
コンポネント
ユニークな方法 

作成する

縦置き ス
ペース

引き出し」収納を作る 

CAMSHELVING®

ユニバーサル  
  収納ラック 

垂直記憶装置  
棚と棚の間に 未使用のスペー

スをなくす

持ちつ持たれつ  
食品用パン、ボックス、シートパン、トレイ、そして

ピザ生地用ボックスまで ピザ生地の箱まで

 簡単に個別の収納スペースを作ることがで
きます。レールを使った収納が可能です。
 カムシェルビング・プレミアムに使用できま
す。Elements、Basics Plusで使用できます。
奥行き540mmまたは610mm。

について Premium® / Elements® シリーズ
CSUNVR21
CSUNVRA21
CSUNVR24
CSUNVRA24

について Basics® Plus シリーズ
CBSUNVR21
CBUNVRA21
CBUNVR24
CBUNVRA24



保存容量

Ultimate＃10 Can Rackを使用して、
操作に必要な缶ストレージシステム
を作成します。この初めてのプラスチ
ック缶ラックにより、＃10および＃5
缶の保管と在庫管理が非常に簡単に
なります。

•  フロントローディング方式の重力
給電システムは、FIFOの構成と食
品の回転をサポートし、積み降ろ
しのためにラックを移動する必要
はありません。

•  掃除が簡単で滑らかな表面で作ら
れています。完全に分解して食器
洗い機に通すことができます。

組み立ては簡単で、単一の
ラックまたは拡張ラックを
組み立てるために、ごく少
数の単純な部品を固定して
固定するだけです。 #10 缶 #5 缶

シングルまたはアドオン缶ラック 各8個 各12個
フルサイズ缶ラックユニット
(660 x 915 x 1830 mm, 3 ティア)

96 144

＃10缶と＃5缶の高さは170〜179 mmです。

 カラー:ブラッシュドグラファイト(580)。

Ultimate＃10 Can Rackは米国の対象で
す。特許D828,145 SおよびD827,421 S 。

シェルフのみのNSFコンポーネント。

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING®ULTIMATE＃10 CAN RACKシステム

•  さびと腐食に対する永年保証が
付いています。耐久性のある強化
プラスチック素材で作られていま
す。

•  単一のアドオン缶ラックとフルサイ
ズ缶ラックユニットは、それぞれ1
箱で出荷されます。ユニットには、
組み立て済みのポストキットが含
まれます。

部品



フルサイズステーショナリ
ー缶ラックユニット

Premium Series Elements Series

フルサイズステー-ショナリ
ーアドオン缶ラックユニット

部分缶ラックストレージ

この自立缶ラックは、コンパクトなス
ペースに最大96個の缶を収納でき
ます。スペースを最大限に活用する
ために、Camshelving High Densityユ
ニットの端に取り付けます。工場で
組み立てられた2つのポストキットが
付いた1つの箱でノックダウンを出
荷します。

インラインラックを使用して、キッ
チンや乾燥した保管場所の直線的
なスペースを最大限に活用してくだ
さい。 
工場で組み立てられたポストキット
は1つだけなので、ポストを共有して
缶ラックを標準の棚ユニットに直線
で接続します。

深さ610mm Camshelving ユニットに
1列の缶収納を設置し、標準的な収
納アイテム用に上下の棚スペースを
利用します。

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK システム



棚の長さ
ティアごとの缶 
ラック数*

残飯 
シェルフスペース #10 缶保存容量

610 mm 2 89 mm 16
765 3 51 24
915 4 0 32
1070 4 165 32
1220 5 127 40
1375 6 89 48
1525 7 51 56
*1シングルラックとアドオンラック。

長さごとの缶ラック

シングルまたはアドオン缶ラック

品番 UCR10R8 UCR10AR8
品名 シングル缶ラック、 

2つのパネル、 
6つのブラケット

アドオン缶ラック、 
1 つのパネルと 
6 つのブラケット

寸法 深さ x 長さ x 高さ 660 x 235 x 394 mm 660 x 191 x 394 mm
  数量: 1　 カラー:ブラッシュドグラファイト(580)。

