 EKC-16FH 16人用    956×290×1,185 ￥200,000
25072-03 EKC-20FH 20人用 1,186×290×1,185 ￥241,000
25072-04 EKC-24FH 24人用 1,416×290×1,185 ￥283,000
25072-05 EKC-28FH 28人用 1,646×290×1,185 ￥323,000
25072-06 EKC-32FH 32人用 1,876×290×1,185 ￥364,000
25072-07 EKC-36FH 36人用 2,106×290×1,185 ￥404,000
25072-08 EKC-40FH 40人用 2,336×290×1,185 ￥446,000
　〔1185Ｈ・915Ｈｍｍ　共通仕様〕　外装：ABS樹脂、アジャスター付き

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25027-01 EKC-9 9人用    726×290×980 ￥129,000
25027-02 EKC-12 12人用    956×290×980 ￥161,000
25027-03 EKC-15 15人用 1,186×290×980 ￥193,000
25027-04 EKC-18 18人用 1,416×290×980 ￥225,000
25027-05 EKC-21 21人用 1,646×290×980 ￥257,000
25027-06 EKC-24 24人用 1,876×290×980 ￥290,000
25027-07 EKC-27 27人用 2,106×290×980 ￥321,000
25027-08 EKC-30 30人用 2,336×290×980 ￥354,000

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25073-01 EKC-9F 9人用    726×290×915 ￥126,000
25073-02 EKC-12F 12人用    956×290×915 ￥157,000
25073-03 EKC-15F 15人用 1,186×290×915 ￥188,000
25073-04 EKC-18F 18人用 1,416×290×915 ￥219,000
25073-05 EKC-21F 21人用 1,646×290×915 ￥250,000
25073-06 EKC-24F 24人用 1,876×290×915 ￥282,000
25073-07 EKC-27F 27人用 2,106×290×915 ￥312,000
25073-08 EKC-30F 30人用 2,336×290×915 ￥344,000

EKC-12H～40H

EKC-12FH～40FH

EKC-9～30

EKC-9F～30F

三角屋根タイプ、１，２５０Ｈ

フラット屋根タイプ、１，１８５Ｈ

三角屋根タイプ、９８０Ｈ

フラット屋根タイプ、９１５Ｈ

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

EKC-24H（4段×6列＝24人用）

EKC-24FH（4段×6列＝24人用）

EKC-18（3段×6列＝18人用）

EKC-18F（3段×6列＝18人用）

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI22



■ しっかり安定して設置（全タイプ） ■ 名前表示エリア付（全タイプ）
アジャスターが付いているため、勾配ある場所にも安定して設置できます。

三角屋根・フラットタイプ 三角屋根・フラットタイプシャッタータイプ シャッタータイプ

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25072-11 EKC-12FHB 12人用    726×290×1,185 ￥160,000
25072-12 EKC-16FHB 16人用    956×290×1,185 ￥200,000
25072-13 EKC-20FHB 20人用 1,186×290×1,185 ￥241,000
25072-14 EKC-24FHB 24人用 1,416×290×1,185 ￥283,000
25072-15 EKC-28FHB 28人用 1,646×290×1,185 ￥323,000
25072-16 EKC-32FHB 32人用 1,876×290×1,185 ￥364,000
25072-17 EKC-36FHB 36人用 2,106×290×1,185 ￥404,000
25072-18 EKC-40FHB 40人用 2,336×290×1,185 ￥446,000
　〔1250Ｈ・980Ｈｍｍ　共通仕様〕　外装：ABS樹脂、アジャスター付き

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

26761-01 EKC-12SH 12人用    700×335×1,101 ￥196,000
26761-02 EKC-16SH 16人用    920×335×1,101 ￥249,000
26761-03 EKC-20SH 20人用 1,140×335×1,101 ￥302,000
26761-04 EKC-24SH 24人用 1,360×335×1,101 ￥355,000
26761-05 EKC-28SH 28人用 1,590×335×1,101 ￥408,000
26761-06 EKC-32SH 32人用 1,810×335×1,101 ￥462,000
26761-07 EKC-36SH 36人用 2,030×335×1,101 ￥515,000
26761-08 EKC-40SH 40人用 2,250×335×1,101 ￥568,000
　〔1185Ｈ・915Ｈｍｍ　共通仕様〕　外装：ABS樹脂、アジャスター付き

