
●本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい
場合は必ず弊社の了承を得てください。

●本カタログの掲載価格は、2023年1月7日17：00以降の受注分より適応させていただきます。
●本カタログの記載内容は2022年12月6日現在のものです。
●外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
●ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
●弊社の商品は知的財産権所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）
●本カタログの表示価格には、配送、設置調整費、または消費税は含まれておりません。
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東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8　　　　TEL:(03)3634-6180(代)　FAX:(03)3635-5766

注意

環境への取り組み

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪
影響をもたらすSOC10物質規制への取り組み
を加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広
げていきます。
国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境
への負荷を抑えようという働きが活発になってきております。
そのような中、弊社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物
質(SOC10物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

SOC6物質 SOC4物質

※ロイヤルは上記EURoHS指令の対象10物質を
　「SOC10物質」と表記いたします。

① 鉛およびその化合物
② 水銀およびその化合物
③ カドミウムおよびその化合物
④ 六価クロムおよびその化合物
⑤ ポリ臭化ビフェニール
⑥ ポリ臭化ジフェニルエーテル

⑦フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
⑧フタル酸ジ-n-ブチル
⑨フタル酸ブチルベンジル
⑩フタル酸ジイソブチル

環境負荷物質
（SOC10物質）規制に
対応した「グリーン商品」
の表示

H A N G E R  &  S H E L F  S Y S T E M

RYL-SS-2212

2023 価格改定版
2023年1月10日付

住宅収納シリーズ VOL.4
［収納提案監修］ 収納カウンセラー 飯田 久恵   ［装飾提案］ インテリアコーディネーター 染矢 由美子 本カタログは住宅用に付き表示価格に消費税は含まれておりません。住宅用

住
宅
収
納
シ
リ
ー
ズ

- S
S
シ
ス
テ
ム
 -
V
O
L.4

背表紙幅7mm
SSシステムvol.4　 表紙　入校　2022.11.14

絶対に棚板の上に乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設
置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能
性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。
注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社
での保証は致しかねますのでご了承ください。

取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具（ドライバーなど）を正しく使用するなどして確実に
固定してください。

ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようとせず、安全のため2人で行なって
ください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。

ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね
上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）

木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあり
ます。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。

使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安荷重をご確認いただき、
収納物の重量を考慮してください。

「してはいけない」を示します。

「必ず行なっていただくこと」を示します。　　

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。

この表示を無視して誤った取り扱いを行なう
と使用者などが傷害（※1）を負うことが想定
されるか、物的損害（※2）の発生が想定され
る危害・損害の程度を示す。
（※1）傷害とは、治療に入院や長期の通院を要
　　  さない、ケガ、やけど、感電などをさす。
（※2）物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大
　　  損害をさす。

注意

お施主様
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［ 写真の壁面サイズ ］W2700mm × H2300mm

自然素材棚板

03
日本の代表的な天然木を採用
した棚板なので、収納物を引き
立ててくれるだけでなく、イン
テリアのクオリティアップにも
貢献してくれます。キッチンを
はじめリビングなどの居室にも
お使いいただけます。

概略図
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スギマサ

品番 品名 サイズ 色 数量 定価 小計
自然素材棚板 SS0-NS300 自然素材棚板 900 スギフシ 6  ¥5,900 ¥35,400

SS0-NST-4P 自然素材棚板用ビス
（4本入り） 16 Sダークグレー 6  ¥130 ¥780

サポート SS2-SSF-11 コノ字型
シングルサポート 1200 Sダークグレー 4  ¥1,100 ¥4,400

SS2-CSS11-S サポートキャップ
ビスセット（シングル） 50 ダークグレー 4  ¥330 ¥1,320

SS0-ST1200 タッピングビス
サポート1200用7本入り 50 Sダークグレー 4  ¥250 ¥1,000

ブラケット
SS2-WOB-R/L 木棚ブラケット （左右セット） 300 Sダークグレー 6  ¥1,320 ¥7,920

キッチン
シンプルで広がりのあるキッチン空間に魅せる収納を意識したお気に入り
のキッチンウェア、存在感のある天然木の棚板が映える収納プランです。経
年美化により時を経るごとに棚板の美しさや風合いが増していくのも魅力
です。

