
【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.com231

エスリーシステム Eシリーズ　ユニット什器　片面メッシュパネル仕様

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-M112FS

W625

　5450133□　 ¥18,900 ¥22,700 E6B-M112FC

W600

　5450134□　 ¥13,900 ¥16,700
350 404 E6B-M112HS 　5450135□　 ¥19,000 ¥22,800 E6B-M112HC 　5450136□　 ¥14,000 ¥16,700
400 454 E6B-M112JS 　5450137□　 ¥19,500 ¥23,400 E6B-M112JC 　5450138□　 ¥14,300 ¥17,100
450 504 E6B-M112KS 　5902170□　 ¥19,500 ¥23,400 E6B-M112KC 　5902171□　 ¥13,900 ¥16,700

H1350

300 354 E6B-M113FS 　5450139□　 ¥20,000 ¥23,900 E6B-M113FC 　5450140□　 ¥14,600 ¥17,500
350 404 E6B-M113HS 　5450141□　 ¥20,000 ¥24,000 E6B-M113HC 　5450142□　 ¥14,100 ¥17,600
400 454 E6B-M113JS 　5450143□　 ¥20,500 ¥24,600 E6B-M113JC 　5450144□　 ¥15,000 ¥18,000
450 504 E6B-M113KS 　5902172□　 ¥20,700 ¥24,800 E6B-M113KC 　5902173□　 ¥14,700 ¥17,600

H1500

300 354 E6B-M115FS 　5450145□　 ¥21,000 ¥25,200 E6B-M115FC 　5450146□　 ¥15,300 ¥18,400
350 404 E6B-M115HS 　5450147□　 ¥21,100 ¥25,300 E6B-M115HC 　5450148□　 ¥15,400 ¥18,500
400 454 E6B-M115JS 　5450149□　 ¥21,600 ¥25,900 E6B-M115JC 　5450150□　 ¥15,700 ¥18,900
450 504 E6B-M115KS 　5902174□　 ¥22,000 ¥26,400 E6B-M115KC 　5902175□　 ¥15,600 ¥18,700

H1800

350 404 E6B-M118HS 　5450151□　 ¥23,200 ¥27,800 E6B-M118HC 　5450152□　 ¥16,800 ¥20,200
400 454 E6B-M118JS 　5450153□　 ¥23,600 ¥28,400 E6B-M118JC 　5450154□　 ¥17,200 ¥20,700
450 504 E6B-M118KS 　5902176□　 ¥23,900 ¥28,700 E6B-M118KC 　5902177□　 ¥16,900 ¥20,300

※□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-M412FS

W1225

　5902186□　 ¥24,500 ¥29,400 E6B-M412FC

W1200

　5902187□　 ¥19,200 ¥23,000
350 404 E6B-M412HS 　5902188□　 ¥24,400 ¥29,200 E6B-M412HC 　5902189□　 ¥19,000 ¥22,800
400 454 E6B-M412JS 　5902190□　 ¥24,800 ¥29,800 E6B-M412JC 　5902191□　 ¥19,300 ¥23,200
450 504 E6B-M412KS 　5902192□　 ¥25,300 ¥30,400 E6B-M412KC 　5902193□　 ¥19,700 ¥23,600

H1350

300 354 E6B-M413FS 　5902194□　 ¥25,900 ¥31,100 E6B-M413FC 　5902195□　 ¥20,200 ¥24,300
350 404 E6B-M413HS 　5902196□　 ¥25,800 ¥31,000 E6B-M413HC 　5902197□　 ¥20,000 ¥24,000
400 454 E6B-M413JS 　5902198□　 ¥26,300 ¥31,600 E6B-M413JC 　5902199□　 ¥20,400 ¥24,500
450 504 E6B-M413KS 　5902200□　 ¥26,800 ¥32,100 E6B-M413KC 　5902201□　 ¥20,800 ¥24,900