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25073-11 EKC-9FB 9人用    726×290×915 ￥126,000
25073-12 EKC-12FB 12人用    956×290×915 ￥157,000
25073-13 EKC-15FB 15人用 1,186×290×915 ￥188,000
25073-14 EKC-18FB 18人用 1,416×290×915 ￥219,000
25073-15 EKC-21FB 21人用 1,646×290×915 ￥250,000
25073-16 EKC-24FB 24人用 1,876×290×915 ￥282,000
25073-17 EKC-27FB 27人用 2,106×290×915 ￥312,000
25073-18 EKC-30FB 30人用 2,336×290×915 ￥344,000

商品コード 型式 規格 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

26762-01 EKC-9S 9人用    700×335×850 ￥152,000
26762-02 EKC-12S 12人用    920×335×850 ￥192,000
26762-03 EKC-15S 15人用 1,140×335×850 ￥233,000
26762-04 EKC-18S 18人用 1,360×335×850 ￥273,000
26762-05 EKC-21S 21人用 1,590×335×850 ￥314,000
26762-06 EKC-24S 24人用 1,810×335×850 ￥355,000
26762-07 EKC-27S 27人用 2,030×335×850 ￥395,000
26762-08 EKC-30S 30人用 2,250×335×850 ￥436,000

EKC-12FHB～40FHB

EKC-12SH～40SH

EKC-9FB～30FB

EKC-9S～30S

フラット屋根タイプ、１，１８５Ｈ

シャッタータイプ、１，１０１Ｈ

フラット屋根タイプ、９１５Ｈ

シャッタータイプ、８５０Ｈ

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

樹脂製下足箱

EKC-24FHB（4段×6列＝24人用）

EKC-24SH（4段×6列＝24人用）

EKC-18FB（3段×6列＝18人用）

EKC-18S（3段×6列＝18人用）
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イス・テーブル

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI24

KCT-1  授乳チェアー

座 ：非フタル酸塩ビレザー
木 部：ブナ材、ウレタン塗装

KCT-3 乳幼児用チェアー（テーブル付）

主 材：シナ合板・ブナ材、ウレタン塗装

KCT-2  授乳テーブル

天 板：メラミン化粧板
脚 ：ブナ材、ウレタン塗装

KCT-4 乳幼児用ハイチェアー

外 　 装：シナ合板・ブナ材、ウレタン塗装
ベ ル ト：PP製

KCT-5 テーブル

天 板：メラミン化粧板、木口：ブナ材
脚 ：ブナ材

授乳と離乳食のためのチェアー

乳幼児用の木製テーブル付きチェアー 乳幼児用のハイチェアー

天板縁まわりは、２箇所
のゴミ掃口がついてい
ます。

肘掛けは、乳児を膝の
上に抱いた時に丁度
良い高さです。

テーブルは片手で開閉できます。
※使用する際はロックできます。

片付けの際は、
後方から重ねる
ことができます。

スタッキングできます。 ハンドル、キャスター付きで
移動が簡単。

足置きの位置を調節できる
ので、体型に対応できます。

授乳用チェアー、テーブル使用例

乳幼児用ハイチェアー、テーブル使用例

※両ページの商品は規格品のため仕様変更はできません。

商品コード 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25034-00 650×535×350 ￥136,000

商品コード 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25036-00 400×460×165/432 ￥93,000
商品コード 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25037-00 443×545×547/855 ￥88,000
商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25038-00 910×610×705 ￥123,000

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25035-00 760×450×620 ￥112,000
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KCT-6  テーブル (折りたたみ式)

KCT-7  幼児用テーブル (折りたたみ式)

天 板：メラミン化粧板、木口：全周ブナ無垢材コーナー仕上げ
脚 ：ブナ材

KCT-8  幼児用座卓 (折りたたみ式)

天 板：メラミン化粧板、木口：全周ブナ無垢材コーナー仕上げ
脚 ：ブナ材

KCT-9 幼児用テーブル

天 板：ブナ突板合板
脚 ：ブナ材

KCT-10 幼児用テーブル（折りたたみ式）

天 板：メラミン化粧板、木口：ブナ材
脚 ：ブナ材

※イスは付属していません。

テーブル使用例

0～1才児用のテーブル

天 板：メラミン化粧板、木口：ソフトエッジ
脚 ：ブナ材

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25039-00 1,200×450×340 ￥79,000

