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歴史が築き上げた文明や卓越した感性が紡ぎ出した芸術は、

人がそれらを鑑賞し、研究し、人類の財産として共有しながら、

同時に、過去から未来へと継承していかなければなりません。

展示と保存。コクヨはこの相矛盾する使命を両立させるべく、

展示空間や収納の研究開発に先駆的に取り組んできました。

その結果、展示と保存に関わる設備備品を、

全国のミュージアムに数多く採用していただいています。

手に取り肌に触れるほどの距離で鑑賞し、共有できること。

貴重な収蔵品を、湿気や温度変化、有害物質から守ること。

コクヨはこれからも展示と保存の両立を追及し続けます。

展示と保存　　この両立を最新技術で追い続ける。
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博物館

歴史・芸術・民俗・産業・自然科学などに関する資料を集
め、展示して一般の利用に供し、これらの資料の調査や研
究をする機関で、社会教育と学術研究に資するための施
設です。人文科学や自然科学または産業などに関する資
料を収集、保管、展示して、歴史・芸術・民俗・科学などに
関する資料を培い、人類の文化の発展に役立てるために
設ける恒久的な施設と言い換えることもできます。
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ミュージアムは、社会とその発展に奉仕するために、人類とその環境についての物的証拠を①収

集する②保存する③公衆のために展示する④調査・研究する⑤普及活動をする施設です。

その設立目的と役割によって主たる活動が定まります。一般にミュージアムは対象資料の内容

によって以下のように分類できます。

総合博物館
人文科学および自然科学の両分野にわたる総合的資料を対象と
します。

人文科学系博物館

考古・歴史・民俗・造形美術など、人間の生活および文化に関する
資料を対象とします。

自然科学系博物館

自然界を構成する事物もしくは変遷に関する資料、または、科
学技術の基礎原理もしくはその歴史に関する資料、および、科
学技術に関する最新の成果を示す資料を対象とします。

地方歴史民俗資料館

地方の特色を示す民俗文化財・遺物・文書など、歴史資料の収
集・保存を第一目的とします。文化財保護法を基本理念とする
文化財保護のための施設です。

教育・科学・産業資料館など
学校教育・社会教育・産業教育など教育に関する資料、エネル
ギー・宇宙・海洋など自然科学系および政治・法律・生活文
化＋人文科学系研究や、産業・芸術などに関する実物資料・情
報を収集・保存、調査研究・展観する、その内容によって学校
教育施設、社会教育施設、産業施設または文化財保護施設とな
ります。

記念館・参考館など

個人の業績や特定の場所の遺物・遺跡・記念物に関する実物や
資料を収集・保存・調査・研究し、また、整備して展観します。

資料館

地域または学問・産業などの特色を占める資料、あるい
は、それらの流れを裏付ける資料を収集、保管、研究・展
示して人々の知識と理解を深め、地域の伝統文化の継承
と発展のために活用する拠点とします。あるいは、教育・
学術・芸術・産業の向上に資するために設ける恒久施設を
いいます。

美術館

美術作品の観賞と学習を通じて、人々の情操を高め、美
術に関する資料を収集し、また、保管・展示して、豊かで潤
いのある生活をつくり出すのを目的として設ける恒久的
な施設です。分類上、人文科学系博物館に属します。

●考古学博物館
●歴史博物館
●美術博物館 など

●自然史博物館
●科学博物館
●動物園
●植物園
●水族館 など

●歴史民俗資料館
●郷土資料館 など

●電気資料館
●移民資料館
●開港資料館 など
多岐多様な資料館がある

●近代（現代）美術館
●西洋（東洋）美術館
●彫刻（絵画・工芸・書道・写真）美術館 など

ミュージアムの位置づけ

通常のミュージアムは、屋内外へ通じて次の7部門から構成されます。各部門の面積の割合は
施設の種類によって異なります。例えば、歴史民俗資料館は総合博物館に比べ、展示部門より

収蔵・調査・研究・情報部門の比率が大きく、一般公立の美術館はおおむね逆の現象を示しま

す。小規模の美術館では、自らの館蔵品が少なくても、一時的に必要点数を他館や個人から借

用して、企画展や特別展などを中心に展示・運営を行うため、収蔵部門の面積が極端に小さく、

その分展示部門が拡大される例が見られます。

ミュージアムの構成

導　入　部　門 ミュージアムに入る最初の部門。ミュージアムの顔とも言うべき空間。 エントランスホール・チケットカウンター・クロークなど

公
開
部
分

展　示　部　門 ミュージアムの主要機能である、資料を公開展示するための空間。 展示室・展示室前室・準備室・展示用倉庫など

教育・普及部門 ミュージアムに親しみ、その活動に積極的に参加できる目的で教養娯楽の
機会や情報を提供するための空間。

講堂・体験学習室・図書室・情報ライブラリーなど

共　通　部　門 ミュージアムの利用を促進するために利用者の利便を図るための空間。
レストラン・喫茶・ミュージアムショップ・ボランティア
控室・母子室など

収　蔵　部　門 館蔵品や貸与した資料を収蔵、保管するための空間。
収蔵庫・搬出入室・荷解き室・燻蒸室・工作室・写真室
など 非

公
開
部
分

調査・研究部門 学芸員の調査・研究のための空間。 学芸員研究室・作業室・図書室・資料室など

管　理　部　門 管理運営のための空間。 館長室・事務室・会議室・応接室・警備員室など
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近年では、ミュージアムは従来の「見せる」方式から、市民が自主的に自ら「実行する」「考える」「感性をたか

