
D350
D400
D450
D500
D600

サイドフレーム（t36）
奥行（mm） Hサイズ（mm） 商品コード

参考価格

1：無塗装（NA） 2：クリアー（CL） 3：ブラウン（BR） 4：ライトホワイト（LW） 5～0（P85参照）

D350

780 　5832033□　 ¥3,500 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,600 ¥6,500 
1080 　5832034□　 ¥4,200 ¥6,400 ¥6,700 ¥6,700 ¥7,600 
1280 　5832035□　 ¥5,200 ¥7,800 ¥8,100 ¥8,100 ¥9,300 
1380 　5832036□　 ¥5,800 ¥8,400 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,000 
1480 　5832037□　 ¥6,200 ¥8,900 ¥9,300 ¥9,300 ¥10,600 
1680 　5832038□　 ¥7,500 ¥10,500 ¥10,900 ¥10,900 ¥12,200 
1880 　5832039□　 ¥7,800 ¥10,900 ¥11,400 ¥11,400 ¥12,800 
2080 　5832040□　 ¥8,200 ¥11,500 ¥12,100 ¥12,100 ¥13,500 
2280 　5832041□　 ¥8,900 ¥12,500 ¥12,900 ¥12,900 ¥14,600 
2480 　5832042□　 ¥10,000 ¥13,900 ¥14,500 ¥14,500 ¥16,100 

D400

780 　5832043□　 ¥3,500 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,600 ¥6,600 
1080 　5832044□　 ¥4,200 ¥6,500 ¥6,700 ¥6,700 ¥7,800 
1280 　5832045□　 ¥5,300 ¥7,900 ¥8,200 ¥8,200 ¥9,400 
1380 　5832046□　 ¥5,800 ¥8,500 ¥8,900 ¥8,900 ¥10,100 
1480 　5832047□　 ¥6,200 ¥9,100 ¥9,400 ¥9,400 ¥10,700 
1680 　5832048□　 ¥7,500 ¥10,600 ¥11,100 ¥11,100 ¥12,400 
1880 　5832049□　 ¥7,800 ¥10,900 ¥11,500 ¥11,500 ¥12,900 
2080 　5832050□　 ¥8,200 ¥11,600 ¥12,200 ¥12,200 ¥13,600 
2280 　5832051□　 ¥8,900 ¥12,600 ¥13,100 ¥13,100 ¥14,700 
2480 　5832052□　 ¥10,000 ¥14,000 ¥14,600 ¥14,600 ¥16,400 

D450

780 　5832053□　 ¥3,600 ¥5,600 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,700 
1080 　5832054□　 ¥4,400 ¥6,600 ¥6,900 ¥6,900 ¥8,000 
1280 　5832055□　 ¥5,400 ¥8,100 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,600 
1380 　5832056□　 ¥6,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥9,200 ¥10,500 
1480 　5832057□　 ¥6,500 ¥9,300 ¥9,800 ¥9,800 ¥11,100 
1680 　5832058□　 ¥7,800 ¥10,900 ¥11,400 ¥11,400 ¥12,800 
1880 　5832059□　 ¥8,000 ¥11,300 ¥11,900 ¥11,900 ¥13,300 
2080 　5832060□　 ¥8,500 ¥12,000 ¥12,600 ¥12,600 ¥14,100 
2280 　5832061□　 ¥9,100 ¥12,700 ¥13,300 ¥13,300 ¥14,900 
2480 　5832062□　 ¥10,200 ¥14,400 ¥15,100 ¥15,100 ¥16,800 

D500

780 　5832063□　 ¥3,900 ¥5,900 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,100 
1080 　5832064□　 ¥4,600 ¥6,900 ¥7,300 ¥7,300 ¥8,400 
1280 　5832065□　 ¥5,600 ¥8,500 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,100 
1380 　5832066□　 ¥6,200 ¥9,200 ¥9,500 ¥9,500 ¥10,800 
1480 　5832067□　 ¥6,700 ¥9,600 ¥10,100 ¥10,100 ¥11,400 
1680 　5832068□　 ¥8,000 ¥11,200 ¥11,800 ¥11,800 ¥13,200 
1880 　5832069□　 ¥8,200 ¥11,600 ¥12,200 ¥12,200 ¥13,600 
2080 　5832070□　 ¥8,700 ¥12,400 ¥12,800 ¥12,800 ¥14,500 
2280 　5832071□　 ¥9,300 ¥13,100 ¥13,600 ¥13,600 ¥15,400 
2480 　5832072□　 ¥10,600 ¥14,800 ¥15,500 ¥15,500 ¥17,400 

D600

780 　5832073□　 ¥4,200 ¥6,400 ¥6,700 ¥6,700 ¥7,600 
1080 　5832074□　 ¥4,900 ¥7,400 ¥7,800 ¥7,800 ¥8,800 
1280 　5832075□　 ¥6,200 ¥9,200 ¥9,600 ¥9,600 ¥10,900 
1380 　5832076□　 ¥6,700 ¥9,800 ¥10,200 ¥10,200 ¥11,600 
1480 　5832077□　 ¥7,200 ¥10,400 ¥10,800 ¥10,800 ¥12,200 
1680 　5832078□　 ¥8,600 ¥12,000 ¥12,600 ¥12,600 ¥14,000 
1880 　5832079□　 ¥8,700 ¥12,400 ¥12,800 ¥12,800 ¥14,500 
2080 　5832080□　 ¥9,800 ¥13,500 ¥14,100 ¥14,100 ¥15,900 
2280 　5832081□　 ¥9,900 ¥13,900 ¥14,500 ¥14,500 ¥16,200 
2480 　5832082□　 ¥11,400 ¥15,900 ¥16,600 ¥16,600 ¥18,600 

※□にカラーをご指定ください。       

■サイドフレーム（Pラックシェルフの主要部材）
サイドフレームには、シェルフ専用のピン穴（5φ×50mmピッチ）があり、シェルフは50mm間隔で設置できます。
（サイドフレーム横桟の上下部分では設置できない箇所もあります。）
※アジャスターは付いていません。
　アジャスター取付は、後述「オプションパーツ」をご覧ください。

ｔ＝36mm

※無垢材を使った木製品につき、加工上製品の規格寸法に対して若干の誤差が発生します。予めご了承くださいませ。

086
※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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Pラック シェルフ ─ サイドフレーム


