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ホテルのエントランスは
「金ピカのワゴン」一択で良いのか？
主にホテルのエントランスにあるカート。

まずお客様が目にし、ポーターさんにより最初に受けるサービスは荷

物を預かりこのカートと共に入り口をくぐる。

しかしそのカートはほとんど昭和に流行したホテルをベースに開発さ

れた「金色のワゴン」の一択で、

ホテルイメージとのミスマッチを起こしていた。

ホテルによってはエントランス端の見えない位置にひっそりと置かれ

ているケースも多かった。

そこでプロユースで使用される弊社の台車「ダンディシリーズ」をベー

スにしたホテルカート「ダンディポーター」ブランドを立ち上げ、二種

類の異なる特徴のカートをデザインした。





KAKUseriesKAKUseries
“角 ” の直線美で家具のような佇まい
おもてなしを体現する日本製カート

１. エントランスカート
お客様を出迎えるにモダンな雰囲気を与えるホテルカート。
オプションテーブルを追加することで積載量を増やすことができる
他、ポーター専用の PCスタンドにもなり配車作業などもできます。

2. ルームサービス・レストラン
エントランスカートとは別に持っていたカートもこれ一台で可能。
オプションテーブルを追加することでルームサービス配膳時にはま
るで 家具でお部屋まで運ぶような佇まいで演出にぴったりです。
レストランでもビュッフェコーナーなどの特設時にも雰囲気よく活
躍します。

3. 簡易受付台 ( 催事場・レストラン )
オプションテーブルを上段に置くことでどこでも簡易受付台にもな
ります。特設会場の受付や、催事場の司会台、プロジェクター台、DJ
ブースなどとしても活躍してくれます。

お客様の見える場所で多岐にわたって活躍できる KAKU。

オプションのテーブルで配膳カートにも
載せるだけでシーンが広がる

レストランでも、ルームサービスでも、店舗の什器でも

製品ページはこちら

中段設置例上段設置例
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620 1107

>標準仕様
型式：PKA-LD
最大荷重：300kg
荷台：600×900mm
外寸：W620×D1,107×H1,005
素材：スチール製
車輪：標準 125mm
塗装：粉体塗装

標準仕様+選べるオプション

お客様の荷物をおもてなしするマットは、
インテリアにあったデザインの選択が可能です。( 詳細 P10,11)> デザインマット

型式：DA-MT1~9,O,L

□ノーパンクタイヤ (175mm/200kg)　　　　　　　　…悪路でも軽快かつメンテナンスフリー

□エアータイヤ (175mm/200kg)　　　　　　　　　　…悪路でも軽快な走行

□ブレーキ付きキャスター　　　　　　　　　　　　  …ブレーキで安全対策

□グレーサイレントキャスター　　　　　　　　　　　　  　…静かなキャスター

□なし ( 標準グレー車輪 )

※画像はノーパンクタイヤ

CASTER&BRAKE
>キャスター

路面やシチュエーションはいろいろ。
シーンに合わせたキャスターオプションをご用意してます。

OPTION TABLE
>オプションテーブル
型式：OP/PKA-S

オプションテーブルは載せるだけの簡易オプション。
シーンに合わせて入れ替えが自由です。

上段
H1020

中段
H652

DESIGN MAT

グリッド
DA-MT5

リゾート
DA-MT3



１. エントランスカート
お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。
ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハン
ドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能
です。

2. 裏方作業
ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所
は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運
搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。
WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もう
たくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。
出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様
と裏方の二役活躍してくれます。

お客様の見える場所でも、裏方でも活躍できるWAN。

WANseriesWANseries
人間工学ハンドルの

“湾曲 ”のが醸し出す曲線美

エントランスでもバックヤードでも
マットの有無でお客様の見えるところや裏方でも活躍できる

製品ページはこちら
>標準仕様
型式：両ハンドル：PWA-LD
　　　固定片ハンドル：PWA-LS
最大荷重：300kg
荷台：600×900mm
外寸：W620×D1,070×H936（両ハンドル）
素材：スチール製
車輪：標準 125mm
メッキ：ハンドル（クロームメッキ）
　　　　フレーム（ユニクロメッキ）

標準仕様+選べるオプション

936

620 1070

>デザインマット
型式：DA-MT1~9,O,L

DESIGN MAT

ゴシック
DA-MT6

マーブル
DA-MT1

ENTRANCE & BACKYARD
表のエントランスでも、裏のバックヤードでも活躍します。

SCENE

お客様の荷物をおもてなしするマットは、
インテリアにあったデザインの選択が可能です。( 詳細 P10,11)

□ノーパンクタイヤ (175mm/200kg)　　　　　　　　…悪路でも軽快かつメンテナンスフリー

□エアータイヤ (175mm/200kg)　　　　　　　　　　…悪路でも軽快な走行

□ブレーキ付きキャスター　　　　　　　　　　　　  …ブレーキで安全対策

□グレーサイレントキャスター　　　　　　　　　　　　  　…静かなキャスター

□なし ( 標準グレー車輪 )

※画像はノーパンクタイヤ

CASTER&BRAKE
>キャスター

路面やシチュエーションはいろいろ。
シーンに合わせたキャスターオプションをご用意してます。



□DA-MTOL
ロゴ ( 2箇所ロゴ入替 )

準オリジナル
- グレー

①

②

□DA-MT2

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

檜垣 ( ひがき )
- ホワイト

□DA-MT9

シンプルレッド
- レッド

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

□DA-MT8

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

シンプルグレー
- グレー

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

□DA-MT3

リゾート
- ネイビー

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

□DA-MT4

迷彩
- イエロー

□DA-MT5

グリッド
- ブラック

□DA-MT1

マーブル
- ブラック

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

ゴシック
- レッド

□DA-MT6

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

□DA-MT7

□ロゴなし希望
□ロゴ変更希望
( 別途料金 )

シンプルブラック
- ブラック

完全データ入稿

( 完全データ入稿 )
MT1-9 のロゴ変更も

こちらです

□DA-MTO

完全オリジナル
- 素地ホワイト

ORIGINAL
DATA

※カラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。

詳しくはこちら

>オリジナルデザイン
　ベースデザインのロゴマーク差し替え、
　オリジナルデータでのご注文
　( 完全オリジナル→MTO、準オリジナル→MTOL)

>ベースデザイン (MT1~MT9)
　決まった９種類のデザインから選択

DESIGN & ORIGINAL ORDER
9種のデザイン+オリジナル

KAKU series
+DESIGN MAT
KAKU series
+DESIGN MAT

WAN series
+DESIGN MAT
WAN series
+DESIGN MAT

マットは選べる11種類

素材：ナイロンターポリン　厚み：9mm
パイル厚：7mm　裏面：合成ゴム　防炎：対応

SPEC

・裏面ゴムで滑らない
・手洗い可能
・敷くだけ簡単
・オリジナル制作も 1枚から可能
・マットだけの追加購入も可能

台車の荷台が企業の顔になる
>DANDY台車専用デザインマット
ブランドの世界観を台車にも