品番 CPU243672C96* ESU243672C96* CPA243672C96** EA243672C96**
品名 プレミアムシリーズフ 

ル サイズの固定缶ラッ 
クユ ニット（自立型）

Elementsシリーズのフ 
ルサイズの固定缶ラッ 
クユニット（自立型）

プレミアムシリーズフ 
ルサイズアドオンキャ 
ンラックユニット（共有ポスト）

Elementsシリーズフ 
ルサイズアドオンキャ 
ンラックユニット （共有ポスト）

寸法 深さ x 長さ x 高さ 660 x 915 x 1830 mm 660 x 915 x 1830 mm 660 x 870 x 1830 mm 660 x 864 x 1830 mm
 数量: 1　1ボックスで発送します。　    Premium Series カラー: スペックルグレー (480)。　   Elements Series カラー:ブラッシュドグラファイト(580)。
*ユニットに含まれるもの：組み立て済みのポストキット2個、トラバース9個、パネル15個、ブラケット72個。
**ユニットに含まれるもの：組 み立て済みポストキット1個、トラバース9個、パネル15個、ブラケット72個。

 注意：缶ラックの各層には、3つのトラバー
ス、前面に2つ、背面に1つが必要です。次
のトラバース/層を設置する前に、上部トラ
バースの上に2つの開いた蟻継ぎを残しま
す。これにより、缶をロードするスペース
が確保されます。

ユニットの
フロント

シェルフの
みのコンポ
ーネント

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK システム



KD
Ships 
knockdown

成型レール = 溶接
部の破損なし

耐久性に優れたデザイ
ン。一度買えば、ずっと使
える。ずっと使えます。

静かで滑らかな滑りの回
転式キャスター。 すべて
ブレーキ付き。

低メンテナンス、
お手入れ簡単。

CAMSHELVING®

究極の シー
トパン ラック

コンポネント
組み立てが簡単



コード
寸法  
長さ x 幅 x 高さ*  x

レイル 
スペーシング 保持力

キャスター 
タイプ**

フルサイズノックダウン(KD)ユニット
UPR1826FP20 84,8 x 64,6 x 181,9 cm 7,62 cm 20 シートパン/トレイ プラスチック製
UPR1826FP40 84,8 x 64,6 x 181,9 cm 3,81 cm 40 シートパン/トレイ プラスチック製
フルサイズ工場組立(FA)ユニット
UPR1826FPA20 84,8 x 64,6 x 181,9 cm 7,62 cm 20 シートパン/トレイ プラスチック製
UPR1826FPA40 84,8 x 64,6 x 181,9 cm 3,81 cm 40 シートパン/トレイ プラスチック製
カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は12,7 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 耐荷重：ラック1台あたり158,75 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

ハーフサイズノックダウン(KD)ユニット
UPR1826HP12 81,4 x 64,8 x 120,6 cm 7,62 cm 12 シートパン/トレイ プラスチック製
UPR1826HP20 84,8 x 64,6 x 105,1 cm 3,81 cm 20 シートパン/トレイ プラスチック製
カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は12,7 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 耐荷重：ラック1台あたり79,38 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

アンダーカウンターノックダウン(KD)ユニット
UPR1826U8 78,4 x 59,1 x 84,1 cm 7,62 cm 8 シートパン/トレイ 金属製
UPR1826U15 78,4 kg x 59,1 x 80 cm 3,81 cm 15 シートパン/トレイ 金属製
カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は7,62 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 耐荷重：ラック1台あたり40,82 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

