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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
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着色仕上げ　t20mm
【材質】ツガ集成材  

本体サイズ（mm）
商品コード 参考価格

W D

900

300 　5229501□　 ¥7,900
400 　5229502□　 ¥10,100
450 　5229503□　 ¥10,400
500 　5229504□　 ¥10,600
600 　5229505□　 ¥12,400

1200

300 　5229506□　 ¥10,100
400 　5229507□　 ¥12,700
450 　5229508□　 ¥12,900
500 　5229509□　 ¥13,200
600 　5229510□　 ¥15,800

※□にはカラーをご指定ください。

MDF飾り台　t23mm
本体サイズ（mm）

商品コード 参考価格
本体サイズ（mm）

商品コード 参考価格
W D W D

900

300 　5229521　 ¥21,500

1200

300 　5229526　 ¥29,500
400 　5229522　 ¥25,500 400 　5229527　 ¥34,700
450 　5229523　 ¥25,700 450 　5229528　 ¥35,400
500 　5229524　 ¥29,800 500 　5229529　 ¥38,500
600 　5229525　 ¥31,600 600 　5229530　 ¥40,900

アージュ仕上げ　t20mm
【材質】ツガ集成材

本体サイズ（mm）
商品コード 参考価格

W D

900

300 　5229511□　 ¥7,900
400 　5229512□　 ¥10,100
450 　5229513□　 ¥10,400
500 　5229514□　 ¥10,600
600 　5229515□　 ¥12,400

1200

300 　5229516□　 ¥10,100
400 　5229517□　 ¥12,700
450 　5229518□　 ¥12,900
500 　5229519□　 ¥13,200
600 　5229520□　 ¥15,800

※□にはカラーをご指定ください。

パイン系節なし集成材　t20mm
【仕様】ランバーコア材・突板貼り・シート貼りではありません。

本体サイズ（mm）
商品コード

参考価格

W D t 1：ナチュラル 2：クリアー 3：ライトホワイト 4：ブラウン 5：ノーマルブラック

900

300

20

　5901429□　 ¥3,900 ¥5,200 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,000
400 　5901430□　 ¥5,100 ¥7,000 ¥7,300 ¥7,300 ¥8,000
450 　5901431□　 ¥5,800 ¥7,900 ¥8,200 ¥8,200 ¥9,000
500 　5901432□　 ¥6,400 ¥8,800 ¥9,100 ¥9,100 ¥10,000
600 　5901433□　 ¥7,700 ¥10,400 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,000
500

25
　5901434□　 ¥8,000 ¥10,900 ¥11,500 ¥11,500 ¥12,600

600
　5901435□　 ¥9,700 ¥13,000 ¥13,700 ¥13,700 ¥15,100

30 　5901436□　 ¥11,500 ¥15,600 ¥16,400 ¥16,400 ¥18,000

1200

300

20

　5901437□　 ¥5,100 ¥7,000 ¥7,300 ¥7,300 ¥8,000
400 　5901438□　 ¥6,800 ¥9,200 ¥9,800 ¥9,800 ¥10,800
450 　5901439□　 ¥7,700 ¥10,400 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,000
500 　5901440□　 ¥8,500 ¥11,600 ¥12,100 ¥12,100 ¥13,400
600 　5901441□　 ¥10,200 ¥13,900 ¥14,600 ¥14,600 ¥16,000
500

25
　5901442□　 ¥10,700 ¥14,500 ¥15,200 ¥15,200 ¥16,700

600
　5901443□　 ¥12,800 ¥17,300 ¥18,200 ¥18,200 ¥20,000

30 　5901444□　 ¥15,300 ¥20,800 ¥21,900 ¥21,900 ¥24,000
※□にはカラーをご指定ください。

■パイン棚板

■オリジナル塗装棚板

1：ナチュラル 2：クリアー 3：ライトホワイト 4：ブラウン 5：ノーマルブラック

1：むかし色

1：黒 3：白

2：メープル色

2：茶 4：ダークブルー

和風のお店に合う棚板です。
江戸時代を感じさせる「むかし色」と
汎用性が高い「メープル色」がございます。

【
同
塗
装
使
用
イ
メ
ー
ジ
】

【同塗装使用イメージ】

使い古したかのような演出を施す「アージュシリーズ」です。
アパレルショップや雑貨店など、お店の雰囲気にマッチングさせる事が可能です。

漆風の塗り棚板は、高級感のあるツヤがあり、
和風高級店にぴったりです。

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。

※什器本体は別売りです。

（10D）


