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エスリーシステム Nシリーズ　ユニット什器　片面

片面シングルボード仕様（D：ベース330／外寸380）
単体 連結

高さ 間口 商品コード
参考価格

間口 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア 1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア

H1200

625 　5450289□　 ¥15,000 ¥18,000 ¥19,300 600 　5450290□　    ¥9,900 ¥11,900 ¥13,300
775 　5450291□　 ¥15,600 ¥18,700 ¥20,800 750 　5450292□　 ¥10,400 ¥12,400 ¥14,600
925 　5450293□　 ¥16,100 ¥19,400 ¥21,400 900 　5450294□　 ¥10,900 ¥13,100 ¥15,300

1225 　5902262□　 ¥16,100 ¥19,300 ¥22,600 1200 　5902263□　 ¥11,800 ¥14,200 ¥16,500

H1350

625 　5450295□　 ¥15,900 ¥19,100 ¥20,800 600 　5450296□　 ¥10,400 ¥12,500 ¥14,000
775 　5450297□　 ¥16,500 ¥19,800 ¥22,300 750 　5450298□　 ¥11,100 ¥13,300 ¥15,600
925 　5450299□　 ¥17,200 ¥20,600 ¥22,300 900 　5450300□　 ¥11,600 ¥14,000 ¥15,600

1225 　5902264□　 ¥17,300 ¥20,800 ¥24,200 1200 　5902265□　 ¥12,500 ¥15,000 ¥17,500

H1500

625 　5450301□　 ¥16,900 ¥20,300 ¥22,300 600 　5450302□　 ¥11,100 ¥13,300 ¥15,100
775 　5450303□　 ¥17,600 ¥21,100 ¥24,000 750 　5450304□　 ¥11,700 ¥14,100 ¥16,700
925 　5450305□　 ¥18,200 ¥21,800 ¥24,100 900 　5450306□　 ¥12,400 ¥14,900 ¥16,900

1225 　5902266□　 ¥18,800 ¥22,500 ¥26,300 1200 　5902267□　 ¥13,600 ¥16,300 ¥19,000

H1800

625 　5450307□　 ¥19,500 ¥23,400 ¥25,700 600 　5450308□　 ¥12,700 ¥15,200 ¥17,300
775 　5450309□　 ¥20,300 ¥24,300 ¥27,600 750 　5450310□　 ¥13,500 ¥16,200 ¥19,200
925 　5450311□　 ¥21,000 ¥25,200 ¥27,800 900 　5450312□　 ¥14,200 ¥17,000 ¥19,300

1225 　5902268□　 ¥21,500 ¥25,800 ¥30,000 1200 　5902269□　 ¥15,500 ¥18,600 ¥21,700
※□にはカラー番号をご指定ください。　※ボードカラーはホワイト（P228写真参照）となります（別色対応可）。

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）

片面オープン仕様（D：ベース330／外寸380）
単体 連結

高さ 間口 商品コード
参考価格

間口 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア 1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア

H1200

625 　5450385□　 ¥16,900 ¥20,300 ¥19,400 600 　5450386□　    ¥11,600 ¥13,900 ¥13,000
775 　5450387□　 ¥17,200 ¥20,700 ¥19,400 750 　5450388□　    ¥11,900 ¥14,300 ¥13,000
925 　5450389□　 ¥17,800 ¥21,400 ¥20,100 900 　5450390□　    ¥12,400 ¥14,800 ¥13,700

1225 　5902294□　 ¥15,600 ¥18,700 ¥21,800 1200 　5902295□　 ¥11,000 ¥13,200 ¥15,400

H1350

625 　5450391□　 ¥17,500 ¥21,000 ¥20,500 600 　5450392□　    ¥11,800 ¥14,200 ¥13,500
775 　5450393□　 ¥17,800 ¥21,400 ¥20,500 750 　5450394□　    ¥12,100 ¥14,600 ¥13,500
925 　5450395□　 ¥18,400 ¥22,000 ¥21,100 900 　5450396□　 ¥12,700 ¥15,200 ¥14,200