1

構成参考例 ［定価・税別］

※写真はSS2-SSF-11

※写真はSS0-NS300

合計 ¥50,820
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天然木だからウッディなインテリアとのコーディネートが楽しめる
収納プランです。趣味のアイテムも映えます。

お気に入りの調度品や観葉植物を自然素材棚板に配置した寝室収納
です。スギの香りに含まれるセドロールという成分により心地の良い
眠りを誘います。

リビング 寝室
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ステンレス色 SダークグレーSアイボリー

自然素材棚板 天然木ならではの風合いが魅力の棚板です 

自然素材棚板用ビス 棚板とブラケットを固定するビスです 

足割付き
3.87

16

写真はスギマサ

さらっとした優しい感触とツヤ感
を抑えたマットで柔らかな木目
の質感が魅力のサンダー仕上げ
を採用。

サンダー仕上げの
採用でマットな
優しいテクスチャー。

サイズ
300

20

木棚カットの発注の手引きにつきましてはP.183をご参照ください。

※無塗装

Sダークグレー

Sダークグレー

SダークグレーSアイボリー

Sアイボリー

Sアイボリー

マットシルバー

SダークグレーSアイボリーマットシルバー

マットシルバー

マットシルバー

■ 関連パーツ ［木棚ブラケット］

SS2-WOB-R/L
※1セット当たりの価格です。

木棚ブラケット 19
（左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300  ¥1,320  ¥1,320  ¥1,320 

SS2-WIB-R/L
※1セット当たりの価格です。

木棚ブラケット 19
（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300  ¥1,540  ¥1,540  ¥1,540 

SS2-WOB-C

SS3-WOB-R/L

※1本当たりの価格です。 ※1セット当たりの価格です。

※シューノ19、シューノ32共通

木棚ブラケット 19
（中間用）

木棚ブラケット 32
（左右セット）

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー
300  ¥660  ¥660  ¥660 

呼び名 マットシルバー Sアイボリー Sダークグレー 1棚あたり安全目安荷重
SS3-SSF-14

300  ¥1,680  ¥1,680  ¥1,680  
▲

　　　　58kg

スギフシ
節有

スギマサ
柾目上小無地

SS0-NS300 自然素材棚板

サイズ スギマサ スギフシ
900 ¥8,700 ¥5,900

○ （特注対応 ワイド・奥行）

○ （見積必要）　　P.16参照

スギ集成材　無塗装

20mm

F☆☆☆☆対応品

○ ダボ穴加工 特注対応

1枚～

安全目安荷重ページ
P.15参照

品番 サイズ ステンレス色 Sアイボリー Sダークグレー

SS0-NST-4P (4本入り) 16  ¥85  ¥130  ¥130 
SS0-NST-50P (50本入り) 16  ¥730  ¥1,100  ¥1,100 

SS0-NST-□ 自然素材棚板用ビス

○ （見積必要）

ステンレス

専用タッピング適合ビット二番
Sアイボリー、Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

× 不可
1パック
（4本・50本入り）

※木棚板「SS0-WS300・SS0-WS450・SS0-GWS450・SS0-LWS200」へは使用しないでください。
　木棚板へは木棚板用ビスを使用して下さい。

安全目安荷重安全目安荷重

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

DS加工

ダボセット加工（DS加工） 

DS加工費（2ダボ）
100円
（仕切価格）

1セット（本）より
（50本約5日後出荷）

SS2-WOB-R/L DSなどと
品番欄にご指定いただけれ
ば木棚板簡易固定用ダボを
取り付け加工いたします。
寸法表確認の上、木棚板に
6～10φ程度の穴ぐり加工
を施してご使用ください。φ5×12

シューノ19 シューノ32

スパン独立棚外々棚内々上乗せ

（柾目・板目の区別なく節有り材使用）
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天然木の特徴について

