
【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.com229

エスリーシステム Eシリーズ　ユニット什器　片面シングルボード仕様

150

間口600 単体 連結

高さ 棚寸 外寸 型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 1：ホワイト 2：ブラック　3：シルバー

H1200

300 354 E6B-K112FS

W625

　5450001□　 ¥17,200 ¥20,600 E6B-K112FC

W600

　5450002□　 ¥12,100 ¥14,600
350 404 E6B-K112HS 　5450003□　 ¥17,200 ¥20,600 E6B-K112HC 　5450004□　 ¥12,100 ¥14,600
400 454 E6B-K112JS 　5450005□　 ¥17,700 ¥21,300 E6B-K112JC 　5450006□　 ¥12,500 ¥15,000
450 504 E6B-K112KS 　5902078□　 ¥17,900 ¥21,500 E6B-K112KC 　5902079□　 ¥12,400 ¥14,800

H1350

300 354 E6B-K113FS 　5450007□　 ¥18,000 ¥21,500 E6B-K113FC 　5450008□　 ¥12,600 ¥15,100
350 404 E6B-K113HS 　5450009□　 ¥18,000 ¥21,600 E6B-K113HC 　5450010□　 ¥12,700 ¥15,200
400 454 E6B-K113JS 　5450011□　 ¥18,500 ¥22,200 E6B-K113JC 　5450012□　 ¥13,000 ¥15,600
450 504 E6B-K113KS 　5902080□　 ¥18,800 ¥22,600 E6B-K113KC 　5902081□　 ¥13,000 ¥15,600

H1500

300 354 E6B-K115FS 　5450013□　 ¥18,800 ¥22,600 E6B-K115FC 　5450014□　 ¥13,200 ¥15,800
350 404 E6B-K115HS 　5450015□　 ¥18,900 ¥22,700 E6B-K115HC 　5450016□　 ¥13,200 ¥15,900
400 454 E6B-K115JS 　5450017□　 ¥19,400 ¥23,300 E6B-K115JC 　5450018□　 ¥13,600 ¥16,300
450 504 E6B-K115KS 　5902082□　 ¥19,800 ¥23,800 E6B-K115KC 　5902083□　 ¥13,600 ¥16,300

H1800

350 404 E6B-K118HS 　5450019□　 ¥20,600 ¥24,700 E6B-K118HC 　5450020□　 ¥14,300 ¥17,100
400 454 E6B-K118JS 　5450021□　 ¥21,100 ¥25,300 E6B-K118JC 　5450022□　 ¥14,600 ¥17,500
450 504 E6B-K118KS 　5902084□　 ¥21,600 ¥26,000 E6B-K118KC 　5902085□　 ¥14,800 ¥17,700

※□にはカラー番号をご指定ください。

間口1200 単体 連結

高さ 棚寸 外寸 型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 1：ホワイト 2：ブラック　3：シルバー

H1200

300 354 E6B-K412FS

W1225

　5902094□　 ¥21,900 ¥26,300 E6B-K412FC

W1200

　5902095□　 ¥16,700 ¥20,000
350 404 E6B-K412HS 　5902096□　 ¥21,700 ¥26,000 E6B-K412HC 　5902097□　 ¥16,400 ¥19,700
400 454 E6B-K412JS 　5902098□　 ¥22,200 ¥26,700 E6B-K412JC 　5902099□　 ¥16,800 ¥20,200
450 504 E6B-K412KS 　5902100□　 ¥22,700 ¥27,200 E6B-K412KC 　5902101□　 ¥17,200 ¥20,600

H1350

300 354 E6B-K413FS 　5902102□　 ¥23,100 ¥27,700 E6B-K413FC 　5902103□　 ¥17,500 ¥21,000
350 404 E6B-K413HS 　5902104□　 ¥23,000 ¥27,600 E6B-K413HC 　5902105□　 ¥17,300 ¥20,800
400 454 E6B-K413JS 　5902106□　 ¥23,400 ¥28,100 E6B-K413JC 　5902107□　 ¥17,600 ¥21,200
450 504 E6B-K413KS 　5902108□　 ¥23,900 ¥28,700 E6B-K413KC 　5902109□　 ¥18,000 ¥21,600