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25042-00 1,200×600×250 ￥93,000

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25043-00 1,200×600×510 ￥67,000
商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25044-00 1,200×625×520 ￥120,000

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25041-01 1,200×600×510 ￥93,000
25041-02 1,200×600×430 ￥93,000



イス／ゲート

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI26

　 

商品コード 型式 本体色 寸法（W×D×SH/mm） 価格

26763-00 KN-B1 ピュアホワイト
1,200×320×300 ￥★

26764-00 KN-B1N プレシャスビーチ

座 板：ラバーウッド集成材 UC
外 装：ポリエステル樹脂合板

KCC-2 イ  ス

KCC-3 イ  ス KCC-4 イ  ス（肘付き）

商品コード カラー 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25047-01 グリーン

336×274×240 ￥31,00025047-02 イエロー

25047-03 オレンジ

座 ：シナ合板
背 板：シナ合板

脚 ：ブナ材

KCC-5 イ  ス

商品コード カラー 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25048-01 赤
340×280×290

￥26,000
25048-02 クリアー ￥27,000

座 ：桂
脚 ：ブナ材

KN-B1

後脚にバックや帽子
を掛けられます。

スタッキング式

スタッキング式

（1才児用）

（グリーン） （グリーン）（イエロー） （イエロー）（オレンジ） （オレンジ）

（2才児用） （3才児用） （4才児用） （5才児用）

商品コード 規格 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25045-01 1才児用 334×245×160 ￥29,000
25045-02 2才児用 300×267×200 ￥27,000
25045-03 3才児用 360×319×230 ￥27,000
25045-04 4才児用 360×321×260 ￥27,000
25045-05 5才児用 360×324×290 ￥29,000

座 ：ブナ材
背 板：ブナ材

脚 ：ブナ材

商品コード カラー 寸法（W×D×SH/mm） 税別価格

25046-01 グリーン

350×288×240 ￥29,00025046-02 イエロー

25046-03 オレンジ

25046-04 グリーン

350×288×300 ￥32,00025046-05 イエロー

25046-06 オレンジ

座 ：シナ合板
背 板：シナ合板

脚 ：ブナ材

※両ページの商品は規格品のため仕様変更はできません。

ベンチ

KN-B1N

KN-B1
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KCG-1S  間仕切りサークルKCG-1 間仕切りゲート

KCG-2  間仕切りゲート

商品コード 寸法（W×D×H/mm） 税別価格

25051-00 1,200～1,500×210×610 ￥232,000
本 体：ブナ・シナ合板　

手前・奥側のどちらにも開閉できます ボルト、ナットで連結します。
お部屋に合わせていろいろなパターンの組み合わせが展開できます

乳幼児が開閉できないよう
に扉部分を一度持ち上げ
てから開閉する構造になっ
ています。

用使てし結連を側両ず必※
して下さい。

指定の間口寸法をご指示ください。

壁や家具に囲まれている、1200ｍｍから1500ｍｍの間口に設置できます

連結して使用できる、間仕切りサークル連結して使用できる、間仕切りゲート

保育スペースに合わせて自由に乳幼児コーナーを設置

商品コード 寸法 格価別税）mm/H×D×W（

25050-00 940×90×670 ￥94,000
外 装：ポリエステル樹脂合板・パイン集成材

商品コード 寸法 格価別税）mm/H×D×W（

25049-00 940×100×675 ￥111,000
外 装：ポリエステル樹脂合板・パイン集成材



遊具

クッション仕様の乳幼児用の運動遊具

    S1-SCK

    S2-SCK     S3-SCK

ハイハイクライマーKCS-1S 
25053-00 ￥584,000（税別価格）
仕 上：ウレタンレザー貼り
［セット内容］
スロープ2個、ステップ2個、ウェーブ4個、コーナー1個
スクエア（ピンク）2個、ジョイント（底面用）6個

ハイハイクライマーKCS-2S
25054-00 ￥379,000（税別価格）
仕 上：ウレタンレザー貼り
［セット内容］
スロープ1個、ステップ1個、ウェーブ3個、コーナー1個
スクエア（ピンク）1個、ジョイント（底面用）2個

