


ポータブルラックシステム

ネステナーは「動くラック」。保管スペースに合わせてレイアウトが
自由自在。設置工事は不要で、そのまますぐに使えることも魅力。

ネステナーなら、保管物の形状や大きさに合わせて製作が可能。
ネステナーごと移動することもでき、便利。

不要な時は、ネスティング収納により、8～9台を重ねて、
コンパクトに収納することができ、空きスペースが有効に使えます。

　スペースに合わせてすぐに移動。

　保管スペースの有効活用

　さまざまな形状や大きさの荷物に対応。

ネステナーはどこへでも移動できるフレキシブルなポータブルラックです。

※ネスティング時の搬送には充分ご注意ください。

レイアウトは自由自在

ネステナーはポータブルラックの機能を持つスチールパレッ
トです。使用しない時は組み込んで保管するそのカタチが“鳥
の巣”に似ているところから「ネステナー」（鳥の巣）という
ネーミングが生まれ、またポータブルラックの代名詞になり
ました。ネステナーは40余年の歴史と400万台の実績があ
り、幅広い人気と信頼を集めています。そのネステナーにオ
リジナルの5角形パイプを使用することによってスペース効
率と作業効率の大幅な向上を実現しました。
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安心・安全。優れた機能性。
レールオンレール方式

5角パイプ

衝突による荷崩れの心配が減り、スムーズに
効率的に行えるようになります。

独自の特殊接合法、3角のレールオンレール方式で
荷重がかかればかかるほど安定し、
その耐震性は阪神大震災等でも実証されました。
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▶積重ね迅速安全。特殊接合法。
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▶積重ねは安全で迅速にできます。

荷重の伝わり方 荷重が柱からレールへとゆるいカーブを
描いて伝わり、上段の柱から下段の柱へ
直接力がかからず、荷重を分散・軽減し
ます。

上レールと下レールの角度の違い
によるスプリング効果。

上段からの荷重に対して、柱も緩やか
にたわみ荷重のショックを吸収します。

直接的に力のかかる場合、
ショックの逃げ場がなく座屈しやすい。

5角パイプが間口を左右で5cmも縮小。
スペース効率を高めています。

▲阪神大震災時にはパレットサポートや
   パレットラックは大きな被害を受けました。
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90°のレールに82°のレールを重ねるレールオンレール方式の採用により、荷重が
かかるほど、角度の違いによって生まれる“食い込むチカラ”と“クッション効果”が
強まります。地震などによる揺れにも抜群の安定性を発揮します。

レールオンレール方式は片側レール1点を合わせるだけで、もう一方の
レールは必然的に合致。高積み時は安全かつ迅速に積み重ねができます。

前面桁にも5角のスチールパイプを新採用。フォークリフ
トの爪の先端が直角に当たる可能性のある面を50mmか
ら20mmにしました。これにより荷崩れを防ぎ、安全かつ
スムーズなフォークリフト作業ができます。

5角パイプの採用により、ネステナーへの積込みが非常に
スムーズに行えます。これは斜めに切られた支柱の一面が
ガイドの機能を果たすためです。
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逆ネステナー（レール式） 逆ネステナー（ピン式）

▶レールがない分だけ
間口寸法が狭い

▶レールオンレール方式のため、地震に強い構造
▶三角レール方式採用により、段積みが容易

▶逆ネステナー2台で、3台分の保管が可能。
▶柱がなくなる分、省スペース化とコストダウンを実現。
（逆ネステナーピン式は段積みも可能）

▶保管物を直置きできない
食品関係など

▶ハンドリフトでの作業を伴う
　現場

▶パレトップ ▶連結パレット

▶ネステナー最上段専用

▶一段目に直置き可能な
　現場

連結パレット
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大型物流倉庫

納入事例

高層ラック倉庫

▶▶ アンカー等の制限がある大型物流
倉庫には、パレットラックと同様に荷
物保管ができるネステナーが最適。

▶▶ ネステナーなら、柱を避けた設置や
リーチフォークリフトの旋回寸法に
あわせたレイアウトも容易にできる。

▶▶ ラックフォークのような極限まで▶
通路を狭くした現場でも使用可能
（ガイドレール設置が必要です）。

▶▶ピッキング用の棚割もネステナー
なら対応可能。

▶▶ 高層用ラックとしても活用可能。
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