
234
※ご注文の際は、  0000000    ・    0000000    ・    0000000    ・   0000000    ・   0000000    ・   0000000    の 7 桁の商品コードをご記入ください。
　また  0000000  の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。 www.nigiwai-dougu.com

両面シングルボード仕様（D：ベース330／外寸710）
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 　5450313□　 ¥18,200 ¥22,800 ¥25,800 600 　5450314□　 ¥11,400 ¥13,700 ¥15,700
775 　5450315□　 ¥18,700 ¥22,400 ¥27,200 750 　5450316□　 ¥12,000 ¥14,300 ¥17,100
925 　5450317□　 ¥19,200 ¥23,100 ¥27,900 900 　5450318□　 ¥12,500 ¥15,000 ¥17,800

1225 　5902270□　 ¥20,800 ¥24,900 ¥29,000 1200 　5902271□　 ¥13,600 ¥16,300 ¥19,000

H1350

625 　5450319□　 ¥19,300 ¥23,200 ¥27,000 600 　5450320□　 ¥12,100 ¥14,600 ¥16,500
775 　5450321□　 ¥20,000 ¥23,900 ¥28,600 750 　5450322□　 ¥12,800 ¥15,300 ¥18,100
925 　5450323□　 ¥20,500 ¥24,600 ¥28,600 900 　5450324□　 ¥13,400 ¥16,100 ¥18,100

1225 　5902272□　 ¥21,800 ¥26,200 ¥30,500 1200 　5902273□　 ¥14,300 ¥17,200 ¥20,000

H1500

625 　5450325□　 ¥20,400 ¥24,500 ¥29,000 600 　5450326□　 ¥12,900 ¥15,500 ¥17,800
775 　5450327□　 ¥21,200 ¥25,400 ¥30,700 750 　5450328□　 ¥13,600 ¥16,300 ¥19,400
925 　5450329□　 ¥21,800 ¥26,200 ¥30,800 900 　5450330□　 ¥14,200 ¥17,000 ¥19,500

1225 　5902274□　 ¥23,600 ¥28,300 ¥33,000 1200 　5902275□　 ¥15,500 ¥18,600 ¥21,700

H1800

625 　5450331□　 ¥23,500 ¥28,200 ¥33,000 600 　5450332□　 ¥14,700 ¥17,600 ¥20,200
775 　5450333□　 ¥24,200 ¥29,000 ¥34,900 750 　5450334□　 ¥15,500 ¥18,600 ¥22,200
925 　5450335□　 ¥25,000 ¥30,000 ¥35,100 900 　5450336□　 ¥16,200 ¥19,400 ¥22,300

1225 　5902276□　 ¥26,700 ¥32,000 ¥37,300 1200 　5902277□　 ¥17,600 ¥21,200 ¥24,700
※□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）

両面メッシュパネル仕様（D：ベース330／外寸710）
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 　5450361□　 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,700 600 　5450362□　 ¥13,300 ¥16,000 ¥18,200
775 　5450363□　 ¥21,100 ¥25,300 ¥29,800 750 　5450364□　 ¥14,400 ¥17,200 ¥19,300
925 　5450365□　 ¥22,000 ¥26,400 ¥30,900 900 　5450366□　 ¥15,300 ¥18,400 ¥20,300

1225 　5902286□　 ¥23,200 ¥27,900 ¥33,800 1200 　5902287□　 ¥16,000 ¥19,200 ¥23,300

H1350

625 　5450367□　 ¥21,400 ¥25,700 ¥30,400 600 　5450368□　 ¥14,300 ¥17,100 ¥19,500
775 　5450369□　 ¥22,500 ¥27,000 ¥31,400 750 　5450370□　 ¥15,400 ¥18,500 ¥20,400
925 　5450371□　 ¥23,600 ¥28,400 ¥32,600 900 　5450372□　 ¥16,500 ¥19,800 ¥21,700