ハイハイクライマーKCS-3S
25055-00 ￥438,000（税別価格）
仕 上：ウレタンレザー貼り
［セット内容］
スロープ1個、ステップ1個、ウェーブ4個
スクエア（ピンク）2個、スクエア（ブルー）1個
ジョイント（底面用）5個

壁面用・床面用、1枚で2種類の使い方ができるマット

床面使用時

（ピンク）

（ブルー）

マスコットは取り外して
遊べます。
※手洗い可

〈材質〉
表　　　地/ウレタンレザー　
芯　　　材/ウレタンチップ
　　　　　 発泡ウレタン　
スベリ止布/オレフィン系樹脂

表地はなめても安全性の高いウレタ
ンレザーを使用。
水拭きができます。
底面には設置安定性の高い滑り止め
の布地を使用しています。
マジックテープで連結して使用しま
す。

KCS-11 スロープ

25056-00 ￥63,000（税別価格）

本 体：ウレタンレザー貼り

KCS-12  ステップ

25057-00 ￥64,000（税別価格）

本 体：ウレタンレザー貼り

KCS-13 ウェーブ

25058-00 ￥56,000（税別価格）

本 体：ウレタンレザー貼り
[付属品]
マスコット……たいよう1個・くも3個

KCS-16   ジョイント・底面用

25061-00 ￥12,000（税別価格）

ズレを防止する強力なマジックテープ。ス
ロープ・ステップ・スクエアの底面同士を連
結する際に使用します。

※ウェーブ・コーナーには使用しません。

KCS-14   コーナー

25059-00 ￥87,000（税別価格）

本 体：ウレタンレザー貼り

スクエアと壁面の間に挟んで使用をしま
す。折りたたんで収納できます。

KCS-15   スクエア

KCS-15
ピンク

25060-01 ￥49,000（税別価格）

KCS-15
ブルー

25060-02 ￥49,000（税別価格）

本 体：ウレタンレザー貼り

ハイハイクライマー  の共通仕様

床面には設置安全性の高いすべり止めの
布地を使用しています。

※両ページの商品は規格品のため仕様変更はできません。

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI28

　 

900W×900D×50H

900W×900D×50H900/900W×50D×550H

900W×100D

900W×450D×200H900W×450D×200H 900W×450D×200H



    例置設S5-CSK・S4-SCK

キッズコーナーは子供専用の遊び場です

570

645

2850

1710

425

1710
1140

900×900900×900

900×900900×900

2,
30

0

2,300

1,
15

0
1,
15

0

900250 900 250

KCS-4S ソフトブロックジム

25065-00 ￥385,000（税別価格）

仕 上 げ：非フタル酸塩ビレザー

KCS-5S ソフトブロックジム

25066-00 ￥515,000（税別価格）

仕 上 げ：非フタル酸塩ビレザー

C-24L キッズコーナー

24539-00 ￥410,000（税別価格）

仕 　 　 上：ビニールレザー貼り
ク ッ シ ョ ン：チップウレタン、積層合板下地
カ ラ ー：ローズ、イエロー、ライトグリーン、ブルー
連 結 方 法：マジックテープ

29YAGAMI

2,300W×2,300D×250H

1,710W×1,140D×425H

2,850W×570/1,710D×645H



置き畳／トイレブース

900W×900D×18H

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI30

　 

※3色からお好きな色をお選びいただけます。
カラーバリエーション

ピンク グリーン オレンジ

900

90
0正方形

「たたふぃーる」は部屋に明るさと楽しさを
演出する新しい置き畳です。
見て楽しい、触ってくつろぎ、乗って遊ぶ。
肌で畳の良さを感じてください。

不織布の滑り止めは床を傷つけることなくご
使用いただけます。裏面全面に装着するこ
とにより、より接着効果を高めています。

オレフィン系樹脂と吸湿性炭酸カルシウムででき
た畳表は、天然の畳表より耐久性に優れ、色あ
せや変色がしにくく、湿気にも強いためダニやカ
ビの発生を抑えます。また雑菌の繁殖を抑える
ので子どもが遊ぶスペースに最適です。

