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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

ロープライス アップケース（シングルエイト）

アップケース
型番 高さ（H）mm 商品コード 1：D258 2：D309 棚数

W300

285 　55703192　 ¥21,200 ¥21,200

2段

336 　55703202　 ¥21,900 ¥21,900
387 　55703212　 ¥22,400 ¥22,400
437 　55703222　 ¥23,100 ¥23,100
488 　55703232　 ¥23,700 ¥23,700
539 　55703242　 ¥24,500 ¥24,500
641 　55703252　 ¥26,300 ¥26,300
793 　55703262　 ¥29,100 ¥29,100 3段

945 　55703272　 ¥31,900 ¥31,900
4段

1250 　55703282　 ¥35,400 ¥35,400

W450

285 　55703292　 ¥23,500 ¥23,500

2段

336 　55703302　 ¥24,400 ¥24,400
387 　55703312　 ¥24,900 ¥24,900
437 　55703322　 ¥25,800 ¥25,800
488 　55703332　 ¥26,300 ¥26,300
539 　55703342　 ¥27,500 ¥27,500
641 　55703352　 ¥29,400 ¥29,400
793 　55703362　 ¥32,800 ¥32,800 3段

945 　55703372　 ¥36,100 ¥36,100
4段

1250 　55703382　 ¥40,300 ¥40,300

W600

285 　55703392　 ¥26,300 ¥26,300

2段

336 　55703402　 ¥27,200 ¥27,200
387 　55703412　 ¥27,700 ¥27,700
437 　55703422　 ¥28,700 ¥28,700
488 　55703432　 ¥29,400 ¥29,400
539 　55703442　 ¥30,500 ¥30,500
641 　55703452　 ¥32,600 ¥32,600
793 　55703462　 ¥36,300 ¥36,300 3段

945 　55703472　 ¥40,500 ¥40,500
4段

1250 　55703482　 ¥45,200 ¥45,200

W750

285 　55703492　 ¥29,100 ¥29,100

2段

336 　55703502　 ¥30,100 ¥30,100
387 　55703512　 ¥30,800 ¥30,800
437 　55703522　 ¥31,700 ¥37,100
488 　55703532　 ¥32,500 ¥32,500
539 　55703542　 ¥33,900 ¥33,900
641 　55703552　 ¥36,100 ¥36,100
793 　55703562　 ¥40,700 ¥40,700 3段

945 　55703572　 ¥45,100 ¥51,800
4段

1250 　55703582　 ¥50,500 ¥50,500

W900

285 　55703592　 ¥31,800 ¥31,800

2段

336 　55703602　 ¥32,800 ¥32,800
387 　55703612　 ¥33,500 ¥33,500
437 　55703622　 ¥34,500 ¥34,500
488 　55703632　 ¥35,300 ¥35,300
539 　55703642　 ¥36,800 ¥36,800
641 　55703652　 ¥39,400 ¥39,400
793 　55703662　 ¥44,500 ¥44,500 3段

945 　55703672　 ¥49,400 ¥49,400
4段

1250 　55703682　 ¥55,400 ¥55,400
※ 2：D309 のみ

追加用棚受4ケ ※ガラス棚をご自身で用意される場合

　5570392　 参考価格 ¥280

スライド錠
　5570396　 参考価格 ¥1,700

■シングルエイト

縦型

横型

ロープライスを優先させたアップケース

アルミ独自の渋い光沢が、商品に豪華さをプラス。
シャープなデザインにもご注目ください。

商品をクールに引き立てます。

四方柱は左右・上下共通。8本のネジをドライバー
で締めるだけで組み立ては完了。どなたでも組み
立てOKの手軽な設計がなされています。

ドライバー1本で簡単に組み立てOK!!

●高さ1250mmは柱と本体が別梱包になります。
●シルバー（化研アルマイト）。

仕様

追加用棚板セット（ガラス棚＋棚受4ケ）
W300用 　5570387　 参考価格  ¥980
W450用 　5570388　 参考価格 ¥1,300
W600用 　5570389　 参考価格 ¥1,700
W750用 　5570390　 参考価格 ¥2,000
W900用 　5570391　 参考価格 ¥2,300
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ガラスケースはさらにWEBに掲載

カタログ掲載以外のガラスケースやショーケースをWEBサイトにて掲載しております。
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