
CLEANING INSTRUCTIONS
The surface of Camshelving is made of 
polypropylene. Polypropylene is stain and chemical 
resistant and can be cleaned with most common 
cleaners.

The Camshelving shelf plates can be removed, 
placed in a Camrack OETR314, which is an open 
ended dishrack, and washed in a commercial 
dishwasher. Traverses can also be removed and 
placed directly on a dishwasher conveyor and 
washed in the dishwasher.

The posts and post connectors can be steam 
cleaned or cleaned by hand using a cleaner 
applied to a cloth or sponge. To do so, prepare 
cleaning solutions according to detergent 
manufacturer directions. Wash surface with a 
cloth or sponge, rinse thoroughly and wipe dry. 
If a commercial dishwasher is not available, 
Camshelving shelf plates and traverses can be 
washed in this manner as well.

LIFETIME LIMITED WARRANTY
Cambro Manufacturing Company warrants 
Camshelving against rust or corrosion on 
traverses and stationary Camshelving posts. 
Camshelving Posts for Mobile Units are not 
warrantied against rust or corrosion. This warranty 
is designated for the lifetime of the Camshelving, 
providing the product has not been altered in any 
way and assuming normal and proper use and 
maintenance. Camshelving is designed for use in 
foodservice applications and is compatible with 
the products and cleaning agents typically used 
in those applications. Abuse, misuse or an act of 
God are not covered.

With proof of purchase to the original owner, 
Cambro Manufacturing Company will replace the 
product to the original owner. In the event of a 
warranty claim, please contact your local Cambro 
sales representative or the Cambro Customer 
Service department at either 
1 (800) 854-7631, 1 (714) 848-1555 or at www.
cambro.com.

GENERAL MANUFACTURER’S 
WARRANTY
Cambro warranties to the original purchaser 
that all Camshelving parts are free from defects 
in workmanship and material.  This warranty 
is valid for one year from the date of shipment 
from Cambro’s distribution center and is in effect 
provided that the product has not been altered 
in any way and assuming normal and proper use 
and maintenance.  

If any product does not meet this Warranty, 
Cambro will repair or replace any part it 
determines, upon inspection, to be defective.

洗浄方法
カムシェルビングの表面はポリプロピ
レン製です。ポリプロピレンはシミがつ
きにくく化学薬品耐性があるので、プラ
スチックに適合する通常の洗剤できれ
いになります。カムシェルビングのシェ
ルフプレートは、外してオープンエンド
ディッシュラックのカムラックOETR314
に入れ、食器洗浄機で洗うことができ
ます。トラバースも外して、コンベアー
式の洗浄機で洗うことが出来ます。ポス
トとポストコネクターはスチーム洗浄
するか、または洗剤を布かスポンジに
つけて手で洗ってください。使用する洗
剤は洗剤メーカーにご確認下さい。布
かスポンジを使って表面を洗い、よくゆ
すいで拭いて乾燥させます。

食器洗浄機がない場合には、カムシェ
ルビングのシェルフプレートとトラバ
ースも
同様に手で洗うことができます。

終身限定保証
キャンブロ・マニュファクチャリング・カ
ンパニーはカムシェルビングのトラバ
ースと固定式カムシェルビングポスト
に関して、錆と腐食に対する保証をし
ます。カムシェルビングの移動式ユニッ
ト用ポストは、錆や腐食に対する保証
の対象外です。この保証は製品がいか
なる方法においても改造されていず、
通常の状態で正しく使用・維持されて
いたことを条件として終身（耐用期間）
有効です。誤った使用方法は保証の対
象外です。
保証・クレームに関して、詳しくは購入
先の販売店にご確認下さい。

メーカーによる一般保証
各パーツには1年間の保証が付いてい
ます。この保証は改造などされず、通常
の状態で正しく使用・維持されているこ
とが条件になります。この条件を満たさ
ない製品でも、製品に欠陥があること
が検査の結果判明した場合には、修理
又は交換いたします。
 

NOTICE: Read instructions before 
assembling unit. Use a rubber 
mallet only–a metal hammer 

could damage the unit.

ユニットを組み立てる前にお読み
下さい。必ずゴム製ハンマーをご使

用下さい。 金属ハンマーを使うと
ユニットが破損することがあります。
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High Density Camshelving® 4 Shelf Mobile Units, Vented Or Solid Shelves
For Use With High Density Camshelving Track System Only

ASSEMBLY SUGGESTIONS
FOR MAXIMUM STABILITY

•      Place the bottom shelf as low as possible.

•      Place heavier loads on the lower shelves.

安定した設置のために
・  最下段 シェルフは出来るだけ下の位

置に取り付けて下さい。
・  重い物は下段のシェルフに置いてく

ださい。

I. ASSEMBLY PREPARATIONS
1  Layout all parts, identify and count.

2   POST KITS

移動式ポストキット2個

4 HIGH DENSITY CASTERS

専用キャスター4個

16 SHELF PLATES

vented ベンチ

8 TRAVERSES

solid ソリッド

カムシェルビングHDフロアトラックシステム専用の移動式ユニット（ベンチタイプ・
ソリッドタイプ）

D071105_CS HD Assem
bly Instruction



II. MOUNT TRAVERSES 
1  Select shelf placement.
2   Mount traverse on posts:
 a.  Align the traverse as shown.
 b.  Lower the traverse onto the dovetail.
 c.  Tap both ends of the traverse in place 

with a rubber mallet.
3   Repeat for all shelves on the unit.

III.  MOUNT CASTERS INTO MOBILE 
POSTS

1  Lay mobile unit with traverses on its side.
2   Align the stem of each caster with the

corresponding bottom post connector.

  IMPORTANT: If using Donut Bumpers, place over Caster 
Stems before placing into bottom of Mobile Posts.

3   Usa a Rubber Mallet to tap into place.
4   Add casters to one side first, then flip over and add to the 

other side.

IV.  PLACE SHELF PLATES ON 
TRAVERSES

1.   Place end plates so notched corners fit against the posts. 
Fill balance of traverses with shelf plates.

2 .   Place Mobile Units onto High Density Track Guides (requires 
2 people).

Ⅱ. トラバースの取り付け方
1  シェルフの取り付け位置を決めてください。
2   ポストにトラバースを取り付けます。

a. 図の要領でトラバースをはめます。 
b. トラバースをタブテイルまで下げます。 
c.  ゴム製ハンマーで、トラバースの両側を軽

くたたき、しっかりはめてください。
3  各段同じように取り付けます。

Ⅲ.  移動式ポストへのキャスター
取り付け

1  トラバースを取り付けた移動式ユニットを、横
にして床に置きます。
2   各キャスターの軸を、ポストコネクター底部に

真直ぐに差し込みます。 
注意：ドーナツ型バンパーを使用する場合は、
移動式ポスト底部にキャスターを差し込む前
に、キャスター軸の上から取り付けてください。

3  ゴム製ハンマーでたたいて、入れます。
4   片側全部のキャスターを取り付けたら、移動式

ユニットを裏返し、 
反対側のキャスターを取り付けてください。

Ⅳ.  シェルフプレートをトラバース
に載せる

1   切り込みのついたエンドプレートをポスト側に
おき、あいているトラバ 
ースに、その他のプレートを載せてください。

2  移動式ユニットをHDフロアガイドレールトラ
ックに載せます。

MOUNT TRAVERSES ON POSTS

MOUNT CASTERS INTO MOBILE POSTS