光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。
色の変化は光の当たる量によって異なります。

光や雨が当たることで、少しずつグレーに変わっていきます。
色の変化は光や雨の当たり方によって異なります。

内装（屋内使用） 外装（屋外使用）

施工直後 施工直後6年後 6年後

自然素材であるスギには、
一つとして同じ物がない
木目や色合いなどの魅力
があります。木の成長過
程で生じる節、また木目や
色のばらつきなど、天然木
ならではの自然な風合い
や美しさ、躍動感をお楽し
みください。

木の幹が太くなる過程で、枝が
幹の中に包み込まれた部分。

乾燥などにより小さな割れや隙間
が生じる事があります。

木の樹脂が中に染み込みスジ状
に見える部分。

節

材色

小さな割れヤニスジ

■ 自然素材棚板の
　 製品規格について

■ 自然素材棚板の
　 経年変化について

無節または小さな節がわずかに
含まれた製品。落ち着きのある
上品な空間を演出できます。

年輪に対して平行に挽いたもの。
木目が山型やタケノコ型になり、
豊かな表情が楽しめます。

柾目を細かく貼り合わせた集成
材。縦方向に継ぎ目が無いのが
特徴です。

年輪に対して垂直に挽いたもの。
木目が真っすぐな縦縞になり、
すっきりとした印象になります。

パテ、埋木処理を行っている製品。
節が生み出す、趣のある木本来の
豊かな表情を楽しむ事が出来ます。

上小無地 板目（いため）

節有 集成柾目柾目（まさめ）

木本来の風合いを感じる濃淡の
魅力。樹木の多くは、外周部と内側
で色が異なります。外周部（辺材）
は白っぽく、中心に近い部分（心材）
は赤味を帯びています。心材は辺
材に比べ虫害や腐りにも強く、狂い
も少ない等の特徴があります。
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ビス止め穴

ダボ（DS加工）用穴

鉛筆などで位置マーク

ダボ用穴（DS加工）は丸穴、
ビス止め穴は楕円の穴です。

穴あけまたはビス止めす
る場合は、傷がつかない
よう床を養生し、裏返して
ブラケットを当てがい作
業を行なってください。

上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に自然素材棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。

棚板のみの荷重データです。
以下の安全目安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた
場合はデータ値が異なります。

■ 安全目安荷重について
　 （JIS規格データ）

■ ご注意事項

■ ダボ穴位置算出

■ ビス止め位置の
　 マーク

ご注意事項

製品を安全にご使用いただくために、ご注意事項、耐荷重データをご確認ください。

SS2-WOB-R/L
SS3-WOB-R/L
ご使用の場合

SS2-WIB-R/L
ご使用の場合

項目 スギマサ スギフシ

ロイヤル製品以外で
使用した場合の木棚データ値
（サイズ900mm 厚み20mm）

300mm 33kg 33kg

本製品は天然木を使用しています。天然木の特徴や性質をご理解いただきご採用いただきますようお願いいたします。
・天然木を使用しているため、1点ごとに木目、色調、節の数が異なります。・スギは比較的柔らかい樹種であり、へこみや
傷がつきやすい特徴があります。・無塗装で使用する場合は木材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮・反り・
割れなどが生じる可能性が高くなります。・設置される場所の湿度、温度変化によって小さな割れや隙間、反り、節抜け、
ヤニが生じることがあります。・経年変化については、光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。色の変化は
光の当たる量によって異なります。・ビス止めは、「SS0-NST-4P/50P」を使用してください。
※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

【製品】

・日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。・水がついてしまった場合、すぐに拭きとるようにしてください。
・乾拭きで落ちない汚れについては、硬く絞った雑巾で拭いてください。

【メンテナンス】

次の場所での保管、及び施工は避けてください。
×湿気の多い場所　×直接水のかかる場所　×日当たりの強い場所　×地面に直接触れる場所
・製品の保管は、ねじれ、反り防止のため平置きにする事をお勧めします。・この製品はホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆です。ホルムアルデヒドに汚染しない場所に保管してください。・開梱時には、入数・品質等をよく確認して
ください。・この製品は収納材、棚板用材料です。その他の目的にはご使用にならないでください。・現場でカットする
場合は、ササクレを防止するために、木材の表面を工具等で必ずケガキ処理してから切り始めてください。・塗装する
場合は、取付前に必ず裏面、木口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して木材の
バランスが崩れ、反り、膨れなどの原因になります。

