
【マークについて】 　　　   別注可能  　    受注生産 ( カッコ内は目安納期 )　　   要組立　　　 国産　　   間伐材使用　　　     ロット　　　　   最小注文数　
　　       マークがついている商品は、別注が可能な商品です（ご希望に添えない場合もございます）。詳しくは巻末をご覧ください。
※基本的には本体のみの価格となります。使用イメージとして撮影備品や出力イメージなどが掲載されている場合がございますが、金額には含まれません。www.nigiwai-dougu.com545
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B-Slope棚板・ガラス棚板

B-Slope棚板（パイン集成材）
D(mm) W(mm) t(mm) 商品コード

参考価格

1：無塗装  2：クリア 3~5：オイルステン 6~0：シャビー仕上げ

150

600

18

　5781235□　 ¥2,000 ¥2,500 ¥2,700 ¥3,200
750 　5781236□　 ¥2,500 ¥3,200 ¥3,400 ¥4,100
900 　5781237□　 ¥2,800 ¥3,500 ¥3,800 ¥4,500

1200 25 　5781238□　 ¥6,600 ¥8,300 ¥8,900 ¥10,700

200

600

18

　5781239□　 ¥2,500 ¥3,200 ¥3,400 ¥4,100
750 　5781240□　 ¥3,300 ¥4,200 ¥4,500 ¥5,400
900 　5781241□　 ¥3,500 ¥4,400 ¥4,700 ¥5,700

1200 25 　5781242□　 ¥8,200 ¥10,300 ¥11,200 ¥13,300

250

600

18

　5781243□　 ¥3,100 ¥3,800 ¥4,000 ¥5,000
750 　5781244□　 ¥3,800 ¥4,700 ¥5,200 ¥6,100
900 　5781245□　 ¥4,700 ¥5,800 ¥6,300 ¥7,600

1200 25 　5781246□　 ¥9,800 ¥12,300 ¥13,400 ¥15,900

300

600

18

　5781247□　 ¥3,400 ¥4,300 ¥4,500 ¥5,500
750 　5781248□　 ¥4,100 ¥5,200 ¥5,600 ¥6,700
900 　5781249□　 ¥5,000 ¥6,300 ¥6,700 ¥8,100

1200 25 　5781250□　 ¥11,400 ¥14,300 ¥15,600 ¥18,500

350

600

18

　5781251□　 ¥3,600 ¥4,500 ¥4,900 ¥5,800
750 　5781252□　 ¥4,700 ¥5,800 ¥6,300 ¥7,600
900 　5781253□　 ¥5,600 ¥6,900 ¥7,600 ¥9,000

1200 25 　5781254□　 ¥14,600 ¥18,300 ¥20,000 ¥23,700

400

600

18

　5781255□　 ¥3,800 ¥4,700 ¥5,200 ¥6,100
750 　5781256□　 ¥4,800 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,800
900 　5781257□　 ¥5,700 ¥7,200 ¥7,800 ¥9,300

1200 25 　5781258□　 ¥15,500 ¥19,400 ¥21,200 ¥25,200

450

600

18

　5781259□　 ¥4,000 ¥4,900 ¥5,400 ¥6,400
750 　5781260□　 ¥5,000 ¥6,300 ¥6,700 ¥8,100
900 　5781261□　 ¥5,900 ¥7,400 ¥8,000 ¥9,600

1200 25 　5781262□　 ¥16,200 ¥20,300 ¥22,300 ¥26,300
※□にはカラー番号をご指定下さい。 
1: 無塗装   2 : クリア   3 : ウォルナット   4 : パリサンダー   5 : ブラック　6 : シャビー ナチュラルホワイト
7 : シャビー クラウド　8 : シャビー ライトブラウン   9 : シャビー ダークブラウン　0：シャビーチャコールブラック

ガラス棚板
【仕様】すべて小口磨き加工  

本体サイズ（mm） フロートガラス 高透過ガラス

W D 商品コード 1：t5 2：t8 商品コード 1：t5 2：t8

900

300 　5200002□　 ¥2,500 ¥5,500 　5200007□　 ¥9,900 ¥16,300
400 　5200003□　 ¥3,700 ¥8,300 　5200008□　 ¥12,300 ¥20,500
450 　5200004□　 ¥3,700 ¥8,300 　5200009□　 ¥13,500 ¥22,700
500 　5200005□　 ¥4,900 ¥11,000 　5200010□　 ¥14,800 ¥24,800
600 　5200006□　 ¥4,900 ¥11,000 　5200011□　 ¥17,300 ¥29,000

1200

300 　5200012□　 ¥3,300 ¥7,300 　5200017□　 ¥12,800 ¥21,100
400 　5200013□　 ¥4,900 ¥11,000 　5200018□　 ¥16,000 ¥26,800
450 　5200014□　 ¥4,900 ¥11,000 　5200019□　 ¥17,600 ¥29,600
500 　5200015□　 ¥6,500 ¥14,600 　5200020□　 ¥19,300 ¥32,400
600 　5200016□　 ¥6,500 ¥14,600 　5200021□　 ¥22,600 ¥38,000

※□には厚みをご指定ください。

■ガラス棚板
通常のガラスです。
価格優先の場合はこちら
がオススメです。

ガラス特有の青みを取
り除いた高透過ガラス。
ディスプレイされた商品
の色がよりわかりやすく
なります。小口が水色な
のも特徴の一つです。

フロートガラス（スタンダード） 高透過ガラス

【梱包について】

木枠は使用せず受け取られる方も開梱しやすい
ダンボール梱包です。ガラスをしっかり守る梱包
方法により全国配達が可能です。

什器に合わせたサイズ微調整（±数cm程度までWとDのみ）を同価格で行います。通信欄にご希望の寸法をご記入下さい。

３：ウォルナット２：クリア１：無塗装

■ノーマル

■シャビー仕上
４：パリサンダー ５：ブラック

８：シャビーライトブラウン７：シャビークラウド６：シャビーナチュラルホワイト ９：シャビーダークブラウン

シャビーライトブラウンシャビーライトブラウン

■B-Slope棚板

０：シャビーチャコールブラック

シャビー
チャコールブラック

シャビークラウドシャビーナチュラルホワイト

シャビーライトブラウン シャビーダークブラウン

（1W）

棚板＆天板 の特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

カタログ掲載商品の素材に加え、アクリル・スチール・化粧板等を使用した棚板や天板を製作する事が可
能です。仕様やサイズを頂ければお見積致します。