1225 　5902296□　 ¥16,300 ¥19,600 ¥22,800 1200 　5902297□　 ¥11,300 ¥13,600 ¥15,800

H1500

625 　5450397□　 ¥18,100 ¥21,800 ¥21,500 600 　5450398□　 ¥12,100 ¥14,600 ¥14,000
775 　5450399□　 ¥18,400 ¥22,100 ¥21,500 750 　5450400□　 ¥12,400 ¥14,900 ¥14,000
925 　5450401□　 ¥19,000 ¥22,800 ¥22,200 900 　5450402□　 ¥13,000 ¥15,600 ¥14,600

1225 　5902298□　 ¥17,100 ¥20,500 ¥23,900 1200 　5902299□　 ¥11,600 ¥14,000 ¥16,300

H1800

625 　5450403□　 ¥20,200 ¥24,200 ¥23,900 600 　5450404□　 ¥13,200 ¥15,800 ¥15,200
775 　5450405□　 ¥20,500 ¥24,600 ¥23,900 750 　5450406□　 ¥13,500 ¥16,200 ¥15,200
925 　5450407□　 ¥21,000 ¥25,200 ¥24,600 900 　5450408□　 ¥14,000 ¥16,800 ¥15,800

1225 　5902300□　 ¥18,800 ¥22,500 ¥26,300 1200 　5902301□　 ¥12,500 ¥15,000 ¥17,500
※□にはカラー番号をご指定ください。　※ボードを差込むレールがございません。ボード後付をお考えの方はシングルボード仕様をご購入下さい。

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）

片面メッシュパネル仕様（D：ベース330／外寸380）
単体 連結

高さ 間口 商品コード
参考価格

間口 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア 1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 4：生地クリア

H1200

625 　5450337□　 ¥16,900 ¥20,300 ¥21,900 600 　5450338□　 ¥11,700 ¥14,100 ¥15,700
775 　5450339□　 ¥18,000 ¥21,500 ¥23,100 750 　5450340□　 ¥12,800 ¥15,300 ¥16,700
925 　5450341□　 ¥18,900 ¥22,700 ¥24,100 900 　5450342□　 ¥13,700 ¥16,500 ¥17,800

1225 　5902278□　 ¥18,600 ¥22,400 ¥27,100 1200 　5902279□　 ¥14,300 ¥17,200 ¥20,800

H1350

625 　5450343□　 ¥18,000 ¥21,600 ¥23,900 600 　5450344□　 ¥12,500 ¥15,000 ¥16,900
775 　5450345□　 ¥19,100 ¥22,900 ¥24,900 750 　5450346□　 ¥13,600 ¥16,400 ¥17,900
925 　5450347□　 ¥20,200 ¥24,200 ¥26,100 900 　5450348□　 ¥14,800 ¥17,700 ¥19,200

1225 　5902280□　 ¥20,000 ¥24,000 ¥29,200 1200 　5902281□　 ¥15,200 ¥18,300 ¥22,200

H1500

625 　5450349□　 ¥19,200 ¥23,000 ¥25,900 600 　5450350□　 ¥13,400 ¥16,100 ¥18,300
775 　5450351□　 ¥20,400 ¥24,500 ¥27,100 750 　5450352□　 ¥14,600 ¥17,500 ¥19,500
925 　5450353□　 ¥21,600 ¥26,000 ¥28,000 900 　5450354□　 ¥15,900 ¥19,100 ¥20,400

1225 　5902282□　 ¥21,700 ¥26,000 ¥31,600 1200 　5902283□　 ¥16,500 ¥19,800 ¥24,000

H1800

625 　5450355□　 ¥22,200 ¥26,600 ¥29,400 600 　5450356□　 ¥15,400 ¥18,500 ¥20,600
775 　5450357□　 ¥23,600 ¥28,400 ¥30,700 750 　5450358□　 ¥16,800 ¥20,100 ¥21,900
925 　5450359□　 ¥25,200 ¥30,200 ¥32,500 900 　5450360□　 ¥18,400 ¥22,000 ¥23,700

1225 　5902284□　 ¥25,000 ¥30,000 ¥36,400 1200 　5902285□　 ¥19,000 ¥22,800 ¥27,600
※□にはカラー番号をご指定ください。

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）

Nシリーズ

1：ホワイト  2：ブラック  3：シルバー  4：生地クリア
※写真右のブレースセットはP7をご覧ください。

スタート型（単独型）

コネクト型（増連型）

スタート型（単独型）

コネクト型（増連型）

スタート型（単独型）

コネクト型（増連型）

エ
ス
リ
ー
シ
ス
テ
ム


