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レジ台・カウンター台・サッカー台（H700・H800）

カウンター台
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSC-90KL 900×450×700 　5450812　 ¥41,900
RSC-90NL 900×600×700 　5450813　 ¥53,600
RSC-120KL 1200×450×700 　5450814　 ¥52,800
RSC-120NL 1200×600×700 　5450815　 ¥63,400
RSC-150KL 1500×450×700 　5450816　 ¥68,400
RSC-150NL 1500×600×700 　5450817　 ¥88,300
RSC-180KL 1800×450×700 　5450818　 ¥75,400
RSC-180NL 1800×600×700 　5450819　 ¥85,900
RSC-90KH 900×450×800 　5450820　 ¥43,300
RSC-90NH 900×600×800 　5450821　 ¥55,500
RSC-120KH 1200×450×800 　5450822　 ¥54,800
RSC-120NH 1200×600×800 　5450823　 ¥65,800
RSC-150KH 1500×450×800 　5450824　 ¥70,400
RSC-150NH 1500×600×800 　5450825　 ¥90,600
RSC-180KH 1800×450×800 　5450826　 ¥78,200
RSC-180NH 1800×600×800 　5450827　 ¥86,500

カウンター台（Ｈ型）� （2W）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSH-90NL 900×600×700 　5450853　 ¥45,100
RSH-120NL 1200×600×700 　5450854　 ¥54,300
RSH-150NL 1500×600×700 　5450855　 ¥70,600
RSH-180NL 1800×600×700 　5450856　 ¥76,000
RSH-90QL 900×750×700 　5450857　 ¥58,800
RSH-120QL 1200×750×700 　5450858　 ¥67,700
RSH-150QL 1500×750×700 　5450859　 ¥84,400
RSH-180QL 1800×750×700 　5450860　 ¥90,000
RSH-90NH 900×600×800 　5450861　 ¥47,800
RSH-120NH 1200×600×800 　5450862　 ¥57,600
RSH-150NH 1500×600×800 　5450863　 ¥73,900
RSH-180NH 1800×600×800 　5450864　 ¥80,200
RSH-90QH 900×750×800 　5450865　 ¥61,200
RSH-120QH 1200×750×800 　5450866　 ¥70,800
RSH-150QH 1500×750×800 　5450867　 ¥87,300
RSH-180QH 1800×750×800 　5450868　 ¥93,800

カウンター台（引き戸付）� （2W）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSC-D90KL 900×450×700 　5450828　 ¥51,500
RSC-D90NL 900×600×700 　5450829　 ¥63,200
RSC-D120KL 1200×450×700 　5450830　 ¥64,700
RSC-D120NL 1200×600×700 　5450831　 ¥75,200
RSC-D150KL 1500×450×700 　5450832　 ¥77,600
RSC-D150NL 1500×600×700 　5450833　 ¥97,600
RSC-D180KL 1800×450×700 　5450834　 ¥86,800
RSC-D180NL 1800×600×700 　5450835　 ¥106,700
RSC-D90KH 900×450×800 　5450836　 ¥52,900
RSC-D90NH 900×600×800 　5450837　 ¥65,100
RSC-D120KH 1200×450×800 　5450838　 ¥66,700
RSC-D120NH 1200×600×800 　5450839　 ¥77,600
RSC-D150KH 1500×450×800 　5450840　 ¥79,600
RSC-D150NH 1500×600×800 　5450841　 ¥99,900
RSC-D180KH 1800×450×800 　5450842　 ¥89,600
RSC-D180NH 1800×600×800 　5450843　 ¥107,300

セフティパネル（スモーク）
型番 種類・奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSO-SP60K 右用・650×450 　5450845　 ¥17,100
RSO-SP60N 右用・800×450 　5450846　 ¥17,800
RSO-SPL60K 左用・650×450 　5450847　 ¥17,100
RSO-SPL60N 左用・800×450 　5450848　 ¥17,800

セフティパネル（白）
型番 種類・奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSO-SPW60K 右用・650×450 　5450849　 ¥18,800
RSO-SPW60N 右用・800×450 　5450850　 ¥19,600
RSO-SPWL60K 左用・650×450 　5450851　 ¥18,800
RSO-SPWL60N 左用・800×450 　5450852　 ¥19,600

サッカー台（くず入れ付）� （2W）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RCD-D120NL 1200×600×700 　5450869　 ¥84,300
RCD-D150NL 1500×600×700 　5450870　 ¥106,100
RCD-D180NL 1800×600×700 　5450871　 ¥115,700
RCD-D150QL 1500×750×700 　5450872　 ¥135,100
RCD-D180QL 1800×750×700 　5450873　 ¥146,400
RCD-D120NH 1200×600×800 　5450874　 ¥87,100
RCD-D150NH 1500×600×800 　5450875　 ¥109,400
RCD-D180NH 1800×600×800 　5450876　 ¥119,000
RCD-D150QH 1500×750×800 　5450877　 ¥138,700
RCD-D180QH 1800×750×800 　5450878　 ¥150,000

サイドテーブル
　　型番 間口×奥行 商品コード 参考価格

RST-35 350×450 　5450844　 ¥19,600

PBケース（スーパーバック用）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSP-S60 600×280×700 　5450879　 ¥40,100
RSP-S60N 600×280×770 　5450880　 ¥69,200

特寸やシート貼が可能なレジ周辺什器
■レジ台・カウンター台・サッカー台・PBケース�H700・H800／ホワイト� （2W）

●積載荷重　天板＝50kg　中棚＝50kg

●積載荷重　
　天板＝50kg
　中棚＝50kg

●積載荷重　天板＝50kg

●積載荷重＝20kg
●カウンター台は別売品

●本図は右用、レジ台は別売品
●右と左を間違えないようご注
文下さい。

●積載荷重　天板＝50kg　中棚＝20kg

●積載荷重　
　天板＝50kg　
　中棚＝50kg

●積載荷重
　天板＝50kg
　中棚＝50kg

レジ台� （2W）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSB-60KL 600×450×700 　5450804　 ¥48,900
RSB-60NL 600×600×700 　5450805　 ¥53,400
RSB-60KH 600×450×800 　5450806　 ¥49,300
RSB-60NH 600×600×800 　5450807　 ¥54,200

レジ台（くず入れ付）� （2W）
型番 間口×奥行×高さ 商品コード 参考価格

RSD-60KL 600×450×700 　5450808　 ¥92,400
RSD-60NL 600×600×700 　5450809　 ¥96,500
RSD-60KH 600×450×800 　5450810　 ¥93,600
RSD-60NH 600×600×800 　5450811　 ¥97,800
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