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KZ上連結補強
型　番 呼びW（mm） 商品コード  参考価格

088086 900 　5728147□　 ¥1,040
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック
※KZ半柱・KZ壁面用固定金具A・KZエンド用固定金具を使用する際の上連結の補強
として必ずお使いください。

（2W）

KZサイドネットセット D250（180）
型番 H（mm） 商品コード  参考価格

SX 1350 　5728290 □　 ¥10,530
SX 1500 　5728291 □　 ¥11,000
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　3：ブラック

（2W）

KVM-DPS パネルAセット
間口×高さ 商品コード  参考価格

900×1350 　5728292□　 ¥52,400
900×1500 　5728293□　 ¥63,200
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　3：ブラック

NE-12 棚板セット D200
呼びW（mm） 商品コード  参考価格

450 　5728294□　 ¥3,400
900 　5728295□　 ¥3,500

※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　3：ブラック

（2W）

バックボードタイプ
W H 商品コード  参考価格

450

（エンド用）

1350 本体 　5728280□　 ¥27,600
1500 本体 　5728281□　 ¥27,900

※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック
※エンド用固定金具をお使い下さい。

バックネットタイプ
W H 商品コード  参考価格

450

（エンド用）

1350 本体 　5728282□　 ¥31,600
1500 本体 　5728283□　 ¥32,500

※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック
※エンド用固定金具をお使い下さい。

バックボードタイプ  
W H 商品コード  参考価格

900

1350
本体 　5728272□　 ¥36,000
セミ 　5728273□　 ¥26,200

1500
本体 　5728274□　 ¥36,100
セミ 　5728275□　 ¥26,200

※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック

バックネットタイプ
W H 商品コード  参考価格

900

1350
本体 　5728276□　 ¥42,400
セミ 　5728277□　 ¥32,400

1500
本体 　5728278□　 ¥43,500
セミ 　5728279□　 ¥33,500

※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック

キャスター 【耐荷重】110㎏

型　番 ストッパー 商品コード  参考価格

031830 CT60 なし 　5728149　 ¥930
031831 CT60S あり 　5728150　 ¥1,060

KZ振れ止めバー
型　番 呼びW（mm） 商品コード  参考価格

088090       900 　5728289□　 ¥950
※キャスターを使用する時には、脚の振れ止めとして必ずお使いください。
※□にはカラー番号をご指定ください。　1：ホワイト　3：ブラック

（2W）

KS型両面ユニット D200（実寸476）

DPフック6φ
型　番 商品コード  参考価格

50 クロームメッキ 　5728261　 ¥250
100 クロームメッキ 　5728262　 ¥250
150 クロームメッキ 　5728263　 ¥290
200 クロームメッキ 　5728264　 ¥310

DP一点掛ダボ付フック クロームメッキ
　5728258　 参考価格  ¥920

DP十手フック 200 クロームメッキ
　5728259　 参考価格  ¥490

DPブラケット受 クロームメッキ 
　5728265　 参考価格 ¥460

エンド用固定金具
　5728288 □　 参考価格 ¥1480
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ホワイト　2：グレー　3：ブラック

（2W）

PR-Nスリムガラス棚ブラケット
200 クロームメッキ
　5728267　 参考価格  ¥420

PRガラスビート 2000 透明
　5728266　 参考価格 ¥260
※カットしてお使いください。
※PR-Nスリムガラス棚ブラケットにご使用ください。

上連結の補強に使用します。

KS型片面ユニット D200（実寸278）  エンド用（片面使用不可）

片面D250 以下のユニットにはご使用頂けません。

タテヤマ什器カタログ請求

D250以上、W&H掲載外サイズ、その他パーツなど取扱い可能です。
巻末「FAXオーダーシート」内メーカー
カタログ請求欄に右記カタログ No.ご
記入の上、FAXにてお申し込みください。

WEBサイトからは
www.nigiwai.com/c № 728

専門カタログご請求方法

（2W）

（2W）

（2W）

（2W）

256
※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
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KS Series 〈狭小店舗用システム陳列什器〉


