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●本体ラック共通仕様
幅／75～120cm　1cm単位オーダー
奥行／スリム19cm・レギュラー31cm
棚板厚み／2.5cm
耐荷重／天板：10kg(高さ88.1cmのみ）・移動固定棚：30kg
※移動固定棚耐荷重30kgについては設置する条件や幅・奥行により耐荷重には差
が出ますので、基本的には20kgを目安にしてください。
カラー／ホワイトウッド/ホワイト/ライトナチュラル/ペアナチュラル/ナチュラル/ミ
ディアムブラウン/ウォールナットブラウン/ブラウン/ダークブラウン/ブラック
材質／プリント紙化粧繊維板
塗装／ウレタン樹脂塗装
組立所要時間／60～90分
用意する工具／ドライバー・ゴムハンマー
組立人数／2人
生産国／日本

品名／OWRタフ9075-120 S
サイズ／W75～120×D19×H88.1cm
特長／移動固定棚：4枚（H2.5cm)
梱包サイズ／
W110.6～125.6×D9.6×H40.8cm
重量／23.4～29.1kg

品名／OWR棚板タフ75-120 S
サイズ／W34.7～57.2×D15.8×H2.5cm
梱包サイズ／W54.9～70.9×D17.4×H4.5cm
重量／1.5～2.1kg

品名／OWRタフ1875-120 S
サイズ／W75～120×D19×H178cm
特長／移動固定棚：10枚（H2.5cm)
梱包サイズ（2-1）／
W179.7×D6.2×H47.6cm
梱包サイズ（2-2）／
W60.5×D10.6×H49.7cm
重量（2-1）／26～30.2kg
重量（2-2）／15.3～20.7kg

品名／OWRタフ9075-120 R
サイズ／W75～120×D31×H88.1cm
特長／移動固定棚：4枚（H2.5cm)
梱包サイズ／
W107.5～122.5×D17.1×H41cm
重量／25.8～32kg

品名／OWR棚板タフ75-120 R
サイズ／W34.7～57.2×D27.8×H2.5cm
梱包サイズ／W54.9～70.9×D29.4×H4.5cm
重量／2.7～3.6kg

品名／OWRタフ1875-120 R
サイズ／W75～120×D31×H178cm
特長／移動固定棚：10枚（H2.5cm)
梱包サイズ（2-1）／
W182.7×D11.5×H35.5cm
梱包サイズ（2-2）／
W60.5×D13.1×H58.1cm
重量（2-1）／25.3～29.1kg
重量（2-2）／24.4～33.1kg
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品名／OWR突張強化板 75-120
サイズ／W74.6～119.6×D15.3×H1.7cm
材質／プリント紙化粧繊維板
塗装／ウレタン樹脂塗装
生産国／日本
特長／OWR突っ張り棚に付属の突っ張り金具に取り付け可能
梱包サイズ／W94.9～121.8×D17.4×H3.3cm
重量／2.1～2.8kg
組立所要時間／30～60分（取り付け作業込）
用意する工具／プラスドライバー
組立人数／2人（連結・取り付け作業込）
カラー：ホワイトのみ

※突っ張り棚 / 突っ張り強化板は、オプションとなります
※突っ張り金具は突っ張り棚に付属しています
単位：cm

●突っ張り金具・突っ張り強化板詳細
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品名／OWR突張2375-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H23cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／6.4～8.1kg

品名／OWR突張3275-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H32cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／7.1～8.9kg

品名／OWR突張タフ4175-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H41cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／10.8～13.7kg

品名／OWR突張タフ4775-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H47cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／11.2～14.2kg

品名／OWR突張タフ5675-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H56.1cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／12～15kg

品名／OWR突張タフ6575-120 S
サイズ／W74.8～119.8×D17.5×H65cm
梱包サイズ／W134.7×D36×H7.3cm
重量／12.7～15.8kg

品名／OWR突張2375-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H23cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／6.4～7.7g

品名／OWR突張3275-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H32cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／7.3～8.7kg

品名／OWR突張タフ4175-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H41cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／13.4～16.7kg

品名／OWR突張タフ4775-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H47cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／14～17.3kg

品名／OWR突張タフ5675-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H56.1cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／14.9～18.3kg

品名／OWR突張タフ6575-120 R
サイズ／W74.8～119.8×D29.5×H65cm
梱包サイズ／W130×D32.2×H12.5cm
重量／15.8～19.2kg