1225 　5902288□　 ¥24,500 ¥29,400 ¥35,700 1200 　5902289□　 ¥17,000 ¥20,400 ¥24,700

H1500

625 　5450373□　 ¥22,800 ¥27,300 ¥32,900 600 　5450374□　 ¥15,200 ¥18,200 ¥21,100
775 　5450375□　 ¥24,000 ¥28,800 ¥34,000 750 　5450376□　 ¥16,400 ¥19,700 ¥22,300
925 　5450377□　 ¥25,200 ¥30,300 ¥35,000 900 　5450378□　 ¥17,600 ¥21,200 ¥23,200

1225 　5902290□　 ¥26,500 ¥31,800 ¥38,600 1200 　5902291□　 ¥18,400 ¥22,100 ¥26,800

H1800

625 　5450379□　 ¥26,200 ¥31,400 ¥36,900 600 　5450380□　 ¥17,400 ¥20,900 ¥23,700
775 　5450381□　 ¥27,600 ¥33,100 ¥38,200 750 　5450382□　 ¥18,800 ¥22,500 ¥25,100
925 　5450383□　 ¥29,100 ¥34,900 ¥40,100 900 　5450384□　 ¥20,400 ¥24,400 ¥26,800

1225 　5902292□　 ¥30,200 ¥36,300 ¥43,900 1200 　5902293□　 ¥21,200 ¥25,400 ¥30,800
※□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）

両面オープン仕様（D：ベース330／外寸710）
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 　5450409□　 ¥20,000 ¥24,000 ¥25,900 600 　5450410□　 ¥13,100 ¥15,700 ¥15,600
775 　5450411□　 ¥20,400 ¥24,400 ¥25,900 750 　5450412□　 ¥13,400 ¥16,100 ¥15,600
925 　5450413□　 ¥20,900 ¥25,100 ¥26,600 900 　5450414□　 ¥14,000 ¥16,700 ¥16,200

1225 　5902302□　 ¥20,200 ¥24,300 ¥28,300 1200 　5902303□　 ¥12,800 ¥15,300 ¥17,800

H1350

625 　5450415□　 ¥20,900 ¥25,100 ¥26,700 600 　5450416□　 ¥13,600 ¥16,300 ¥16,000
775 　5450417□　 ¥21,200 ¥25,500 ¥26,700 750 　5450418□　 ¥13,900 ¥16,700 ¥16,000
925 　5450419□　 ¥21,700 ¥26,100 ¥27,400 900 　5450420□　 ¥14,400 ¥17,200 ¥16,600

1225 　5902304□　 ¥20,800 ¥24,900 ¥29,000 1200 　5902305□　 ¥13,100 ¥15,700 ¥18,300

H1500

625 　5450421□　 ¥21,700 ¥26,100 ¥28,300 600 　5450422□　 ¥14,000 ¥16,700 ¥16,700
775 　5450423□　 ¥22,000 ¥26,400 ¥28,300 750 　5450424□　 ¥14,300 ¥17,100 ¥16,700
925 　5450425□　 ¥22,600 ¥27,100 ¥28,900 900 　5450426□　 ¥14,800 ¥17,700 ¥17,400

1225 　5902306□　 ¥21,900 ¥26,300 ¥30,600 1200 　5902307□　 ¥13,600 ¥16,400 ¥19,100

H1800

625 　5450427□　 ¥24,100 ¥29,000 ¥31,200 600 　5450428□　 ¥15,200 ¥18,200 ¥18,200
775 　5450429□　 ¥24,400 ¥29,300 ¥31,200 750 　5450430□　 ¥15,500 ¥18,600 ¥18,200
925 　5450431□　 ¥25,000 ¥30,000 ¥31,800 900 　5450432□　 ¥16,000 ¥19,100 ¥18,900

1225 　5902308□　 ¥24,000 ¥28,800 ¥33,500 1200 　5902309□　 ¥14,700 ¥17,600 ¥20,500
※□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）

エスリーシステム Nシリーズ　ユニット什器　両面

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）

ネットフック各種はP562へ

P562

掲載ページ

Nシリーズのカタログ掲載外サイズ・特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

ネットパネル用のネットフック各種を
多数取扱っております。

上記以外にW1200・H1650に対応可能です。
※サイズによっては支柱の太さが変わります。
　規格外寸法や規格外カラーにも対応可能です（条件によってはご希望にそえない

場合もございます）。

エ
ス
リ
ー
シ
ス
テ
ム


