
□材質 ［本体・部品・仕切板］
: POM（ポリアセタール樹脂）

□耐熱温度 : 70°
□耐冷温度 : －30°
＊直射日光や高温になる車内等では
材料の性質上変形することがあります。

工場・物流・倉庫など現場の改善ツール

令和４年４月 ㈱ダイサン



製品選びのポイント

角 タ イ プ 丸 タ イ プ

製品断面拡大図

点で接触 R面で接触

移動対象物 移動対象物

■縦横方向の滑走が可能です
■方向転換も可能です
■重い物の移動にも適しております

■縦方向の滑走に優れます
■作業者が滑り難いタイプですＡ． Ｂ．

移動対
象…滑る

作業者
…滑り難
い



Ｗ敷き！！

② 『スペーサー』

予め、対象物が置
けるサイズのベニ
ヤ板やPPシートに

スライダーボードを
固定する。もしくは、
船底タイプのスライ
ダーボードを使用。
床のスライダー
ボードの上に敷く。
その上に対象物を
置いて押して移動
すると・・・。

摩擦の少ないスライダーボード同士のため、

更に摩擦が少なくなり、滑り易くなる！！ 重い物も是非お試し下さい！！

移動対象物

ベニヤ板 （PP板）

①従来通り、スライダー

ボードを床に強力タイ
プ厚手両面テープ等
で固定する。

＊スライダーボード 丸タイプ 断面の拡大イメージ

床

船底タイプを使用しての
W敷きの場合、ゴムシート



■スライダーﾎﾞｰﾄﾞについて

・両面使用可能！ 接続や固定ができ、大面積、長距離に対応する樹脂ﾎﾞｰﾄﾞです。

■注意事項について

・各製品の正式寸法が必要な場合には、弊社にお問合せ下さい。尚、正式寸法における

寸法公差はﾌﾟラスマイナス2％、 また厚み、導電性に関しては、プラスマイナス5％です。

・製品改良のため、予告なく変更することがあります。

■製品タイプの見分け方法について

・丸タイプ・・・製品中央に直径5㎝の『○』印、上部中央に『R』印

・角タイプ・・・特にナシ

■商品番号について

・商品番号は、呼び寸法のＷＤＨの順で表示しています。（小数点省略）

・『Ｒ』は、丸タイプ、Ｒ0.4を意味します。

・下二桁の数字が表す厚みでは、『38』がメッシュを意味します。

■受注生産製品について

・ご注文をいただいてから、都度ご相談とさせて頂きます。

・重量物に適しているのは、Rタイプです。

角タイプ ＜丸タイプ（Ｒ0.4）



※設置場所に厚手強力タイプ両面テープで固定して設置します。
※角タイプ製品は、製品の長手方向に対象物を動かせます。
※丸タイプ製品は、対象物を動かすのに左右自在に動かせます。
※設置する際、なるべく引っかかりがなくて済むよう大面積には大きいタイプの
スライダーボードを設置する事をお勧めします。

■ボードタイプ

■レールタイプ
※２枚をレールの様に並べて対象物を移動させます。
※棚板に対象物の大きさに合わせて厚手強力タイプ両面テープにて設置して
対象物を長手移動させます。
※長手方向に連結しトラック、ｺﾝﾃﾅ、工場等で荷積み荷卸しに使用します。
※巾200×1003のﾚｰﾙと船底タイプW敷きで使用します。

■敷設シートタイプ
※PPシートとゴムシートの２種類があります。
※スライダーボードに貼り付けてある敷設ｼｰﾄが滑り止め効果があるので
固定しなくとも敷くだけでそのまま使えます。
※400100038Rを２枚使用し400×2000の大きさになってますが、使用しない時は
半分に出来るので400×1000の大きさにしておけます。ご使用の際は広げてお使い下さい。
※簡易的に使う場合に使用
※ゴムシートの方がPPシートよりも薄くて滑り止め効果が高いです。

■船底タイプ
※W敷きの際にご使用下さい。
※１００キロ以上の対象物を移動する時のW敷をする際、移動する面にスライダーボードをまず設置
して頂き、船底タイプと対象物の間に滑り止めシートを敷いてご使用下さい。
※台車代わりに３０㎜の段差も楽々乗り越えます。



