
貸出備品・展示関係備品リスト

■2F・メインギャラリー

種別 品名・型番等 数量 備考 写真・画像など

折りたたみ机 ８１Ｆ１ＣＢＭＧ９９ 4 サイズ：W1800、D600、H720

連結イス
アイチ ＬＵＳＨ−ＳＸ−Ｇ−ＦＬＵ

１
10

サイズ：W480、D530、H790、座面H430

最大積載質量：132kg

質量：3.3kg

脚立
アルインコ ＣＳＤ−２００Ｆ、ＣＳ

ＤＢ−２０
1

最大使用質量(kg)：100kg

天板高さ：2.00m

設置寸法：幅：891mm　奥行：2072mm

重さ：36.5kg

脚立
ローリングタワー タキヤ ＰＣ−ＴＫ

Ｙ−３Ｈ
1

★組立て・解体・変更・移動作業時に、

　「足場の組立等特別教育」受講者必須

最大使用荷重：150kg

サイズ：W1800

　　　　XD850

　　　　XH3579mm

　　　　収納時H：2200mm （手摺無し）

最高床高：H2200、H2400、H2600mm

質量 95kg

キャスター ストッパー付きウレタン車輪

照明器具 大光照明 ＬＺＳ−９２６５３ＮＢＶ 150

[付属品]

フィルター（LZA-90635）50個、

フィルター（LZA-90435）50個、

フィルター取付部品（LZA-92391）100個
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レーザー墨出し器 ムラテックＡＴＬ−２５ＲＧ 1 専用の三脚あり

展示台

タキヤ ＮＴ−ＯＴＤ−６０６０（折

り畳み式） ６００×６００×Ｈ９０

０

10 サイズ：W600mm  D600mm  H900mm

展示台

タキヤ ＮＴ−ＯＴＤ−９０６０（折

り畳み式） ９００×６００×Ｈ７０

０

10 サイズ：W900mm  D600mm  H700mm

展示台
タキヤ ＮＴ−ＧＤ−９５２０ ９５０

×９５０×Ｈ２００
6 サイズ：W950mm W950mm Ｈ200mm

パネル
タキヤ ＮＴ−ＣＰ−３６０Ｗ−Ｓ

（キャスターパネル３６０ ３連）
5

推奨荷重：1枚片面15kg

サイズ：W1200(展開寸法3610)mm

　　　　H2200mm

キャスター ストッパー・アジャスター機能付

き
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パネル
タキヤ ＮＴ−ＣＰ−１２０Ｗ−Ｓ

（キャスターパネル１２０）
6

推奨荷重：1枚片面15kg

サイズ：W1200mm H2200mm

キャスター ストッパー・アジャスター機能付

き

ワイヤー

ＮハンガーセットＡ

直径1.5mm　長さ2.5m

（推奨荷重：30kg）

50

ヘッドのフック部分に、返しなし

ワイヤー

ＮハンガーセットＡ

直径1.5mm　長さ3.0m

（推奨荷重：30kg）

350

ヘッドのフック部分に、返しなし

ワイヤー

セフティ ＮハンガーセットＡ

直径2.0mm　長さ3.0m

（推奨荷重：50kg）

20

ヘッドのフック部分に、返しあり

フック Dフリーフック（推奨荷重：70kg） 400

フック付ワイヤー1.0mミニDハンガーセット1.0m 75

キャスター付きパネル用

推奨荷重：20kg

ワイヤ直径：1.2mm

ワイヤ長さ：1.0m
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ワゴン
ワイヤ収納ワゴン タキヤＮＴ−ＷＧ

Ｗ８６
1

ＮハンガーセットＡ　3種

Dフック　収納済み

ワゴン
照明器具収納ワゴン タキヤＮＴ−Ｗ

ＧＬ−３
1 サイズ：1040×500×H1230mm

台車
台車（折り畳み式）⼩ タキヤＷＰ−

ＡＰＢ−Ｓ１０１
1

★施設外（建物外）持ち出し禁止！

積載面：W455×D710×H865mm

台車
台車（折り畳み式）大 タキヤＷＰ−

ＡＰＢ−Ｓ３０１
1

★施設外（建物外）持ち出し禁止！

積載面：W600×D900×H865mm

台車

２段スチール台車（照明器具用） 金

沢車輌 ＫＳキャリーＮＨＴ−１０４

＋ＦＢ

1

★施設外（建物外）持ち出し禁止！

テーブルサイズ：W760×D480mm

ハンドル高さ：H850mm

床面高：134mm(上段+500mm)

自重：16.5kg

耐荷重：150kg

台車 平台車 タキヤＮＴ−ＤＳ−ＭＰ９０ 3

★施設外（建物外）持ち出し禁止！

積載荷重：200kg

積載面：900×600mm

台車
マルチ運搬台車（絵画用） タキヤＮ

Ｔ−ＵＰＭ−１８９０
1

★施設外（建物外）持ち出し禁止！

サイズ：1820×920×H1640mm

積載荷重：300kg
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加湿器
加湿器 パナソニック ＦＥ−ＫＸＰ２

３−Ｗ
2

サイズ：

H700(＋脚部25)mm W560mm D280mm

運転音：ターボ 44dB

　　　　強 40dB

　　　　中 34dB

　　　　弱 25dB

加湿器 加湿器 ＰＳ工業 ＰＨ−１５ 1
サイズ：W730mm H610mm D370mm

運転重量：45kg

ブルーレイ

レコーダー

ＢＤプレーヤー ヤマハ ＢＤ−Ａ１０

６０−Ｂ
1

リモコンあり

アンプ
ＪＶＣケンウッド ＰＥ−Ｗ５０ＣＤ

Ｂ
1 別途：ソフトケース、有線マイク１

チューナー ＪＶＣケンウッド ＷＴ−ＵＤ８４ 2 上記アンプ内内蔵

マイクロホン ＪＶＣケンウッド ＷＭ−Ｐ９７０ 2

プロジェクター カシオ 1

会議室のプロジェクター台・内部に保管

付属品として、リモコン・電源コード・

HDMIケーブルあり

プロジェクター エプソン ＥＢ−２１５５Ｗ 1

会議室のプロジェクター台・内部に保管
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プロジェクター台
プロジェクターカート ＳＡＮＷＡＳ

ＵＰＰＬＹ ＰＲ−６Ｋ
1

スクリーン
モバイルスクリーン ケイアイシー Ｋ

ＰＲ−８０Ｖ
1

スクリーン
１００型モバイルスクリーン ケイア

イシー ＫＰＲ−１００Ｖ
1

パソコン
ノートパソコン ＮＥＣ ＰＣ−ＮＳ３

００ＮＡＢＥ３
1

パーテーション
ベルトパーテーションLight　テラモ

ト
10

サイズ 本体：φ360(底面)×H902mm

支柱太さ：φ50

ベルト長さ：3.3m

重量 4.3kg

サインスタンド

テラモト

サインスタンド

SU-657-300-0

3 サイズ：A4サイズ（横）、H1170mm
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