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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

エクシード ― ハイケース

①ハイケースS（腰部ストッカー付）※棚数：H1800/4段、H2100/5段
品番

本体サイズ
商品コード

参考価格

W D H  1：クロームメッキ  2：シルバー 3：ゴールド  4：ブラック

S 9-458 900

450

1800

　5570065□　 ¥305,100 ¥223,900 ¥337,800 ¥272,100
S12-458 1200 　5570066□　 ¥348,400 ¥258,500 ¥385,200 ¥313,400
S15-458 1500 　5570067□　 ¥396,400 ¥300,800 ¥441,500 ¥358,400
S18-458 1800 　5570068□　 ¥431,500 ¥326,300 ¥480,400 ¥388,900
S 9-451 900

2100

　5570069□　 ¥345,200 ¥248,400 ¥380,200 ¥302,600
S12-451 1200 　5570070□　 ¥398,600 ¥294,100 ¥441,500 ¥353,700
S15-451 1500 　5570071□　 ¥446,700 ¥329,000 ¥499,000 ¥398,400
S18-451 1800 　5570072□　 ¥486,000 ¥361,500 ¥542,800 ¥431,500
S 9-608 900

600

1800

　5570073□　 ¥323,200 ¥237,800 ¥360,800 ¥285,200
S12-608 1200 　5570074□　 ¥370,400 ¥272,100 ¥409,100 ¥326,800
S15-608 1500 　5570075□　 ¥422,000 ¥322,400 ¥473,600 ¥379,900
S18-608 1800 　5570076□　 ¥452,800 ¥346,700 ¥512,600 ¥410,200
S 9-601 900

2100

　5570077□　 ¥358,600 ¥260,400 ¥405,800 ¥317,200
S12-601 1200 　5570078□　 ¥411,600 ¥307,200 ¥468,000 ¥368,600
S15-601 1500 　5570079□　 ¥469,500 ¥355,200 ¥533,800 ¥421,500
S18-601 1800 　5570080□　 ¥505,400 ¥384,500 ¥579,100 ¥474,200

③ハイケースSL（腰部ストッカー付）※棚数：H1800/3段、H2100/4段
品番

本体サイズ
商品コード

参考価格

W D H  1：クロームメッキ  2：シルバー 3：ゴールド  4：ブラック

SL 9-458 900

450

1800

　5570081□　 ¥368,200 ¥279,500 ¥388,900 ¥325,000
SL12-458 1200 　5570082□　 ¥423,900 ¥321,500 ¥443,200 ¥371,600
SL15-458 1500 　5570083□　 ¥476,200 ¥372,100 ¥506,000 ¥423,000
SL18-458 1800 　5570084□　 ¥518,100 ¥403,300 ¥552,300 ¥462,500
SL 9-451 900

2100

　5570085□　 ¥407,500 ¥299,500 ¥427,600 ¥352,600
SL12-451 1200 　5570086□　 ¥472,300 ¥345,900 ¥485,500 ¥396,900
SL15-451 1500 　5570087□　 ¥533,400 ¥405,900 ¥558,900 ¥464,600
SL18-451 1800 　5570088□　 ¥575,400 ¥433,900 ¥604,300 ¥497,600
SL 9-608 900

600

1800

　5570089□　 ¥390,000 ¥299,100 ¥417,300 ¥347,700
SL12-608 1200 　5570090□　 ¥444,300 ¥341,100 ¥469,800 ¥392,600
SL15-608 1500 　5570091□　 ¥506,900 ¥401,300 ¥543,900 ¥452,800
SL18-608 1800 　5570092□　 ¥547,200 ¥431,500 ¥588,100 ¥491,100
SL 9-601 900

2100

　5570093□　 ¥430,200 ¥318,800 ¥458,100 ¥372,800
SL12-601 1200 　5570094□　 ¥493,600 ¥366,000 ¥515,800 ¥418,000
SL15-601 1500 　5570095□　 ¥569,300 ¥438,800 ¥601,300 ¥496,200
SL18-601 1800 　5570096□　 ¥605,400 ¥463,300 ¥642,100 ¥525,800

