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※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

※WEBまたはFAXにて、中日型番をご入力
の上、お見積依頼頂けます。

ユニット什器　UR片面・両面バックボード・バックネット

■UR片面・両面バックボード・バックネット

上記以外のサイズについてネットパネル用フックはP562へ

P562

掲載ページ

ネットパネル用のフックを多数取り揃えております。 中日販売製品は全て取扱いが
可能です。

QRリーダー

730A

商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

※ロールインBOX(P245掲載)
は別売です。

ストッカー仕様のロールインタイプです。

バックボード バックネット

間口1200（実寸：単体1230mm/連結1200mm)本体カラー：シルキー（ブラックも在庫あり※お見積依頼）

高さ タイプ
バックボード バックネット

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

1：片面D460 2：両面 D820 1：片面 D460 2：両面 D820

1200
単体  5903273□ ¥26,400 ¥31,500  5903281□ ¥30,000 ¥35,100 
連結  5903274□ ¥17,300 ¥20,500  5903282□ ¥20,800 ¥23,800 

1500
単体  5903275□ ¥28,200 ¥33,200  5903283□ ¥31,800 ¥37,100 
連結  5903276□ ¥18,400 ¥21,600  5903284□ ¥22,400 ¥25,500 

1800
単体  5903277□ ¥31,800 ¥36,800  5903285□ ¥36,800 ¥42,100 
連結  5903278□ ¥21,000 ¥24,100  5903286□ ¥26,300 ¥29,400 

2100
単体  5903279□ ¥35,700 ¥40,800  5903287□ ¥41,600 ¥46,900 
連結  5903280□ ¥22,900 ¥26,000  5903288□ ¥29,600 ¥32,700 

※□には、奥行サイズをご指定下さい。   

間口900(実寸：単体930mm/連結900mm) 本体カラー：シルキー（ブラックも在庫あり※お見積依頼） 

高さ タイプ
バックボード バックネット

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

1：片面D460 2：両面 D820 1：片面 D460 2：両面 D820

1200
単体  5903289□ ¥23,900 ¥30,000  5903297□ ¥27,300 ¥32,400 
連結  5903290□ ¥15,600 ¥18,500  5903298□ ¥18,300 ¥21,000 

1500
単体  5903291□ ¥26,500 ¥31,600  5903299□ ¥29,400 ¥34,100 
連結  5903292□ ¥16,500 ¥19,600  5903300□ ¥19,600 ¥22,400 

1800
単体  5903293□ ¥30,200 ¥34,900  5903301□ ¥33,500 ¥38,500 
連結  5903294□ ¥18,800 ¥21,600  5903302□ ¥22,700 ¥25,500 

2100
単体  5903295□ ¥33,200 ¥38,200  5903303□ ¥37,700 ¥42,900 
連結  5903296□ ¥20,400 ¥23,500  5903304□ ¥25,500 ¥28,200 

※□には、奥行サイズをご指定下さい。   

間口 750(実寸：単体780mm/連結750mm) 本体カラー：シルキー（ブラックも在庫あり※お見積依頼） 

高さ タイプ
バックボード バックネット

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

1：片面D460 2：両面 D820 1：片面 D460 2：両面 D820

1200
単体  5903305□ ¥23,500 ¥29,800  5903313□ ¥26,100 ¥31,000 
連結  5903306□ ¥14,700 ¥18,200  5903314□ ¥16,300 ¥19,500 

1500
単体  5903307□ ¥25,500 ¥31,000  5903315□ ¥27,400 ¥32,700 
連結  5903308□ ¥15,900 ¥19,000  5903316□ ¥17,400 ¥20,700 

1800
単体  5903309□ ¥29,400 ¥34,700  5903317□ ¥31,600 ¥36,600 
連結  5903310□ ¥17,900 ¥21,000  5903318□ ¥20,200 ¥23,500 

2100
単体  5903311□ ¥32,700 ¥37,700  5903319□ ¥35,500 ¥40,400 
連結  5903312□ ¥19,600 ¥22,700  5903320□ ¥22,700 ¥25,700 

※□には、奥行サイズをご指定下さい。   

間口600(実寸：単体630mm/連結600mm) 本体カラー：シルキー（ブラックも在庫あり※お見積依頼） 

高さ タイプ
バックボード バックネット

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

1：片面D460 2：両面 D820 1：片面 D460 2：両面 D820

1200
単体  5903321□ ¥23,100 ¥28,900  5903329□ ¥23,700 ¥29,700 
連結  5903322□ ¥14,500 ¥17,500  5903330□ ¥14,200 ¥18,300 

1500
単体  5903323□ ¥24,400 ¥30,400  5903331□ ¥25,500 ¥31,300 
連結  5903324□ ¥15,300 ¥18,400  5903332□ ¥15,200 ¥19,100 

1800
単体  5903325□ ¥28,600 ¥34,400  5903333□ ¥29,600 ¥34,800 
連結  5903326□ ¥17,000 ¥20,400  5903334□ ¥17,600 ¥21,600 

2100
単体  5903327□ ¥32,200 ¥37,100  5903335□ ¥33,300 ¥38,500 
連結  5903328□ ¥18,800 ¥21,800  5903336□ ¥19,900 ¥24,400 

※□には、奥行サイズをご指定下さい。   
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