5mmの高反発材を使用しているため、踏んだ
り、座ったりした時の感触が非常にソフト。従来
の畳よりクッション性が優れた柔らかい畳です。

め止り滑いなけつ傷を床材素の表畳たれ優に性久耐さから柔いよ地心の性ンョシック

〔共通仕様〕
畳 　 　 表：オレフィン樹脂、吸湿性炭酸カルシウム
クッション：高反発クッション

  （木質インシュレーションボード下地）
裏 面：不織布滑り止め ハート

あさがお

1,020

1,
02

0

853

85
3

畳表2ｍｍ

高反発クッション5ｍｍ

木質インシュレーション
ボード10ｍｍ

不織布滑り止め1ｍｍ

C-11TF たたふぃーる（ハート）

4枚セット例

25203-01 ピンク

25203-02 グリーン

25203-03 オレンジ

1枚 ￥39,900（税別価格）

C-12TF たたふぃーる（ダイヤモンド）

3枚セット例

25204-01 ピンク

25204-02 グリーン

25204-03 オレンジ

1枚 ￥37,000（税別価格）

C-13TF たたふぃーる（あさがお）

4枚セット例

25205-01 ピンク

25205-02 グリーン

25205-03 オレンジ

1枚 ￥37,000（税別価格）

C-14TF たたふぃーる（四角）

25206-01 ピンク

25206-02 グリーン

25206-03 オレンジ

1枚 ￥28,400（税別価格）

4枚セット例

600

1,200

86
6ダイヤモンド

1,200W×1,020D×18H1,200/600W×866D×18H853W×853D×18H
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扉は3色からお選びください。

イエロー ピンク グリーン

止防め詰指 ■
ストッパー
（園児用）

口小ルネパ ■  
アルミ押出
型材

800 800

1,
00

0

30

1,
05

0

30

830

30
1,
00

0

800

1,
05

0

30

1,
20

0
50
～
70

1,660

1,
84

0

1,410 30

30

90
0

85
0

30

1,440

KC-21T（1ブース2方） KC-22T（2ブース2方） KC-23T（1ブース2方）

50
～
70

50
～
70

1,
20

0

KC-21T 園児用トイレブース（1ブース2方）

24287-67 ￥ ★

パ ネ ル
表面材：メラミン化粧板
芯材：MDF
木口：アルミ押出型材

扉

表面材：メラミン化粧板
芯材：MDF
木口：（園児用）ソフトコーナー仕上げ
　　　（教員用）SUS　HL仕上げ

壁チャンネル：アルミ押出型材
サ ポ ー ト：SUS304
取 手：ナイロン樹脂製

KC-22T 園児用トイレブース（2ブース2方）

24288-67 ￥ ★

▶付属品 ：指詰め防止ストッパー
＊ 園児用ブースに鍵は付属していません。
　 鍵の取付も別途お見積りを致します。

KC-23T 教員用トイレブース（1ブース2方）

24289-67 ￥ ★

▶付属品 ：鍵（スライドラッチ）
1,440W×900D×1,840H

1,660W×1,050D×1,200H

830W×1,050D×1,200H



納入例

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI32
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レイアウトプラン

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI34

遊戯室

洗

保健室

調理室 1才児保育室

0才児保育室

2才児保育室

幼児便所

子育て支援室

倉庫

相談室

事務室

玄関

所
便
児
幼

乾燥室

ステージ

検収室

食品庫

休憩室

廊下

職員・来客用玄関

職員・来賓用下足入 EKN-18HAN 園児用下足入 EKN-24WN ０～２歳児用ロッカー KN-3DN 大型Ｒエンドパネル KN-EPN FRP流し台 WKN-12FN
●①×2台 P.21 ●②×8台 P.21 ●③×11台 P.9 ●④×6台 P.7 ●⑤×3台 P.17

サイド台 KN-18N 布団収納 KN-11N パスボックス KN-PBN おむつ交換台 KN-17N 備品収納棚 TKN-2-ⅡN
●⑥×4台 P.10 ●⑦×3台 P.14 ●⑧×1台 P.8 ●⑨×1台 P.15 ●⑩×2台 P.19