【保管・開梱・施工】

安全目安荷重につきましてはP.159をご参照ください。
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【 特注塗装品のご紹介 】

自然素材棚板の特注塗装品は人と環境に優しい自然塗料「U-OIL」を採用。
ご家族やペットが触れても安全です。

全35色の豊富なカラーをご用意。こだわりのインテリアコーディネートが可能です。

特　長 効　果

カラーバリエーション

H01
Hエクストラクリア

H06
Hダークブラウン

H11
Hブラック

H16
Hクリーム

H21
Hワインレッド

H26
Hモスグリーン

H31
Hライトシーダー

H02
Hクリア

H07
H古色ブラウン

H12
Hグリーン

H17
Hベージュ

H22
Hアンチークブルー

H27
Hモスグレー

H32
H和風赤

H03
Hライトオーク

H08
H古色ブラック

H13
Hライトグリーン

H18
Hイエロー

H23
Hダークグリーン

H28
Hピンク

H33
H和風藍

H04
Hダークオーク

H09
Hホワイト

H14
Hブルー

H19
Hカントリーイエロー

H24
Hダークグレー

H29
Hライトピンク

H34
H和風鶯

H05
Hライトブラウン

H10
Hグレー

H15
Hライトブルー

H20
Hカントリーオレンジ

H25
Hダークベージュ

H30
Hシーダー

H35
H石板色

H01 :Hエクストラクリア H02 :Hクリア
塗装後の仕上がり 透明仕上げ（木の質感を活かす） 飴色仕上げ（木に温かみをもたせる）
ツヤの有無 ツヤなし 半ツヤ

撥水性

防汚性  耐候性

Hエクストラクリアと
Hクリアの違い

F☆☆☆☆対応品

精選亜麻仁油、天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全にこだわって
います。刺激臭のある石油系溶剤は使っておらず、ほぼ無臭です。

高い着色性があり、木の質感をそのままに、木目が引き立ち、木の
美しさが際立ちます。

浸透型塗料なので、木に浸透し、木の呼吸を妨げることなく調湿性を
活かします。

時を経るほどに、木の経年変化との相乗効果によって、より味わい
深い色合いに変化していきます。

高い安全性

木目を活かした
仕上げに

活かされる
木の調湿性

経年変化により
味わいのある色合いに 
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●本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい
場合は必ず弊社の了承を得てください。

●本カタログの掲載価格は、2023年1月7日17：00以降の受注分より適応させていただきます。
●本カタログの記載内容は2022年12月6日現在のものです。
●外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
●ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
●弊社の商品は知的財産権所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）
●本カタログの表示価格には、配送、設置調整費、または消費税は含まれておりません。

本　　社/〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15　TEL:(06)6789-1234(代)　FAX:(06)6789-1231
東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8　　　　TEL:(03)3634-6180(代)　FAX:(03)3635-5766

注意

環境への取り組み

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪
影響をもたらすSOC10物質規制への取り組み
を加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広
げていきます。
国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境
への負荷を抑えようという働きが活発になってきております。
そのような中、弊社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物
質(SOC10物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

SOC6物質 SOC4物質

※ロイヤルは上記EURoHS指令の対象10物質を
　「SOC10物質」と表記いたします。

① 鉛およびその化合物
② 水銀およびその化合物
③ カドミウムおよびその化合物
④ 六価クロムおよびその化合物
⑤ ポリ臭化ビフェニール
⑥ ポリ臭化ジフェニルエーテル

⑦フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
⑧フタル酸ジ-n-ブチル
⑨フタル酸ブチルベンジル
⑩フタル酸ジイソブチル

環境負荷物質
（SOC10物質）規制に
対応した「グリーン商品」
の表示

H A N G E R  &  S H E L F  S Y S T E M

RYL-SS-2212

2023 価格改定版
2023年1月10日付

住宅収納シリーズ VOL.4
［収納提案監修］ 収納カウンセラー 飯田 久恵   ［装飾提案］ インテリアコーディネーター 染矢 由美子 本カタログは住宅用に付き表示価格に消費税は含まれておりません。住宅用

