
【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.com155
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Ferplus ニュートラルモード

■本体セット

W D H

色種別 生地クリア メラミン焼付塗装 ユニクロメッキ 色種別 粉体塗装１コート 粉体塗装２コート

□ 1:基本ユニット 2:追加ユニット 3:基本ユニット 4:追加ユニット 5:基本ユニット 6:追加ユニット □ 1:基本ユニット 2:追加ユニット 3:基本ユニット 4:追加ユニット

□ 　1:生地クリア 1:黒艶消　　2:白艶消 1:ユニクロ　　2:ユニクロHL □ 1~0（P2参照） 1~0（P2参照）

900

600

1800 　581300□□　 ¥98,000 ¥63,000 ¥106,000 ¥68,000 ¥107,000 ¥68,000 　 581318□□　 ¥136,000 ¥88,000 ¥159,000 ¥102,000
1500 　581301□□　 ¥94,000 ¥60,000 ¥102,000 ¥65,000 ¥102,000 ¥65,000 　581319□□　 ¥132,000 ¥85,000 ¥155,000 ¥100,000
1200 　581302□□　 ¥90,000 ¥57,000 ¥95,000 ¥61,000 ¥94,000 ¥61,000 　581320□□　 ¥128,000 ¥83,000 ¥151,000 ¥98,000

440

1800 　581303□□　 ¥98,000 ¥63,000 ¥106,000 ¥68,000 ¥107,000 ¥68,000 　581321□□　 ¥133,000 ¥86,000 ¥156,000 ¥100,000
1500 　581304□□　 ¥94,000 ¥60,000 ¥102,000 ¥65,000 ¥102,000 ¥65,000 　581322□□　 ¥129,000 ¥84,000 ¥152,000 ¥99,000
1200 　581305□□　 ¥90,000 ¥57,000 ¥95,000 ¥61,000 ¥94,000 ¥61,000 　581323□□　 ¥125,000 ¥82,000 ¥149,000 ¥97,000

290

1800 　581306□□　 ¥98,000 ¥63,000 ¥106,000 ¥68,000 ¥107,000 ¥68,000 　581324□□　 ¥130,000 ¥85,000 ¥153,000 ¥99,000
1500 　581307□□　 ¥94,000 ¥60,000 ¥102,000 ¥65,000 ¥102,000 ¥65,000 　581325□□　 ¥127,000 ¥83,000 ¥150,000 ¥97,000
1200 　581308□□　 ¥90,000 ¥57,000 ¥95,000 ¥61,000 ¥94,000 ¥61,000 　581326□□　 ¥124,000 ¥81,000 ¥147,000 ¥96,000

600

600

1800 　581309□□　 ¥96,000 ¥61,000 ¥105,000 ¥67,000 ¥106,000 ¥67,000 　581327□□　 ¥135,000 ¥86,000 ¥158,000 ¥101,000
1500 　581310□□　 ¥92,000 ¥58,000 ¥101,000 ¥63,000 ¥101,000 ¥65,000 　581328□□　 ¥131,000 ¥84,000 ¥154,000 ¥99,000
1200 　581311□□　 ¥87,000 ¥54,000 ¥94,000 ¥60,000 ¥93,000 ¥60,000 　581329□□　 ¥126,000 ¥82,000 ¥149,000 ¥97,000

440

1800 　581312□□　 ¥96,000 ¥61,000 ¥105,000 ¥67,000 ¥106,000 ¥67,000 　581330□□　 ¥132,000 ¥85,000 ¥155,000 ¥99,000
1500 　581313□□　 ¥92,000 ¥58,000 ¥101,000 ¥63,000 ¥101,000 ¥65,000 　581331□□　 ¥128,000 ¥83,000 ¥151,000 ¥97,000
1200 　581314□□　 ¥87,000 ¥54,000 ¥94,000 ¥60,000 ¥93,000 ¥60,000 　581332□□　 ¥124,000 ¥81,000 ¥147,000 ¥96,000

