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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

TAMOオーダーシェルフ

サイドフレーム　＊フレームのボルト穴の位置は、上下の端 75mmからはじまり50mm間隔です。
商品名 型番 高さ（mm）

無塗装仕上 クリア仕上 着色仕上
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

オープンタイプ

SA-240 2400 　5259001　 ¥18,000 　5259002　 ¥21,700 　5259003□　 ¥24,800
SA-210 2100 　5259004　 ¥15,000 　5259005　 ¥17,800 　5259006□　 ¥20,000
SA-180 1800 　5259007　 ¥13,500 　5259008　 ¥16,000 　5259009□　 ¥18,000
SA-150 1500 　5259010　 ¥12,000 　5259011　 ¥14,200 　5259012□　 ¥16,000
SA-120 1200 　5259013　 ¥9,800 　5259014　 ¥11,800 　5259015□　 ¥13,300
SA-090 900 　5259016　 ¥8,600 　5259017　 ¥10,300 　5259018□　 ¥11,500
SA-060 600 　5259020　 ¥6,800 　5259021　 ¥8,300 　5259022□　 ¥9,300

パネルタイプ

SB-240 2400 　5259023　 ¥25,900 　5259024　 ¥29,800 　5259025□　 ¥33,000
SB-210 2100 　5259026　 ¥21,200 　5259027　 ¥24,400 　5259028□　 ¥27,100
SB-180 1800 　5259029　 ¥19,500 　5259030　 ¥22,400 　5259031□　 ¥24,800
SB-150 1500 　5259032　 ¥17,800 　5259033　 ¥20,300 　5259034□　 ¥22,400
SB-120 1200 　5259035　 ¥15,000 　5259036　 ¥17,400 　5259037□　 ¥19,200
SB-090 900 　5259038　 ¥12,600 　5259039　 ¥14,500 　5259040□　 ¥16,000
SB-060 600 　5259041　 ¥10,300 　5259042　 ¥12,000 　5259043□　 ¥13,200

商品名 型番 間口幅（mm）
無塗装仕上 クリア仕上 着色仕上

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

平棚板
（奥行350mm）

SE-120 1200 　5259044　 ¥10,000 　5259045　 ¥11,200 　5259046□　 ¥12,600
SE-090 900 　5259047　 ¥8,900 　5259048　 ¥10,200 　5259049□　 ¥11,200
SE-075 750 　5259050　 ¥7,800 　5259051　 ¥9,000 　5259052□　 ¥10,000
SE-060 600 　5259053　 ¥6,900 　5259054　 ¥8,000 　5259055□　 ¥9,000
SE-045 450 　5259056　 ¥6,200 　5259057　 ¥7,100 　5259058□　 ¥8,100

デスク板
（奥行550mm）

ST-120 1200 　5259059　 ¥20,000 　5259060　 ¥23,200 　5259061□　 ¥26,200
ST-090 900 　5259062　 ¥17,800 　5259063　 ¥20,800 　5259064□　 ¥23,200
ST-075 750 　5259065　 ¥15,700 　5259066　 ¥18,400 　5259067□　 ¥20,600
ST-060 600 　5259068　 ¥13,500 　5259069　 ¥16,000 　5259070□　 ¥18,000
ST-045 450 　5259071　 ¥11,400 　5259072　 ¥13,800 　5259073□　 ¥15,400

引出し付棚板
（奥行350mm）

DD-090 900 　5259074　 ¥28.300 　5259075　 ¥33,200 　5259076□　 ¥36,900
DD-075 750 　5259077　 ¥24,700 　5259078　 ¥29,200 　5259079□　 ¥32,400
DD-060 600 　5259080　 ¥22,400 　5259081　 ¥26,500 　5259082□　 ¥29,800
DD-045 450 　5259083　 ¥20,900 　5259084　 ¥24,200 　5259085□　 ¥26,900

つっぱり棚板ユニット
（奥行350mm）

TE-120 1200 　5259086　 ¥20,000 　5259087　 ¥23,200 　5259088□　 ¥25,900
TE-090 900 　5259089　 ¥17,800 　5259090　 ¥20,800 　5259091□　 ¥23,200
TE-075 750 　5259092　 ¥15,700 　5259093　 ¥18,400 　5259094□　 ¥20,600
TE-060 600 　5259095　 ¥13,500 　5259096　 ¥16,000 　5259097□　 ¥18,000
TE-045 450 　5259098　 ¥11,400 　5259099　 ¥13,800 　5259100□　 ¥15,400

ふれ止め（大）

BS-312 1200 　5259101　 ¥8,000 　5259102　 ¥9,500 　5259103□　 ¥10,500
BS-390 900 　5259104　 ¥7,500 　5259105　 ¥8,900 　5259106□　 ¥10,000
BS-375 750 　5259107　 ¥7,100 　5259108　 ¥8,300 　5259109□　 ¥9,600
BS-360 600 　5259110　 ¥6,600 　5259111　 ¥7,800 　5259112□　 ¥9,200
BS-345 450 　5259113　 ¥6,200 　5259114　 ¥7,400 　5259115□　 ¥8,700

ふれ止め（小）

BS-212 1200 　5259116　 ¥6,500 　5259117　 ¥7,400 　5259118□　 ¥8,400
BS-290 900 　5259119　 ¥6,200 　5259120　 ¥7,100 　5259121□　 ¥8,100
BS-275 750 　5259122　 ¥5,900 　5259123　 ¥6,800 　5259124□　 ¥7,800
BS-260 600 　5259125　 ¥5,600 　5259126　 ¥6,500 　5259127□　 ¥7,500
BS-245 450 　5259128　 ¥5,300 　5259129　 ¥6,200 　5259130□　 ¥7,200

サイド棚板 SS-220 － 　5259131　 ¥3,500 　5259132　 ¥3,900 　5259133□　 ¥4,500
ブックエンド（2個セット） BE-250 － 　5259134　 ¥5,900 　5259135　 ¥6,600 　5259136□　 ¥7,800
ベースバー（1本） BB-050 － 　5259137　 ¥4,500 　5259138　 ¥5,300 　5259139□　 ¥6,000
※振れ止めの数は、P181の写真を参考にしてください。（1個の場合は棚全高において中央か少し上に入れてください）
※棚板1枚あたりの耐荷重は平均的な全面荷重で、SE-075の場合約85kgです。
※転倒防止のため、金具などで床や、壁に固定することをお勧め致します。

連結して同じ高さで、棚板、振れ止めを取り付けるときは、
長尺ボルト（ 　5259329　 ¥80）をお使いください。

棚板奥に高さ30mm、奥行20mmの板を取り付け可。
（加工費 　5259330　 ¥1,500）

■連結について ■こぼれ止め加工について

タモオーダーシェルフ の特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

サイドフレームの高さは、50mm単位でカット可能です。奥行カットは10mm単位で承ります。
棚板、ふれ止めのサイズカットは10mm単位で、間口は400～1190mmまで可。奥行は安全上問題
のないサイズまで可能です。
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