
HGハンガー
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

D350用
W895×D293 　5901177　 ¥10,100 
W1195×D293 　5901178　 ¥10,300 

D400用
W895×D343 　5901179　 ¥10,600 
W1195×D343 　5901180　 ¥10,800 

D450用
W895×D393 　5901181　 ¥11,200 
W1195×D393 　5901182　 ¥11,600 

D500用
W895×D443 　5901183　 ¥12,000 
W1195×D443 　5901184　 ¥12,200 

D600用
W895×D543 　5901185　 ¥13,000 
W1195×D543 　5901186　 ¥13,600 

FO300 フェイスアウト
【サイズ】L300　【材質】クロームメッキ仕上げ
　5901187　 参考価格 ¥3,000 

シングルネットフック
【材質】クロームメッキ仕上げ

型番 商品コード 参考価格

L50mm 　5901188　 ¥300 
L100mm 　5901189　 ¥350 

PLネットフック
【材質】クロームメッキ仕上げ　
安全対策用上下タイプ

型番 商品コード 参考価格

L50/75mm 　5901190　 ¥700 
L100/125mm 　5901191　 ¥750 

角バー用フック
【材質】クロームメッキ仕上げ　
安全対策用上下タイプ

型番 商品コード 参考価格

L50/75mm 　5901192　 ¥700 
L100/125mm 　5901193　 ¥750 

サイドネット（H1080／H1380）
型番 サイズ（mm） 商品コード

参考価格
1：H1080 2：H1380

単体什器用

D350 W355×t13 　5901194□　 ¥16,100 ¥17,600 
D400 W405×t13 　5901195□　 ¥16,800 ¥18,200 
D450 W455×t13 　5901196□　 ¥17,600 ¥19,600 
D500 W505×t13 　5901197□　 ¥17,800 ¥19,800 

背中合わせ
什器用

D350 W710×t13 　5901198□　 ¥21,300 ¥24,100 
D400 W810×t13 　5901199□　 ¥22,600 ¥25,200 
D450 W910×t13 　5901200□　 ¥23,800 ¥27,000 
D500 W1010×t13 　5901201□　 ¥25,200 ¥29,000 

※□にはサイドフレームの高さをご指定ください。

バックネット
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

W900

W900×t6×H800 　5901202　 ¥16,000 
W900×t6×H1000 　5901203　 ¥18,200 
W900×t6×H1200 　5901204　 ¥20,200 
W900×t6×H1300 　5901205　 ¥21,800 
W900×t6×H1400 　5901206　 ¥23,100 

W1200

W1200×t6×H800 　5901207　 ¥19,700 
W1200×t6×H1000 　5901208　 ¥22,100 
W1200×t6×H1200 　5901209　 ¥24,800 
W1200×t6×H1300 　5901210　 ¥26,200 
W1200×t6×H1400 　5901211　 ¥28,000 

フレームネット
型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格 型番 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

D350

W273×φ6×H452 　5901212　 ¥6,900 

D450

W373×φ6×H452 　5901222　 ¥8,200 
W273×φ6×H652 　5901213　 ¥7,600 W373×φ6×H652 　5901223　 ¥8,700 
W273×φ6×H752 　5901214　 ¥7,800 W373×φ6×H752 　5901224　 ¥9,000 
W273×φ6×H852 　5901215　 ¥8,300 W373×φ6×H852 　5901225　 ¥9,700 
W273×φ6×H952 　5901216　 ¥9,300 W373×φ6×H952 　5901226　 ¥10,800 

D400

W323×φ6×H452 　5901217　 ¥7,100 

D500

W423×φ6×H452 　5901227　 ¥8,400 
W323×φ6×H652 　5901218　 ¥7,900 W423×φ6×H652 　5901228　 ¥9,200 
W323×φ6×H752 　5901219　 ¥8,200 W423×φ6×H752 　5901229　 ¥10,000 
W323×φ6×H852 　5901220　 ¥8,700 W423×φ6×H852 　5901230　 ¥10,400 
W323×φ6×H952 　5901221　 ¥9,700 W423×φ6×H952 　5901231　 ¥11,200 

棚受ピンでサイドフレーム内の溝に収まります。ハンガー部分はスライド可能です。
フェイスアウト（FO）や角バー用PLフックが取り付けできます。

HGハンガーに取り付け使用します。

※バックネットの一部サイズについては、サイドネット
に転用可能なものがあります。

※バックネットを取り付ける際は、クロスブレイスは必
要ありません。

色は什器の色に関係なく全て白になります。
格子ピッチ：50×50㎜/外周部：厚6㎜/スチール製
背面に取り付けるとバックネットの厚み分シェルフの
奥行にプラスされます。

什器の背面部分に取り付けるバックネットです。（ビス穴付き）

フレームネット・バックネット・サイドネットなどに取り付け使用します。

HGハンガー

フェイスアウト

バックネット

色は什器の色に関係なく全て白になります。
格子ピッチ：50×50㎜

什器側面に取り付け使用します。
ただし、サイドフレームの高さH1080・H1380㎜の2種限定です。

サイドネット

ネットフック

シングルネットフック PLネットフック 角バー用フック

単体什器用 背中合わせ什器用取り付け例

サイドフレーム内側の溝に差し込み使用するネットです。
（固定用の棚受ピン付き）

フレームネット

※サイドフレームを共用して使う連結仕様の場合はフレームネットは取り付けできません。

色は什器の色に関係なく全て白になります。
格子ピッチ：50×50㎜/外周部：厚6㎜/スチール製

取り付け例

部分のサイドフレーム
の内側の溝にネットを
差し込みます。

白：外周6φ
2㎜線材  50×50ピッチ

■ネットパーツ

W900用（895）

角バータイプ　14×38
角バー部分　スライド可能

W1200用（1195） D350（293）
D400（343）
D450（393）
D500（443）
D600（543）
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ネットパネル用フックはP562へ

P562

掲載ページネットパネル用のフックを多数取り揃えております。

【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.com089
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Pラック シェルフ ─ ハンガー・フェイスパーツ・ネットパーツ