める」「自ら啓もうする」といった、市民に主体性を預ける新しい機能が施設の柱となる傾向にあります。それ

に伴い、学芸員の充実や、活発な動きが求められています。

このような活動をサポートするために、コクヨは展示室・収蔵庫といったミュージアム特有の空間だけでなく、

エントランスホールからバックヤードまでトータルなご提案をいたします。

■ 展示室

■ エントランスホール

■ 収蔵庫

■ 図書コーナー

■ 資料室

■ 研修室

コクヨはトータルに
ご提案いたします



展示室の基礎知識

5

展示室の役割

展示室の種類と展示装置の関係

展示室計画上の注意

展示室はミュージアムの主要機能である、資料・作品を公開展示するため

の空間です。効果的な展示を考慮するのは当然ですが、資料・作品の劣化

防止を最優先事項としなければなりません。

常設展示室

施設で所有する資料・作品を常設的に展示します。この展示が施

設の性格を示します。あらかじめ展示するものが決まっているた

め、それらに最適な展示装置を設置するとよいでしょう。常設とは

いえ資料の劣化を防止するため、一つの資料の長期にわたる展示

は避けるようにします。

（日本画の場合は1年に1ヵ月の展示が上限とされています。）

企画展示室

特定の企画・テーマに基づき期間を定めて展示します。見学者が

最も多く訪れる展示室であり、導入部門から直接出入りできるよう

に配置します。一時的に多数の参観者が訪れる可能性があります

ので、展示空間や展示装置のレイアウトには十分な注意を払って

ください。また、展示装置は展示に応じて、設置、移動ができるも

のがよいでしょう。展示替えの直前・直後に多量の展示物・展示装

置の搬出入、設置などが一時的に集中します。

一般展示室（ギャラリー）

地域住民の文化活動の発表の場として、期間を定めて貸すギャラ

リー形式の展示室です。他の展示とは明らかに性格が異なります

が、特に公立美術館の場合、住民の要望にこたえるために設ける

場合が多くあります。小規模の施設の場合はエントランスホール

の一部を充てることもありますので、必要なときに設置できる展示

装置がよいでしょう。展示替えの直前・直後に多量の展示物が搬

出入されるので専用の出入口を設け、また利用者のための控室・

給湯室などの配置が望まれます。

特別展示室

通常は非公開の重要資料・作品を展示します。中小規模の施設で

は企画展と特別展を同一空間で相互に利用する場合もあります。

貴重資料・作品ですので保存環境には細心の注意を払い、条件に

適した展示装置を設置し、また、専用の特別収蔵庫を設けるとよい

でしょう。

複数の展示室がある場合、各々

が独立した形式で運営でき、か

つ、巡回できるものが望ましいで

しょう。

展示物の見落としをなくし、また、

観賞者の疲労感を軽減するため

に、順路を明確に示します。

長時間の観賞は疲労を伴います

ので、観賞・見学中に休憩でき

るスペースを設けるとよいでし

ょう。

展示物の間口大きさの2倍程度
の距離から見れるよう、展示ケー

ス・展示壁の位置に注意します。

大型の展示物がある場合は特に

注意が必要です。

人の自然な動きに沿った、左廻り

動線が基本とされています。

展示ケースのガラス面への反射

を避けるため、展示室の全体照

明は50lx以下に押さえます。



保存条件の厳密なもの、盗難・破損のおそれがあるものに使用します。

展示ケース
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展示装置について

展示室で用いられる主な展示装置と展示物との関係を示します。

展示内容に応じて使用できます。

島ケース

絵画などの、吊り下げの可能な展示物に適します。

展示パネル

大型の展示物にも対応できます。演示台の活用によりあ
らゆる展示物に対応します。

壁面ケース

裸展示が可能で、吊り下げられない展示物に適します。

展示台

■ ハイケース
立体物に適します。 小型の展示物に適します。

展示物への接近を制限する結界の役割を果たします。

パーティションポール

■ 覗きケース ■ 壁面ケース

ハイグレードタイプ

ミドルグレードタイプ

バックストラクチャータイプ

スタンダードタイプ



展示室では展示物の効果的な演出を考慮することはもちろんですが、

資料・作品の保護を第一義とする空間でもあります。デリケートな保

存環境を要求する展示物や、裸のままの展示では破損の危険性がある

ものは、展示ケースによって資料・作品の安全を確保し、保存環境を

維持する機能が求められます。

博物館の役割の中で、文化芸術をあるがままの姿

で広く人々の前に展示できることは欠かすことの

出来ない側面です。貴重な文化財の姿をより身

近に手にとるように見ることが出来ること、また

文化財の特徴を損なうことなく表現できること、

これは展示ケースに求められる最も大切な条件

といえます。

貴重な文化財が展示されることによって少しでも

損なわれるようなことがあってはなりません。展示

環境の変化を極力押さえるためのケースの気密性

能と適度な調湿コントロール、文化財の劣化を招

く有害物質の排除や照明設備から発生する紫外

線・赤外線の除去に付いては最先端の技術的な裏

づけが必要となります。

文化財が展示されることでそれらが危険な状況に

さらされることがあってはなりません。人的な要因

である、外部からの侵入者等に対する防犯性は最

高度の性能が要求されます。また、万が一の自然

災害である地震に対しての耐震性や、火災の発生

に対しての不燃化対策は十分検討されなければな

りません。

展示ケースは見る人だけでなく、それを実際に使

用し取り扱う博物館学芸員の視点も忘れることが

出来ません。展示物の出し入れが容易に安全に執

り行えること、照明の調整が容易にできること、展

示物の設置された空間から遮断されたところで消

耗品などの交換が安全でかつ容易に出来ること、

なども充分検討されなければならない側面です。

展示室は収蔵庫と比較して保存環境の維持が困難です。

●展示のために長時間照明を当てる。施設によっては外光が入るところもあります。

●人が出入りすることで温・湿度が安定せず、また、衣服などに付着したほこり・カビなどが室内に持ち込まれるおそれがあります。

●開館時間帯に空調を運転することで、急激な温・湿度の変化が毎日繰り返されます。

●不特定多数の人が資料・作品に近付きます。

展示性

展示ケースに求められる要素

保存性

取扱性 安全性

7
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意匠性・デザイン

展示室の中では、展示ケースはその姿を主張しすぎてはなりません。来館者の視界には展示作

品のみがより自然に、ありのままに、美しく見えるように、ケース自体に雑多な要素がなく洗

練された形態をとることが欠かせません。

ライティング

展示作品を快適に見るためには、その展示作品に最適な照明環境が保証

されていなければなりません。立体的なものは立体感を損なうことなく、

平面的なものはあくまで平面感が表現されて、はじめて良好な展示環境

が提供されるのです。

また、さまざまな展示作品によって、一つの展示ケースの中で一体的な

展示が計画される際にも、それに見合った最適な照明環境が提供されな

ければなりません。

展示ケース内の壁面での平面的な展示物を正確に見せるためや、展示

ケース内の基本照度を作るベースライトとして有効な照明設備です。

展示ケース内の壁面に均斉度の高い光を当てるためには、器具の灯数、

反射板、角度などに光学的な設計がなされなければなりません。また

エネルギーの高効率化に貢献するためには高効率Hf蛍光灯を使用する
ことが有効です。管球を設定する際には色温度、演色性といった要素

の検討が必要です。

主に展示作品の表情を際立たせるスポットライトとして、また大型の

展示ケースでは下方からの補助光として採用します。光源器から発生

した光は光ファイバーのテール部分を通過することによって、光に含

まれる紫外線や熱線といった有害成分が除去され、展示物を見るため

に必要な光のみを提供することができます。また、光源器(ライトエン
ジン)と照射部(ライトエンド)を離すことが出来るため、展示ケース内
の温度上昇を抑えることが出来ます。照射部は展示物の見せ方に対応

した各種の形状を選定し、適切な位置に装備します。

大型の展示ケースで光の範囲が比較的大きなスポットライトの効果が

必要な時のために、ハロゲンランプを使用するスポットライト照明を用

意します。ランプは低電圧（ローボルテイジ）型を採用することによっ

て、光源を更に小さくすることが出来、適切な配光を高いレベルで実現

することができます。

照明の例

展示ケースに求められる要素 展示性

ガラスを構造接着シールにより背面側から保持す

る方法で、フレームレスのシンプルな意匠が特長

です。

■ ガラスバックストラクチャー

■ 蛍光灯照明

■ ハロゲンランプ

■ ファイバーオプティクス



Hf器具
専用型
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照明バランス

照明器具の種類

展示物上の照度均斉度は最小照度／最大照度≧0.7が望ましいとされ
ています。必要な照度分布が得られる照明器具を使用する必要があり

ます。観賞中の視野に極端に輝度の高い部分があると、展示物が暗く

見えるだけでなくグレアが生じ不快です。周囲の照度を低く押さえ、照

明器具からの直射グレアを防止するために水平視線から上下約30°の
視野の範囲に、観賞者に対して光源からの直射光が存在しないように

します。

管球について

紫外線を低減した美術館・博物館用管球を使用します。展示物の色の見

え方は演色性と色温度により左右されます。展示物は光によってその色が

変わって見えます。このことを光源の演色性といいます。この平均演色評

価数をRaで表します。100が最も演色性に優れていますが、90以上の

ものを使用することが望まれます。光源の光には固有の色があり、この色

をケルビン（K）を単位とする色温度で表します。その数値が低いほど暖
かく、高いほど涼しげに見えます。

開口部 

熱切りガラス 

上部照明器具 

ルーバー 

上部照明器具 

開口部 

下部蛍光灯照明 

開口部 

熱切りガラス 

上部照明器具 

ファイバー照明 

開口部 

熱切りガラス 

上部照明器具 

■ 反射鏡型器具

展示ケースの照明は、下の器具の組合せで行います。

床面と壁面の照度分布に優れています。 床面の照明分布に優れています。 大型展示ケースの補助光として使用します。

■ ルーバー型器具 ■ 下部蛍光灯照明 ■ ファイバー照明

種別 品番
寸法（ｍｍ） 定格ランプ

電力（W）
定格寿命
（ｈ）長さ

ラピッド
スタート型

FLR20S・L-EDL・NU/M 580 20 7500

FLR20S・W-SDL・NU/M 580 20 7500

FLR40S・L-EDL・NU/M 1198 40 10000

FLR40S・W-SDL・NU/M 1198 40 10000

口金
初特性

ガラス管の径 ランプ電流（A） 全光束（lm）

32.5 G13 0.360 690

32.5 G13 0.360 730

32.5 G13 0.420 1700

FLR40S・N-EDL・NU/M 32.5 1198 G13 40 0.420 2050 10000

32.5 G13 0.420 1820

光色 色温度（K） Ra
演色AAA
電球色 3000K 95
演色AA
白色 4500K 90
演色AAA
電球色 3000K 95
演色AAA
昼白色 5000K 99
演色AA
白色 4500K 90

展示ケースに求められる要素 展示性

演出性を高めるスポットとして使用します。

FHF32L-EDL・NU 1198 32、45 1000025.5 G13 0.255、0.425 1850、2450演色AAA
電球色 3000K 95

FHF32W-EDL・NU 1198 32、45 1000025.5 G13 0.255、0.425 1850、2450演色AAA
白色 4500K 98

FHF32N-EDL・NU 1198 32、45 1000025.5 G13 0.255、0.425 1850、2450演色AAA
昼白色 5000K 99
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温度の問題

