
アクリルパイプ
【サイズ】L=1000mm

型番 本体サイズ 商品コード 参考価格

φ30 φ30×t3 　5459049　 ¥3,800
φ50 φ50×t3 　5459050　 ¥5,900
φ60 φ60×t3 　5459051　 ¥6,700
φ80 φ80×t3 　5459052　 ¥9,000
φ100 φ100×t3 　5459053　 ¥11,300
φ120 φ120×t3 　5459054　 ¥12,900
φ150 φ150×t3 　5459055　 ¥17,300
φ200 φ200×t3 　5459056　 ¥27,800
φ250 φ250×t5 　5459057　 ¥51,300
φ300 φ300×t5 　5459058　 ¥64,000

ビッグダイヤ（大）袋入
【内容量】1kg

型番 商品コード 参考価格

透明 　5986001　 ¥2,800
カラー 　5986002□　 ¥3,550

アクリル丸棒
【サイズ】L=1000mm

型番 商品コード 参考価格

φ10 　5459059　 ¥840
φ15 　5459060　 ¥1,900
φ25 　5459061　 ¥5,300
φ30 　5459062　 ¥7,300
φ50 　5459063　 ¥26,100

アクリル平板 t5mm
型番 商品コード

参考価格

1.トーメイ 2.トーメイマット 3.白

100×100 　5459064□　 ¥420 ¥530 ¥460
200×200 　5459065□　 ¥840 ¥1,100 ¥940
300×300 　5459066□　 ¥1,200 ¥1,600 ¥1,300
400×400 　5459067□　 ¥2,100 ¥3,100 ¥2,300
500×500 　5459068□　 ¥4,000 ¥6,300 ¥4,400
600×600 　5459069□　 ¥4,000 ¥6,300 ¥4,400
700×700 　5459070□　 ¥6,700 ¥11,300 ¥10,000
800×800 　5459071□　 ¥7,800 ¥12,100 ¥10,500
900×900 　5459072□　 ¥8,200 ¥12,500 ¥10,900
※□にはカラー番号をご指定ください。

     

アクリル平板 t8mm
型番 商品コード

参考価格

1.トーメイ 2.トーメイマット 3.白

100×100 　5459073□　 ¥840 ¥1,200 ¥940
200×200 　5459074□　 ¥1,200 ¥2,100 ¥1,800
300×300 　5459075□　 ¥1,900 ¥4,200 ¥3,800
400×400 　5459076□　 ¥4,100 ¥7,300 ¥5,900
500×500 　5459077□　 ¥8,600 ¥11,500 ¥10,300
600×600 　5459078□　 ¥8,600 ¥11,500 ¥10,300
700×700 　5459079□　 ¥13,600 ¥16,900 ¥15,300
800×800 　5459080□　 ¥13,600 ¥16,900 ¥15,300
900×900 　5459081□　 ¥14,600 ¥18,800 ¥17,100
※□にはカラー番号をご指定ください。

     

アクリル円板 t8mm
型番 商品コード

参考価格

1.トーメイ 2.トーメイマット 3.白

φ100 　5459091□　 ¥1,100 ¥1,500 ¥1,400
φ200 　5459092□　 ¥2,100 ¥3,200 ¥3,000
φ300 　5459093□　 ¥3,800 ¥5,700 ¥5,300
φ400 　5459094□　 ¥5,700 ¥8,000 ¥7,500
φ500 　5459095□　 ¥10,500 ¥14,600 ¥13,600
φ600 　5459096□　 ¥10,500 ¥14,600 ¥13,600
φ700 　5459097□　 ¥15,900 ¥20,900 ¥19,800
φ800 　5459098□　 ¥16,700 ¥23,000 ¥18,800
φ900 　5459099□　 ¥17,100 ¥24,000 ¥20,000
※□にはカラー番号をご指定ください。

     

■アクリルパイプ

■アクリル丸棒

■ビッグダイヤ

■平板

1：トーメイ

3：白
2：トーメイマット

■円板

1：トーメイ

3：白

2：トーメイマット

アクリル円板 t5mm
型番 商品コード

参考価格

1.トーメイ 2.トーメイマット 3.白

φ100 　5459082□　 ¥630 ¥840 ¥730
φ200 　5459083□　 ¥1,300 ¥1,500 ¥1,400
φ300 　5459084□　 ¥1,700 ¥2,500 ¥2,100
φ400 　5459085□　 ¥3,200 ¥4,200 ¥3,800
φ500 　5459086□　 ¥5,300 ¥8,000 ¥6,700
φ600 　5459087□　 ¥5,300 ¥8,000 ¥6,700
φ700 　5459088□　 ¥8,400 ¥11,900 ¥10,500
φ800 　5459089□　 ¥8,800 ¥12,500 ¥10,900
φ900 　5459090□　 ¥9,400 ¥13,600 ¥11,900
※□にはカラー番号をご指定ください。

     

ポリカ製透明竹はP784へ

P784

掲載ページ天然竹・人工竹などディスプレイに
使用できる竹製品も扱っております。

※□にはカラーをご指定ください。　1：ブルー　2：イエロー　3：オレンジ　4：グリーン

368
※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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