H1500

300 354 E6B-M415FS 　5902202□　 ¥27,400 ¥32,900 E6B-M415FC 　5902203□　 ¥21,300 ¥25,600
350 404 E6B-M415HS 　5902204□　 ¥27,300 ¥32,800 E6B-M415HC 　5902205□　 ¥21,200 ¥25,400
400 454 E6B-M415JS 　5902206□　 ¥27,800 ¥33,400 E6B-M415JC 　5902207□　 ¥21,600 ¥25,900
450 504 E6B-M415KS 　5902208□　 ¥28,300 ¥34,000 E6B-M415KC 　5902209□　 ¥22,000 ¥26,400

H1800

350 404 E6B-M418HS 　5902210□　 ¥30,100 ¥36,100 E6B-M418HC 　5902211□　 ¥23,200 ¥27,900
400 454 E6B-M418JS 　5902212□　 ¥30,600 ¥36,800 E6B-M418JC 　5902213□　 ¥23,600 ¥28,400
450 504 E6B-M418KS 　5902214□　 ¥31,000 ¥37,200 E6B-M418KC 　5902215□　 ¥24,000 ¥28,800

※□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-M312FS

W925

　5450177□　 ¥21,800 ¥26,200 E6B-M312FC

W900

　5450178□　 ¥16,800 ¥20,100
350 404 E6B-M312HS 　5450179□　 ¥22,200 ¥26,600 E6B-M312HC 　5450180□　 ¥17,200 ¥20,600
400 454 E6B-M312JS 　5450181□　 ¥22,900 ¥27,500 E6B-M312JC 　5450182□　 ¥17,700 ¥21,300
450 504 E6B-M312KS 　5902178□　 ¥22,300 ¥26,800 E6B-M312KC 　5902179□　 ¥16,700 ¥20,000

H1350

300 354 E6B-M313FS 　5450183□　 ¥23,100 ¥27,700 E6B-M313FC 　5450184□　 ¥17,700 ¥21,300
350 404 E6B-M313HS 　5450185□　 ¥23,500 ¥28,200 E6B-M313HC 　5450186□　 ¥18,100 ¥21,800
400 454 E6B-M313JS 　5450187□　 ¥24,200 ¥29,000 E6B-M313JC 　5450188□　 ¥18,700 ¥22,400
450 504 E6B-M313KS 　5902180□　 ¥23,600 ¥28,400 E6B-M313KC 　5902181□　 ¥17,600 ¥21,200

H1500

300 354 E6B-M315FS 　5450189□　 ¥24,400 ¥29,200 E6B-M315FC 　5450190□　 ¥18,700 ¥22,400
350 404 E6B-M315HS 　5450191□　 ¥24,800 ¥29,700 E6B-M315HC 　5450192□　 ¥19,100 ¥22,900
400 454 E6B-M315JS 　5450193□　 ¥25,500 ¥30,600 E6B-M315JC 　5450194□　 ¥19,600 ¥23,600
450 504 E6B-M315KS 　5902182□　 ¥24,800 ¥29,800 E6B-M315KC 　5902183□　 ¥18,500 ¥22,200

H1800

350 404 E6B-M318HS 　5450195□　 ¥27,400 ¥32,900 E6B-M318HC 　5450196□　 ¥21,100 ¥25,300
400 454 E6B-M318JS 　5450197□　 ¥28,000 ¥33,600 E6B-M318JC 　5450198□　 ¥21,600 ¥25,900
450 504 E6B-M318KS 　5902184□　 ¥27,300 ¥32,800 E6B-M318KC 　5902185□　 ¥20,300 ¥24,400

※□にはカラー番号をご指定ください。

■Eシリーズ片面メッシュパネル仕様

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品（約1ヵ月）とな

ります。

片面基本型

ネットフック各種はP562へ

P562

掲載ページ

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

ネットパネル用のネットフック各種を
多数取扱っております。

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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