展示室とそれを取りまく空気中の湿度のバランスが取れた状態であれば、

展示物の変化は起こりにくく（熱による伸び縮みをある程度無視した場

合）、湿度による問題は発生しにくいものです。しかし、通常空気中の相対

湿度は、季節や経時変化の中での温度の影響で変化し、そのため水分を

吸放出しやすい展示物は、過湿状態になれば、吸湿して伸び（膨らみ）、ま

た、乾燥すれば縮み（しぼむ）という動きが生じます。そのため、複合的な

材料を使った展示物は、材料ごとの動きに差が起こり、お互いの関係にズ

レが生じます。このような状態を繰り返すことによって、絵画などの絵具の

はく離や、漆器の漆と生地とのはがれなどが生じます。これらの問題に対

してコクヨでは、よりよい湿度コントロールのシステムを求めて研究を進

めています。

■ 湿度のコントロールの対策

■ 展示物の保存に適する湿度（日本建築学会編：文献（2）より）

①エアタイト（密閉度）と調湿機能関連実験

②調湿系建材の組み合わせよる調湿性能の実験

③ケース内の湿度分布による相対湿度変化の実験（奥行き方向、高さ方向）

④調湿剤の効果測定実験

注意事項

●定期的に点検する。

●背面にのりがついているので、乾燥した所に置いたほうがよい。

●油絵は、一般に温度は16～18℃、湿度は58～63%が推奨されている。
●一定温湿度を保つほうがよい。

●ちりよけのシートを利用する。

展示物の材質 相対湿度（%）

パステル画・木彫品・ろう製品、テラコッタ・粘土品・陶器・

武器かっちゅう類・科学器具・金属・鉱具・金貨
40～63

●高温高湿は金属の劣化を早める。特に金銅仏・鉄仏は高温高湿に弱い。

●刀剣のさびはほこり・指紋により、さやあたりなどから生じやすい。

●かっちゅうなどの金属には石油ゼリーを表面に塗るとよい。

●ろう製品はかびが発生しやすい。

●木彫品は虫害・老朽による損傷が多い。急激な温湿度の変化を避けるため

に布でカバーするとよい。

●塑像・乾漆像は振動に弱い。

粘土板（焼かないもの）・家具類・ガラス・皮革製品・毛皮・

ミイラ・エッチング・水彩画・不透明水彩画
45～63

●ミイラは密閉したケースにいれるとよい。

●粘土板は湿度を一定に保つようにする。

●ガラスの額装の場合、湿度が下がったときにガラス内の湿度が逃げず、か

びの原因になることがある。

写本・羊皮紙・彩色された原稿・子牛の皮紙 45～63 ●薄い織り物などで隔離し、重ね容器に入れて保存する。

印刷された本・地図・新聞紙 45～63 ●虫害の発生を防止する。

石灰岩（大理石）・砂岩 45～63 ●麦わらで覆った麻袋に入れるとよい。

カーペット・衣類・つづれ織り・レース類・装飾陶器・

一般織物・象げ・ニス類
50～63

●染織色は最も痛みやすく、風化による老朽速度が早く耐久性に乏しい。特

に光とほこりに弱い。

●一般の織り物は紙で包むほうがよい、装飾陶器は薄い布でこん包する。

動物・植物 50～63

フィルム・郵便切手・のり付きラベル 50～63

油絵・画板・カンバス・木製パネル 55～60

金・宝石・水晶・石膏 無関係

寄木細工・象がん細工・漆器具 55～63 ●漆工品は特に紫外線と乾燥に弱い。

展示ケースに求められる要素 保存性



空気交換率
（社内規格）

0.2回/日　以下 0.8回/日　程度 規格外

展示ケースに求められる要素 保存性
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気密性能

コクヨ展示ケースの機能については、主に東京文化財研究所および文化

庁の発表している文化財の保存と展示条件に関する論文を基に設定を行

っています。

その要素を大きく分類すると次の3項目に集約されます。
①調湿機能について

②光学的・化学的な劣化要因について

③照度分布について

また上記の項目のうち②・③については使用する材料および機器によって

条件設定がなされます。①については気密性能を高めることでケース内で

安定した相対湿度を維持するという考えに基づいて、求められる調湿性能

に応じて密閉度を設定します。密閉状態をどの程度作り出すかによって本

体の部材構成が異なりますので、コクヨ展示ケースについては①の条件設

定により、エアタイトⅠ型・エアタイトⅡ型・自然循環型の3タイプに形式を区
別しています。求められる気密性能は展示する資料・作品の材質や立地条

件による空気環境などによりますので、必要に応じた形式を選択します。

開口部 

熱切りガラス 

上部照明器具 

調湿スペース 

調湿剤 

圧着型扉 
（側面） 

■ エアタイトⅠ型

開口部 

熱切りガラス 

上部照明器具 

調湿スペース 

調湿剤 

フラット扉 
（パラレルスライド式、 
 　　内開き、外開き） 

圧着型扉 

■ エアタイトⅡ型

開口部 

上部照明器具 

通気口 
エアフィルター 

フラット扉 

通気口 

■ 自然循環型

エアタイトⅠ型
密閉調湿型

エアタイトⅡ型
外気流入（少量）・調湿材

自然循環型　※１
外気流入（計画的流入）

気密性能
（社内規格）

JIS A4706の規格においてA-4等級以上の性能
を有する。

JIS A4706の規格においてA-3等級以上の性能
を有する。

規格外

調　　湿
湿度変化および外部の湿度変化に対して相対

湿度を一定に保つ。

外部の湿度変化に対して、内部の相対湿度変

化の急激な動きを和らげる。

施設内空調でケース内の温湿度調整を行う。

調湿系建材の使用により湿度変化の急激な動き

をコントロールする。

対汚染因子

※1 自然循環型の場合、製品仕様上エアタイト型に比べ、設置場所の温湿度の影響を受けやすく、ぜい弱な展示品の場合、変質・事故などの悪影響を受ける可能性があります。そのため、

展示ケース設置場所の温湿度管理には十分ご留意いただくことをおすすめします。

密閉して外気の侵入を極力遮断する。 展示室内空気の流入を極力防ぐ
空気取入口にフィルターを設け、

ほこりを除去する。



絵具の顔料などと化学反応し、変色を起こさせる。ホルムアルデヒド
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有害光線

光による展示物の劣化は大きく分けて、紫外線によるものと赤外線による

ものに分けられます。特に漆・織り物などは、紫外線に影響されて、退色や

塗膜の変化をきたしやすく、また、赤外線は、展示物の表面温度を高め、温

度が45℃を超えると、30℃のときの約2倍の早さで変退色が進みます。
いずれにせよ、物の劣化を防ぐためには光の総量（＝照射エネルギー×照

射時間）を規制することが大切です。

放射光による損傷や変退色は、照射された光の量（照度×照射時間）に比

例します。光源による損傷の度合いは異なりますが、表Aに示した損傷の
波長特性の通り、300～380nmの紫外線が95％、400～780nmの
可視光線が5％の損傷作用があると言われており、400nm以下の波長

有害物質

空気中には二酸化炭素・亜硫酸ガス・オゾン・アンモニア・硫化水素などの

ガスが含まれ、繊維や金属などの展示物を劣化させることがあります。

ケースを構成する材料に有害な物質を含まないことはもちろんですが、

これらの有害物質が、ケースの内装材料に吸着しないよう、注意を払

う必要があります。

■ 損傷の波長特性（表A）

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
300 350 400 450 500 550 600 650 700

相
　
対
　
値 

相対損傷度 
N.B.S.D(λ)

標準比視感度 
CIE V(λ)

波　　長（nm） 

■ 単位照度当たりの損傷係数〈相対値〉（表B）

■ 光のコントロール対策

■ 世界各国の照度基準

①紫外線防止高演色蛍光管の採用

②調光ユニットによる光量の調節（一部オプション）

IES＊＊＊（米）
（1987）

光と放射線を
特に感じないもの

金属・石・ガラス・陶磁器・色付きガラス・
宝石・ほうろう

200－500 lx

JIS-（日）
（1979）対　象

規　格 ICM＊（仏）
（1977）

IES＊＊（英）
（1970）

750－1500 lx

特に制限なし。
ただし、300lxを超えた照明
を行う必要はほとんどない。
（色温度4000－6500K）

特に制限なし。
ただし、実際には展示照
明効果、幅射熱を考慮す
る必要あり。

光と放射線を
感じるもの

油絵・テンペラ絵・天然皮革・角・象げ・
木製品・漆器

300－750 lx 150－180 lx
（色温度　約4000K） 150 lx 180000 lx・h/年

光と放射線に
特に敏感なもの

織り物・衣装・水彩画・つづれ織り・印刷・
素描のもの・切手・写本・ミニチュア・
泥絵の具で描いたもの・壁紙・染色皮革

150－300 lx
（はく製品、標本について
は75－150lx

50 lx
出来れば低いほうが良い
（色温度　約2900K）

50 lx 120000 lx・h/年

■ 有害物質の問題の対策

■ 空気中の主要汚染物質の文化財に対する作用

注意事項

文化財に付着し、湿気によりべとつく。腐食をおこす。海辺の施設では特に注意が必要。

すべての有機物セルローズ質・塗料・膠・染料・ゴムなどを侵す（電気集じん機からの発生に注意）。

炭酸塩をつくりやすい顔料で、保護膜のないものなどに使用、観客の呼気による（換気不十分のときCO2高濃度）。

空気中の汚染物質

塩（海水ミスト）NaCl

オゾンO3

炭酸ガスCO2

亜硫酸ガスSO2 紙・綿などのセルローズ質・レザー・洗顔料・金属類・石灰石・大理石・しっくいなどを、水分と作用してH2SO4として侵す。

窒素酸化物NO、NO2 染料に有害（燃料の燃焼・化学工場などからの発生）。

硫酸水素H2S 銀・銅製品に対する腐食作用。
（沼沢池・温泉・汚染された川などから発生、H2Sに似た有機硫黄化合物メルカブタンはごみ捨て場などで発生）

アンモニアHN3
空気中のSO2と反応して硫酸アンモニウムの微粒子をつくり、油絵の表面などをおおう。この現象をbloomingという（化学工業石油精製工場な
どから発生）。

①展示ケースを構成する安全な材料の採用

②ケース施工時の注意

光源の種類

単位照度
当たりの
損傷係数
（％）

400nm以下を除いたときの
単位照度当たりの損傷係数

（％）

青空・天頂の天空光
曇天の天空光
太陽の直射光
昼光色蛍光ランプ（FL-D）
白色蛍光ランプ（FL-W）
温白色蛍光ランプ（FL-WW）
紫外線防止蛍光ランプ（FL-W・NU）
高演色形蛍光ランプ（FL-EDL-42）
白熱電球（3,200K）
白熱電球（2,856K）

