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塗装：片面塗装

背面シナベニヤ・背面プラベニヤ・背面ネット

部材名 仕様 Hサイズ（mm） 商品コード
参考価格

1：無塗装（NA）
塗装色（2～0）
※P97（参照）

背面シナベニヤ W900用
（W815×t5.5mm）

共通ユニット 下パネル用 315 　5832184□　 ¥2,800 ¥4,100
H1200 上パネル用 585 　5832185□　 ¥4,500 ¥6,900
H1350 上パネル用 735 　5832186□　 ¥6,100 ¥9,100
H1500 上パネル用 885 　5832187□　 ¥6,200 ¥9,800
H1650 上パネル用 1035 　5832188□　 ¥6,300 ¥10,500
H1800 上パネル用 1185 　5832189□　 ¥8,000 ¥12,800
H2100 上パネル用 1485 　5832190□　 ¥9,700 ¥15,800

背面シナベニヤ W1200用
（W1115×t5.5mm）

共通ユニット 下パネル用 315 　5832191□　 ¥2,900 ¥4,600
H1200 上パネル用 585 　5832192□　 ¥5,700 ¥8,900
H1350 上パネル用 735 　5832193□　 ¥7,300 ¥11,400
H1500 上パネル用 885 　5832194□　 ¥9,500 ¥14,400
H1650 上パネル用 1035 　5832195□　 ¥10,700 ¥16,400
H1800 上パネル用 1185 　5832196□　 ¥10,800 ¥17,400
H2100 上パネル用 1485 　5832197□　 ¥14,200 ¥22,500

背面プラベニヤ W900用　
乳白色

（W815×t5mm）

H1200 上パネル用 585 　5832198　 ¥2,000 －
H1350 上パネル用 735 　5832199　 ¥2,600 －
H1500 上パネル用 885 　5832200　 ¥2,700 －
H1650 上パネル用 1035 　5832201　 ¥2,800 －
H1800 上パネル用 1185 　5832202　 ¥3,500 －
H2100 上パネル用 1485 　5832203　 ¥4,700 －

背面プラベニヤ W1200用　
乳白色

（W1115×t5mm）

H1200 上パネル用 585 　5832204　 ¥2,700 －
H1350 上パネル用 735 　5832205　 ¥2,800 －
H1500 上パネル用 885 　5832206　 ¥3,000 －
H1650 上パネル用 1035 　5832207　 ¥3,900 －
H1800 上パネル用 1185 　5832208　 ¥4,100 －
H2100 上パネル用 1485 　5832209　 ¥5,200 －

背面ネット W900用
（W815×t6mm）

H1200 上パネル用 585 　5832210□　 － ¥11,200
H1350 上パネル用 735 　5832211□　 － ¥12,800
H1500 上パネル用 885 　5832212□　 － ¥14,400
H1650 上パネル用 1035 　5832213□　 － ¥16,200
H1800 上パネル用 1185 　5832214□　 － ¥17,400
H2100 上パネル用 1485 　5832215□　 － ¥21,200

背面ネット W1200用
（W1115×t6mm）

H1200 上パネル用 585 　5832216□　 － ¥14,000
H1350 上パネル用 735 　5832217□　 － ¥16,100
H1500 上パネル用 885 　5832218□　 － ¥18,100
H1650 上パネル用 1035 　5832219□　 － ¥21,800
H1800 上パネル用 1185 　5832220□　 － ¥22,100
H2100 上パネル用 1485 　5832221□　 － ¥26,000

※□にカラーをご指定ください。　※背面ネットの□カラーは　3：ブラウン　4：ホワイト　5：ブラックになります。
※下パネル用はフレーム連結材（中・下）の間に入ります。上パネル用はフレーム連結材（中・上）の間に入ります。

ストッカー・ストッカーサイドパネル
部材名 本体サイズ（mm） 商品コード

参考価格

1：無塗装（NA） 塗装色（2～0）
※P97（参照）

小　W900用 W780×D400×H250 　5832178□　 ¥19,500 ¥23,500
小　W1200用 W1080×D400×H250 　5832179□　 ¥23,000 ¥28,500
大　W900用 W780×D400×H450 　5832180□　 ¥21,000 ¥26,000
大　W1200用 W1080×D400×H450 　5832181□　 ¥26,000 ¥34,500
ストッカー小用サイドパネル W30×D370×H185 　5832182□　 ¥2,300 ¥3,400
ストッカー大用サイドパネル W30×D370×H385 　5832183□　 ¥3,800 ¥6,100
※□にカラーをご指定ください。

▼ストッカーサイドパネルは、L/T型フレーム脚部の溝に差込み棚板を乗せて使います。
　（ストッカーを収納するスペースを構成します）

 背面シナベニヤ&背面プラベニヤ（PP中空シート）&背面ネット

3：BR  ：ブラウン系
4：WH：ホワイト系
5：BK  ：ブラック系
※ネットパーツはP562へ

◆ストッカー（小）

◆ストッカー（大）

◆ストッカーサイドパネル（小）

背面シナベニヤ（片面貼・片面塗装）

背面プラベニヤ（PP中空シート）
乳白色のみ

背面ネット（t6/3φ 50×50ピッチ）

◆ストッカーサイドパネル（大）

ストッカー＆ストッカーサイドパネル
ストッカーサイドパネルを取り付けると重厚感のある什器に変身。（注）ストッカー上の棚板に、ビン類・缶詰類・その他の重量物を載

せる場合は、必ずストッカーサイドパネルをお使い下さい。

【マークについて】 　　　   別注可能  　    受注生産 ( カッコ内は目安納期 )　　   要組立　　　 国産　　   間伐材使用　　　     ロット　　　　   最小注文数　
　　       マークがついている商品は、別注が可能な商品です（ご希望に添えない場合もございます）。詳しくは巻末をご覧ください。
※基本的には本体のみの価格となります。使用イメージとして撮影備品や出力イメージなどが掲載されている場合がございますが、金額には含まれません。www.nigiwai-dougu.com101

Pラック Gシステム ─ ストッカー・背面パネル
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