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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

EZパネル・ネオパネルシステム（アルファパネル）

アイボリー

■材質
●パネル
　ビニールクロス両面貼
　芯材ロールコア

●ストッパー、ポール、ベース
　スチールクロームメッキ

●カバー
　アルミ塗装

●ビニールクロス貼パネルA

シルバーグレー（Y160-2）

●ビニールクロス貼パネルB

Color

WC-002ネオ用ワイドカーゴ
【サイズ】W950×D950×H1700mm
【仕様】フレーム：スチール、粉体塗装仕上　

　　　底板：塩ビシート　外パイプ：25.4φ
　5828001　 参考価格 ¥51,340

●大きいからパネルなどの移送も楽にでき
　ます。
●防護材（別売）はマジックテープで簡単に
　取り付けられます。
●左右両側にネームプレートが付きます。

アームライト
●連結用
　カールコード

●パネル用
　電源ユニット

ベース
【サイズ】両面：W500×D100×H246mm　片面：W350×D100×

H246mm　75角：W75×D75×H246mm
型番 商品コード 参考価格

①両面用 　5828023　 ¥7,340
②片面用 　5828024　 ¥7,340
②ベース 75 角用両面 　5828025　 ¥4,400

両面フック

両面フック
　5828026　 参考価格 ¥1,540

配線付エンドアーム 　5828028　 参考価格 ¥17,120
アームライト 　5828029　 参考価格 ¥30,560
連結用カールコード 　5828030　 参考価格 ¥4,890
パネル用電源ユニット 　5828031　 参考価格 ¥3,920
配線用笠木 W=900 　5828032　 参考価格 ¥2,200

下部に電源用として「オス」が内
蔵されております。

「メス」のプラグをご用意下さい。

EZパネル メッシュ 
【サイズ】W900×H2100mm

　5828074　 　 参考価格　¥44,500

メッシュ金具 
　5828075　 　 参考価格　¥1,900

掲示板クロス（スポンジエース）

掲示板クロス難燃（サンフォームベーシック）

化粧板

1：白　　　　　　　2：アイボリー　　　  3：ローズ                      4：メイプル                  5：防炎 白

1：ライトイエロー       2：ピュアホワイト       3：アイボリー               4：ニュートラルグレー   5：ナチュラルピンク

1：K-801-1                   2：K-807-1                    3：K-804-1                   4：K-809-1                    5：K-810-1

工具不要で
パネル交換
も簡単！

■ネオパネル＆EZパネル（パーテーション関連パーツ）  ※1500〜2400mmまで高さの変更が可能です。

ネオパネル両面貼パネル
【サイズ】W900×H2100×t35mm【材質】パネル：ビニー

ルクロス両面貼、芯材ロールロア╱ストッパー・ポール・
ベース：スチールクロームメッキ╱カバー：アルミ塗装

型番   商品コード         参考価格

ビニールクロスA 　5828002　 ¥44,000
ビニールクロスB 　58280031　 ¥46,450
※表示の価格はパネルのみの価格となります。

（ポール・ベースは含まれません）

ストッパーで完全固定

②エンドカバー
②支柱ポール

①パネル

②支柱ポール

①パネル

マグネット

③ベース両面用

支柱ポール（スチール製）とパネル（両サイドの溝に強力なマグネット
が内蔵）がワンタッチで取り付けられます。
※ご注文の際には簡単な絵を書いて頂ければパーツの拾い出しをいたします。

●ワンタッチ取り付け

③ストレート
　ストッパー

溝

パネル

アイボリー

■材質
●パネル
　ビニールクロス両面貼
　芯材ロールコア

●ストッパー、ポール、ベース
　スチールクロームメッキ

●カバー
　アルミ塗装

●ビニールクロス貼パネルA

シルバーグレー（Y160-2）

●ビニールクロス貼パネルB

Color

ビニールクロス貼パネルA

ビニールクロス貼パネルB
アイボリー

シルバーグレー（Y16-2）

コーナーポール

ポール・カバー

連結アーム ポール・カバー

高さ

H1800 H2100 H2400

商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

直タイプ
直ポール 　5828084　 ¥1,600 　5828012　 ¥1,830 　5828091　 ¥3,180

エンドカバー 　5828085　 ¥5,630 　5828014　 ¥6,120 　5828092　 ¥7,580
L字タイプ

コーナーポール 　5828086　 ¥8,180 　5828020　 ¥8,450 　5828093　 ¥12,230
コーナーカバー 　5828087　 ¥5,630 　5828022　 ¥6,120 　5828094　 ¥7,690

T字タイプ
T字ポール 　5828088　 ¥9,780 　5828017　 ¥10,300 　5828095　 ¥13,200
T字カバー 　5828089　 ¥5,380 　5828019　 ¥6,120 　5828096　 ¥6,850

十字タイプ 十字ポール 　5828090　 ¥13,690 　5828015　 ¥13,940 　5828097　 ¥18,090

ストッパー
タイプ ストッパー 商品コード 参考価格

直タイプ ストレートストッパー 　5828013　 ¥1,960
L字タイプ コーナーストッパー 　5828021　 ¥2,940
T字タイプ T字ストッパー 　5828018　 ¥2,940
十字タイプ 十字ストッパー 　5828016　 ¥3,670
単体で使用時 エンドストッパー 　5828083　 ¥2,200

EZパネル
【サイズ】W900×t35mm

高さ
(mm)

化粧板 掲示板クロス(スポンジエース) 掲示板クロス 難燃 (サンフォームベーシック) 枠のみ

商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

H1800 　5828065□　 ¥38,900 　5828066□　 ¥48,890 　5828067□　 ¥48,900    　5828076　 ¥27,560  
H2100 　5828068□　 ¥45,200 　5828069□　 ¥50,000 　5828070□　 ¥53,780 　5828077　 ¥28,000
H2400 　5828071□　 ¥46,700 　5828072□　 ¥53,780 　5828073□　 ¥53,780 　5828078　 ¥30,450
※□には上記パネル番号をご指定下さい。

※EZパネル　ディスプレイは
付属しません。

EZパネル枠のみ+メッシュ+金具を
ご購入ください。

１ パネル

２ ポール・ストッパーカバー

４ フック ５ メッシュ

６ 照明パーツ（ネオパネル＆EZパネル用）

ベース両面用 ベース片面用

③
②①

３ ベース

直タイプ L字タイプ T字タイプ 十字タイプ

廃番 廃番 廃番 廃番

廃番