100.0
31.7
16.5

6.3
4.6
4.5
3.0
3.1
5.1
3.1

8.5
5.1
4.0
4.5
3.3
3.0
3.0
2.7
1.2
1.4

が有害であるといえます。また、表Bは各種光線による損傷を表示したもの
です。これらの問題に対してコクヨでは下記の対策をたて、より良い光のコ

ントロールを提案しています。
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メンテナンス扉

展示物の入れ換え時には開口部（メンテナンス扉）を大きく多く取るほど

作業は容易に行えます。ケース内を歩行して展示物を陳列する場合、一般

的なケースでは奥行有効寸法で1.2～1.3mが必要で、6m以上歩行しな
いようにメンテナンス扉を設けます。高床型壁面ケースの場合、ケースの

前面または後壁が全幅にわたって開閉できるものでないと入れ替えが困

難です。メンテナンス扉のフレームやガラスの重なりがあると展示物のレ

イアウトに制限を受けます。展示物の大きさ、入れ替えの頻度、見栄えな

どを考慮し、メンテナンス扉の数・大きさ・位置などを決定します。

フラット扉
パラレルスライド式

前面に設けます。フレームレスで、閉
じた状態でもガラスの重なりがなく、
ガラス面に段差が生じません。また、
隙間はシリコン押出材でふさいでいる
ので、ほこりの侵入が少なく開口部が
大きく取れます。

○

フラット扉内開き
開けるときに扉を内側に押し込むと引
戸になります。
外観がすっきりしています。

○

フラット扉両開き
全面が開放できるので高床式に適して
います。 ○

フラット扉外開き
開けるときに扉を手前に引くと引き戸
になります。フラット扉の中では操作
が最も簡単です。

○

扉の種類 特徴 電動 開き方密閉度

○

○

○

○

■ パラレルスライド式フラット扉の開閉パターン

圧着扉
開き扉の一種で密閉度の高い扉です。前面もしくは側面に設けます。
フレームがあるので設置位置に注意する必要があります。
側面に設ける場合、開口部の大きさに制限があります。

◎ ×

ガラスを上下で支持する開閉機構で外
観にサッシ枠が見えないシンプルな意
匠性が最大の特徴です。

展示ケースに求められる要素 取扱性

■外開きフラット扉の開閉パターン

●左右どちらにも開くことができますので、ガラスW寸法の有効開口を確保できます。
●電動、手動の両タイプがあります。

●上部ハッチはガラス扉と連動して開きます。
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消耗品の交換方法

管球の交換方法は施設の躯体、内装仕上げにより制約を受けますが、特に

気密性を要するケースの場合は、展示期間中に交換の必要が生じてもケ

ース内の環境を乱さないよう、熱切りガラスで照明器具を仕切り、ケース

を開放しなくても交換できるシステムが推奨されます。

■ 消耗品交換のイメージ図

■ ケース上方から交換

照明器具ユニットを上部にはねあげて交換します。ケース
上部に人が入れる空間が取れる場合に採用できます。

■ ケース前面から交換

照明器具ユニットを前面に引き出して交換します。
建築内装に支障がなければ採用できます。

■ ケース内から交換

ケース内に入って交換します。展示替えの際には、管球の寿
命を確認してください。

管球の他に、スポットライトの調整、ファイバー光源ランプの交換、調

湿材の交換、その他ケース各機構部のメンテナンス作業が、外部から

容易にできるよう考慮する必要があります。



30mm以内 

55mm以内 5mm以上 

検知面 

スイッチ本体 マグネット体 

80°(エリア可変範囲)

1
2

3
4

5
6

6 65 54 43 32 21 1

7
8m

m

1
2

3
4

5
6

7
8m

4 43 32 21 1m

1.5m

2m

5cm以上 

5cm以上 

15

防犯性

博物館は、その性格上多くの来館者に対して開かれていなければなりま

せん。その中にあって、展示ケースには不特定多数の人間のなかでおきる

不慮の行動や、犯罪目的のある外部の人間から、貴重な文化財を守る役

割を持たなければなりません。

■ 対策

①施錠システムの検証

②各種センサーの設置（オプション）

③合わせガラスの採用（オプション）

■ ガラス振動検知センサー
ガラス面に取り付けたセンサーがガラスの破壊の振動を検知

■ ガラス音波検知センサー
ケース内に設定されたセンサーがガラス破壊の周波数を検知

■ 扉開閉検知センサー
ケースの可動扉に設置したセンサーが扉の開放を検知

ロング型 
検知エリアの幅は狭い反面、 
比較的長距離のエリアを検知します。 

■ 熱線検知センサー
展示ケース内のセンサーが侵入者の体温を検知

不燃化

火災に対しては細心の注意を払い、特に火災の原因となる電気設備の

付近に使用する材料は、不燃材で構成する必要があります。

■照明設備と展示物空間の遮断

■ 対策

①照明設備と展示物空間との遮断

②不燃調湿パネルの採用（オプション）

③内装ファブリック－防災クロスの採用

展示ケースに求められる要素 安全性
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地震対策

地震波加振波（JMA KOBE N/S 100%） 免震装置上応答加速度（JMA KOBE N/S 100%）

展示ケースには万が一の天災である地震の際にも、展示物に対して安全

であるように作らねばなりません。

コクヨでは、ケースの耐震設計を行うにあたって、地震の水平加速度と建

物固有の変位量を想定し、個々の構造部材および、それらの接合部分の

強度確認を行っています。また、展示品自体の転倒を防ぐ最も有効な方法

として免震装置の導入が考えられます。

■〈例〉神戸地震波の時の実証試験結果
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事故防止対策

日常的な問題として事故による破損の危険性があります。展示室におけ

る破損の原因と事故防止対策を以下に挙げます。

■ ガラスの破損防止対策

■ 納入例写真

①ケース本体免震例 ②ケース床全体免震例 ③ケース床上部分免震例 ④個別免震テーブル

免震装置とは建物に伝わった地震力をその上にある展示ケースや展示

品に直接伝わらないようにする装置で、この装置を使うことによって

地震力を1/8から1/10に低減させることができ、作品を転倒の危険
性から回避させることが可能となります。免震装置には右に示す4つの
タイプがあります。

①壁面ケース本体を免震構造にする場合

②壁面ケースの床全体を免震床にする場合

③壁面ケースの床の上に連続して免震装置を設置する場合

④必要な部分のみ免震装置設置する場合

いずれの場合にも免震装置に求められることは以下のような事柄です。
①構造が単純でメンテナンスをする必要が無い
②地震力の強弱にかかわらず常に安定した動作によって地震力を
回避出来る性能を持つ
③作品の重量にかかわらず常に一定の免震性能を発揮出来る
④ケース内の空気環境を汚染するオイル等を装置の機構に
使用していない

展示ケースが展示物を破損させる直接の原因の大半は、ガラスが割れることにあ

ります。強化ガラスは普通ガラスの3～5倍の強度を持ち、衝撃・圧力・熱変化に
も耐えます。しかし、硬い鋭利なものの衝撃によって傷が付くと、その時点では割

れず、一定時間経過後、破損する危険性があり、また、一部に破損を生ずると瞬時

に全面が破損するおそれもあります。以上の理由により一般的に展示ケースには

強化ガラスを使用しません。

①フラット扉機構の採用

②適切なメンテナンス扉の配置

①重心のバランスを考慮した設計

①外部からの照明メンテナンスの方法

①充分な厚さのフロートガラスの使用

②合わせガラスの使用

■ 展示作業中の事故防止対策
展示作業を容易にすることが作業中の事故の危険性を低減し、資料や作品の

破損を防止します。また、作業時間の短縮にもつながります。

■ ケースの転倒防止対策
島ケースの場合、地震力によるケースの転倒や移動が、大きな問題となります。

■ 管球交換時の事故防止対策
展示期間中に交換が必要な状況となったとき、管球の落下事故やケース内の

環境を乱す危険性があります。

②床への固定方法の検討
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＜測定例＞壁面展示ケース温度・湿度測定データ（M美術館） 

＜測定例＞壁面展示ケース温度・湿度測定データ（T博物館）  ケース内 
 展示室（ケース外） 

テクニカルデータ
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調湿性能

エアタイト（密閉型）ケースによる調湿性能を評価す

る方法として、展示ケースの外部環境の変化に対す

るケース内環境（相対湿度）の変化を測定します。

照度測定

ケース内の照度分布の均斉度（最小照度/最大照度）を求めます。ケース
内壁面・床面に照度計を設置し、照度最大のとき、調光時などについて、

各点の照度を測定します。

〈測定例〉壁面展示ケース照度データ（O博物館）

C
H

:3
50

00

19
50

ケース内有効D:1200

ケ
ー
ス
内
有
効

H
:3

00
0

55
0

10
00

350mm 350mm

1000LX 1000LX 1060LX

床面照度（LX） 

壁面側 中央 前面側 
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（105LX） （107LX） （110LX） 
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床面照度（LX） 

壁面側 中央 前面側 
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床面 
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気密性能

展示ケースの密閉性能は、JIS規格に準拠した加圧試験法と炭酸ガス
換気量測定試験法によって評価しています。

■ 加圧試験方法

■ 測定方法の略図 〈測定例〉気密性能評価グラフ

ＪＩＳＡ１４０６に定められている屋内換気量測定方法（炭酸ガス法）に準拠

し、下図に示すようにケース内に炭酸ガスを注入します。

炭酸ガスがある濃度に達したところで注入をとめ密封した状態で炭酸ガ

ス濃度の減少度合いを計測し、計算により換気量と換気回数を求めます。

換気量、換気回数の算定

換気量（m3／h） ＝2.303（60／5.8）×log10(0.0083／0.0078)
＝0.643（m3／h）

換気回数(回／24h)＝0.643／60×24＝0.26(回／24h)

