
! 
製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。
本製品は、ご購入ユーザー様で組立作業が必要となります。本価格に組立料は入っておりません。 

 

注 意

本　社　〒578-0943　大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号
　　　　TEL：06-6725-8818　FAX：06-6725-8828
北海道　〒061-1434　北海道恵庭市柏陽町３丁目１７番１２号
　　　　TEL：0123-25-6516　FAX：0123-25-6517
関　東　〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号
　　　　TEL：04-2935-4817　FAX：04-2935-4837
中　部　〒497-0053　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番
　　　　TEL：0567-69-6986　FAX：0567-69-6987
九　州　〒811-1213　福岡県那珂川市中原3丁目67番1号
　　　　TEL：092-287-9214　FAX：092-287-9228

TRUSTED FOR  GENERAT IONS TM

キャンブロ・カムシェルビングカタログ

No .２

※１ 奥行460×間口1,220×高さ1,630mmのベンチモデルの定価です。組立料は含まれておりません。
※２ 固定ポスト（柱）とトラバース（棚板受け）は錆に対する永久保証付きです。可動ポスト及びキャスターは対象外です。
※３ 耐荷重は条件によって変わりますのでご注意下さい。具体的には下記の通りです。
　　 固定ユニットはシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重を指します。
　　 固定式で間口が１３８０ｍｍ以上のユニットはシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重が約２５％減少します。
　　 固定式でＬ字、Ｕ字接続した場合はシェルフプレート（棚板）１枚あたりの耐荷重が約５０％減少します。
　　 可動ユニットは可動基本ユニット１台あたりの耐荷重を指します。
※ さらに柔軟に仕様を選択できるよう、固定ポスト、シェルフのバラ売りも可能です。

モデル プレミアムシリーズ エレメンツシリーズ ベーシックシリーズ
基本ユニット定価　※１ ￥１０３，９００（税抜） ￥７１，６００（税抜） ￥６５，８００（税抜）

耐錆性　※２ ◎ ◎ ◎
耐腐食性 ◎ ◎ ◎

NSF規格適合（米国食品衛生安全基準認証） ● ● ●
CAMGURD（プレートの抗菌仕様） ● ● -
ポスト（柱）トラバース（棚板受け）材質 鋼鉄芯材入りポリプロピレン 複合素材｢コンポジット」 複合素材｢コンポジット」
シェルフプレート（棚板）材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
基本ユニット耐荷重（１段につき）※３ 363kg 363kg 272kg

使用可能温度 -38℃～88℃ -38℃～88℃ -38℃～88℃
■ 固定基本ユニット

プレートタイプ ベンチ/ソリッド ベンチ/ソリッド ベンチ
棚　数 2段/4段/5段（＋追加キット） ４段（＋追加キット） ４段（＋追加キット）

奥　行（mm） 360/460/540/610 360/460/540/610 460/540/610
間　口（mm） 610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820 610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820 760/910/1070/1220/1380/1520
高　さ（mm） 1430/1630/1830/2140 1630/1830/2140 1630/1830/2140

■ 固定追加ユニット
延長時、接続タイプ 延長接続/L字接続/U字接続 延長接続/L字接続/U字接続 延長接続/L字接続/U字接続
プレートタイプ ベンチ/ソリッド ベンチ/ソリッド ベンチ
棚　数 2段/4段/5段（＋追加キット） ４段（＋追加キット） ４段（＋追加キット）

延長接続時追加間口（mm） 566/716/866/1026/1176/1336/1476/1776 566/716/866/1026/1176/1336/1476/1776 716/866/1026/1176/1336/1476
L字接続時追加間口（mm） 584/734/884/1044/1194 584/734/884/1044/1194 734/884/1044/1194
U字接続時追加間口（mm） 558/708/858/1018/1168 558/708/858/1018/1168 708/858/1018/1168

■ 可動ユニット
プレートタイプ ベンチ/ソリッド ベンチ/ソリッド -

キャスター（直径１２７mm） スタンダード/プレミアム プレミアム -
棚　数 2段/4段 ４段（＋追加キット） -

奥　行（mm） 460/540/610 460/540/610 -
間　口（mm） 610/760/910/1070/1220/1380/1520/1820 910/1070/1220/1380/1520 -
高　さ（mm） 1500/1700/1910 1778/1980 -

可動ユニット耐荷重（１台につき）※３　 340kg 409kg -

販売者製造元

TRUSTED FOR  GENERAT IONS TM

Camshelving（カムシェ
ルビング）は米国キャン
ブロ社の登録商標です。

■ 製品仕様

幅広い業界のシェルフシステムスタンダートへ！

さらに詳しい資料を
ご要望のお客様は
お気軽にご相談下さい。

ご使用者様に適したモデルとサイズ等を選択しお問い合わせ下さい。お見積致します。



カムシェルビングは、ＨＡＣＣＰの先進国であるアメリカのカリフォルニアに本社を置くＣＡＭＢＲＯ
（キャンブロ社）により開発、製造されています。
世界的に、食器、什器関連に高いシェアを持ち、５０年以上にわたるフードサービス業界への樹脂製品
販売の歴史が信頼の証となっております。

