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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

Eシリーズ両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）。

エスリーシステム Eシリーズ　ユニット什器　両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

300 648 E6A-K112FS

W625

　5450067□　 ¥24,200 ¥29,000 E6A-K112FC

W600

　5450068□　 ¥17,200 ¥20,700
350 748 E6A-K112HS 　5450069□　 ¥24,400 ¥29,200 E6A-K112HC 　5450070□　 ¥17,400 ¥20,900
400 848 E6A-K112JS 　5450071□　 ¥25,300 ¥30,400 E6A-K112JC 　5450072□　 ¥18,100 ¥21,800
450 948 E6A-K112KS 　5902124□　 ¥25,200 ¥30,300 E6A-K112KC 　5902125□　 ¥17,600 ¥21,200

H1350

300 648 E6A-K113FS 　5450073□　 ¥25,100 ¥30,100 E6A-K113FC 　5450074□　 ¥17,800 ¥21,400
350 748 E6A-K113HS 　5450075□　 ¥25,200 ¥30,200 E6A-K113HC 　5450076□　 ¥17,900 ¥21,500
400 848 E6A-K113JS 　5450077□　 ¥26,100 ¥31,400 E6A-K113JC 　5450078□　 ¥18,600 ¥22,300
450 948 E6A-K113KS 　5902126□　 ¥26,200 ¥31,500 E6A-K113KC 　5902127□　 ¥18,300 ¥22,000

H1500

300 648 E6A-K115FS 　5450079□　 ¥26,000 ¥31,100 E6A-K115FC 　5450080□　 ¥18,400 ¥22,000
350 748 E6A-K115HS 　5450081□　 ¥26,000 ¥31,200 E6A-K115HC 　5450082□　 ¥18,400 ¥22,100
400 848 E6A-K115JS 　5450083□　 ¥27,000 ¥32,400 E6A-K115JC 　5450084□　 ¥19,200 ¥23,000
450 948 E6A-K115KS 　5902128□　 ¥27,200 ¥32,600 E6A-K115KC 　5902129□　 ¥18,800 ¥22,600

H1800

350 748 E6A-K118HS 　5450085□　 ¥27,700 ¥33,300 E6A-K118HC 　5450086□　 ¥19,500 ¥23,400
400 848 E6A-K118JS 　5450087□　 ¥28,700 ¥34,400 E6A-K118JC 　5450088□　 ¥20,200 ¥24,200
450 948 E6A-K118KS 　5902130□　 ¥29,000 ¥34,800 E6A-K118KC 　5902131□　 ¥20,100 ¥24,100

※□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

300 648 E6A-K412FS

W1225

　5902140□　 ¥30,800 ¥37,000 E6A-K412FC

W1200

　5902141□　 ¥23,900 ¥28,700 
350 748 E6A-K412HS 　5902142□　 ¥30,700 ¥36,800 E6A-K412HC 　5902143□　 ¥23,600 ¥28,300 
400 848 E6A-K412JS 　5902144□　 ¥31,600 ¥38,000 E6A-K412JC 　5902145□　 ¥24,300 ¥29,200 
450 948 E6A-K412KS 　5902146□　 ¥32,500 ¥39,000 E6A-K412KC 　5902147□　 ¥25,000 ¥30,000 

H1350

300 648 E6A-K413FS 　5902148□　 ¥32,100 ¥38,500 E6A-K413FC 　5902149□　 ¥24,800 ¥29,700 
350 748 E6A-K413HS 　5902150□　 ¥31,900 ¥38,300 E6A-K413HC 　5902151□　 ¥24,400 ¥29,200 
400 848 E6A-K413JS 　5902152□　 ¥32,800 ¥39,400 E6A-K413JC 　5902153□　 ¥25,100 ¥30,100 
450 948 E6A-K413KS 　5902154□　 ¥33,800 ¥40,600 E6A-K413KC 　5902155□　 ¥25,900 ¥31,100 

H1500

300 648 E6A-K415FS 　5902156□　 ¥33,300 ¥40,000 E6A-K415FC 　5902157□　 ¥25,600 ¥30,700 
350 748 E6A-K415HS 　5902158□　 ¥33,100 ¥39,700 E6A-K415HC 　5902159□　 ¥25,200 ¥30,300 
400 848 E6A-K415JS 　5902160□　 ¥34,000 ¥40,800 E6A-K415JC 　5902161□　 ¥26,000 ¥31,200 
450 948 E6A-K415KS 　5902162□　 ¥35,000 ¥42,000 E6A-K415KC 　5902163□　 ¥26,700 ¥32,000 

H1800

350 748 E6A-K418HS 　5902164□　 ¥35,300 ¥42,400 E6A-K418HC 　5902165□　 ¥26,800 ¥32,100 
400 848 E6A-K418JS 　5902166□　 ¥36,300 ¥43,600 E6A-K418JC 　5902167□　 ¥27,600 ¥33,100 
450 948 E6A-K418KS 　5902168□　 ¥37,200 ¥44,700 E6A-K418KC 　5902169 □　 ¥28,300 ¥34,000 

※□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

300 648 E6A-K312FS

W925

　5450111□　 ¥27,200 ¥32,600 E6A-K312FC

W900

　5450112□　 ¥20,200 ¥24,200
350 748 E6A-K312HS 　5450113□　 ¥28,000 ¥33,500 E6A-K312HC 　5450114□　 ¥21,000 ¥25,200
400 848 E6A-K312JS 　5450115□　 ¥29,200 ¥35,100 E6A-K312JC 　5450116□　 ¥22,000 ¥26,400
450 948 E6A-K312KS 　5902132□　 ¥29,500 ¥35,400 E6A-K312KC 　5902133□　 ¥22,000 ¥26,400

H1350

300 648 E6A-K313FS 　5450117□　 ¥28,100 ¥33,800 E6A-K313FC 　5450118□　 ¥20,800 ¥25,000
350 748 E6A-K313HS 　5450119□　 ¥28,900 ¥34,700 E6A-K313HC 　5450120□　 ¥21,600 ¥26,000
400 848 E6A-K313JS 　5450121□　 ¥30,200 ¥36,200 E6A-K313JC 　5450122□　 ¥22,700 ¥27,200
450 948 E6A-K313KS 　5902134□　 ¥30,100 ¥36,100 E6A-K313KC 　5902135□　 ¥22,200 ¥26,700

H1500

300 648 E6A-K315FS 　5450123□　 ¥29,100 ¥34,900 E6A-K315FC 　5450124□　 ¥21,500 ¥25,800
350 748 E6A-K315HS 　5450125□　 ¥29,900 ¥35,900 E6A-K315HC 　5450126□　 ¥22,300 ¥26,700
400 848 E6A-K315JS 　5450127□　 ¥31,200 ¥37,400 E6A-K315JC 　5450128□　 ¥23,300 ¥28,000
450 948 E6A-K315KS 　5902136□　 ¥31,200 ¥37,500 E6A-K315KC 　5902137□　 ¥23,000 ¥27,600

H1800

350 748 E6A-K318HS 　5450129□　 ¥31,800 ¥38,200 E6A-K318HC 　5450130□　 ¥23,600 ¥28,300
400 848 E6A-K318JS 　5450131□　 ¥33,100 ¥39,700 E6A-K318JC 　5450132□　 ¥24,600 ¥29,500
450 948 E6A-K318KS 　5902138□　 ¥33,300 ¥40,000 E6A-K318KC 　5902139□　 ¥24,400 ¥29,200

※□にはカラー番号をご指定ください。

■Eシリーズ両面シングルボード

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）

両面基本型
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