展示ケース 

調湿BOX

デジタルマノメーター 

差圧計 
エアチューブ 

マスプロメーター 

流量計 圧力調節弁 コンプレッサー 

■ 測定方法の略図

展示ケース 

ファン 

炭酸ガス封入時のガス流路 
炭酸ガス濃度測定時のガス流路 

CO2ガスボンベ 

CO2メーター 

CO2標準ガス 
IN OUT

レコーダー 

1000

100

10

1

0.1

0.01
0.01 0.1 1 10

q：
通
気
量

m
3 

/ h
・

m
2

P1：平均差圧（mmH2O） 

JIS
 A4706 A-2等

級
 

JIS
 A4706 A-3等

級
 

JIS
 A4706 A-4等

級
 

測定日時 経過時間(h) CO2濃度(%)

初期値 7/14 10:00 0 0.83

最終値 7/14 15:50 5.8 0.78

ＪＩＳＡ４７０６に定められている鋼製及びアルミニウム合金製サッシの気密

試験の方法に準拠し、下図に示すようにケース内に空気を圧入します。展

示ケース内に送り込んでいる空気の量とそのときの展示ケース内外の気

圧の差を測定する事によって展示ケースの気密性能を評価することがで

ます。

■ 炭酸ガス換気量測定試験法

〈測定例〉



収蔵庫の基礎知識
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収蔵庫の役割

収蔵部門の各室の役割

収蔵庫は、ミュージアムで最も重要な部分です。保存・防災・防犯など、資

料に影響のあるあらゆる事項に十分な配慮が要求されます。

収蔵庫面積の算定基準

資料・作品は増え続ける一方で決して減少することはありません。将来を

予想し十分な広さを確保する必要があります。文化庁では美術工芸品の

指定物件1点に対し、その収蔵庫の算定基準を下表の通り定めています。
一般的に1点当たり占有面積は0.2～0.4m2を目安とすれば良いとされ

ています。

【参考資料22】国宝・重要文化財（美術工芸品）など収蔵庫算定基準参考例一覧－文化庁

●一覧表は具体例の一部を示すもので、大きさ・員数が各表の中間となるもの
は比例によって算定します。

●収納品はA～Dの表のいずれかにあてはめて算定します。ただし、形状・構
造・材質などから、保存上特別の配慮を必要とするものは、実情に応じてそ
の都度算定します。

●算定の合計は立地条件・保存庫の構造形式などによって生ずる増減はやむを
得ない場合のみ認められます。

資料運搬車が入って閉扉し、資料・作品の上げ下ろし作業を行います。

資料搬出部門

重要資料や特にもろくて、保存に特別の配慮を必要とする資料・作品を

収納します。

特別収蔵庫

荷解・梱包作業のための空間です。時に、荷下ろし後の仕分け作業もこ

こで行うことがあります。

荷解・梱包場

高湿度または低湿度収蔵庫へ資料を搬入、または、それらを収蔵庫から

搬出する時、資料にゆがみ・汚れ・反り・割れ・その他の損傷が起こら

ぬように、資料を一時ここに入れて、次の湿度に順化・順応できる状態

になるまで放置します。

シーズニング室

荷下ろし後の資料・作品を収蔵庫または展示部門へ搬送するために一時

的に仮置きし、または、暫時保管するための保管庫です。

一時保管庫（仮収蔵庫）

資料の部門別の整理、水洗い・塗り・張り・割き・研ぎ・織り・染めな

どの作業を行います。

整理室・修理室・工作室

一般資料収蔵庫と、映像資料収蔵庫に分けられます。

一般収蔵庫

資料・作品を生物被害から守るためガスを使用して燻蒸するための部屋

です。常圧燻蒸、減圧燻蒸などの方法があります。

燻蒸室

A.彫刻および大型工芸品

500高さ（cm）

仏像（坐）・鐘・神興など
（m2）

61.0

仏像（立）・甲胄・灯籠など
（m2）

●2点以上の時は最大のものをそのままとし、2点目から4/5の面積とする。（ ）内
●仏像の光背・台座などは形状や保存の方法によって配慮する。

●平面的なもの……鏡・琴・瓦・檜扇・刀剣ほか
●立体的なもの……陶磁器・舎利塔・経箱・仮面・鞍ほか

46.0

70 100 150 200 250 300 400

9.5
（7.6）

13.0
（10.4） 19.0 25.0 31.0 37.0 49.0

7 9.5 14.0 19.0 23.5 28.0 37.0

B.工芸品（小型）

平面的なもの（m2）

立体的なもの（m2）

1 5 10 20 30

4 9 16 29 43

6 13.5 24 43 65

C.絵画・書跡・染織品

50cm以下

高さ 員数

平面的なもの（m2） 2 4.5 7.5 14 20

立体的なもの（m2） 3 7 11 21 30

100cm以下
平面的なもの（m2） 3 7 12 21 30

立体的なもの（m2） 4.5 10.5 18 31 45

100cm以上

1 5 10 600 6000

3 20 30 ―― ――

経巻冊子（m2） 2 4 7 20 100

3 6 10 ―― ――

〃 100cm以下（m2） 4 9 13 ―― ――

5 12 20 ―― ――

〃 200cm以上（m2）
〃 300cm以下（m2）

20 50 100

8.5 10 15

絵幅　50cm以下（m2） 13 20 26

20 34 44

〃 200cm以下（m2） 30 46 60

40 60 76

高さ 員数

D.襖・屏風

1 5 10

90cm幅（m2） 8 18 30

11 30 52

20 30

55 80

180cm幅（m2） 95 140

高さ 員数
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収蔵家具

資料は直接床に置かないことが大前提とされています。必ず、保存台

や吸湿しにくく虫の付きにくい敷物の上に安置します。また、箱に収

めるか、布などでくるんだまま収蔵庫に収めて保存します。資料・作

品の周囲は、空気が流通するようにほかの資料や壁と接触させない注

意が必要です。家具は建物にビルトインせず、個々に製作して床に固

定するようにします。また、多くの資料・作品の保存には、当たりが

柔らかい木製の収納家具が適当とされています。

平棚 引き出し 屏風架

扉付き棚 マップケース 槍・太刀掛け

波棚 絵画架 水槽

あらゆる資料・作品に対応します。
総高2050mm（手の届く高さ）と
し、奥行きは600～700mm（手の
届く奥行き）としま
す。通風を考慮する
と、棚板は出し入れ
方向に張った木製す
のこがよいでしょう。

特にもろい資料・作品に対応します。
衣類・裂地などを保存する場合は、
有効幅を1100mm以上とし、折りた
たみがなるべく少な
くて済むようにしま
す。和だんすにも使
われているキリを用
いるとよいでしょう。

屏風・襖絵に適します。

特にもろい資料・作品に対応します。 引き出しの一種です。額装してい
ない絵画などに適します。

槍、太刀などの長いものに適して
います。

木製出土品など、特に高湿度で保
存する必要のあるものに適します。

巻物に適します。棚板をリバーシ
ブルにすることで、平棚との兼用
が可能です。

額装された絵画など吊り下げ可能
なものに適します。固定式と移動
式があります。



21 ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

展示ケース【壁面】

20
0

26
00

28
00

1325

下部照明 

前面ガラス 

熱切りガラス 
スポットライト 

照明 
FLR40W×3灯 

調湿ボックス 

細見美術館
フロント扉はH200mmの床高さから天井まであり、一見全面フィックスガラスに見える
ほどのすっきりとした外観になっています。フラット扉外開きで幅も大きく、どのような展

示物に対しても大きな開口寸法が確保できるので、作品のスムースな出し入れが可能です。

扉の天井取り合い部分は電動の開閉ハッチを採用しています。
65

0
22

00
65

0

35
00

1650

熱切りガラス 
スポットライト 

調湿ボックス 

熱切りガラス 

可動壁 

前面ガラス 
高透過ガラス 

下部照明 

昇降パネル キャットウォーク 

MIHO MUSEUM
バックストラクチャーの採用によりガラス面と壁面が同一面になっています。フロント扉は

電動パラレルスライドフルオープンタイプです。外部から調湿剤の取り替え、管球のメンテ

ナンス、スポットライトの調整が出来るようになっています。また作品によって展示ケース

の開口高さや内部の奥行き寸法を可変出来るよう、ケース前電動昇降パネル、ケース内背

面可動壁(電動)を設けています。



22★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

14
00

18
00

60
0

38
00

1540

熱切りガラス 

スポットライト 

前面ガラス 
合わせガラス 

調湿ボックス 

照明 
FLR40W×3灯 

富山県水墨画美術館
作品鑑賞の邪魔となる前面ガラスの継ぎ目を極力へらすため、幅約7.5mの幅広合わせガラ
スを採用しています。そのため六曲一双の屏風もガラスの継ぎ目を気にせずダイナミックに

展示することが出来ます。また、展示ケースはエアタイトタイプなので調湿剤を使用するこ

とで内部の湿度を一定にすることが出来ます。
85

0
19

50
65

0

34
50

1517

下部照明 

前面ガラス 

熱切りガラス 

スポットライト 

照明 
HF32W×2灯 

調湿ボックス 

煙感知器 

ロールスクリーン 

大阪歴史博物館
前面に大きく開口部が取れ、簡単な操作で閉じたときにはガラス面に段差が生じない、フ

ラット扉外開きの自立式の展示ケースです。管球や調湿剤の取替えの際ケース内の環境を

乱すことなく交換出来るように、ケースの上部下部にメンテナンスハッチを設けています。

前面ガラス内側上部にロールスクリーンを設置し、小さな展示品の場合、上部の目隠しと

して使用します。



23 ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

展示ケース【壁面】

10
00

90
0

15
00

34
00

1215

前面ガラス 
合わせガラス 

照明BOX

手摺 集成材 

大阪市立東洋陶磁美術館
陶磁器を無理のない姿勢で鑑賞できるようケースは高床式です。また陶磁器をケースのガ

ラス越しに出来るだけ近づいて鑑賞できるよう、木製の手摺を設けています。フロント扉

は、ケース内部に入らずに、すべて前方から出し入れできるようフルオープンの開閉機構を

採用して行います。

1424

照明 

照明ボックス 
熱切りガラス 

FLR40W×3灯 

前面ガラス 
高透過ガラス 

調湿ボックス 

アジャスター 

41
50

24
00

60
0

11
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大阪府立近つ飛鳥博物館
厳しく保存条件を要求する展示物には、エアタイト型のケースが適しています。気密性を