住
宅
収
納
シ
リ
ー
ズ

- S
S
シ
ス
テ
ム
 -
V
O
L.4

背表紙幅7mm
SSシステムvol.4　 表紙　入校　2022.11.14

絶対に棚板の上に乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設
置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能
性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。
注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社
での保証は致しかねますのでご了承ください。

取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具（ドライバーなど）を正しく使用するなどして確実に
固定してください。

ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようとせず、安全のため2人で行なって
ください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。

ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね
上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）

木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあり
ます。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。

使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安荷重をご確認いただき、
収納物の重量を考慮してください。

「してはいけない」を示します。

「必ず行なっていただくこと」を示します。　　

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。

この表示を無視して誤った取り扱いを行なう
と使用者などが傷害（※1）を負うことが想定
されるか、物的損害（※2）の発生が想定され
る危害・損害の程度を示す。
（※1）傷害とは、治療に入院や長期の通院を要
　　  さない、ケガ、やけど、感電などをさす。
（※2）物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大
　　  損害をさす。

注意

お施主様

2
0

2
3

-1


	 SS_system_vol4_案内状
	SS_system_vol4_Part1
	SS_system_vol4_Part2
	SS_system_vol4_Part3
	SS_system_vol4_Part4
	SS_system_vol4_Part5
	SS_system_vol4_Part6
	SS_system_vol4_Part7
	SS_system_vol4_Part8
	SS_system_vol4_Part9
	SS_system_vol4_Part10
	SS_system_vol4_Part11
	SS_system_vol4_Part12
	SS_system_vol4_Part13
	SS_system_vol4_Part14
	SS_system_vol4_Part15
	SS_system_vol4_Part16
	SS_system_vol4_Part17
	SS_system_vol4_Part18
	SS_system_vol4_Part19
	SS_system_vol4_Part20
	SS_system_vol4_Part21
	SS_system_vol4_Part22
	SS_system_vol4_Part23
	SS_system_vol4_Part24
	SS_system_vol4_Part25
	SS_system_vol4_Part26
	SS_system_vol4_Part27
	SS_system_vol4_Part28
	SS_system_vol4_Part29
	SS_system_vol4_Part30
	SS_system_vol4_Part31
	SS_system_vol4_Part32
	SS_system_vol4_Part33
	SS_system_vol4_Part34
	SS_system_vol4_Part35
	SS_system_vol4_Part36
	SS_system_vol4_Part37
	SS_system_vol4_Part38
	SS_system_vol4_Part39
	SS_system_vol4_Part40
	SS_system_vol4_Part41
	SS_system_vol4_Part42
	SS_system_vol4_Part43
	SS_system_vol4_Part44
	SS_system_vol4_Part45
	SS_system_vol4_Part46
	SS_system_vol4_Part47
	SS_system_vol4_Part48
	SS_system_vol4_Part49
	SS_system_vol4_Part50
	SS_system_vol4_Part51
	SS_system_vol4_Part52
	SS_system_vol4_Part53
	SS_system_vol4_Part54
	SS_system_vol4_Part55
	SS_system_vol4_Part56
	SS_system_vol4_Part57
	SS_system_vol4_Part58
	SS_system_vol4_Part59
	SS_system_vol4_Part60
	SS_system_vol4_Part61
	SS_system_vol4_Part62
	SS_system_vol4_Part63
	SS_system_vol4_Part64
	SS_system_vol4_Part65
	SS_system_vol4_Part66
	SS_system_vol4_Part67
	SS_system_vol4_Part68
	SS_system_vol4_Part69
	SS_system_vol4_Part70
	SS_system_vol4_Part71
	SS_system_vol4_Part72
	SS_system_vol4_Part73
	SS_system_vol4_Part74
