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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

店
舗
什
器

■島什器 （2W）

■ディスプレイテーブル （2W）

■平台 （2W）

BSL705 本体

W D

片面 両面

H1500(mm) H1200（ｍｍ） H1500(mm) H1200（ｍｍ）

商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色) 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色) 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色) 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

W900
655 　5781382□　 ¥84,700 ¥93,000 　5781388□　 ¥80,800 ¥88,800 　5781394□　 ¥100,300 ¥110,100 　5781400□　 ¥97,300 ¥106,900
505 　5781383□　 ¥82,300 ¥90,400 　5781389□　 ¥78,500 ¥86,200 　5781395□　 ¥97,900 ¥107,500 　5781401□　 ¥95,000 ¥104,200
355 　5781384□　 ¥79,900 ¥87,800 　5781390□　 ¥76,100 ¥83,600 　5781396□　 ¥95,600 ¥104,800 　5781402□　 ¥92,600 ¥101,600

W600
655 　5781385□　 ¥72,800 ¥79,900 　5781391□　 ¥68,900 ¥75,700 　5781397□　 ¥87,200 ¥95,700 　5781403□　 ¥84,200 ¥92,500
505 　5781386□　 ¥70,400 ¥77,300 　5781392□　 ¥66,500 ¥73,100 　5781398□　 ¥84,800 ¥93,100 　5781404□　 ¥81,900 ¥89,800
355 　5781387□　 ¥68,000 ¥74,700 　5781393□　 ¥64,200 ¥70,500 　5781399□　 ¥82,500 ¥90,400 　5781405□　 ¥79,500 ¥87,200

※□にはカラー番号をご指定下さい。 1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明/黒  5 ：透明/濃茶

BSL702 ディスプレイテーブル
サイズ(mm) 本体

W×D H 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

900×600

700

　5781361□　 ¥59,600 ¥65,500
900×750 　5781360□　 ¥63,900 ¥70,200

1200×600 　5781359□　 ¥74,600 ¥82,000
1200×750 　5781358□　 ¥79,800 ¥87,800
1500×600 　5781357□　 ¥82,000 ¥90,100
1500×750 　5781356□　 ¥88,100 ¥97,000
1500×900 　5781355□　 ¥93,900 ¥103,200
1800×600 　5781354□　 ¥89,600 ¥98,500
1800×750 　5781353□　 ¥96,000 ¥105,600
1800×900 　5781352□　 ¥115,300 ¥126,800

※□にはカラー番号をご指定下さい。 
　1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明 / 黒  5 ：透明 / 濃茶
※脚は取り外し式。   ※アジャスター付。

BSL703 ローテーブル
サイズ(mm) 本体

W×D H 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

900×600

450

　5781371□　 ¥55,300 ¥60,800
900×750 　5781370□　 ¥59,600 ¥65,500
1200×600 　5781369□　 ¥70,300 ¥77,300
1200×750 　5781368□　 ¥75,500 ¥83,100
1500×600 　5781367□　 ¥77,900 ¥85,700
1500×750 　5781366□　 ¥83,900 ¥92,200
1500×900 　5781365□　 ¥89,600 ¥98,500
1800×600 　5781364□　 ¥85,300 ¥93,800
1800×750 　5781363□　 ¥91,700 ¥100,900
1800×900 　5781362□　 ¥111,000 ¥120,500
※□にはカラー番号をご指定下さい。 
　1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明/黒  5 ：透明/濃茶
※脚は取り外し式。   ※アジャスター付。

BSL704 ストッカー
対応ローテーブルサイズ

W×D(mm)   
H=450mm

サイズ  W×D(mm) 本体

外寸（H=350) 内寸(H=282) 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

900×600 690×540 654×486 　5781381□　 ¥34,600 ¥38,000
900×750 690×690 654×636 　5781380□　 ¥37,000 ¥40,600
1200×600 990×540 954×486 　5781379□　 ¥39,300 ¥43,300
1200×750 990×690 954×636 　5781378□　 ¥41,700 ¥45,900
1500×600 1290×540 1254×486 　5781377□　 ¥41,700 ¥45,900
1500×750 1290×690 1254×636 　5781376□　 ¥44,100 ¥48,500
1500×900 1290×840 1254×786 　5781375□　 ¥46,500 ¥51,000
1800×600 1590×540 1554×486 　5781374□　 ¥44,100 ¥48,500
1800×750 1590×690 1554×636 　5781373□　 ¥46,500 ¥51,100
1800×900 1590×840 1554×786 　5781372□　 ¥48,900 ¥53,700
※□にはカラー番号をご指定下さい。 
　1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明/黒  5 ：透明/濃茶

BSL706 ストッカー
対応本体サイズ(mm) サイズ  W×D×H(mm) 本体

W D 外寸 内寸 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

W900用
600 830×585×350 794×531×282 　5781406□　 ¥38,100 ¥42,000
450 830×435×350 794×381×282 　5781407□　 ¥33,400 ¥36,700
300 830×285×350 794×231×282 　5781408□　 ¥31,000 ¥34,100

W600用
600 530×585×350 494×531×282 　5781409□　 ¥31,000 ¥34,100
450 530×435×350 494×381×282 　5781410□　 ¥26,200 ¥28,900
300 530×285×350 494×231×282 　5781411□　 ¥23,900 ¥26,200

※□にはカラー番号をご指定下さい。 1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明 / 黒  5 ：透明 / 濃茶

BSL707 棚板
t18mm

サイズ(mm) 本体

W D 商品コード 1～3 (1色)

W900用
（W896）

600 　5781412□　 ¥12,000
450 　5781413□　 ¥8,600
300 　5781414□　 ¥7,200

W600用
（W596）

600 　5781415□　 ¥7,900
450 　5781416□　 ¥5,800
300 　5781417□　 ¥4,800

※□にはカラー番号をご指定下さい。　1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   

BSL708 平台
サイズ(mm) 本体

W D×H 商品コード 1～3 (1色) 4・5 (2色)

W900
750×800

　5781445□　 ¥100,000 ¥110,000
W1200 　5781444□　 ¥112,000 ¥123,100
W1500 　5781443□　 ¥119,100 ¥131,000
W1800 　5781442□　 ¥126,200 ¥138,900
※□にはカラー番号をご指定下さい。 
　1 ：透明  2 ：黒   3 ：濃茶   4 ：透明 / 黒  5 ：透明 / 濃茶

■ブラケット
ブラケット左右２ヶセット

 商品コード 参考価格

300用 　5593552　 ¥1,200
450用 　5593553　 ¥1,700
600用 　5593554　 ¥3,000

ロイヤルパーツ対応
スリット芯々
W900:819mm ／
W600:519mm

ディスプレイテーブルとローテーブルの組み合わせ

ディスプレイテーブル ローテーブル

900 × ー

1200 × 900

1500 × 1200

1800 × 1500

ー × 1800

キャスター隠し
仕様なので、正
面からキャスタ
ーが見えにくい
デザインです。

ローテーブルは、レジ横に設置するなどの
ご利用方法がございます。

別注でストッカー扉付に
することも可能です。

B-Slope 六羽の傘
B-Slope

シ
リ
ー
ズ

P551

カンタン組立の
優れもの。
Gア イ ラ ン ド と
同機能です。

P70

セット例 ※ストッカー、棚板、ブラケットは別売りです。

透明/黒

透明/黒

透明/黒

透明/黒

透明/黒

透明透明


