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エスリーシステム Eシリーズ・Nシリーズ共用パーツ

参考価格

型番 W D 商品コード 1.ホワイト 2.ブラック・3.シルバー 4.生地クリア

EO-RL125

600

250 　5450484□　 ¥2,700 ¥3,300 ¥3,900
EO-RL130 300 　5450485□　 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,900
EO-RL135 350 　5450486□　 ¥3,100 ¥3,700 ¥4,300
EO-RL140 400 　5450487□　 ¥3,400 ¥4,200 ¥4,900
EO-RL145 450 　5450488□　 ¥3,700 ¥4,500 ¥5,200
EO-RL225

750

250 　5450489□　 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,900
EO-RL230 300 　5450490□　 ¥3,100 ¥3,700 ¥3,900
EO-RL235 350 　5450491□　 ¥3,400 ¥4,100 ¥4,300
EO-RL240 400 　5450492□　 ¥3,700 ¥4,500 ¥4,900
EO-RL245 450 　5450493□　 ¥4,000 ¥4,700 ¥5,200
EO-RL325

900

250 　5450494□　 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,000
EO-RL330 300 　5450495□　 ¥3,200 ¥3,800 ¥4,100
EO-RL335 350 　5450496□　 ¥3,500 ¥4,200 ¥4,500
EO-RL340 400 　5450497□　 ¥3,900 ¥4,700 ¥5,100
EO-RL345 450 　5450498□　 ¥4,300 ¥5,100 ¥5,400
EO-RL425

1200

250 　5902320□　 ¥3,700 ¥4,400 ¥5,200
EO-RL430 300 　5902321□　 ¥3,900 ¥4,700 ¥5,400
EO-RL435 350 　5902322□　 ¥4,200 ¥5,100 ¥5,900
EO-RL440 400 　5902323□　 ¥4,700 ¥5,600 ¥6,600
EO-RL445 450 　5902324□　 ¥5,100 ¥6,100 ¥7,100
※□にはカラー番号をご指定ください。

参考価格
型番 W D 商品コード 1.ホワイト 2.ブラック・3.シルバー 4.生地クリア

EO-RM115

600

150 　5450508□　 ¥2,500 ¥3,100 ¥3,600
EO-RM120 200 　5450509□　 ¥2,500 ¥3,400 ¥4,000
EO-RM125 250 　5450510□　 ¥2,500 ¥3,400 ¥4,000
EO-RM130 300 　5450511□　 ¥2,700 ¥3,500 ¥4,100
EO-RM135 350 　5450512□　 ¥2,900 ¥3,800 ¥4,400
EO-RM215

750

150 　5450513□　 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,600
EO-RM220 200 　5450514□　 ¥2,800 ¥3,400 ¥4,000
EO-RM225 250 　5450515□　 ¥2,900 ¥3,400 ¥4,000
EO-RM230 300 　5450516□　 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,100
EO-RM235 350 　5450517□　 ¥3,200 ¥3,800 ¥4,400

参考価格
型番 W D 商品コード 1.ホワイト 2.ブラック・3.シルバー 4.生地クリア

EO-RM315

900

150 　5450518□　 ¥3,000 ¥3,600 ¥3,900
EO-RM320 200 　5450519□　 ¥3,200 ¥3,800 ¥4,100
EO-RM325 250 　5450520□　 ¥3,100 ¥3,700 ¥4,100
EO-RM330 300 　5450521□　 ¥3,300 ¥4,000 ¥4,200
EO-RM335 350 　5450522□　 ¥3,600 ¥4,400 ¥4,600
EO-RM415

1200

150 　5902328□　 ¥3,700 ¥4,400 ¥5,400
EO-RM420 200 　5902329□　 ¥3,800 ¥4,600 ¥5,500
EO-RM425 250 　5902330□　 ¥3,800 ¥4,600 ¥5,500
EO-RM430 300 　5902331□　 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,800
EO-RM435 350 　5902332□　 ¥4,400 ¥5,200 ¥6,300
※□にはカラー番号をご指定ください。

参考価格
型番 W D 商品コード 1.ホワイト 2.ブラック・3.シルバー 4.生地クリア

NO-RRL125N

600

250 　5450499□　 ¥2,800 ¥4,000 ¥4,800
NO-RRL130N 300 　5450500□　 ¥3,000 ¥4,100 ¥4,900
NO-RRL135N 350 　5450501□　 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,400
NO-RRL140N 400 　5902526□　 ¥4,400 ¥5,200 ¥6,300
NO-RRL145N 450 　5902527□　 ¥4,700 ¥5,600 ¥6,800
NO-RRL225N

750

250 　5450502□　 ¥3,200 ¥4,000 ¥4,800
NO-RRL230N 300 　5450503□　 ¥3,400 ¥4,100 ¥4,900
NO-RRL235N 350 　5450504□　 ¥3,600 ¥4,500 ¥5,400
※□にはカラー番号をご指定ください。

参考価格
型番 W D 商品コード 1.ホワイト 2.ブラック・3.シルバー 4.生地クリア

NO-RRL325N

900

250 　5450505□　 ¥3,500 ¥4,400 ¥5,300
NO-RRL330N 300 　5450506□　 ¥3,600 ¥4,500 ¥5,400
NO-RRL335N 350 　5450507□　 ¥3,900 ¥4,800 ¥5,900
NO-RRL340N 400 　5902528□　 ¥4,800 ¥5,700 ¥6,900
NO-RRL345N 450 　5902529□　 ¥5,100 ¥6,100 ¥7,400
NO-RRL425N

1200

250 　5902325□　 ¥4,300 ¥5,200 ¥6,200
NO-RRL430N 300 　5902326□　 ¥4,400 ¥5,300 ¥6,500
NO-RRL435N 350 　5902327□　 ¥4,800 ¥5,700 ¥6,900
NO-RRL440N 400 　5902530□　 ¥5,700 ¥6,800 ¥8,300
NO-RRL445N 450 　5902531□　 ¥6,100 ¥7,300 ¥8,900

●�厚さ15mmの薄棚で有効なフェイス構成ができます。　●�2爪ブラケット（D225以下）　●�3爪2段ブラケット（D225以上）

■スチール棚セット（3爪2段ブラケット付）

■R付棚セット（3爪2段ブラケット付）

■薄棚セット

棚セット（ブラケットと棚のセット）

15°で2段階調整可能

本体カラー　1：ホワイト　2：ブラック　3：シルバー　4：生地クリア

本体カラー　1：ホワイト　2：ブラック　
3：シルバー　4：生地クリア

本体カラー　1：ホワイト　2：ブラック　
3：シルバー　4：生地クリア

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）

（ホワイト：2W／ブラック＆シルバー：1M／生地クリア：1.5M）
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