高めるため、メンテナンスは側面の圧着扉から行います。展示期間中に管球交換の必要が

生じても、ケース内の環境を乱すことなく交換できる位置に、照明メンテナンスハッチを設

けています。



24★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。
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熱切りガラス 
スポットライト 

照明 
HF32W×2灯 

前面ガラス 
高透過ガラス 

調湿スペース 

水野美術館
バックストラクチャーガラス納まりを採用、ケースガラスの上下をクロスペンキ仕上げと

し、壁面を極力シンプルにすることとガラスをフレームレスにすることでケース自体の存在

感を無くしています。ケースのフロント扉はスイッチ1つで開閉する電動パラレルスライド
式フラット扉機構を採用。扉の開閉を電動で行うことによりケース本体に扉が十分圧着さ

れ高い密閉性を確保しています。また、本体はすべてノックダウン式無溶接工法を採用し

ています。

1100

点検用照明 
FL40W

点検用照明 
FL40W

アジャスター 点検扉 

前面ガラス 
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清里北澤美術館
繊細なガラスの芸術が鑑賞しやすい高さになるよう、ケースは高床式です。ケース内に入っ

ての展示作業が難しい高床式では、メンテナンス扉は全面ガラスが全開できるフラット扉

ダブルレールが適しています。床下部からの照明とスポットライトが、ガラス工芸品独特の

透明感を引き立てています。



25 ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

展示ケース【島】 ハイグレードタイプ

非常に透過率の高いガラスの接合

部分に特殊加工を施していますの

で、従来品に比べて、ガラスおよび

接合部分が格段に目立たなくなりま

した。接合部分がほとんど目障りに

ならず、展示品の鑑賞に専念いただ

けます。 テオリアの
ガラスシール

従来の
ガラスシール

●ハイクリア・ガラスシール
展示ステージからは、鑑賞の妨げに

なるものを一切排除。ガラスの内側

いっぱいまで、ステージが広がりま

す。表面を質感豊かなオリジナルク

ロスでおおい、美しさを際立たせて

います。

●ワイドフラット・ステージ

ガラス面と展示台の腰パネル面が、

段差のないフラットな構造となって

います。シンプルな平面から構成さ

れた気品あるデザインが、展示品を

いっそう引き立てます。

●フルフラット・パネル
設置時には、スイッチ操作ひとつで、

キャスターを自動格納できるので、

展示台と床との隙間がなくなりまし

た。ムービングタイプのミュージアム

ケースでありながら、床に据付けら

れたかのような重量感と安定感を演

出できます。

●ジャストフィット・スタンディング

自在なシステムの組合わせでオリジナルスペックが設定可能。

主役の展示品を際立たせる
シンプルなデザイン。
操作性と信頼性を格段に向上させた
数々のテクノロジー。
ミュージアム空間に提案する新しい機能美を・・・

グッドデザイン賞受賞商品
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★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

ハイタイプ
共通仕様

本体 フルフラットパネル
スチールフレーム/アルミパネル（特殊塗装仕上）

ガラス ハイクリアガラスシール/高透過ガラス8t
内装 テオリアオリジナルクロス（中性紙裏打タイプ）/低ホルマリン合板（JAS,F☆☆☆☆）
開閉機構 シャフトアップシステム（AC100V使用）
調湿システム エアフローシステム（AC100V使用）
アジャスター M12（耐荷重300kg/1個）

ハイタイプ（ベース）

五面ガラスケース
MU-C550CF 
外寸法/W750×D750×H1920
キャスター/リフティングキャスター（耐荷重120kg/1個）
オペレーション/集中オペレーション

タッチスイッチ
重量/280kg

システム組合せ例

ハイタイプ（ショックアイソレーション）

五面ガラスケース
MU-C550FA 
外寸法/W750×D750×H1920
キャスター/無し
オペレーション/集中オペレーション

タッチパネル
重量/420kg

※移設時には、専用低床台車（別途）をご使用ください。
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27 ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

展示ケース【島】 ハイグレードタイプ

ロータイプ
共通仕様

本体 フルフラットパネル
スチールフレーム/アルミパネル（特殊塗装仕上）

ガラス ハイクリアガラスシール/高透過ガラス8t
内装 テオリアオリジナルクロス（中性紙裏打タイプ）/低ホルマリン合板（JAS,F☆☆☆☆）
開閉機構 シャフトアップシステム（AC100V使用）
調湿システム エアフローシステム（AC100V使用）
アジャスター M12（耐荷重300kg/1個）

ロータイプ（ベース）
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五面ガラスケース
MU-C520CFB 
外寸法/W1500×D750×H950
照明/ファイバーライティング
キャスター/リフティングキャスター（耐荷重120kg/1個）
オペレーション/集中オペレーション

タッチスイッチ
重量/275kg
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展示ケース【島】 ハイグレードタイプ

テクニカルレポート

●●●シャフトアップシステム
スイッチ操作ひとつで、ガラスの電動昇

降が行える画期的な機構を装備してい

ます（AC100V使用）。なお、操作は水
平位置で行ってください。

●●●ライティングシステム
すべてのタイプの照明器具を、できるだけ鑑賞の妨げ

にならないような位置にコンパクトに設置。広い視野を

確保すると共に、鑑賞に必要な均一照明を実現した、こ

れまでにない最新のライティングシステムです。

ワンタッチシャフトアップ

スイッチのＯＮ・ＯＦＦ操作で、ガ
ラス全体が静かに昇降。設置場
所を問わず、四方向どこからで
も展示品の入替え作業が行え
ます。

高気密性

唯一の開口部であるガラス下辺
部と腰パネル上辺部は、ガラス
を閉じたときには、隙間なく密着
するような機構になっています
ので、完全な気密性が確保でき
ます。

非常時対策

停電などによって、万一電動装
置が使えない非常時には、手動
でガラスを昇降ができます。

トップライティング

ライティングユニットの厚さは、従来品の
約半分で、非常にコンパクトです。しか
も、ガラスの内側にセッティングされる構
造となっているので、存在が気になりま
せん。

ファイバーライティング

従来、コーナー部に2本走っていた照明
器具を、センター1本に集約。明るさと
見やすさが格段に向上しました。なお、
このタイプはケース内に設置されますの
で、熱を発生しないファイバー照明を採
用しています。

ファイバースポットライティング

標準装備のライティングシステムではカ
バーできないスポット照明用に、ステー
ジに非常にコンパクトにセッティングでき
るファイバースポットライティングをご利
用ください。

●●●高品質ガラス
ディティールの美しさと高透過性、そして高い気密性

が、展示品の見やすさと高い保存性を実現しました。

ハイクリアシール

ガラスの接合部分に特殊加工を施して
いますので、従来品に比べて、接合部分
が格段に目立たなくなりました。

テオリアの
ガラスシール

従来の
ガラスシール

防盗性

従来のコーキングと異なり、カッターナ
イフの厚さをも通さないほどの小さな隙
間で接着しているので、防盗性にも優れ
ています。

高透過性

上の写真でご覧いただけるように、従来
ガラス（右）に比べて、テオリア専用の
ガラス（左）は、格段の高透過性を誇り
ます。

テオリアの接合 従来品の接合 テオリア 従来品

●オペレーションパネル
腰パネルを開口したところにオペレーションパネルを

設置。この1箇所に、空調のON・OFF、ガラスやキャス
ターの昇降、調湿剤の取替えなど、各種操作を集中さ

せました。しかも、パネル位置が腰高さなので、従来の

ようにパネルをはずし中腰で作業するのに比べて、非

常に楽に効率よく操作ができます。

タッチスイッチ

軽く触れるだけでON・OFFができる
タッチスイッチを標準搭載。機械的な
ボタンスイッチと違い、メンテナンス
フリーです。また、スイッチ機能のア
イコン表示や、使用中スイッチの照光
表示など、操作性・デザイン性にも優
れています。

タッチスイッチ

タッチパネル

標準装備のタッチスイッチに加えて、
液晶のタッチパネル仕様もラインナッ
プいたしました。パスワード登録など
ができる他、さまざまな操作性の向上
や新たな機能付加など、標準品にない
特長を備えています。

タッチパネル

テオリアの操作性 従来品の中腰作業
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タイトルの前に付いている●は…デザイン性 ●は…保存性 ●は…操作性 に付いての説明です。

