サイズが豊富なパンテオンシリーズ
スライドダブルドアタイプ
E01
パンテオン ホワイト WH4535

内部の支柱で支えられた、安定感のある
業界初の組み立て式ガラスケース
パネルユニットを組み替えて、通気メッシュの位置が変更できるので、
置き場所や生き物の特性に合わせたセッティングができます。
豊富なサイズ展開と、生き物が引き立つ、
クラシックホワイトと定番ブラックカラー。

マルチに使えるパンテオンの特徴

コード穴が計６ヶ所設定

ランプ取付け可能
クリップ型の照明やUVランプの
取付けができます

※9045は12ヶ所

サイドパネル取替え可能

高剛性フレーム

付属パーツ

別売のサイドパネルで
カスタマイズ可能

E02
パンテオン ホワイト WH6035
組み立てサイズ：W605×D305×H350㎜
重量：約9.2kg

E03
パンテオン ホワイト WH6045
組み立てサイズ：W605×D455×H450㎜
重量：約13.4kg

付属パーツ

正面扉のロック

※E06 3045は除く

正面扉にカギをかけられます。生き物の脱走防止

ロックキット

組み立てサイズ：W905×D455×H450㎜
重量：約20kg

組み立てサイズ：W905×D455×H450㎜
重量：約20kg

WH9045

組み立てサイズ：W605×D455×H300㎜
重量：約10.8kg

付属パーツ

片開きシングルドアタイプ
E06
パンテオン ホワイト WH3045
組み立てサイズ：W305×D305×H450㎜
重量：約6.9kg

パソコン・スマートフォンからアクセス

三晃商会

E20
パンテオン ホワイト WH6030

ワイヤーパネル

※E06 3045の扉ロック

www.sanko-wild.com

BK9045

付属パーツ

付属パーツ

組み立て式だから万が一、部分破損しても破損パーツのみの購入で取り替え可能！

ホームページでもご紹介しております

組み立てサイズ：W605×D455×H450㎜
重量：約13.4kg

E15
パンテオン ブラック

側面パネルは、上下左右で入れ替え可能。
メッシュパネルの位置を、ケージ環境に
合わせてセッティングできます。
パッケージがコンパクトで
保管時に場所をとらず、
組み立ても簡単！

E13
パンテオン ブラック BK6045

E05
パンテオン ホワイト

組み立てサイズ：W405×D355×H450㎜
重量：約8.75kg
（ワイヤーパネル使用時は、約8.05kg）

パンテオン ホワイトWH4535

組み立てサイズ：W605×D305×H350㎜
重量：約9.2kg

付属パーツ

E04
パンテオン ホワイト WH4045

本体が小さく収納できる

E12
パンテオン ブラック BK6035

付属パーツ

付属パーツ

メタル製支柱による
ねじれに強い高剛性の本体。

組み立てサイズ：W455×D305×H350㎜
重量：約7.5kg

付属パーツ

付属パーツ

天井パネル後方左右に
コード穴を設定。
穴からスムーズに
コードを出す事が
できます

ランプステー

組み立てサイズ：W455×D305×H350㎜
重量：約7.5kg

E11
パンテオン ブラック BK4535

付属パーツ

ディスプレイイメージ

ダブルドアタイプ(観音開き扉)

パンテオン カノン

E07
パンテオン カノン ホワイト

E17
パンテオン カノン ブラック

E08
パンテオン カノン ホワイト

E18
パンテオン カノン ブラック

組み立てサイズ：W605×D455×H450㎜
重量：約13.6kg

組み立てサイズ：W605×D455×H450㎜
重量：約13.6kg

組み立てサイズ：W905×D455×H450㎜
重量：約20.0kg

組み立てサイズ：W905×D455×H450㎜
重量：約20.0kg

付属パーツ

付属パーツ

WH6045

WH9045

BK6045

付属パーツ

付属パーツ

オプションパーツで
カスタマイズ
取替え専用パーツ
取替え専用パーツ(サイズ共通)

E04

※写真は、パンテオン ブラック BK6035 に使用

サイドワイヤーパネルで
用品の取付け可能に!!

給水ボトル
取付け 例

パーチ
取付け 例

ステージ
取付け 例

飼育する生き物の
種類が広がります!

ホイール
取付け 例

用品
通気性 取付け
OK

サイズ：W414×H335 ㎜
ワイヤー仕様
ワイヤーピッチサイズ：12mm
■ 対応パンテオン品番

E03/ E05/ E13/ E15

※カノンシリーズには使用できません。

6045＆9045用

※写真は、パンテオン ホワイト WH6035 に使用

E33

サイドメッシュパネル（大）
ホワイト

サイドメッシュパネル（大）
ホワイト

通気性

■ 対応パンテオン品番

E01/ E02

サイドワイヤーパネルで
用品の取付け可能に!!

給水ボトル
取付け 例

パーチ
取付け 例

ステージ
取付け 例

飼育する生き物の
種類が広がります!

※写真は、パンテオン ホワイト WH6045 に使用

■ 対応パンテオン品番

E03/ E05/ E07/ E08

E43

6045用 (※9045 も取付け可能 )

サイドメッシュパネル（大）
ブラック

E11/ E12

※写真は、パンテオン ブラック BK6045 に使用

サイズ：W417×H338 ㎜
メッシュ仕様

6045＆9045用

※写真は、パンテオン ブラック BK6035 に使用

4535・6035用

■ 対応パンテオン品番

パーツ取付けイメージ

6045用 (※9045 も取付け可能 )

サイズ：W267×H242 ㎜
メッシュ仕様

サイズ：W267×H242 ㎜
メッシュ仕様

ホイール
取付け 例

6045＆9045用

E32

4535＆6035用

ステージ
取付け 例

6045＆9045用
サイドワイヤーパネル

E42

パーチ
取付け 例

ワイヤーパネル使用時
付属パネルと取替えパ
ネルの左右 2 枚使用

※写真は、パンテオン ホワイト WH6045 に使用

サイドワイヤーパネル

E01/ E02/ E11/ E12

給水ボトル
取付け 例

取替え専用パーツ(サイズ共通)

4535・6035用

通気性

■ 対応パンテオン品番

E30

4535＆6035用

通気性

用品
通気性 取付け
OK

サイズ：W315×H292 ㎜
ワイヤー仕様
ワイヤーピッチサイズ：
12mm

E29

■ 対応パンテオン品番

飼育する生き物の
種類が広がります!

サイドワイヤー
パネル

4535＆6035用
用品
通気性 取付け
OK

サイドワイヤーパネルで用品の取付け可能に!!

4045用

4535＆6035用

サイズ：W266×H241 ㎜
ワイヤー仕様
ワイヤーピッチサイズ：12mm

パーツ取付けイメージ

E31

WH4045

パーツ取付けイメージ
※写真は、パンテオン ホワイト WH6035 に使用

WH4045 取替え専用パーツ

E04
パンテオン ホワイト

サイドパネルの取替え

BK9045

サイドメッシュパネル（大）
ブラック

通気性

サイズ：W417×H338 ㎜
メッシュ仕様
■ 対応パンテオン品番

E13/ E15/ E17/ E18

※写真は、パンテオン ブラック BK6045 に使用

ホイール
取付け 例

