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メッシュネット用フックパーツ

PC

リングフック� （1W）
型番 奥行 商品コード 参考価格

SNO-FRA420 ヨコ型×200 　5450981　 ¥670�
SNO-FRB420 タテ型×200 　5450982　 ¥670�
SNO-FRC430 アップ型×300 　5450983　 ¥670

ガード付アクリル棚フック� （1W）
型番 間口×奥行 商品コード 参考価格

SNO-FHG2010 200×100 　5450984　 ¥2,300�
SNO-FHG3020 300×200 　5450985　 ¥3,200�

アクリル棚フック� （1W）
型番 間口×奥行 商品コード 参考価格

SNO-FR020 450×200 　5450986　 ¥5,700�
SNO-FR025 450×250 　5450987　 ¥5,900�
SNO-FR030 450×300 　5450988　 ¥6,100�

バーフック�
型番 φ×間口×奥行 商品コード 参考価格

SNO-FH1205 4×125×50 　5450989　 ¥500
SNO-FH2205 4×225×50 　5450990　 ¥600
SNO-FH3205 4×325×50 　5450991　 ¥700

S付傾斜フック
型番 φ×長さ 商品コード 参考価格

SNO-FSS625 6×250 　5450998　 ¥1,500�
SNO-FSS630 6×300 　5450999　 ¥1,500�

S付傾斜ダブルフック
型番 φ×長さ 商品コード 参考価格

SNO-FWS625 6×250 　5902001　 ¥1,500�
SNO-FWS630 6×300 　5902002　 ¥1,600�

シューズフック�
型番 間口×奥行 商品コード 参考価格

SNO-F2R1721 175×210 　5902003　 ¥1,000�

バスケットフック� （1W）
型番 間口×奥行 商品コード 参考価格

SNO-FB128 570×280 　5902997□　 ¥3,200�
※□にはカラー番号をご指定ください。  1：ホワイト　2：ブラック

カタログフック� （1W）
型番 高さ 商品コード 参考価格

UO-FCSA4 300（A4用） 　5450993　 ¥2,100�

Sカン（100ヶセット）�
型番 仕様 商品コード 参考価格

SNO-SF2-100 16.5×26 　5450979　 ¥6,400�
SNO-SF3-100 22.5×36 　5450980　 ¥6,400�

マルチメッシュフック（10本入）
型番 φ×長さ 商品コード 参考価格

SNO-MMF405-10 4×50 　5450954　 ¥1,600�
SNO-MMF410-10 4×100 　5450955　 ¥1,600�
SNO-MMF415-10 4×150 　5450956　 ¥1,800�
SNO-MMF420-10 4×200 　5450957　 ¥1,900�
SNO-MMF425-10 4×250 　5450958　 ¥2,000�
SNO-MMF505-10 5×50 　5450959　 ¥1,600�
SNO-MMF510-10 5×100 　5450960　 ¥1,700�
SNO-MMF515-10 5×150 　5450961　 ¥1,800�
SNO-MMF520-10 5×200 　5450962　 ¥2,000�
SNO-MMF525-10 5×250 　5450963　 ¥2,100�
SNO-MMF530-10 5×300 　5450964　 ¥2,200�
SNO-MMF605-10 6×50 　5450965　 ¥1,600�
SNO-MMF610-10 6×100 　5450966　 ¥1,700�
SNO-MMF615-10 6×150 　5450967　 ¥2,000�
SNO-MMF620-10 6×200 　5450968　 ¥2,100�
SNO-MMF625-10 6×250 　5450969　 ¥2,300�
SNO-MMF630-10 6×300 　5450970　 ¥2,400�

P付2段マルチメッシュフック（10本入）
型番 φ×長さ 商品コード 参考価格

SNO-MMFP2605S 6×50 　5450971　 ¥2,500�
SNO-MMFP2610S 6×100 　5450972　 ¥2,800�
SNO-MMFP2615S 6×150 　5450973　 ¥3,100�
SNO-MMFP2620S 6×200 　5450974　 ¥3,300�

Cフック（10本入）�
型番 φ×長さ 商品コード 参考価格

SNO-FC405-10 4×50 　5450992　 ¥3,200�
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● タオル、ハンカチなど柄を
見せたい商品、本、アルバ
ムなどの陳列に便利です。
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●ポイント陳列に最適です。
●アクリル棚付。

● PCホルダー別売品
　（P561）

● ユニクローム
メッキ仕上げ。

Cクローム  Kブラック  Wホワイト

「ネット用フックパーツ」さらにお探しの方はWEBへ

カタログ掲載以外の商品をWEBサイトにて掲載しております。
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