290

1800 　581315□□　 ¥96,000 ¥61,000 ¥105,000 ¥67,000 ¥106,000 ¥67,000 　581333□□　 ¥129,000 ¥84,000 ¥152,000 ¥98,000
1500 　581316□□　 ¥92,000 ¥58,000 ¥101,000 ¥63,000 ¥101,000 ¥65,000 　581334□□　 ¥126,000 ¥82,000 ¥149,000 ¥96,000
1200 　581317□□　 ¥87,000 ¥54,000 ¥94,000 ¥60,000 ¥93,000 ¥60,000 　581335□□　 ¥123,000 ¥80,000 ¥145,000 ¥95,000

■木棚＋ ELS-12 ×4（P156掲載）

■ずれ止め付天板兼ステージ棚板

※別途要クロスブレイス（P154参照）
※W900（内寸850mm）／W600（内寸550mm）/フレーム25角
※カラーはP154掲載

■ストッカー

W D 商品コード 1: 無塗装 2:クリア 3~5: オイルステン 6~0: シャビー仕上

900
600用 　5781222□　 ¥9,600 ¥10,300 ¥11,400 ¥12,700
440用 　5781223□　 ¥7,200 ¥7,600 ¥8,500 ¥9,400
290用 　5781224□　 ¥5,200 ¥5,600 ¥6,300 ¥6,900

600
600用 　5781225□　 ¥7,200 ¥7,600 ¥8,500 ¥9,400
440用 　5781226□　 ¥5,200 ¥5,600 ¥6,300 ¥6,900
290用 　5781227□　 ¥3,400 ¥3,600 ¥4,000 ¥4,500

※□にはカラー番号をご指定下さい(右記カラーサンプル参照）。

3：ウォルナット

2：クリア

1：無塗装

4：パリサンダー

5：ブラック

8：シャビーライトブラウン

７：シャビークラウド

6：シャビー
　ナチュラルホワイト

9：シャビーダークブラウン

0：シャビー
　チャコールブラック

B-Slopeカラーサンプル

W D 商品コード 1: 無塗装 2:クリア 3~5: オイルステン 6~0: シャビー仕上

900
600用 　5781216□　 ¥10,300 ¥10,900 ¥12,300 ¥13,600
440用 　5781217□　 ¥7,800 ¥8,500 ¥9,400 ¥10,500
290用 　5781218□　 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,200 ¥8,000

600
600用 　5781219□　 ¥7,800 ¥8,500 ¥9,400 ¥10,500
440用 　5781220□　 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,200 ¥8,000
290用 　5781221□　 ¥4,000 ¥4,300 ¥4,900 ¥5,400

※□にはカラー番号をご指定下さい(右記カラーサンプル参照）。

W D 商品コード 1: 無塗装 2:クリア 3~5: オイルステン 6~0:シャビー仕上

900
600用 　5781228□　 ¥33,400 ¥35,600 ¥40,000 ¥44,500
440用 　5781229□　 ¥24,000 ¥25,600 ¥28,900 ¥32,000
290用 　5781230□　 ¥18,500 ¥19,800 ¥22,300 ¥24,500

600
600用 　5781231□　 ¥24,000 ¥25,600 ¥28,900 ¥32,000
440用 　5781232□　 ¥18,500 ¥19,800 ¥22,300 ¥24,700
290用 　5781233□　 ¥16,700 ¥17,800 ¥20,000 ¥22,300

※□にはカラー番号をご指定下さい (上記カラーサンプル参照）。

W D H

色種別 メッキ

□ 1:基本ユニット 2:追加ユニット 3:基本ユニット 4:追加ユニット 5:基本ユニット 6:追加ユニット 7:基本ユニット 8:追加ユニット 9:基本ユニット 0:追加ユニット

