
ワークテナー／スリムカート
WORKTAINER/SLIM CART

リン酸亜鉛

粉体塗装
Powder Coating

2カチオン
電着塗装

Cation Electrodeposition Coating

1下地処理
Zinc Phosphate Surface Treatment
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下地処理と二重塗装で、
より強く、より美しく。

Stronger and more beautiful, with surface treatment and double coating.

Double CoatingPreprocessing

粉体塗装で、
美しい塗膜を形成。

Careful surface treatment by 
film processing with zinc 
phosphate.

カチオン電着塗装で、
隅々までムラなく防錆。
Using cation electrodeposition 
coating technology coats every 
corner of parts.

At next step, these parts are 
again coated by powder coating 
and formed into beautiful and 
strong coating to rust. 

前処理

生地
Material

1

リン酸亜鉛下地処理
Zinc Phosphate Surface Treatment

粉体塗装
Powder Coating

カチオン電着塗装
Cation Electrodeposition Coating

生地
Material

リン酸亜鉛による皮膜
加工で入念な下地処理。

二重塗装
reprocessing
前処処理理
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信頼と安心の
一貫生産ライン。

An integrated domestic production system that 
responds to labor-saving needs with reliability.

UESUGI METHOD

Shipping to domestic 
and overseas customers

国内外のお得意様へ出荷
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Made in Japan

Made in Japan

An integrat
responds

造管アングル
フォーミングライン
Tube Angle Forming Line

プレス
パイプベンダー
Press Pipe Bender

FB丸棒
スポット溶接
FB Round Bar 
Spot Welding

ystem that 
 reliability.

溶接
Welding

インジェクション
Injection

Made  in J

自社製キャスター
In-House Manufacturing 

Caster

組み立て
Assembly

出荷
Shipping

企画・デザイン
Planning and Design

下地処理
Surface Treatment

地地地地地下地処処処処処処処処理処理地地地地処処処処処処処処処
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二重塗装
Double Coating



4つの静音構造。
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There are four si lence specifications.

Easy to usage.

品　番
Product number

外寸法（間口x奥行x高さmm）
External dimensions

 (width x depth x height in mm)

内寸法（間口x奥行x高さmm)
Internal dimensions

 (width x depth x height in mm)

床板プラスチックタイプ
Plastic base plate type

床板スティールタイプ
Steel base plate type

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

UTP-8060 800x600x1700(1500) 740x545x1450(1250) 36kg 400kg 39.5kg 500kg

UTP-8560 850x600x1700 790x545x1450 37kg 400kg 41kg 500kg

UTP-8565 850x650x1700 790x595x1450 38kg 400kg 42kg 500kg

UTP-9580 950x800x1700 890x745x1450 42.5kg 500kg 48kg 500kg

UTP-1060 1000x600x1700 940x545x1450 39kg 400kg 43kg 500kg

UTP-1065 1000x650x1700 940x595x1450 41kg 400kg 44kg 500kg

UTP-1080 1000x800x1700 940x745x1450 43.5kg 500kg 48.5kg 500kg

UTP-1180 1100x800x1700 1040x745x1450 45.5kg 500kg 51kg 500kg

UTP-11580 1150x800x1700 1090x745x1450 46kg 500kg 53kg 500kg

仕様 Specification

静音ステー受け
Silence straight
bar receiver

③
ステーバー
先端キャップ
Silence straight
bar cap

④

静音右ジョイント
Silence right joint

②
静音ステーホルダー
Silence straight bar 
holder

①



選べる仕様。
2タイプの中間棚をご用意。

WORKTAINER

 材質：スティール製

材質：PP製
（ポリプロピレン）
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ワークテナー／Made in Japan

The standard specification that can be selected.

There are two kind of shelf available.

棚1枚使用時
When using 
one shelf

棚収納時
When the shelf
stored

棚3枚使用時
When using 
three shelves

Material: PP 
(Polypropylene)

Material: Steel
。 材質：

M

製
ピレン）
PP 

lene)

黒ゴム
Black Rubber

品番：150RB

グレーゴム
Gray Rubber

品番：150RG

ウレタン
Urethane

品番：150UG

34mm 34mm 40mm

品番： WSG-150RB-PS

ペダルブレーキ 自在キャスター
Swivel caster/Pedal brakekg

1.70kg
品番： WSR-150RB

固定キャスター
Rigid casterkg

1.05kg

kg

0.50kg

kg

0.51kg

kg

0.52kg

ペダルブレーキ ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、押すタイプ
Turn lock caster push type/Pedal brake

品番： WSTLP-150RB-PS

kg

1.89kg

ペダルブレーキ ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、引くタイプ
Turn lock caster draw type/Pedal brake

品番： WSTLD-150RB-PS

kg

1.93kg

自在キャスター
Swivel caster

品番： WSG-150RB
kg

1.48kg

ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、押すタイプ
Turn lock caster push type

品番： WSTLP-150RB

kg

1.70kg

ターンロックキャスター
自在・固定切り替え、引くタイプ
Turn lock caster draw type

品番： WSTLD-150RB

kg

1.75kg

55mm

高さ
Height

自重
Net 
weight

ボス幅
Width of 
boss

取付寸法
Mounting 
dimensions

車輪径
Wheel 
diameter

Ø150mm 190mm

kg

kg

自重
Net 
weight

kg

kg

80x80mm

タイヤ幅
Width of 
tire

mm

Caster

Tire Wheel



SNL

SNC

狭い場所でも軽快フットワ

狭い場所でもすっきり収納。

ギアロック式固定車

ブレーキペダル（ON/OFF）
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底板を持ち上げて重ねてネスティング

中間棚
（オプション）

使用時

Useful even in a small place.