ハーフサイズ カウンター下 フルサイズ

CAMSHELVING®

究極の
シートパンラック

46 x 66 cmのシートパン用



KD
Ships 
knockdown

オーブンから取り出
した熱いフライパン

の受け皿
キッチン、冷凍庫、クーラーで使用

CAMSHELVING®

GN フード パン  
トローリー

高い耐久性
低メンテナンス

静かで滑らかな滑りの回転式キャ
スター。すべてブレーキ付きです。

コンポネント
組み立てが簡単



GN 1/1トロリー GN 2/1トロリー
フルサイズパン1個 
レールセット、エンドロードあたり

フルサイズパン2個  
レールセット、サイドロードあたり

6,5 cm   x9 6,5 cm  x18 6,5 cm   x18 6,5 cm   x36

10 cm   x4 10 cm  x9 10 cm   x8 10 cm   x18

ユニークなトップフレーム
は、フルサイズのフードパン
やカッティングボードを収納
できます。下のものを保護し
たり、軽作業スペースとして
使用できます。

UGNPR11H9
D 73,03 x L 43,8 x H 101,6 cm

UGNPR21H18 
D 83,5 x L 64,5 x H 101,6 cm

UGNPR11F18 
D 73,03 x L 43,8 x H 170,7 cm

UGNPR21F36
D 83,5 x L 64,5 x H 170,7 cm



GBCTUGNPR11 (ビニール製)
長さ 66,3 x 幅 47,2 x 高さ 154,4 cm 

GBCTUGNPR21 (ビニール製)
長さ 78,7 x 幅 67,9 x 高さ 154,4 cm 

GBCTUPR (ビニール製)
長さ 81,3 x 幅 69,9 x 高さ 162,5 cm 

GBIRC272162 (断熱材)
長さ 69,9 x 幅 54,6 x 高さ 157,5 cm 

パン  
停留所

  特に輸送中は、パンをレールに
ロックして固定してください。

キッチン、クーラー、冷凍庫に保存されている食品を保護します。

For GN Food Pan Trolleys

GNフードパントロリー用

UPRPSF (フルサイズ) UPRPSH (ハーフサイズ)

For Sheet Pan Racks

シートパンラック用

UGNPRPSF (フルサイズ) UGNPRPSH (ハーフサイズ)

フルサイズカバー



ユーティリティシェルフ

Premium Series フルラップセキュリティケージ 深さ 610 x 長さ 1220 mm シェルフおよび 高さ 1700 mm 固定または 高さ 1778 mm モバイル

ロックされたドアの後ろに貴重な製
品を保管します。あらゆる環境で使
用できる頑丈な 304 ステンレス鋼
製。固定またはモバイルユニットは、
工場で組み立てられた郵便キット、2
つの通気棚、モバイルユニット用のト
ータルロックブレーキを備えた 4つ
のプレミアムスイベルキャスター、1つ
のフルラップセキュリティケージを完
備して出荷されます。仕切りパネルで
使用できます。組み立てには、底面
の通気棚が必要です。追加の棚は個
別に注文できます。ケージとユニット
はノックダウンを出荷します。ロック
は含まれていません。

乾燥および保管用垂直ラック

トレイ、シートパン、まな板、メンバ
ーの衛生的な乾燥、安全な取り扱
い、効率的な保管を促進します。シ
ェルフレールと一緒に使用し、中身
が滑り落ちないようにすることがで
きます。
衛生的な乾燥、安全な取り扱い、お
よび製品に簡単にアクセスできる効
率的な製品整理を促進します。工場
組み立て可動式ポストキット、トラバ
ース6個、垂直乾燥クレードル12また
は15個と完全ロッキングブレーキ付
きプレミアム回転キャスターも一緒
に発送。組み立てが必要です。

品番
寸法 
深さ x 長さ x 高さ 収容量 数量

Premium Series 乾燥および保管用垂直ラック
CPMU244875DRPKG 610 x 1220 x 1910 mm 84 トレイ 1

CPMU246075DRPKG 610 x 1525 x 1910 105 トレイ 1

乾燥および保管用垂直クレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ  
(すべての Camshelving® ラインに適合)

CSDR7 597 x 260 x 95 — 1

CSDR73 597 x 260 x 95 — 3

 乾燥ラックのカラー：スペックルグレ (480)。　 乾燥クレイドルのカラー： ソフトグレー (151)。 
1220 mm の長さで5箱入りのユニット。　1530 mm の長さで6箱入りのユニット。

モジュラー7スロットラックを個別に注文し
て、乾燥および保管ラックをカスタマイズで
きます。耐久性の高いABSプラスチック製。ス
ロットの間隔は 3,33 cm 幅で、仕切りの高さ
は 6,35 cm です。

品番 CPFWSC244860 CPU244864SUPKG CPMU244867SUPKG
品名 ラップアラウンド型 

セキュリティケージ
ラップアラウンドセキュリ 
ティケージ固定ユニット

ラップアラウンドセキュリテ
ィケージモバイルユニット

寸法 深さ x 長さ x 高さ 680 x 1276 x 1562 mm 680 x 1276 x 1638 mm 680 x 1276 x 1721 mm
カラー シルバー (000) スペックルグレ (480) スペックルグレ (480)
 数量: 1 　 ケージは1箱でのみ出荷されます。 ユニットは2箱で出荷されます。