サイド台 KN-1800N 移動式ベッド収納 KN-11BN ミニキッチン YFK-120-L
●⑪×2台 P.19 ●⑫×1台 P.15 ●⑬×1台 P.19

●① ●①

●②

●⑬

●⑫

●⑦

●④

●④

●④

●④

●④

●④

●⑦ ●⑦

●⑥ ●⑥●⑪

●⑩

●⑩

●⑩

●⑪

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●⑤

●⑤
●⑧

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●⑥ ●⑥

●⑩

●⑩
●⑨

保育園 1F

×8台 P.21PP ③●●
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3才児保育室

室育保児才5室育保児才4

園児
便所

一時預り保育室

更衣室 倉庫

廊下

職員用
便所

図書コーナー

園児用ロッカー KN-1N 大型Ｒエンドパネル KN-EPN FRP流し台 WKN-15FN 教師用収納棚 KN-10N サイド台 KN-18N
●①×9台 P.6 ●②×13台 P.7 ●③×4台 P.17 ●④×3台 P.14 ●⑤×9台 P.10

サイド台 KN-18CN コーナー FIX KN-CFN 園児用ロッカー KN-3N 傾斜２段書架 BKN-2N 展示傾斜書架 BKN-5N
●⑥×3台 P.10 ●⑦×3台 P.7 ●⑧×4台 P.7 ●⑨×2台 P.12 ●⑩×1台 P.13

紙芝居収納 BKN-6N 展示傾斜書架 BKN-4N ベンチ KN-B1N 備品収納棚 KN-C1N 物品棚 SHE-1N（60）
●⑪×1台 P.13 ●⑫×1台 P.12 ●⑬×2台 P.26 ●⑭×1台 P.20 ●⑱×8台 P.20

●①

●①

●①

●①●①

●①●①

●①●①

●⑬

●⑬

●⑫

●④

●④ ●④

●⑧

●⑧

●⑧

●⑧

●⑦

●⑥
●⑥

●⑥

●⑪●⑩

●②

●⑤
●⑤ ●⑤

●⑤●⑤
●⑤

●⑮

●⑮

●⑮

●⑮

●⑮

●⑭

●⑮

●⑮

●⑮ ●⑤●⑤

●③

●③

●③ ●③

●⑥ ●②

●②●②

●②●②●②

●②●②

●②

●② ●②

●②

●⑨ ●⑨

●⑦●⑦

保育園 2F



レイアウトプラン

ウッドデッキ

4才児室

3才児室 3才児室 3才児室
更衣室

図書コーナー

休憩室 園長室

保健室
相談室

職員室

印刷室

4才児室

会議室

4才児室
テラス

倉庫

職員・
来客用玄関

幼稚園 1F

樹脂製下足箱 EKC-15FB 園児用ロッカー KN-1N 吊戸棚 KN-111N 大型Ｒエンドパネル KN-EPN 教師用収納棚 KN-10N
●①×14台 P.23 ●②×18台 P.6 ●③×18台 P.15 ●④×6台 P.7 ●⑤×6台 P.14

清掃用具入れ KN-45-ⅡN 職員・来賓用下足入 EKN-18HN 手洗い流し台WKC-12JN 備品収納棚 TKN-4-ⅡN サイド台 KN-1800N
●⑥×7台 P.14 ●⑦×2台 P.21 ●⑧×3台 P.18 ●⑨×2台 P.19 ●⑩×3台 P.19

移動式ベッド収納 KN-11BN 展示棚付書架 BKN-3N 傾斜２段書架 BKN-2N
●⑪×1台 P.15 ●⑫×1台 P.12 ●⑬×2台 P.12

●① ●① ●① ●①●① ●① ●① ●①

●①

●①

●①

●①

●①

●①

●⑨

●⑨

●⑧ ●⑦

●⑦

●⑪
●⑫●⑬

●⑬

●⑩ ●⑩ ●⑩

●⑧

●⑧

●⑥

●⑥

●⑥ ●⑥

●④

●④ ●④ ●④

●④

●④

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●② ●② ●②

●② ●② ●②

●② ●② ●②

●②

●②

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③

●③ ●③ ●③

●③ ●③ ●③

●③ ●③ ●③

●③

●③

●⑤

●⑤ ●⑤ ●⑤

●⑤

●⑤

●⑥

●⑥

●⑥

師 収納棚

価格の後に「～」印のある商品は、特に付帯工事費、搬入・据付費にご留意下さい。　★印となっている商品の価格についてはお問い合わせ下さい。YAGAMI36



遊戯室

教材室

5才児室

PTA室兼研修室

5才児室

5才児室

幼稚園 2F

園児用ロッカー KN-1N 吊戸棚 KN-111N 大型Ｒエンドパネル KN-EPN 教師用収納棚 KN-10N 清掃用具入れ KN-45-Ⅱ
●①×9台 P.6 ●②×9台 P.15 ●③×3枚 P.7 ●④×3台 P.14 ●⑤×3台 P.14