使用例

トラック荷台400×1000 ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ巾200

ﾜｲﾔｰｳｨﾝﾁ引張

ｼｭｰﾀｰ

棚板

台車





ケース入数 10

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 400110038R

呼びサイズ 400×1100×3.8㎜

詳細

その他

標準価格 13，200円／１枚

※床や台などの設置面に厚手強力タイプ両面テープで固定して
お使いいただきます。
※大面積に敷き詰めて使用



商品番号 400100038

呼びサイズ 400×1000×3.8㎜

詳細 メッシュ 角

その他

標準価格 12，650円／１枚

ケース入数 10枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量 約10ｋｇ

※床に厚手強力タイプ両面テープで固定して敷きます。

※角タイプ商品なので上に乗せた物が製品の長手方向
に動きます。
※大面積に敷き詰めて使用



商品番号 400100038Ｒ

呼びサイズ 400×1000×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.4＞

その他

標準価格 12，650円／１枚

ケース入数 10枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

重量ケース 約10ｋｇ

『
Ｒ
』

『○』

※丸タイプ商品なので荷物を動かすのに方向性は
なく、縦、横、斜めと自由に動かせますが、製品に対して
長手方向のが動かしやすいです。
※固定してお使いください



番号商品 40090038Ｒ

呼びサイズ 400×900×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.4＞

その他

標準価格 11，770円／枚

ケース入数 10枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量 約10ｋｇ

『○』



商品番号 30050038ＣＵ

呼びサイズ 300×500×3.8㎜

詳細 メッシュ 角

その他

標準価格 6，270円／１枚

ケース入数 40枚

ケースサイズ 517×317×192㎜

ケース重量 約13ｋｇ



商品番号 30050038ＲＣＵ

呼びサイズ 300×500×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.4＞

その他

標準価格 6，270円／１枚

ケース入数 40枚

ケースサイズ 517×317×192㎜

ケース重量 約13ｋｇ

『○』



商品番号 30040038ＣＵ

呼びサイズ 300×400×3.8㎜

詳細 メッシュ 角

その他

標準価格 5，720 円／１枚

ケース入数 40枚

ケースサイズ 417×317×192㎜

ケース重量 約9ｋｇ



商品番号 30040038ＲＣＵ

呼びサイズ 300×400×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.4＞

その他

標準価格 5,720円／１枚

ケース入数 40枚

ケースサイズ 417×317×192㎜

ケース重量 約11ｋｇ

『
Ｒ
』

『○』



商品番号 7050034Ｒレール

呼びサイズ 70×500×3.4㎜

詳細 レール 丸

その他

標準価格 1，925円／１枚

ケース入数 １００枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』



商品番号 5050037Rレール

呼びサイズ 50×500×3.7㎜

詳細 レール 丸

その他

標準価格 1，760 円／１枚

ケース入数 １００枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』



商品番号 3550036Ｒレール

呼びサイズ 35×500×3.6㎜

詳細 レール 丸

その他

標準価格 1，650 円／１枚

ケース入数 １２０枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』



商品番号 3550018R

呼びサイズ 35×500×1．8㎜

詳細

その他

標準価格 1，430 円／１枚

ケース入数 120枚

ケースサイズ

ケース重量

※薄肉タイプなので
湾曲出来ます。



商品番号 8090038Rﾚｰﾙ

呼びサイズ 80×900×3.8㎜

詳細 レールタイプ

その他

標準価格 3，520円／１枚

ケース入数 ５０枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量



商品番号 Z200100338

呼びサイズ 200×1004×3.8㎜

詳細

その他

標準価格 8，800 円／1枚

※長手方向に連結しトラック、ｺﾝﾃﾅ、工場等で
荷積み荷卸しに使用します。
※１００キロ以上の物には船底タイプの
FZ200107020と合わせてW敷きで使用します。