キッチン、クーラー、冷凍庫に保存されている食品を保護します。

フルサイズカバー



衛生的な乾燥、安全な取り扱い、お
よび製品に簡単にアクセスできる効
率的な製品整理を促進します。 ユニ
ットは、工場組み立て可動式ポスト
キット、シェルフトラバース8個、アン
グル乾燥クレードル16個と完全ロッ
キングブレーキ付きプレミアム回転
キャスターも一緒に発送。組み立て
が必要です。

乾燥および保管用アングルラック

ユーティリティシェルフ

ドーム乾燥および保管用ラック
衛生的な乾燥、安全な取り扱い、お
よび製品に簡単にアクセスできる効
率的な製品整理を促進します。 工
場組み立て可動式ポストキット、トラ
バース10個、ドーム乾燥クレードル 
10個と完全ロッキングブレーキ付き
プレミアム回転キャスターも一緒に
発送。組み立てが必要です。

品番
寸法 
深さ x 長さ x 高さ 収容量 数量

Premium Series 乾燥および保管用アングルラック
CPMU244875PDPKG 610 x 1220 x 1910 mm 128ペレット/ベースまた 

は16 GN 1/1フードパン
1

乾燥および保管用アングルクレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ  
(すべての Camshelving® ラインに適合)

CSDR8 592 x 263 x 160 — 1
CSDR84 592 x 263 x 160 — 4
 乾燥ラックのカラー：スペックルグレ (480)。　CPMU244875PDPKG 5ボックスで発送します。
 乾燥クレイドルのカラー：ソフトグレー (151)。

品番
寸法 
深さ x 長さ x 高さ 収容量 数量

Premium Series ドーム乾燥および保管用ラック
CPMU243675DDPKG 610 x 915 x 1910 mm 100 ドーム 1

ドーム乾燥および保管用クレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ  
(すべての Camshelving® ラインに適合)

CSDDC24 610 x 415 x 86 — 1
CSDDC245 610 x 415 x 86 — 5
 乾燥ラックのカラー：スペックルグレ (480)。　CPMU243675DDPKG 3ボックスで発送します。
 乾燥クレイドルのカラー：ソフトグレー (151)。

独自に設計されたクレイドルは、各8個まで
の食事配膳用ペレットを保持したり、フー
ドパンやその他の業務用キッチン用品の乾
燥、保管、輸送に使用できます。シェルフト
ラバースに直接インストールします。耐久性
の高いABSプラスチック製。スロットの間隔
は 6.03 cm です。

乾燥用、最大10個の患者の食事配達用ドームま
たはプレートカバーを垂直に安全に保管するため
に使用します。シェルフトラバースに直接インスト
ールします。耐久性の高いABSプラスチック製。ス
ロットの間隔は 7,78 cm で す。



プレミアムシリーズフレックスステーション

エレメンツシリーズ2段ベントアンダーカウンターユニット

ユーティリティシェルフ

この汎用性の高いユニットは、便利
なグラブアンドゴーステーション、製
品マーチャンダイザー、または配送ス
テージングエリア、調理器具の保管
などに使用できます。ユニットに含
まれるもの：組み立てられていない
2個のモバイルポストキット、8個のト
ラバース、36個の角度付き仕切りバー
（4個追加）4個の合計ロックキャス
ター、24個の識別タグ。組み立てが必
要です。フードパン、フードボックス、
その他のアクセサリーは別売です。

利用率の低い、またはアクセスが困
難なアンダーカウンターエリアにスト
レージを作成します。機能不全の調
味料、持ち帰り用の容器、紙の使い
捨てに最適です。
固定ユニットには、工場で組み立てら
れた2つの固定ポストキット、4つの固
定トラバース、固定トラバースダブテ
ールおよび棚板が含まれます。

モバイルユニットには、工場で組み
立てられた2つのモバイルポストキッ
ト、4つのモバイルトラバース、モバイ
ルトラバースダブテール、シェルフプ
レート、およびトータルロックブレー
キ付きの4つのプレミアムスイベルキ
ャスターが含まれます。

品番 品名
寸法 
深さ x 長さ x 高さ*

CPMU244867FXPKG プレミアムシリーズ 
フレックスステーション

610 x 1220 x 1778 mm

 カラー: スペックルグレー (480)。　1ボックスで発送します。　*高さはキャスターに含
まれています。

品番
寸法 
深さ x 長さ x 高さ*

固定式ユニット
ESU183630V2 460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2 460 x 1220 x 765
可動式ユニット
EMU142427V2 360 x 610 x 685
EMU143627V2 360 x 915 x 685
EMU144827V2 360 x 1220 x 685
 カラー: ブラッシュドグラファイト(580)。　1ボックスで発送します。
*高さはキャスターに含まれています。 3/4シェルフレールキッ

