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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
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型番 奥行 商品コード 参考価格

334-37 　30 　57307061　 ¥1,820
550-81 　50 　57307081　 ¥1,990
550-82 100 　57307091　 ¥2,320
550-83 150 　57307101　 ¥2,430
550-84 200 　57307111　 ¥2,700

型番 奥行 商品コード 参考価格

334-36 　30 　57307121　 ¥1,820
550-71 　50 　57307131　 ¥1,840
550-72 100 　57307141　 ¥2,190
550-73 150 　57307151　 ¥2,300
550-74 200 　57307161　 ¥2,590

型番 奥行 商品コード 参考価格

334-35 　30 　57307171　 ¥1,820
550-61 　50 　57307181　 ¥1,840
550-62 100 　57307191　 ¥2,190
550-63 150 　57307201　 ¥2,300
550-64 200 　57307211　 ¥2,590
550-65 250 　57307221　 ¥2,750
550-66 300 　57307231　 ¥2,880
550-80 350 　57307241　 ¥3,100
3873 400 　57307251　 ¥3,320
3877 450 　57307261　 ¥3,450

型番 奥行 商品コード 参考価格

334-38 　30 　5903418　 ¥2,210
550-51 　50 　5903419　 ¥2,340
550-52 100 　5903420　 ¥2,660
550-53 150 　5903421　 ¥2,780
550-54 200 　5903422　 ¥3,040
550-55 250 　5903423　 ¥3,190
550-56 300 　5903424　 ¥3,320
550-77 350 　5903425　 ¥3,680
3870 400 　5903426　 ¥4,040
3874 450 　5903427　 ¥4,180

型番 高さ 商品コード 参考価格

540-56 100 　5730730　 ¥3,770
539-09 150 　5730731　 ¥3,770
539-10 200 　5730732　 ¥3,900

型番 高さ 商品コード 参考価格

540-55 100 　5730733　 ¥3,490
539-05 150 　5730734　 ¥3,490
539-06 200 　5730735　 ¥3,630

型番 高さ 商品コード 参考価格

540-57 100 　5903428　 ¥4,040
539-03 150 　5903429　 ¥4,040
539-04 200 　5903430　 ¥4,180

型番 高さ 商品コード 参考価格

540-54 100 　5730736　 ¥3,350
539-01 150 　5730737　 ¥3,350
539-02 200 　5730738　 ¥3,490

型番 奥行 商品コード 参考価格

636-26 120 　5730688　 ¥3,090
636-27 180 　5730689　 ¥3,280
636-33 240 　5730690　 ¥3,400
638-08 270 　57306911　 ¥3,670
638-09 300 　57306921　 ¥3,890
638-10 360 　5730693　 ¥4,140

型番 奥行 商品コード 参考価格

636-61 120 　5903410　 ¥3,400
636-62 180 　5903411　 ¥3,580
636-37 240 　5903412　 ¥3,700
638-11 270 　5903413　 ¥3,970
638-12 300 　5903414　 ¥4,200
638-13 360 　5903415　 ¥4,440
638-72 400 　5903416　 ¥4,600
639-62 450 　5903417　 ¥4,830

型番 奥行 商品コード 参考価格

638-18 120 　5730694　 ¥2,970
638-19 180 　5730695　 ¥3,140
638-20 240 　5730696　 ¥3,280
638-24 270 　57306971　 ¥3,560
638-25 300 　57306981　 ¥3,780
638-26 360 　5730699　 ¥4,030

型番 奥行 商品コード 参考価格

636-21 120 　5730700　 ¥2,830
636-22 180 　5730701　 ¥3,030
636-29 240 　57307021　  ¥3,140
638-05 270 　57307031　 ¥3,440
638-06 300 　57307041　 ¥3,640
638-07 360 　5730705　 ¥3,930

■ULフックバーセット

■PXハンガーバーセット（耐荷重30kg）

■ULアップバーセット（1段用）
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フックバーセット・アップバーセット・ハンガーバーセット

角バー用フックはP558へ

P558

掲載ページ角バー用のフックを多数取り揃えております。