手洗い流し台WKC-12JN 物品棚 SHE-2S
●⑥×2台 P.18 ●⑦×3台 P.20

●①

●①

●①

●①

●①

●①

●①

●①

●①

●⑥

●⑦ ●⑦

●⑦

●⑥

●④

●④

●④

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●②

●③

●③

●③

●⑤

●⑤

●⑤

師 収納棚
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ご提案から納品まで
一連の工程すべてに対応できます

★ヤガミではCADによる編集設計用
として「製品規格図面データ」を、
CD-ROMにて提供しております。

保健医科機器
健康診断用器具、救急処
置用器具、環境衛生器具、
体力測定機器、介護福祉
関連機器、用品等。

救急資機材
救急医療機関や自動車教
習所、警察、消防署など
で使用される救命救急用
品と訓練・指導用機器。

施設設備機器
学校教育に使用される特別教室(理科教室、
調理教室、被服教室、技術教室、図工室、
コンピュータ教室、図書室等)や保健室、
多目的スペースに設備
される実習台・収納家
具を始めとする各種施
設設備機器及び大学、
各種研究機関、福祉公
共施設における施設設
備機器。

産業用電熱システム
電気保温加熱機器、ラボ
用加熱機器、粘度管理機
器等の産業、研究用機器。

営業品目のご案内

教育理科機器
理科教育に必要な小学
校、中学校、高等学校、大
学に於ける物理、化学、
生物、地学等の実験学習
に使用する機器等。

ヤガミは製造を含めた
ISO9001 認証取得企業です
ISO9001は、｢顧客の要求を満たした製品を提供する能力｣ 並びに
｢顧客満足の向上を目指す企業｣ であることを評価する国際的な品質マネジメントシステムです。
ヤガミは製造での品質強化も目的の一つとして、
開発から設計、製造、据付に至る全ての段階における認証を取得しています。
ヤガミは品質方針「ユーザーのもとへ最適な品質の商品を提供する」のもと、
更に高い信頼を頂けるよう努力を重ねてまいります。

登録範囲
施設設備機器（学校、研究所、公共施設に
おける家具類等）の設計・開発及び製造

登録事業所の所在地　
本社
製造部門（ヤガミファニテク）
東京支店（第二事業本部）
大阪支店（第二事業本部）
福岡営業所（第二事業本部）

ISO審査機関 登録・認定マーク

G2015対応

B a s i c

L iL iLL ffff ee

p op o rr ttttS u p pS u p pSS

一次救命処置（BLS）訓練・実習用人形
AED（自動体外式除細動器）

救急資機材シリーズ
No.25

理科機器
株式会社　　　　 公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社 総合理化学機器製造提供会員

2019・2020年度
総合カタログ No.61

訂 正日 訂　正 内　容

DATE:

承
認

確
認

製 縮検
図 図 尺

営
業

施設名

図　名 型 式 室 名
番 号
整 理
番 号
図 面

特注規格 標準

数量 台
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0
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0

45
63
5

17
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80

640930240 930 250

280

1000
86866 66

1200 600 1200

3000

配管記号一覧

記 から器具まで接続工事別途。
3.ガスコックは別途。

1.各配管床上5cm以内プラグ止。
2.給水、排水、ガス、電気の床上

W 給　水

注

排　水D
電 気E
ガ スG

配管立上平面図 S1/30

150

10
0

35
0

10
0

1350
150

1250

60
0

15
0 500

15
0

90
0

3000

ガスコック用穴 2-φ30

※ACコンセント

※ACコンセント

大型Rパネル

ガスコック(設備工事)

E

D W
D

G

点検口

流し蓋

点検口

K-2A1 生徒用実験台
20130725

10
1

YC-8SRB-Ⅲ

25165-90

ダークグレー103

オフホワイト100

ダークグレー

コンセント
給水栓

流 し

交流2連式 CO-2 （100V-15A） 2個

天　板

台　輪

外　装

名　称

角部：台輪用コーナー（ABS樹脂）

木口：SF-45ソフトコーナー(エラストマー)