□ 　1:クローム 1:古美色艶有　　2:古美色艶消
3:クロームHL 

ホワイトブロンズ　5:艶有　6:艶消
ブロンズ　　　   　3:艶有　4:艶消

1:ゴールド
2:シャンパンゴールド

1:ゴールドHL
2:シャンパンゴールドHL

900

600

1800 　581336□□　 ¥138,000 ¥83,000 ¥165,000 ¥101,000 ¥189,000 ¥114,000 ¥206,000 ¥121,000 ¥240,000 ¥149,000
1500 　581337□□　 ¥127,000 ¥77,000 ¥152,000 ¥95,000 ¥169,000 ¥110,000 ¥186,000 ¥113,000 ¥216,000 ¥138,000
1200 　581338□□　 ¥123,000 ¥74,000 ¥139,000 ¥86,000 ¥154,000 ¥101,000 ¥166,000 ¥108,000 ¥194,000 ¥127,000

440

1800 　581339□□　 ¥123,000 ¥77,000 ¥143,000 ¥90,000 ¥162,000 ¥101,000 ¥175,000 ¥108,000 ¥203,000 ¥127,000
1500 　581340□□　 ¥114,000 ¥70,000 ¥136,000 ¥86,000 ¥149,000 ¥97,000 ¥160,000 ¥100,000 ¥186,000 ¥121,000
1200 　581341□□　 ¥109,000 ¥68,000 ¥125,000 ¥79,000 ¥136,000 ¥92,000 ¥145,000 ¥95,000 ¥168,000 ¥112,000

290

1800 　581342□□　 ¥109,000 ¥70,000 ¥128,000 ¥82,000 ¥140,000 ¥92,000 ¥147,000 ¥95,000 ¥171,000 ¥112,000
1500 　581343□□　 ¥105,000 ¥63,000 ¥121,000 ¥78,000 ¥129,000 ¥88,000 ¥139,000 ¥87,000 ¥158,000 ¥106,000
1200 　581344□□　 ¥101,000 ¥61,000 ¥112,000 ¥74,000 ¥121,000 ¥83,000 ¥126,000 ¥82,000 ¥145,000 ¥99,000

600

600

1800 　581345□□　 ¥140,000 ¥85,000 ¥160,000 ¥97,000 ¥181,000 ¥106,000 ¥198,000 ¥113,000 ¥230,000 ¥139,000
1500 　581346□□　 ¥129,000 ¥78,000 ¥147,000 ¥90,000 ¥161,000 ¥102,000 ¥178,000 ¥105,000 ¥206,000 ¥128,000
1200 　581347□□　 ¥124,000 ¥76,000 ¥134,000 ¥81,000 ¥146,000 ¥93,000 ¥158,000 ¥100,000 ¥184,000 ¥117,000

440

1800 　581348□□　 ¥124,000 ¥78,000 ¥138,000 ¥86,000 ¥154,000 ¥93,000 ¥168,000 ¥100,000 ¥193,000 ¥117,000
1500 　581349□□　 ¥115,000 ¥72,000 ¥132,000 ¥81,000 ¥141,000 ¥89,000 ¥152,000 ¥92,000 ¥175,000 ¥110,000
1200 　581350□□　 ¥111,000 ¥69,000 ¥121,000 ¥75,000 ¥128,000 ¥84,000 ¥137,000 ¥88,000 ¥158,000 ¥102,000

290

1800 　581351□□　 ¥111,000 ¥72,000 ¥123,000 ¥77,000 ¥133,000 ¥84,000 ¥139,000 ¥88,000 ¥160,000 ¥102,000
1500 　581352□□　 ¥107,000 ¥65,000 ¥116,000 ¥74,000 ¥122,000 ¥80,000 ¥131,000 ¥79,000 ¥147,000 ¥95,000
1200 　581353□□　 ¥102,000 ¥63,000 ¥108,000 ¥69,000 ¥113,000 ¥75,000 ¥118,000 ¥75,000 ¥134,000 ¥89,000

※□には「色種別」＆「基本or追加ユニット」／□には「カラー番号」をご指定下さい。（例）色種別「メッキ」・基本ユニット・ゴ－ルドの場合…5×××××□□

■オイルステン

■シャビー仕上

7 1

（2W～3W）

（2W～3W）

（2W～3W）
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