●突っ張り棚共通仕様
幅／75～120cm　1cm単位オーダー（実際はオーダー幅-2mm）
奥行／スリム17.5cm・レギュラー29.5cm
棚板厚み／2.5cm（高さ41～65cmのみ） 
耐荷重／移動固定棚：30kg
※移動固定棚耐荷重30kgについては設置する条件や幅・奥行により耐荷重には
差が出ますので、基本的には20kgを目安にしてください。
突っ張り金具／W1.8×D7×H27.5cm（伸縮7～16cm）
突っ張り金具本数／幅75～90cm：2本  /  幅91～120cm：3本
特長／本体ラック：高さ178cmに取り付け可能

組立所要時間／30～60分（連結・取り付け作業込）
用意する工具／プラスドライバー（※投入品：スパナ）
組立人数／2人（連結・取り付け作業込）
カラー：ホワイトウッド/ホワイト/ライトナチュラル/ペアナチュラル/ナチュラル/ミディアムブラウン/
ウォールナットブラウン/ ブラウン/ダークブラウン/ブラック
材質／本体→プリント紙化粧繊維板・突っ張り金具→スチール
塗装／ウレタン樹脂塗装
生産国／日本
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●穴位置
背面側/左右に各1ヶ所（計2ヶ所）
※穴直径3.5cm
※ゴムコーダーは付属していません
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●穴位置

●組立時に加工穴の位置を調整

●穴位置

②組立時に、お好みの箇所を選べます
①上下をさかさまにする事で加工穴の位置を調整できます

●ゴムコーダーのカラーについて

●裏板枚数

組立時に取り付け
位置を選べます

上から2段目に穴位置を
下にして取付した例

本体カラー

ホワイトウッド / ホワイト
ライトナチュラル

ミディアムブラウン

ダークブラウン
ブラック

ブラックブラウン
ウォールナットブラウン

ナチュラル / ペアナチュラル ホワイト

ゴムコーダー

本体カラーで付属するゴムコーダーの色が異なります

本体ラックと突っ張り棚はどちらも同様の穴数・穴位置となります

本体ラック：高さ88.1cm 
本体ラック：高さ178cm 
突っ張り棚：高さ23/32cm
突っ張り棚：高さ41～65cm
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※異なる高さでの連結はできません
※同じ高さ/異なる奥行後ろ合わせでの連結はできません
※同じ高さ/異なる奥行前合わせでの連結は可能
※同じ高さ/同じ奥行での連結は可能

・高さ23/32cmは
  中央に一箇所
・高さ41～65cmは
  上下に二箇所連結

本体ラックは上下に
二箇所連結

2mm程度のすき間

品名／OWR棚板1.5cmﾋﾟｯﾁ加工
JAN／4904842 309900
棚板移動間隔を3cmから1.5cmにする
適用範囲／本体ラック・突っ張り棚（高さ41～65cmのみ）
内容／左右側板への穴加工

品名／OWRタフ棚板穴加工
JAN／4904842 309948
棚板に穴を空けて、棚板間で配線をできるようにする
適用範囲／本体ラック・突っ張り棚（高さ41～65cmのみ）
内容／移動固定棚への穴加工
注意事項／
・配線のため、裏板穴加工と併せてご注文
・1枚ごとに別途料金が必要

品名／OWR幅木よけ加工 80×15
JAN／4904842 309917
幅木を避けるために側板に加工※寸法 高さ8cm×奥行1.5cm
適用範囲／本体ラック
内容／左右側板への加工
注意事項／
・配線する際はコード分の隙間が空くか確認が必要
・突っ張り棚には加工不可

品名／OWR壁面固定補助具用穴加工
JAN／4904842 309986
転倒しにくくなる
適用範囲／本体ラック
内容／裏板への穴加工(穴寸法 直径2.4cm) / 固定補助具一式
注意事項／
・ 幅木がある場合は、幅木よけ加工と併せて利用
・1枚の裏板に「裏板配線穴加工」と同時に加工不可

品名／OWR連結穴加工
JAN／4904842 309931
ラックの側板同士を連結する
適用範囲／本体ラック・突っ張り棚
内容／連結用の穴加工  
本体ラック  4箇所/1台
突っ張り棚 高さ23/32cm：2箇所/1台
突っ張り棚 高さ41～65cm：4箇所/1台
連結用金具付
注意事項／
・本体1台に付き、左右の側板へ加工
　（本体ラックは上下端のダボ穴から3cm）
・連結するラック全てに穴加工が必要
・連結しない方の穴は付属のビスシールを貼付け

品名／OWR裏板配線穴加工
JAN／4904842 309924
穴を空けて、ラック裏面より配線できるようにする
適用範囲／本体ラック・突っ張り棚
内容／裏板の穴加工  2箇所/1枚
穴個数分のゴムコーダー付
注意事項／
・1枚ごとに別途料金が必要
・1枚の裏板に「壁面固定補助具用穴加工」と
　同時に加工不可