「錆びない」「組立簡単」「丸洗い可能」！！

「made in U.S.A」の樹脂製シェルフ！

シェルフシステムの理想を追求したキャ
ンブロのフラッグシップモデル。芯にな
る鋼鉄をポリプロピレンで鋳込成型して
います。

航空機などの軽量化に使用される新複合
素材「コンポジット」を採用し、プレミ
アムシリーズと同等の耐荷重を実現。軽
量化と強度の両立を実現したモデルです。

金属製シェルフと比較して大幅な軽量化
を実現。コストを抑えながら、新複合素
材「コンポジット」採用で金属製シェル
フにまさる耐荷重も実現したモデルです。

■ ３つのモデルより選択可能

■ 豊富なサイズ、自由なレイアウト
カムシェルビングは設置場所の広さや形
状に合わせて自由にレイアウトすること
が出来ます。
延長、Ｌ字、Ｕ字に接続すると基本ユニッ
トと追加ユニットがポスト（柱）を共有
するのでデットスペースが発生しません。

※延長接続は固定ユニットのみ使用可能
　です、可動ユニットは接続ユニットに
　よる延長は出来ません。

スタンダードキャスター：クロームメッキ製ケーシング。乾燥した場所での使用に適しています。
プレミアムキャスター：ナイロン製ケーシング。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍庫などでの使用に適しています。

※プレミアムシリーズをプレミアムキャスターにする場合ば別途費用が発生致します。

●ダネッジスタンド
最下部のトラバースを支えます。
間口が１３８０ｍｍ以上のシェルフに
おすすめです。

●フェンシング
可動ユニットに最適な、載せているもの
がシェルフから落ないように保護する柵
です。

●耐震フット
地震対策のために、ポストを床にボルト
で留めて固定するパーツです。

※固定用のボルトは含まれていません。

● プレミアムシリーズ ● エレメンツシリーズ ● ベーシックシリーズ

■ 錆びに強い樹脂製シェルフ
カムシェルビングはー３８℃～８８℃ま
での広い温度範囲に対応でき、金属の溶
接部もないので様々な場所で使用するこ
とが可能です。またキャンブロ社では固
定ポストとトラバース部に限り、錆びや
腐食に対して永久保証を行っております。

● 延長接続

● Ｌ型（Ｔ型）接続 ● Ｕ型接続
■ アクセサリー

「優れた耐久性」「清掃の容易さ」「衛生面の配慮の高さ」によりＮＳＦ規格適合品として認定！！
厳格な食品衛生規格に準拠、金属製を凌ぐ耐荷重！！

■ 清掃を手軽に、丸洗いも可能
無気孔性の樹脂を使用しているので汚れ
が入り込まず、化学薬品に対しても不浸
透性があり腐食に強くなっています。
金属溶接部分がないので拭き掃除も簡単。
すべてのパーツが簡単に分解できるので、
高圧洗浄機などでも洗浄が可能です。

■ ＮＳＦ規格適合品
ＮＳＦはアメリカにおける、食品機器業
界の第三者認証団体として、５０年にわ
たり食品衛生上の安全基準を制定する、
国際的に認められている機関です。カム
シェルビングの主要パーツは「優れた耐
久性」「清掃の容易さ」「衛生面の配慮」
により、このＮＳＦ規格適合品として世
界で認められています。

■ 抗菌仕様で清潔な状態を保ちます
カムシェルビング上位シリーズのシェル
フプレート（棚板）にはカムガード　が
使用されています。カムガード　とはカ
ビ、菌類の増殖を抑制するシルバーイオ
ンテクノロジーをシェルフプレートを成
型する時に一緒に練りこんだものです。
擦り減ったり、洗い流しても効果がなく
なることはありません。また、ＨＡＣＣＰ
をはじめとする様々な衛生上の基準クリ
アをサポートします。

※ベーシックシリーズには使用されてい
　ません。

TM
TM

● 可動ユニット用キャスター

強度アップや利便性向上、安全対策に

幅広い業界のシェルフシステムスタンダートへ！

■ 用途で選べるシェルフプレート
通気性の良いベンチタイプとフラットな
表面のソリッドタイプがあります。
また水はねや湿気が上がるのが気になる
方は最下部のみソリッドタイプにするな
どといったことが可能です。

※ベーシックシリーズはベンチタイプの
　みの選択になります。

固定基本ユニットの間口 固定追加ユニットの間口

奥行固定追加ユニット固定基本ユニット

奥行固定基本ユニット

固定
コーナー
ユニット

コーナー
コネクタセット

奥行固定基本ユニット

奥行固定基本ユニット

固定中間
キット コーナー

コネクタセット

■ 組み立て、組み直しも簡単
カムシェルビングは組み立ても組み直し
もハンマー１本で簡単に行うことが出来
ます。棚の高さ調整も１００ｍｍ単位で
行うことが出来ます。手間のかかる分解
や組み立てが簡単なので丸洗い作業も容
易になります。

組み立て可能！

ハンマー１本で