※図中の人物イラストの身長は、170cmを想定。

●●エアフローシステム
エアフローファンによって、調湿ＢＯＸの空気と展示エ

リアの空気を静かに循環させますので、短時間で高い

調湿効果が得られます。また、空気循環経路に装備した

エアフィルターで、有害物質を常時、除去します。

●●テオリア専用オリジナルクロス
展示ステージの表面は、新開発の専用クロス張りです。き

め細かく美しい質感と方向性のないシンメトリーなデザイ

ン。その上、中性紙を裏打し、展示品の保存性にも配慮し

ています。

フィルター性能

テオリアのフィルターは、有害物質（ホコリ、カビ、化学
物質など）の除去能力にすぐれ、展示品の保存性を高める
ことができます。

フィルター 電動ファン 
（AC100V） 

調湿剤 

展示ケース内 

調湿ボックス 

残
存
濃
度（

C
/C

o）
 （

%
） 

時　間 （min） 

有害物質吸着速度（20℃） 
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50 
 

●セキュリティ対策
ガラスの接着部位に見る防盗性（左ページ）に加えて、

貴重な展示品を盗難から守るためにさまざまな安全対

策を講じています。

フロントレスデザイン

4面をどの方向から見ても、まったく外
観が一様に見える方向性のないシンプ
ルなデザインなので、一見しただけでは
開口部の見当がつきません。

インビジブルキーホール

本体表面にカギ穴を設けず、こじ開ける
隙間もありません。また、17万通りのパ
ターンを持つ複製が困難な鍵を採用し
ています。

パスワードシステム

タッチパネルタイプには、標準の鍵以外
にパスワードが設定できます。正しいパ
スワードを入力しなければ、一切操作で
きません。

ワンタッチリフティング

スイッチ操作ひとつでキャスターを出
せますので、従来のようにかがみ込ん
で手作業する手間がなくなりました。
移動後にキャスターを格納すれば設置
完了です。

高安定性

本体全体の重量バランスがいいので、移
動時の走行も安定しています。また、設
置後はアジャスターが接地し、展示ケー
スが揺れたり動いたりすることがありま
せん。

非常時対策

停電などによって、万一電動装置が使え
ない非常時には、手動でキャスターの昇
降ができます。
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震動台に加えた地震の波形 

展示面の応答波形 

●ショックアイソレーション
突然の地震に対しては、展示台底部の免震装置が地震

の揺れを受けて前後左右にスライドし、揺れを大幅に吸

収します。機構面はシンプルで部品数が少なく、スライ

ドによる摩擦面は無給油タイプなので、調整・メンテナ

ンスが必要ありません。

また、積載荷重によらず免震性能は一定なので、さまざ

まな展示品にも対応できます。

●●リフティングキャスター
キャスターもスイッチ操作ひとつで自動昇降できる画期

的な機構です。設置時には、キャスターをパネル内に完

全格納することによって、床の隙間をなくしました。常

設展示ケースのような重厚感が演出できます。
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●エアタイトケースの場合、内部に調湿剤（別売）を設置することで、展示品に適切な湿度を保つことができます。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

四面ガラスケース273MG（エアタイトⅠ型）
MU-C273MGN ¥3,057,600（¥2,912,000）
外寸法/W2700×D1200×H2700
本体/スチール・アルミアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt8
照明/紫外線カットタイプ（40W）

蛍光灯８灯使用
調光コントロールパネル装備（ブレーカー付き）

内部仕上げ/クロス貼り
ルーバー/アクリルビーズ
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
アジャスター/M12（耐荷重400kg/1個）
扉/両扉型
重量/約730kg
●調湿剤別途

●アルミ部材を使用しているため、従来の商品より重量が
軽く、移動が容易に行えます。
●調湿ボックスが標準装備で、かつ、扉にはネオプレンゴム
を使用しているため、密閉度の高い調湿型ケースになっ
ています。

●照明器具メンテナンス扉

ハイタイプ（移動式）

●蝶番の見えない回転軸タイプ扉
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MU-C273MGN  1:50
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展示ケース【島】 ミドルグレードタイプ



本体価格税込価格
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●エアタイトケースの場合、内部に調湿剤（別売）を設置することで、展示品に適切な湿度を保つことができます。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

四面ガラスケース278MG（エアタイトⅠ型）
MU-C278MGN ¥2,138,850（¥2,037,000）
外寸法/W1200×D1200×H2700
本体/スチール・アルミアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt8
照明/紫外線カットタイプ（20W）

蛍光灯5灯使用
調光コントロールパネル装備（ブレーカー付き）

内部仕上げ/クロス貼り
ルーバー/アクリルビーズ
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
アジャスター/M12（耐荷重400kg/1個）
扉/片扉型
重量/約420kg
●調湿剤別途
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●照度分布の良いアクリルビーズルーバー ●調湿剤入れのボックスを装備 ●照明器具メンテナンス扉

●アルミ部材を使用しているため、従来の商品より重量が軽く、移動が容易に行え
ます。
●調湿ボックスが標準装備で、かつ、扉にはネオプレンゴムを使用しているため、密
閉度の高い調湿型ケースになっています。

品　　番
外　寸　法

扉 照　　　明
Ｗ・Ｄ・Ｈ

MU-C274MGN ¥2,828,000 2400・1200・2700 両扉型 40W×4灯、20W×4灯
MU-C275MGN ¥2,694,000 2000・1200・2700 両扉型 20W×8灯
MU-C276MGN ¥2,657,000 1800・1200・2700 両扉型 20W×8灯
MU-C277MGN ¥2,236,000 1500・1200・2700 片扉型 40W×4灯

¥2,969,400
¥2,828,700
¥2,789,850
¥2,347,800
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●自然循環型ケースの場合は、展示物の、湿度変化による安全性の検討が十分必要です。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

四面ガラスケース163UG（自然循環型）
MU-C163UGN ¥1,272,600（¥1,212,000）
外寸法/W900×D900×H2100
本体/スチールアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt10
照明/紫外線カットタイプ蛍光灯4灯使用（20W）

調光コントロールパネル装備（ブレーカー付き）
内部仕上げ/ウール混紡フェルト貼り
開閉機構/シュックマン式昇降機構
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
キャスター/重量用キャスター（耐荷重80kg/1個）
アジャスター/M12（耐荷重400kg/1個）
重量/約250kg

●床昇降機構により、容易に展示替えができる四面ガラスケ
ース。床の上昇により展示空間を密閉でき、また、空気は
エアフィルターを通じて入れ替わるので、ケース内にはほ
とんどチリ・ホコリが入りません。また、調光ユニットを備え
ているので、照度は自由に設定できます。
●照明器具のメンテナンスについては、照明ボックス上部が
点検扉となっているので、容易に管球交換ができます。
●同じ外観でエアタイトタイプも製作可能です。

●床昇降機構により容易に展示換えが行えます。
●調光コントロールパネル装備

●照明器具メンテナンス扉

●エアフィルターを通してのみ空気が流入する機構なので、
ケース内にホコリなどが入りにくい。
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展示ケース【島】 ミドルグレードタイプ

ハイタイプ（移動式）

グッドデザイン賞
受賞商品
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●自然循環型ケースの場合は、展示物の、湿度変化による安全性の検討が十分必要です。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

四面ガラスケース183EG（自然循環型）
MU-C183EGN ¥2,037,000（¥1,940,000）
外寸法/W900×D900×H2100
本体/スチールアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt10
照明/紫外線カットタイプ蛍光灯4灯使用（20W）

調光コントロールパネル装備（ブレーカー付き）
内部仕上げ/ウール混紡フェルト貼り
開閉機構/リニアモーションベアリング持ち出し式
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
キャスター/重量用キャスター（耐荷重80kg/1個）
アジャスター/M12（耐荷重400kg/1個）
重量/300kg

●リニアモーションベアリングの機構でフレームレス扉を開
閉する四面ガラスケース。開口面積が大きく取れるため大
型の展示物を展示できます。
●照明器具のメンテナンスは、照明ボックス上部が点検扉と
なっているので、簡単に管球交換ができます。
●同じ外観でエアタイトタイプも製作可能です。

●リニアモーション機構の採用で、大型フレームレスガラス
を直接開閉できます。

●照明器具メンテナンス扉

MU-C183EGN  1:50
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覗きケース153GD（自然循環型）
MU-C153GDN ¥809,550（¥771,000）
MU-C153GDTN ¥914,550（¥871,000）（調光装置付き）
外寸法/W1500×D700×H1050
本体/スチールアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt8
照明/紫外線カットタイプ蛍光灯2灯使用（40W）

（ブレーカー付き）
内部仕上げ/ウール混紡フェルト貼り
開閉機構/ガススプリング
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
キャスター/重量用キャスター（耐荷重80kg/1個）
アジャスター/M10（耐荷重400kg/1個）
重量/140kg

●ガススプリングにより上部扉が簡単に開閉できます。

●ガススプリングの力により上部ガラス扉を簡単に開閉で
きる覗きケース。斜面ガラスと前面ガラスは、フレームレ
スの状態でクリアーシリコンで接着されているので、展示
物が見やすくなっています。
●エアタイトタイプも製作可能です。
●連結タイプも製作可能です。

覗きタイプ（移動式）

●背面照明熱ぬき穴 ●上部と前面のガラスが突つけなので展示物が見やすい。

MU-C153GDN  1:50
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●自然循環型ケースの場合は、展示物の、湿度変化による安全性の検討が十分必要です。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

展示ケース【島】 ミドルグレードタイプ
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●上部と側面のガラスが突つけなので展示物が見やすい。 ●両側に大型の扉式開口部を設けているため、展示物の入
れ換えが容易です。

