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誰でも楽々組み立てられる構造で時間を掛けず、人件費の削減（コストカット）が可能です。
片面・両面から選べるB-Slope  Gアイランドは、とにかく組み立てが簡単！

誰でも簡単に組立可能なB-Slope Gアイランド

■本体セット（本体パネル＋ストッカー上棚） 

片面 両面

■ストッカー ■棚板
棚板
t18

W D  商品コード
参考価格

1～3：オイルステン 4～9：シャビー仕上げ

600用

300用 　5781163□　 ¥4,800 ¥5,300
450用 　5781162□　 ¥5,800 ¥6,500
600用 　5781161□　 ¥7,900 ¥8,900

900用

300用 　5781160□　 ¥7,200 ¥7,900
450用 　5781159□　 ¥8,600 ¥9,600
600用 　5781158□　 ¥12,000 ¥13,400

※□にはカラー番号をご指定下さい。（P69参照）
※棚板についてはカラー番号 4 は 6 と同色となります。

ストッカー
パイン集成材（底板：ベニヤ）　キャスター付

W D 外寸（mm） 内寸（mm） 商品コード
参考価格

1～3：オイルステン 4～9：シャビー仕上げ

600用

300用 W530×D285×H350 W494×D240×H276 　5781157□　 ¥19,100 ¥21,200
450用 W530×D435×H350 W494×D390×H276 　5781156□　 ¥21,500 ¥23,900
600用 W530×D585×H350 W494×D540×H276 　5781155□　 ¥28,600 ¥31,700

900用

300用 W830×D285×H350 W794×D240×H276 　5781154□　 ¥21,500 ¥23,900
450用 W830×D435×H350 W794×D390×H276 　5781153□　 ¥23,900 ¥26,500
600用 W830×D585×H350 W794×D540×H276 　5781152□　 ¥31,000 ¥34,300

※□にはカラー番号をご指定下さい。（P69参照）

■ブラケット

ブラケット左右２ヶセット
 商品コード 参考価格

300用 　5593552　 ¥1,200
450用 　5593553　 ¥1,700
600用 　5593554　 ¥3,000

使用パーツ
・W900×D600×H1500片面セット
・ストッカー１台・棚板２枚
・ブラケット２セット

使用パーツ
・W900×D600×H1500両面セット
・ストッカー２台・棚板４枚
・ブラケット４セット

黒・白・アイボリーから選べます。
穴ピッチは25mmとなります。
有孔ボード用フックはP564掲載。

1.背面にぴったり付くよう
に折り畳まれた、側パネ
ルを扉のように開く

背パネル有孔ボードタイプが登場！

2.上段のダボを側パネルの穴に嵌めて重ね、完成！
2 ステップの簡単組立

本体パネル

ストッカー上棚
（片面:1枚/両面:2枚）

※画像は両面タイプです。

B-Slope

シ
リ
ー
ズ

B-SlopeシャビーGアイランド（島什器）

内側は無塗装です。

ロイヤルパーツはP551へ

P551

掲載ページロイヤルスリットを使用しています。
※スリット芯々サイズ
　W900タイプ: 834mm／
　W600タイプ: 534mm

ノーマル
背パネルタイプ

白

黒

アイボリー

背パネルタイプ  ※有孔ボードタイプはお見積依頼時に通信欄に有孔ボードカラー(黒 or 白orアイボリー)をご指定下さい。

サイズ
（mm）

背パネル
仕様

片面仕様 両面仕様
H1200 H1500 H1200 H1500

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

1~3：オイルステン 4~9：シャビー仕上げ 1~3：オイルステン 4~9：シャビー仕上げ 1~3：オイルステン 4~9：シャビー仕上げ 1~3：オイルステン 4~9：シャビー仕上げ

W600×300用
ノーマル 　5781145□　 ¥42,300 ¥46,800 　5781142□　 ¥46,600 ¥51,600 　5781151□　 ¥56,900 ¥62,800 　5781148□　 ¥61,500 ¥68,200
有孔ボード 　5781321□　 　5781327□　 　5781333□　 　5781339□　

W600×450用
ノーマル 　5781144□　 ¥45,100 ¥49,900 　5781141□　 ¥49,500 ¥54,700 　5781150□　 ¥62,600 ¥69,000 　5781147□　 ¥67,000 ¥74,100
有孔ボード 　5781322□　 　5781328□　 　5781334□　 　5781340□　

W600×600用
ノーマル 　5781143□　 ¥49,400 ¥54,900 　5781140□　 ¥54,000 ¥59,700 　5781149□　 ¥71,400 ¥79,000 　5781146□　 ¥76,000 ¥84,100
有孔ボード 　5781323□　 　5781329□　 　5781335□　 　5781341□　

W900×300用
ノーマル 　5781133□　 ¥46,800 ¥51,800 　5781130□　 ¥51,600 ¥57,100 　5781139□　 ¥62,800 ¥69,500 　5781136□　 ¥67,900 ¥75,300
有孔ボード 　5781324□　 　5781330□　 　5781336□　 　5781342□　

W900×450用
ノーマル 　5781132□　 ¥49,900 ¥55,400 　5781129□　 ¥54,700 ¥60,700 　5781138□　 ¥69,000 ¥76,400 　5781135□　 ¥74,100 ¥82,000
有孔ボード 　5781325□　 　5781331□　 　5781337□　 　5781343□　

W900×600用
ノーマル 　5781131□　 ¥54,900 ¥60,800 　5781128□　 ¥59,700 ¥66,100 　5781137□　 ¥79,000 ¥87,600 　5781134□　 ¥84,100 ¥93,200
有孔ボード 　5781326□　 　5781332□　 　5781338□　 　5781344□　

※□にはカラー番号をご指定下さい。（P69参照）