Completely storage even in a small place.

Center fixed caster pulling up type

Side pulling up type

The bottom plate is lifted and nesting.

底板を持ち上げて重ねてネスティング
The bottom plate is lifted and nesting.

6-Wheel Slim cart with 4 Nesting types (Gear lock type Brake)

Plastic shelf

中間棚
（オプション）
Plastic shelf

When 
using

収納時
When 
storing

使用時
When 
using

収納時
When 
storing

Gear lock type fixed caster

Brake pedal (ON/OFF)

ギアロック式固定車

ブレーキペダル（ON/OFF）

Gear lock type fixed caster

Brake pedal (ON/OFF)

6輪スリムカート4台ネスティングタイプ（ギアロック、ロッド式ブレーキ）

ネスティング時も移動がスムーズ。
Movement is smooth when nesting.

6-Wheel Slim cart with 4 Nesting types (Gear lock type Brake)
6輪スリムカート4台ネスティングタイプ（ギアロック、ロッド式ブレーキ）

センター固定車、上下可動タイプ

サイド引き上げ方式

品　番
Product number

外寸法（間口x奥行x高さmm）
External dimensions (width x depth x height in mm)

内寸法（間口x奥行x高さmm）
Internal dimensions (width x depth x height in mm)

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

中間棚重量
Shelf weight

棚積載荷重
Shelf loading weight

SNL 1270x420x1650 1141x420x1373 34.2kg 300kg 4.8kg 100kg

品　番
Product number

外寸法（間口x奥行x高さmm）
External dimensions (width x depth x height in mm)

内寸法（間口x奥行x高さmm）
Internal dimensions (width x depth x height in mm)

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

中間棚重量
Shelf weight

棚積載荷重
Shelf loading weight

SNC 1270x420x1600 1126x420x1346 33kg 300kg 4.7kg 100kg

仕様 Specification

仕様 Specification



ST/STB

4SN

ーク。
SLIM CART
スリムカート／Made in Japan
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Standard type

When the bottom plate storing (5 Nesting possible)

中間棚
（オプション）
Plastic shelf

中間棚
（オプション）
Plastic shelf

ブレーキ機能付
With brake function

ターンロック機能付　▶

▶

With turn lock function

使用時
When 
using

中間棚
側面使用時

When 
shelf using 
on the side

収納時
When 
storing

ギアロック式固定車

ブレーキペダル（ON/OFF）

重ねて収納が可能。

360 ° Rotatable

回転
Rotate

自在
Freely

Possible to storage 
by stacking.

Gear lock type fixed caster

Brake pedal (ON/OFF)

手軽に使えるレギュラータイプ。
Regular type that can be used easily.

6-Wheel Slim cart, Regular type
6輪スリムカート、レギュラータイプ

ブレーキ機能やターンロック機能も。
Available for brake and turnlock function.

4-Wheel Slim cart with 5 Nesting type
ネスティング5台可能な4輪スリムカート

※画像及び下記仕様表記は2020年からの新仕様となります。 *The image and the following specification sit in the new specification from 2020.

積み上げタイプ 360°回転自在

中間棚、床板、収納時（ネスティング５台可能)

コーナーバンバー
Protection from damage

品　番
Product number

外寸法（間口x奥行x高さmm）
External dimensions (width x depth x height in mm)

内寸法（間口x奥行x高さmm）
Internal dimensions (width x depth x height in mm)

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

中間棚重量
Shelf weight

棚積載荷重
Shelf loading weight

STブレーキ無し
Without brake

1260x445x1500 1141x445x1285
26kg 

500kg 4.8kg 100kg
STBブレーキ付き
With brake 27.3kg 

品　番
Product number

外寸法（間口x奥行x高さmm）
External dimensions (width x depth x height in mm)

内寸法（間口x奥行x高さmm）
Internal dimensions (width x depth x height in mm)

自重
Net weight

積載荷重
Loaded weight

中間棚重量
Shelf weight

棚積載荷重
Shelf loading weight

4SNL920 920x480x1650 816x475x1364 28kg 300kg 3.6kg 100kg

4SNL970 970x480x1650 866x475x1364 28.5kg 300kg 3.7kg 100kg

4SNL1020 1020x480x1650 916x475x1364 30kg 300kg 3.8kg 100kg

仕様 Specification

仕様 Specification
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