●自然循環型ケースの場合は、展示物の、湿度変化による安全性の検討が十分必要です。

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

覗きケース193UE（自然循環型）
MU-C193UEN ¥1,354,500（¥1,290,000）
MU-C193UETN ¥1,461,600（¥1,392,000）（調光装置付き）
外寸法/W1800×D1000×H900
本体/スチールアクリル樹脂焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）
ガラス/フロートガラスt8、扉部フロートガラスt5
照明/紫外線カットタイプ蛍光灯2灯使用（40W）
内部仕上げ/ウール混紡フェルト貼り
内装下地合板/低ホルマリン合板（JAS.F☆☆☆☆）
キャスター/重量用キャスター（耐荷重80kg/1個）
アジャスター/M10（耐荷重400kg/1個）
重量/200kg

●長手方向の両側面に扉を設けた、展示入れ替えの便利な
平覗きケース。奥行き方向の上部にはサッシュ枠を設け
ず、展示物の見やすさを考慮しています。照明器具は長手
方向のサッシュと一体化したデザインでまとめています。
●同じ外観でエアタイトタイプも製作可能です。（内部照
明部分にアクリルのカバーが付きます。）

MU-C193UEN  1:50
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36※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

■付属連結金具 ■別注連結金具 

■レイアウト例 
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MU-P21  1:70

●ユニットタイプ折りたたみ式展示パネルです。
●1800mmピッチで、何連でも増連が可能です（高収納効率）。
●パネル上部に、スポット取り付けレール（ライティングレールではありません）と
ピクチャーレールを標準装備（フック別途）。

●収納効率に優れた展示パネルです。
●連結金具を用いて、いろいろなレイアウトができます。
●取り扱いが容易です。

展示パネル（基本ユニット）
MU-P21 ¥984,900（¥938,000）
重量/207kg
材質/本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装

/パネル：合板フラッシュパネル、クロス貼り
使用時寸法/W1800×D920×H2500
収納時寸法/W1800×D450×H1867
●キャスター、アジャスター付き

展示パネル（エンドパネル）
MU-P31L ¥812,700（¥774,000）
MU-P31R
外寸法/W2400×D1200×H2400
重量/230kg
本体/スチールパイプ
表面/合板クロス貼り
●ピクチャーレール付き（フック別途）
●キャスター、アジャスター付き

展示パネル（エンドパネル）
MU-P23 ¥98,070（¥93,400）
外寸法/W920×D50×H2443
重量/20kg
材質/合板フラッシュパネル、クロス貼り

■ 基本ユニット ■ スポットライト

●ミニハロゲン球100V65W
●オプションとして用意しておりますので、その都度お
見積もりいたします。

MU-P31L

●写真はMU-21×2・MU-P23×2です。

展示パネル ユニットタイプ



37 ※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

●絵画と立体物の両方の展示に使用できます。
●ライティングレール付きですから、いろいろなスポ
ットライトが使用できます。

●キャスター付きですから、簡単に移動できます。
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展示パネルP41
MU-P41 ¥914,550（¥871,000）
外寸法/W1800×D900×H2700
本体/スチールパイプ
表面/クロス仕上げ
●ライティングレール付き
●ピクチャーレール付き（フック別途）

展示パネルP43（P41コーナータイプ）
MU-P43 ¥749,700（¥714,000）
外寸法/W900×D900×H2700
本体/スチールパイプ
表面/クロス仕上げ
●ライティングレール付き
●ピクチャーレール付き（フック別途）

●絵画と立体物の両方の展示に使用できます。
●ライティングレール付きですから、いろいろなスポ
ットライトが使用できます。

●キャスター付きですから、簡単に移動できます。
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展示台・パーティションポール

※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。
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MU-S210C  1:70
MU-S210S

●リングを追加すると100mm単位で高さを調
整でき、横に組み合わせると広台を構成できる
ので、展示物の大きさに合わせて台を構成で
きます。
●一台当たりの展示物耐荷重は約150kgです。

●天板と扉が分離しますので、天板が汚れた場合、張り替えが容易に行えます。
●アジャスターが付いているので、レベル調整が可能です。

展示台230S・C
MU-S230S ¥270,900（¥258,000）
MU-S230C ¥212,100（¥202,000）
外寸法/W600×D600×H700
本体/スチールパイプ
表面/S：天板、本体クロス貼り

C：天板クロス貼り、本体アクリル焼付塗装

展示台210S・C
MU-S210S ¥437,850（¥417,000）
MU-S210C ¥429,450（¥409,000）
外寸法/W1800×D900×H700
本体/スチールパイプ
表面/S：天板、本体クロス貼り

C：天板クロス貼り、本体アクリル焼付塗装

ユニット展示台116
MU-S116 ¥197,400（¥188,000）
外寸法/W600×D600×H600
本体/スチールアクリル焼付塗装
（レザートーン特殊塗装）

アジャスターM12（耐荷重400kg/1個）
重量/39kg

ユニット展示台リング
¥62,265（¥59,300）
外寸法/W600×D600×H100
本体/スチールアクリル焼付塗装
重量/8kg

MU-S230S MU-S230C

MU-S210C MU-S210S
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MU-B11  1:70

MU-B11 ¥58,380（¥55,600）
外寸法/φ216×H463
本体/スチール（アクリル焼付）丸型
底面/ノンスリップ型塩ビシート貼り

連結パイプ
MU-BP10W ¥15,120（¥14,400）
外寸法/W1650×φ27
本体/スチール（アクリル塗装）
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MU-B21 ¥64,575（¥61,500）
外寸法/W200×D200×H463
本体/スチール（アクリル焼付）角型
底面/ノンスリップ型塩ビシート貼り

連結パイプ
MU-BP10B ¥15,120（¥14,400）
外寸法/W1650×φ27
本体/スチール（アクリル塗装）

★本体転倒防止のため、

パイプが抜ける仕様になっています。

★本体転倒防止のため、

パイプが抜ける仕様になっています。

展示台

パーティションポール



39 ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

多くの資料・作品の保存には、当たりが柔

らかい木製の収納家具が適当とされてい

ます。その中でも、樹脂分の少ないスギ・

ツガ・シオジ・センなどを使用し、通風を配

慮したスノコ棚とすることが望まれます。

また、衣類などの布類を収納する引き出し

には和だんすに用いられるキリを使用する

のがよいでしょう。コクヨ木製収納家具は

収蔵庫の形状、収蔵物に応じて製作する方

式となっています。
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屏風架

収 蔵 庫 木製収納家具・絵画ラック



40※価格は税込価格、（ ）内は本体価格を表記しています。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

キャリア

資料・作品は作業者自らの両手で抱えるようにして運ぶことが原則とされています。

しかし、大型の絵画など、運ぶことが困難なものはキャリアを用いることで、より安全で作業効率の良い搬出入が可能となります。

●スポット収納箱と組み合わせて保管・運搬をシステ
ム化します。

●収納箱（スポット）を直接運搬することができます。

MU-T15 ¥140,700（¥134,000）
外寸法/W1387×D704×H800
本体/スチールアクリル焼付塗装

（レーザートーン特殊塗装）
押し手/SUS304

スポットキャリア用収納箱
外寸法/W1277×D657×H200
本体/ポリ合板
●ご要望に応じ、都度お見積もりさせて
いただきます。
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●美術館用絵画専用キャリア。
●小品はネットに固定し、大作は立てかけて搬送す
ることができます。

MU-T11NN ¥376,950（¥359,000）
外寸法/W1800×D900×H1600
本体/スチールパイプアクリル焼付塗装

（レザートーン特殊塗装）

MU-T21 ¥845,250（¥805,000）
外寸法/W2138×D1500×H2000
本体/φ38.1×t1.6パイプメラミン焼付

（ノンスリップ型塩ビシート貼り）
キャスター/φ100ウレタン車・ベアリング入り
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MU-T25 ¥607,950（¥579,000）
外寸法/W1560×D1040×H1452
本体/φ31.8×t1.6パイプ スチールt1.6

（アクリル焼付）
キャスター/ウレタン車・ベアリング入り
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大型作品運搬車

MU-T31 ¥703,500（¥670,000）
外寸法/W2500×D1800×H1800
本体/スチールt1.6 メラミン焼付

（ノンスリップ型・塩ビシート貼り）
キャスター/φ200ウレタン車・ベアリング入り



お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通） 

お客様相談室 
0120-060660お客様相談室FAX

0120-201594

●コクヨは、全自社工場でゼロエミッション（産業廃棄物の最終処分量ゼロ）を達成しています。 

●本カタログに記載の寸法表示は、mm（ミリメートル）で表しています。 
●商品仕様および価格は、平成20年7月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。 
●本カタログは税込価格と本体価格（メーカー希望小売価格）の両方を記載しています。お買い上げの際には税込価格にてお買い上げいただきます。 
価格は税込価格、（　）内は本体価格を表記しています。税込価格は、平成20年7月1日現在の消費税等5％をもとに、小数点以下を切り捨てて計算して 
います。なお、商品単体の税込価格を表記していますので、複数の商品をご注文いただいた場合は、本体価格×商品点数×消費税率を申し受けます。 
あらかじめご了承ください。 

ホームページURL  http: //www.e-theoria.com/

本社オフィス 
〒537-8686  大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 
 東京品川オフィス 
〒108-8710  東京都港区港南1丁目8番35号 

※この印刷物は雑誌古紙として、古紙回収ルートで処理されれば再生可能です。 

この印刷物について 

用　　紙 ： エコマーク認定　古紙配合率100％再生紙使用 
イ ン キ ： エコマーク認定　アロマフリー型植物油インキ使用 
表面加工 ： 油性OPニス（植物油インキ）使用 