	SS_system_vol4_Part75
	SS_system_vol4_Part76
	SS_system_vol4_Part77
	SS_system_vol4_Part78
	SS_system_vol4_Part79
	SS_system_vol4_Part80
	SS_system_vol4_Part81
	SS_system_vol4_Part82
	SS_system_vol4_Part83
	SS_system_vol4_Part84
	SS_system_vol4_Part85
	SS_system_vol4_Part86
	SS_system_vol4_Part87
	SS_system_vol4_Part88
	SS_system_vol4_Part89
	SS_system_vol4_Part90
	SS_system_vol4_Part91
	SS_system_vol4_Part92
	SS_system_vol4_Part93
	SS_system_vol4_Part94
	SS_system_vol4_Part95
	SS_system_vol4_Part96
	SS_system_vol4_Part97
	SS_system_vol4_Part98
	SS_system_vol4_Part99
	SS_system_vol4_Part100
	SS_system_vol4_Part101
	SS_system_vol4_Part102
	SS_system_vol4_Part103
	SS_system_vol4_Part104
	SS_system_vol4_Part105
	SS_system_vol4_Part106
	SS_system_vol4_Part107
	SS_system_vol4_Part108
	SS_system_vol4_Part109
	SS_system_vol4_Part110
	SS_system_vol4_Part111
	SS_system_vol4_Part112
	SS_system_vol4_Part113
	SS_system_vol4_Part114
	SS_system_vol4_Part115
	SS_system_vol4_Part116
	SS_system_vol4_Part117
	SS_system_vol4_Part118
	SS_system_vol4_Part119
	SS_system_vol4_Part120
	SS_system_vol4_Part121
	SS_system_vol4_Part122
	SS_system_vol4_Part123
	SS_system_vol4_Part124
	SS_system_vol4_Part125
	SS_system_vol4_Part126
	SS_system_vol4_Part127
	SS_system_vol4_Part128
	SS_system_vol4_Part129
	SS_system_vol4_Part130
	SS_system_vol4_Part131
	SS_system_vol4_Part132
	SS_system_vol4_Part133
	SS_system_vol4_Part134
	SS_system_vol4_Part135
	SS_system_vol4_Part136
	SS_system_vol4_Part137
	SS_system_vol4_Part138
	SS_system_vol4_Part139
	SS_system_vol4_Part140
	SS_system_vol4_Part141
	SS_system_vol4_Part142
	SS_system_vol4_Part143
	SS_system_vol4_Part144
	SS_system_vol4_Part145
	SS_system_vol4_Part146
	SS_system_vol4_Part147
	SS_system_vol4_Part148
	SS_system_vol4_Part149
	SS_system_vol4_Part150
	SS_system_vol4_Part151
	SS_system_vol4_Part152
	SS_system_vol4_Part153
	SS_system_vol4_Part154
	SS_system_vol4_Part155
	SS_system_vol4_Part156
	SS_system_vol4_Part157
	SS_system_vol4_Part158
	SS_system_vol4_Part159
	SS_system_vol4_Part160
	SS_system_vol4_Part161
	SS_system_vol4_Part162
	SS_system_vol4_Part163
	SS_system_vol4_Part164
	SS_system_vol4_Part165
	SS_system_vol4_Part166
	SS_system_vol4_Part167
	SS_system_vol4_Part168
	SS_system_vol4_Part169
	SS_system_vol4_Part170
	SS_system_vol4_Part171
	SS_system_vol4_Part172
	SS_system_vol4_Part173
	SS_system_vol4_Part174
	SS_system_vol4_Part175
	SS_system_vol4_Part176
	SS_system_vol4_Part177
	SS_system_vol4_Part178
	SS_system_vol4_Part179
	SS_system_vol4_Part180
	SS_system_vol4_Part181
	SS_system_vol4_Part182
	SS_system_vol4_Part183
	SS_system_vol4_Part184
	SS_system_vol4_Part185
	SS_system_vol4_Part186
	SS_system_vol4_Part187
	SS_system_vol4_Part188
	SS_system_vol4_Part189
	SS_system_vol4_Part190
	SS_system_vol4_Part191
	SS_system_vol4_Part192
	SS_system_vol4_Part193
	SS_system_vol4_Part194
	SS_system_vol4_Part195
	SS_system_vol4_Part196

