
小荷物専用昇降機
保育園・子ども園向けご提案

小荷物専用昇降機

人の気持ちも運びたい。



クマリフトの製品は「より安全に、快適に」を

目指して作られています。

保育園や子ども園には

多くの子どもたちがいる場所だからこそ

求められる安全・快適があるはずです。

そのために、私たちができることをご案内します。

子どもたちがいる場所だから
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「運ぶ」を安全・快適に。「運ぶ」を安全・快適に。
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小荷物専用昇降機とは？

小荷物専用昇降機とは、
荷物を運搬するための小型エレベーターです。
※荷物専用のため、人が乗ることはできません。

用途や環境に合わせたタイプをお選びいただけます。

テーブルタイプ

フロアタイプ

ユニットタイプ

画像はユニットタイプです。▶

人の腰の高さに出し入れ口があるので、
腰をかがめずに荷物を出し入れできます。

床面と同じ高さに出し入れ口があるので、
台車ごと荷物を出し入れできます。

昇降路と一体になり、省ス
ペース化したユニットタイプ
です。既存の建物にも
設置が容易です。

シャフトタイプ・・・ 昇降路鉄骨部材付のタイプ。（テーブル・フロア）
鉄骨下地が不要なため、木造建築物への設置に
適しています。
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荷物を送る前に、他の階の
ようすが見えれば・・・。

カメラ＆ディスプレイで
各フロアのようすを確認できます。

クマリフトはここが違う！

小荷物専用昇降機のご使用について

疑問やご要望にお答えします。

新機能

ディスプレイイメージ（原寸大）

■ カメラ＆ディスプレイを搭載した、新しい操作パネル。
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マイク

通話ボタン 通話階選択ボタン

非常停止ボタン

スピーカー広角カメラ
(角度調整可能）

タッチパネル付ディスプレイ
（3.5インチ）

運転操作ボタン
（当社従来比 2倍サイズ）

※画面ははめ込み合成です。小荷物専用昇降機の設置位置により、ご希望の画角が撮影できない場合があります。

■ ディスプレイを見て、インターホンで話して、他階とコミュニケーション。

調理場

上階

お互いの状況を把握でき、スタッフ間のコミュニケーションが充実します。
ディスプレイを使うことで、業務がスムーズに進みます。

ディスプレイを見て、かご
の到着時間や
到着してからの経過時間を
確認できます。

◯人がいるのをカメラで確認してからの呼び出し、搬送。
◯音声だけで伝えにくい内容を映像で伝える。
◯上階のようすを確認し、混雑時は、冷めやすい料理を
後で準備する。

◯声だけでなく、表情が伝わる。 など

送ります！

了解です！

送ります！

了解です！
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キャスターで走行してもガタガタしない、
フラットな床面に変更が可能です。  ※オプション

給食を運ぶとき、床の凸凹で汁物がこぼれたりしない？

設計時の計画で、扉や柵を設置するなどの安全対策が有効です。

周りの安全対策はできないかな？

小荷物専用昇降機の周囲に扉や柵を設けることで、
子どもたちの安全確保につながります。
お早めに弊社営業及び建築設計者様にご相談下さい。

安全柵の設置 柵・扉の設置

※設計者様を通じての設計・施工となります。
　建築計画時にご相談ください。

カゴ床の素材を通常をチェッカープレート（縞鋼板）から
凸凹のない素材（平鋼板・ステンレス鋼）へ変更が可能です。

定期検査は義務付けられているの？

すべてのフロアタイプの小荷物専用昇降機に
年１回の定期報告が義務付けられています。

２０１６年6月1日より、すべてのフロアタイプの小荷物専用昇降機
が定期報告の対象となり、昇降機等検査員による定期的な検査と
結果の報告が義務付けられました。

※テーブルタイプ、ユニットタイプについても、管轄する自治体に
よっては定期報告および確認申請が必要となります。

　（弊社営業にお問い合わせください。）

フロアタイプ
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縞鋼板 平鋼板

スープを運ぶ時も
安心！

タッチパネルから簡単に全階休止状態※にできます。
※ドアもロックされます。 ※３階以上の場合、特定階のみの休止も可能です。

タッチパネルから簡単に音量の調整が 可能です。
※無音も設定可能です。

子どもがお昼寝している間は、静かにしてあげたい。

子 ど も が 勝 手 に 操 作 す る と 危 な く な い ？
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タッチパネルで全ての出し入れ口戸を
ロックし、運転を休止します。