②ハイケースF（腰部FIX）※棚数：H1800/4段、H2100/5段
品番

本体サイズ
商品コード

参考価格

W D H  1：クロームメッキ  2：シルバー 3：ゴールド  4：ブラック

F 9-458 900

450

1800

　5570097□　 ¥283,200 ¥206,800 ¥316,500 ¥251,700
F12-458 1200 　5570098□　 ¥316,000 ¥234,200 ¥355,500 ¥285,200
F15-458 1500 　5570099□　 ¥360,700 ¥272,000 ¥408,900 ¥326,500
F18-458 1800 　5570100□　 ¥397,500 ¥300,800 ¥449,700 ¥359,400
F 9-451 900

2100

　5570101□　 ¥323,800 ¥231,200 ¥357,500 ¥282,600
F12-451 1200 　5570102□　 ¥367,100 ¥270,200 ¥410,800 ¥324,900
F15-451 1500 　5570103□　 ¥412,500 ¥306,400 ¥464,600 ¥366,000
F18-451 1800 　5570104□　 ¥454,500 ¥335,100 ¥511,500 ¥401,500
F 9-608 900

600

1800

　5570105□　 ¥297,300 ¥219,700 ¥338,000 ¥264,600
F12-608 1200 　5570106□　 ¥333,200 ¥248,500 ¥378,800 ¥299,300
F15-608 1500 　5570107□　 ¥382,800 ¥292,300 ¥438,800 ¥346,400
F18-608 1800 　5570108□　 ¥417,800 ¥319,500 ¥478,500 ¥379,100
F 9-601 900

2100

　5570109□　 ¥337,600 ¥242,000 ¥381,900 ¥295,200
F12-601 1200 　5570110□　 ¥383,700 ¥282,000 ¥437,200 ¥340,700
F15-601 1500 　5570111□　 ¥436,200 ¥324,900 ¥497,800 ¥387,800
F18-601 1800 　5570112□　 ¥476,800 ¥356,500 ¥563,000 ¥441,600

④ハイケースFL（腰部FIX）※棚数：H1800/3段、H2100/4段
品番

本体サイズ
商品コード

参考価格

W D H  1：クロームメッキ  2：シルバー 3：ゴールド  4：ブラック

FL 9-458 900

450

1800

　5570113□　 ¥342,900 ¥261,900 ¥367,600 ¥304,100
FL12-458 1200 　5570114□　 ¥390,600 ¥297,800 ¥414,500 ¥343,800
FL15-458 1500 　5570115□　 ¥446,000 ¥353,800 ¥480,200 ¥400,200
FL18-458 1800 　5570116□　 ¥484,500 ¥382,100 ¥521,200 ¥435,500
FL 9-451 900

2100

　5570117□　 ¥384,300 ¥279,800 ¥406,300 ¥334,100
FL12-451 1200 　5570118□　 ¥439,900 ¥323,200 ¥460,700 ¥380,300
FL15-451 1500 　5570119□　 ¥505,600 ¥385,900 ¥536,400 ¥442,600
FL18-451 1800 　5570120□　 ¥545,400 ¥411,000 ¥575,500 ¥472,500
FL 9-608 900

600

1800

　5570121□　 ¥365,200 ¥280,600 ¥394,700 ¥325,800
FL12-608 1200 　5570122□　 ¥413,000 ¥317,100 ¥441,100 ¥364,700
FL15-608 1500 　5570123□　 ¥476,500 ¥381,900 ¥514,600 ¥428,900
FL18-608 1800 　5570124□　 ¥515,400 ¥408,900 ¥555,200 ¥461,700
FL 9-601 900

2100

　5570125□　 ¥403,000 ¥298,200 ¥434,600 ¥353,600
FL12-601 1200 　5570126□　 ¥461,700 ¥342,300 ¥489,900 ¥399,800
FL15-601 1500 　5570127□　 ¥539,300 ¥417,600 ¥578,400 ¥476,400
FL18-601 1800 　5570128□　 ¥571,100 ¥439,100 ¥614,700 ¥502,900

①ハイケースS（腰部ストッカー付） ②ハイケースF（腰部FIX） ③ハイケースSL（腰部ストッカー付） ④ハイケースFL（腰部FIX）

■ハイケース各種

□にはフレームカラー番号をご指定ください。腰板・底板カラーは、お見積依頼時に通信欄にご記入ください。
カラーサンプルは、P269に掲載しております。
※エクシード用の照明等のオプションは、P274にございます。照明セットは、後付けが出来ませんので本体ご注文時に必ずご指定ください。

※①②はH1200、H1500タイプもございます。
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