
木製ボックスディスプレイ
【材質】パイン集成材 t18mm

サイズ（W×D×H）mm 商品コード 参考価格

S 300×200×120 　5901128 □　 ¥2,700
M 350×250×150 　5901129 □　 ¥4,000
L 400×300×180 　5901130 □　 ¥5,800

※□にカラーをご指定ください。
　1：オールドホワイト  2：オールドブラウン

木製サイコロディスプレイ
【材質】パイン集成材 t18mm

サイズ（W×D×H）mm 商品コード 参考価格

① 200×200×200 　5901131 □　 ¥3,900
② 250×250×250 　5901132 □　 ¥4,600
③ 300×300×300 　5901133 □　 ¥6,400
④ 400×400×400 　5901134 □　 ¥10,800
※□にカラーをご指定ください。
　1：オールドホワイト　2：オールドブラウン

木製コの字ディスプレイ
【材質】パイン集成材 t18mm

サイズ（W×D×H）mm 商品コード 参考価格

① 150×100×80 　5901135 □　 ¥3,200
② 200×130×120 　5901136 □　 ¥3,600
③ 250×150×150 　5901137 □　 ¥4,000
④ 300×200×200 　5901138 □　 ¥4,500
※□にカラーをご指定ください。　
　1：オールドホワイト　2：オールドブラウン
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ライザーA
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

A25N 250角 　5901641　 ¥4,900
A25O・B 250角 　5901642□　 ¥8,600
A30N 300角 　5901643　 ¥6,500
A30O・B 300角 　5901644□　 ¥10,600
A35N 350角 　5901645　 ¥8,100
A35O・B 350角 　5901646□　 ¥12,600
A40N 400角 　5901647　 ¥10,000
A40O・B 400角 　5901648□　 ¥14,900
材質：スプルス　5面体（底はありません）
※□には塗装カラーをご指定下さい。 
1：オイルステン 2：黒染色

ライザーB
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

B25N 250角 　5901649　 ¥4,400
B25O・B 250角 　5901650□　 ¥8,000
B30N 300角 　5901651　 ¥5,800
B30O・B 300角 　5901652□　 ¥10,000
B35N 350角 　5901653　 ¥7,300
B35O・B 350角 　5901654□　 ¥11,800
B40N 400角 　5901655　 ¥9,000
B40O・B 400角 　5901656□　 ¥13,900
材質：スプルス　5面体（底はありません）　
※□には塗装カラーをご指定下さい。
 1：オイルステン 2：黒染色

ライザーC
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

C25N 250角 　5901657　 ¥7,500
C25O・B 250角 　5901658□　 ¥11,300
C30N 300角 　5901659　 ¥10,300
C30O・B 300角 　5901660□　 ¥14,200
C35N 350角 　5901661　 ¥13,200
C35O・B 350角 　5901662□　 ¥17,900
C40N 400角 　5901663　 ¥16,900
C40O・B 400角 　5901664□　 ¥22,100
材質：スプルス　
※□には塗装カラーをご指定下さい。
 1：オイルステン 2：黒染色

F型 ウッドカートン（450×300）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

F43N 450×300×100 無塗装 　5901665　 ¥6,100
F43O 450×300×100 オイルステン 　5901666　 ¥10,900

F43N
S43O

S型 ウッドカートン（600×450）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

S64N 600×450×100／200 無塗装 　5901679　 ¥11,200
S64O 600×450×100／200 オイルステン 　5901680　 ¥17,500

F型 ウッドカートン（600×450）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

F64N 600×450×100 無塗装 　5901677　 ¥9,100
F64O 600×450×100 オイルステン 　5901678　 ¥15,200

F64O S64N

F型 ウッドカートン（300×300/450×450）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

F33N 300×300×100 無塗装 　5901673　 ¥4,800
F33O 300×300×100 オイルステン 　5901674　 ¥9,000
F44N 450×450×100 無塗装 　5901675　 ¥7,600
F44O 450×450×100 オイルステン 　5901676　 ¥13,100

S33N

F33O

材質：スプルス材

材質：スプルス材

材質：スプルス材

S型F型

2016 年 1 月より木工場の変更のため材質がスプルス材となっており、
木目や風合い・塗装の濃さや色が従来品およびカタログ写真と異なる場合もございますので、ご注意ください。

N：ナチュラル O：オイルステン B：黒染色

アンティーク風塗装の特注について
ラ イ ザ ー・ ウ ッ ド カ ー トン は リ サ イ ク
ル ウ ッ ド 風 塗 装 す る こ と が 可 能 で す 
※ページ下部掲載

S型 ウッドカートン（450×300）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

S43N 450×300×100／200 無塗装 　5901667　 ¥7,800
S43O 450×300×100／200 オイルステン 　5901668　 ¥12,800

S型 ウッドカートン（300×300/450×450）
型番 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：mm 仕上 商品コード 参考価格

S33N 300×300×100／200 無塗装 　5901669　 ¥6,300
S33O 300×300×100／200 オイルステン 　5901670　 ¥10,400
S44N 450×450×100／200 無塗装 　5901671　 ¥9,500
S44O 450×450×100／200 オイルステン 　5901672　 ¥15,200

330
※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

ライザー・ウッドカートン・リサイクルウッド風ボックス
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