音声や音 量の設 定は簡単。
お昼 寝の時間も安心です。

鍵による動作管理も
可能です。 ※オプション

タッチパネルの「管理者メニュー」で設定して、
全ての出し入れ口をロックできます。使わない
時は休止状態にできるので安心です。

お昼寝の時間などのために、音に配慮した設
定が可能です。かご到着時の音設定（音声・
チャイム・メロディ・無音）なども、設定可能
です。

メインキーで動作の「運転・停止」
を管理できます。鍵がない場合は、
運転休止になるので安心です。

操作手順

P ボタン 　　を押す
▼

続行
▼

鍵代わりの PASS を
入力
▼

全階停止！

操作手順

設定ボタン　　 を押す
▼

音量
▼

＋と－ボタンで音量を設定
▼

決定！

運転回数の表示や暗証番号の設定
など、各 種 設 定・情 報 の 表 示 が
可能です。

タッチパネルから色々な
設定・表示が可能です。



大きさの種類は？

① W850×D1,150×H1,200

1,150

1,
20

0

850
② W900×D1,100×H1,200

1,100

1,
20

0

900
③ W1,000×D1,000×H1,200

1,000

1,
20

0

1,000

④ W900×D900×H1,200

1,
20

0

900
900

⑤W950×D950×H1,200 ※L 型のみ

1,
20

0

950
950

ユニットタイプ

テーブルタイプ
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 W500×D500×H750

 W400×D400×H650  W500×D500×H650  W600×D600×H650  W700×D700×H650

75
0

500 500

積載量
30㎏

 W600×D600×H750

75
0

600 600

積載量
50㎏

 W750×D750×H900

90
0

750
750

積載量
100㎏

積載量
30 ㎏

積載量
50 ㎏

積載量
100 ㎏

積載量
75 ㎏

※200㎏、300㎏、500 ㎏の各積載量に、①～⑤の大きさのカゴがあります。

W500×D500×H750
30kg タイプ積載イメージ

65
0

700700

65
0

500 500

65
0

600 600
65

0
400 400

 W500×D500×H650
50kg タイプ積載イメージ

フロアタイプ

①W850×D1,150×H1,200
積載イメージ

積載量 200 ㎏ 積載量 500 ㎏積載量 300 ㎏

前からの荷物の
出し入れが可能です。

一方向出し入れ口（S型）
前後方向からの荷物の
出し入れが可能です。

貫通二方向出し入れ口（T型）
前と横からの荷物の
出し入れが可能です。

直交二方向出し入れ口（L型）

■出し入れ方向が選べます。（テーブルタイプ・フロアタイプ・ユニットタイプ共通）

積載量 30kg～500kg まで
積載に合わせた大きさをご用意しています。

かごサイズ（単位：mm）

標準 4色をラインナップ。各階で違う色も設置可能です。

子どもたちのために、かわいい色にしてあげたい。

※ユニットタイプはピュアホワイトのみ

ピュアホワイト ジェリーオレンジ ピーチピンク ベビーブルー
ステンレス仕様
（※オプション）

ピュアホワイト ジェリーオレンジ

ピーチピンク ベビーブルー

ステンレス仕様
（※オプション）
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テーブルタイプ

●● ●●

フロアタイプ

●● ●●

ユニットタイプ

●

錆びに強いステンレス仕様
 （※オプション）

※標準色の他にも、機能・デザインシートを使った意匠も可能です。詳しくはお問い合わせください。

厳選された高級ステンレスを採用。
キズやサビに強く、腐食を防ぎます。

ピュアホワイト ステンレス仕様
（※オプション）



クマリフトのメンテナンスサービスは
24 時間 365 日の安心のサポート体制です。

故障した時は、すぐに対応してもらえるの？

クマリフトのメンテナンスサービスは、お客様のご利用に対応した 24 時間
365日の安心サポートです。早朝や深夜に関わらず常時サービスマンを派遣し、
適切な処理を行います。
万一故障した場合も、メンテナンス契約されているお客様からの出張費は
いただきません。※
※ただし、故障による交換部品代に関しては契約の種類によっていただく場合があります。
　また、お客様の過失による故障の場合には別途請求する場合がありますので、ご了承下さい。

メンテナンスは、製品を熟知した
メーカーのプロにお任せください。

小荷物専用昇降機の維持管理は、誰にでもできるというものではなく、専門知識が必要です。
クマリフトのメンテナンスサービスは、自社製品だからこそのノウハウとプロの目で、

信頼性の高い維持管理を実現いたします。

クマリフトはお引渡し後1年間製品を保証します。
弊社は電動機を除き一貫生産をしておりますので、保証期間中に
起こる設計・製作上の欠陥、据付けの不備による故障は、無償で修
理または状況によりお取り替えいたします。但し、次に該当する場
合は弊社として製品保証及び無償サービスの責を負いかねます。

① 定期点検のご契約が無いため（手入れ不足）に起こる故障の場合。
② 取扱上の不注意による損傷及び故障の場合。
③ 使用上の自然摩耗により、部品を取替える場合。
④ 弊社及び弊社の全国サービスネットワーク以外で定期点検及び改造・
修理等をされた場合。

⑤ 天災地変その他不可抗力による損傷及び故障の場合。

設置いただきました製品は、弊社及び弊社の全国サービスネット
ワークにより責任をもってフォローさせていただきます。なお、製
品のお引渡し後3ヶ月間は無償でサービス点検をさせていただ
き、その後は有料定期点検のご契約をお願いいたしております。
昇降機（小荷物専用昇降機）は法令により年1回、定期検査報告
（国土交通大臣認定者による）が必要です。これらも含めて、機械
の性能維持のため、定期点検契約をお勧めいたします。
※一部地域により異なります

製品の保証アフターサービス
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