トで示されています。



ウォールシェルフ
•  キッチンのワークステーションや

シンクの上のストレージスペースを
増やすことができます。 

•  壊れにくいIビームサポートで、シェ
ルフ1枚毎に最高68 kg までの重
量を支えることができます。 

•  頑丈なポリプロピレン製なので
88˚Cまで安全に使用でき、錆や腐
食がおきません。

シェルフエクステンダー
•  空いている壁のスペースを機能的

なストレージエリアに転換でき 
ます。 

•  エクステンダーだけで、またはカム
シェルビングウォールシェルフと
共に使用できます。 

•  ペグストリップは88˚Cまで安全に
使用でき、錆や腐食がおきませ
ん。

•  スナップフィットのレールデザイン
なので、シェルフを簡単に外して
洗浄できます。 

•  5 cm のせり上がった縁とマリーン
フロントエッジが、こぼれや二次汚
染を防ぎます。

品番 CSWS1436SK CSWS1448SK CSWS1436VK CSWS1448VK
品名 910 mm ウォールシェルフ、 

ソリッド型
1220 mm ウォールシェルフ、 
ソリッド型

910 mm ウォールシェルフ、 
通気型

1220 mm ウォールシェルフ、 
通気型

外寸 長さ x 深さ x 高さ 915 x 360 x 340 mm 1220 x 360 x 340 mm 915 x 360 x 340 mm 1220 x 360 x 340 mm
 数量：1

品番 CSWS1836SK CSWS1848SK
品名 910 mm ウォールシ 

ェルフ、ソリッド型
1220 mm ウォールシ 
ェフ、ソリッド型

外寸 長さ x 深さ x 高さ 91 x 46 x 34 cm 122 x 46 x 34 cm
 数量：1

品番 CSWS36EK CSWS48EK
品名 910 mm シェルフエ 

クステンダ
1220 mm シェルフエ 
クステンダ

外寸 長さ x 深さ x 高さ 90 x 5 x 39 cm 121 x 5 x 39 cm
 数量：1

カムシェルビング® ウォールシェルフとシェルフエクステンダー

長さ ペグストリップ ブラケット フック

910 mm 3 2 6
1220 mm 3 3 9

シェルフエクステンダーは全てのハードウ
ェアが入って1箱で出荷され、次のものが
入っています。

部品

 ウォールシェルフカラー： 
スペックルグレー(480)。

 エクステンダーペグストリップカラー： 
ブラック (110)。



Sシリーズダネッジラックとカムリンク®

Sシリーズダネッジラック
•  冷凍室や冷蔵室、または倉庫内の

品を床から 30.5 cm 上がった 
場所で保管できます。 

•  脚は一体成型なので丈夫で安定し
ています。

•  頑丈なポリプロピレン製なので 
-38˚Cまで安全に使用でき、錆、腐
食、たわみが起きません。 

•  生鮮食料品に必要な空気循環を
最大限にするには、通気型をお選
びください。 

•  ソリッド型は流出液を受け止める 
ので、洗浄が簡単です。

品番 数量
DRLNK 6

カムリンク
カムリンクコネクタはダネッジラッ
クをしっかりつなぎ、安定性を与え
ます。

カラー：ダークブラウン(131)、 
スペックルグレー(480)。

 カラー：ブラック(110)。

カムリンクは全てのサイズや型に合うよう
になっています。ダネッジラック1個につ
き、無料カムリンクが1個ついてきます。 

品番
外寸
高さ x 深さ x 幅 積載量

ソリッドトップ
DRS30 300 x 533 x 760 mm 680 kg
DRS36 300 x 533 x 915 680
DRS48 300 x 533 x 1220 1,360
DRS60 300 x 533 x 1525 1,360
スロットトップ
DRS300 300 x 533 x 760 680
DRS360 300 x 533 x 915 680
DRS480 300 x 533 x 1220 1,360
DRS600 300 x 533 x 1525 1,360
 数量：1

DRS48

DRS30

DRS360

DRS600