ケース入数 20枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量



入数ケース

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 200110038R

呼びサイズ 200×1100×3.8レール

詳細

その他

標準価格 9，350円／1枚

20枚



ケース入数

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 200110038M

呼びサイズ 200×1100×3.8㎜メッシュ

詳細

その他

標準格価 9，680円／1枚

※レール形状でなくメッシュ形状なので
方向性が無いです。



商品番号 SB30055020

呼びサイズ 300×550×20㎜ （船底小）

詳細
※引掻き棒、ゴムシートは別売りです。

その他 ※W敷きにご使用下さい

標準価格 7，480 円／枚

ケース入数

ケースサイズ

ケース重量



商品番号 SB40096520

呼びサイズ 400×965×20㎜ （船底大）

詳細
※引掻き棒、ゴムシートは、別売りです。

その他 ※W敷きにご使用

標準価格 13，200 円／１枚

ケース入数

ケースサイズ

ケース重量



ケース入数 50枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量

商品番号 FZ8096020

呼びサイズ 80×960×20㎜ （船底80）

詳細 ※80巾レールとW敷で使用します。

その他

標準価格 4，400円／１枚



商品番号 FZ200107020

呼びサイズ 200×1070×20㎜ （船底200）

詳細 ※引掻き棒、ゴムシートは別売りです。

その他

標準価格 10，450円／１枚

ケース入数 20枚

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量

※上に滑り止めｼｰﾄを敷いてW敷にてお使いください。

※台車代わりに30㎜の段差も楽々乗り越えます。

※200巾レールと合わせてW敷きにてご使用下さい



商品番号 FZ200110020

呼びサイズ 200×1100×20㎜ （船底）

詳細

その他

標準価格 11，000円／１枚

※上に滑り止めシートを敷いてW敷きにお使いください。
※長手方向に動かせます。



ケース入数

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 FZ200110020M

呼びサイズ 200×1100×20㎜ （船底）

詳細
※引掻き棒、ゴムシートは別売りです。

その他 ※W敷きにご使用下さい

標準価格 11，550／１枚

※メッシュなので方向性なくW敷きに使えます。
※荷物とスライダーボードの間に
滑り止めシートなどを敷いて下さい。



ケース入数

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 HB

呼びサイズ

詳細 引っ張り棒

その他 ※船底を引っ張るのにお使い下さい

標準価格 6，600 ／本



商品番号 B400100038PP （ゴム）

呼びサイズ 400×2000敷設シート付

詳細
400×1000を２枚ゴムシートに
貼付けたタイプ

その他

標準価格 33，000 円／１セット

ケース入数 4セット

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量



商品番号 B400100038PP

呼びサイズ 400×2000敷設シート付

詳細
400×1000を２枚PPシートに貼
付けたタイプ

その他

標準価格 29，370円／１セット

ケース入数 ３セット

ケースサイズ 1040×435×57㎜

ケース重量



商品番号 7050034Ｒレール導電

呼びサイズ 70×500×3.4㎜

詳細 レール 丸 導電タイプ

その他

標準価格 2，112 円／１枚

ケース入数 １００枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』

※電気を通します。



商品番号 5050037Ｒレール導電

呼びサイズ 50×500×3.7㎜

詳細 レール 丸 導電タイプ

その他

標準価格 1，947円／１枚

ケース入数 １００枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』



商品番号 3550036Ｒレール導電

呼びサイズ 35×500×3.6㎜

詳細 レール 丸 導電タイプ

その他

標準価格 1，837 円／１枚

ケース入数 １２０枚

ケースサイズ 〃

ケース重量 〃

『○』

『○』



商品番号 30040038ＲＣＵ導電

呼びサイズ 300×400×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.4＞ 導電タイプ

その他

標準価格 6，600 円／１枚

ケース入数 40枚

ケースサイズ 417×317×192㎜

ケース重量 約11ｋｇ

『
Ｒ
』

『○』



商品番号 ＊特注30050038Ｒ08ＣＵ

呼びサイズ 300×500×3.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ0.8＞

色 白

標準価格 6，820 円／１枚

ケース入数 ４０枚

ケースサイズ 517×317×192㎜

ケース重量 〃

『
Ｒ

0
8
』

『○』

※重量物用です。



商品番号 ＊特注30050028Ｒ5

呼びサイズ 300×500×2.8㎜

詳細 メッシュ 丸＜Ｒ5＞

その他

標準価格 6，820円/１枚

ケース入数 ４０枚

ケースサイズ 517×317×192㎜

ケース重量 〃

『
Ｒ

5
』

『Ｒ5』



ケース入数

ケースサイズ

ケース重量

商品番号

呼びサイズ 丸足

詳細

その他

標準価格 1，320円／１セ ット

※棚の支柱の下に敷いて
W敷きで使用します。



商品番号 SBR20020005

呼びサイズ 200×2000×20㎜ （ドーム型）

詳細

その他

標準価格 86，900円/1本

※天面がカマボコ型（R）のスライダーボードをシートに
貼り付けているので、抵抗が少なく動かせます。
くるくる巻いて移動させる事が出来ます。

使用イメージ



商品番号 SBR20030005

呼びサイズ 200×3000×5㎜

詳細

その他

標準価格 130，350円/１本

※天面がカマボコ型（R）のスライダーボードをシートに
貼り付けているので、抵抗が少なく動かせます。
くるくる巻いて移動させる事が出来ます。

使用イメージ



商品番号 SBR50020005

呼びサイズ 500×2000×5㎜

詳細

その他

標準価格 112，970円

※天面がカマボコ型（R）のスライダーボードをシートに
貼り付けているので、抵抗が少なく動かせます。
くるくる巻いて移動させる事が出来ます。

※船底は別売りです。

使用イメージ



商品番号 SBR50030005

呼びサイズ 500×2000×5㎜

詳細

その他

標準価格 168，850円/１本

※天面がカマボコ型（R）のスライダーボードをシートに
貼り付けているので、抵抗が少なく動かせます。
くるくる巻いて移動させる事が出来ます。

※船底は別売りです



ケース入数

ケースサイズ

ケース重量

商品番号 GM200850

呼びサイズ 200×850

詳細 ゴムシート大

その他

価格標準 ／枚



商品番号 GM150450

呼びサイズ 150×450

詳細 ゴムシート小

その他

標準価格 ／枚

ケース入数

ケースサイズ

ケース重量