H1500

300 354 E6B-K415FS 　5902110□　 ¥24,300 ¥29,200 E6B-K415FC 　5902111□　 ¥18,300 ¥22,000
350 404 E6B-K415HS 　5902112□　 ¥24,200 ¥29,100 E6B-K415HC 　5902113□　 ¥18,100 ¥21,700
400 454 E6B-K415JS 　5902114□　 ¥24,700 ¥29,600 E6B-K415JC 　5902115□　 ¥18,500 ¥22,200
450 504 E6B-K415KS 　5902116□　 ¥25,100 ¥30,100 E6B-K415KC 　5902117□　 ¥18,800 ¥22,600

H1800

350 404 E6B-K418HS 　5902118□　 ¥26,400 ¥31,700 E6B-K418HC 　5902119□　 ¥19,700 ¥23,600
400 454 E6B-K418JS 　5902120□　 ¥26,800 ¥32,200 E6B-K418JC 　5902121□　 ¥20,100 ¥24,100
450 504 E6B-K418KS 　5902122□　 ¥27,300 ¥32,800 E6B-K418KC 　5902123□　 ¥20,400 ¥24,500

※□にはカラー番号をご指定ください。

間口900 単体 連結

高さ 棚寸 外寸 型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

型番 幅（外寸） 商品コード
参考価格

1：ホワイト 2：ブラック  3：シルバー 1：ホワイト 2：ブラック　3：シルバー

H1200

300 354 E6B-K312FS

W925

　5450045□　 ¥19,200 ¥23,000 E6B-K312FC

W900

　5450046□　 ¥14,100 ¥17,000
350 404 E6B-K312HS 　5450047□　 ¥19,600 ¥23,500 E6B-K312HC 　5450048□　 ¥14,500 ¥17,400
400 454 E6B-K312JS 　5450049□　 ¥20,200 ¥24,200 E6B-K312JC 　5450050□　 ¥15,000 ¥18,000
450 504 E6B-K312KS 　5902086□　 ¥20,800 ¥24,900 E6B-K312KC 　5902087□　 ¥15,200 ¥18,300

H1350

300 354 E6B-K313FS 　5450051□　 ¥20,100 ¥24,200 E6B-K313FC 　5450052□　 ¥14,800 ¥17,700
350 404 E6B-K313HS 　5450053□　 ¥20,500 ¥24,600 E6B-K313HC 　5450054□　 ¥15,200 ¥18,200
400 454 E6B-K313JS 　5450055□　 ¥21,200 ¥25,400 E6B-K313JC 　5450056□　 ¥15,600 ¥18,800
450 504 E6B-K313KS 　5902088□　 ¥21,400 ¥25,700 E6B-K313KC 　5902089□　 ¥15,600 ¥18,700

H1500

300 354 E6B-K315FS 　5450057□　 ¥21,100 ¥25,300 E6B-K315FC 　5450058□　 ¥15,400 ¥18,500
350 404 E6B-K315HS 　5450059□　 ¥21,500 ¥25,800 E6B-K315HC 　5450060□　 ¥15,800 ¥19,000
400 454 E6B-K315JS 　5450061□　 ¥22,100 ¥26,600 E6B-K315JC 　5450062□　 ¥16,300 ¥19,500
450 504 E6B-K315KS 　5902090□　 ¥22,500 ¥27,000 E6B-K315KC 　5902091□　 ¥16,300 ¥19,600

H1800

350 404 E6B-K318HS 　5450063□　 ¥23,400 ¥28,100 E6B-K318HC 　5450064□　 ¥17,100 ¥20,500
400 454 E6B-K318JS 　5450065□　 ¥24,000 ¥28,800 E6B-K318JC 　5450066□　 ¥17,600 ¥21,100
450 504 E6B-K318KS 　5902092□　 ¥24,500 ¥29,400 E6B-K318KC 　5902093□　 ¥17,600 ¥21,200

※□にはカラー番号をご指定ください。

■Eシリーズ片面シングルボード

ベース高さ 150mm
（アジャスター含む）

本体カラー　
1：ホワイト　2：ブラック　3：シルバー
※ブラックとシルバーは受注生産品（約1ヵ月）

となります。
※ボードカラーはいずれもホワイト（P228写真

参照）となります。（別色対応可）

片面基本型

Eシリーズ片面シングルボードのカタログ掲載外サイズ・特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

上記以外にW750・H2100〜 2400・棚D500〜 900に対応可能です。
※サイズによっては支柱の太さが変わります。規格外寸法や規格外カラーにも対応可能です（条件によってはご希望にそえない場合もございます）。
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