ポリエステル樹脂合板

ポリエステル樹脂合板
ダークグレー

木口：t2 セーフティエッジ（ABS樹脂）
t20 ポリエステル樹脂合板棚　板

オフホワイト
オフホワイト100

材　質・仕　様 備　　考

幕　板 オフホワイト100
木口：t2 セーフティエッジ（ABS樹脂）
t20 ポリエステル樹脂合板

オフホワイト

ケミコート

脚 スチールパイプφ101.6 メラミン焼付塗装

ケミカルシンク YK-50RW (FRP) 1個 ペールベージュ
浅型排水トラップ（ゴミカゴ付）YT-180KIT 2個 40A/50A

折りたたみ式化学水栓（2ツ口）Y-14BF 2個 PJ1/2

立体曲面エプロン (FRP) 2個

ポリカーボネート大型Rパネル オフホワイト

2個
2個

ダークグレーベース：スチールФ200メラミン焼付塗装

ホワイト水切り網(高密着PEコーティング)
)用兼ーレト(製脂樹：蓋し流

4-1

6

第一理科室

豊川市立金屋中学校理科室等改修工事

来
賀2014/06/19 コンセント変更

立
足

ブラック

ペールベージュ

ペールベージュ

N6404 金屋中

1
実際にお伺いして実測や調
査、既存家具の移設・再活用
の可否などもご確認します。

現地調査 4
デザイン画やイラストからで
も、機能・強度・素材を考慮し
て、製品図・据付図を設計しま
す。

設  計2
専門メーカーならではのレイ
アウト・商品をご提案します。

ご提案書の作成

5
商品の製作や管理は自社工場
で行います。

製  作 7
耐震固定もしっかり行います。
難しい納め方も丁寧に据付を
実施。

据  付 8 引き渡し6
商品管理は商品部のもと
検品・出荷まで行い、最適な
商品をご提供します。

検品・出荷

3
カタログ掲載品は、形状や
寸法の変更も可能です。
オーダー製作も承ります。

打ち合わせ
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所属団体                         
・一般社団法人 文教施設協会
・公益社団法人 日本理科教育振興協会 
・一般社団法人 日本家具保証協会事業所：

会社概要
会　社　名：株式会社ヤガミ（YAGAMI INC.）
Ｕ　Ｒ　Ｌ：https://www.yagami-inc.co.jp
創　　　立：1947年（昭和22年）6月21日
資 本 金：7億8,729万円
株　　　式：名古屋証券取引所市場第二部上場

証券コード7488

事業許可
・建設業者登録、国土交通大臣許可 ・防爆構造電気機械器具型式検定
（般-28）第12164号 ・高度管理医療機器販売業・貸与業許可
・家具保証協会認定登録工場 
・毒物劇物一般販売業登録

・一般社団法人 日本科学機器協会
（東京・東海）

・公益社団法人 産業安全技術協会

TEL〈 〉  FAX〈 〉

ヤガミグループ
会 社 名：株式会社ヤガミファニテク
所 在 地：愛知県丹羽郡大口町外坪四丁目116番9号
事業内容：学校・研究室用施設設備機器の生産・管理および物流
　　　　　ISO9001認証取得 ｢施設設備機器（学校、研究所、公共

施設における家具類等）の製造及び入出荷管理｣

会 社 名：株式会社平山製作所

所 在 地：埼玉県春日部市豊野町二丁目6番5号
事業内容：滅菌器その他の医療機器・科学機器・環境試験機器の

製造、販売、修理
　　　　　ISO13485認証取得

小牧事業所

東京支店本社 大阪支店 福岡営業所

名北商品センター
ムールーョシ場示展設常所業事牧小
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福 岡 営 業 所 福岡市博多区東比恵 4丁目5番 7号
TEL（092）471-1477　FAX（092）471-5765
〒812-0007

小 牧 事 業 所 愛知県丹羽郡大口町外坪4丁目116番9号
TEL（0587）95-6881　FAX（0587）95-6882
〒480-0125

本 社 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL（052）385-7775　FAX（052）385-7836
〒460-0002

東 京 支 店 東 京 都 北 区 西ヶ原 1 丁 目 9 番 1 号
TEL（03）3915-0313　FAX（03）3917-2728
〒114-0024

大 阪 支 店 大 阪 市 平 野 区 西 脇 3 丁目 3 番 2 号
TEL（06）6702-9351　FAX（06）6702-9527
〒547-0035


