
間口用ストレートクロスバー
【材質】クロームメッキ、14×32mm角パイプ　【耐荷重】50kg/1本

型番 サイズ 注文コード 参考価格

CB-610 間口610mm用 　5705135　 ¥5,200 
CB-760 間口760mm用 　5705136　 ¥5,500 
CB-910＊ 間口910mm用 　5705137　 ¥5,500 
CB-1070 間口1070mm用 　5705138　 ¥6,600 
CB-1220＊ 間口1220mm用 　5705139　 ¥6,600 
CB-1520＊ 間口1520mm用 　5705140　 ¥8,900 
CB-1820 間口1820mm用 　5705141　 ¥11,100 

※奥行用としての使用は出来ません。
※＊以外は受注生産品です。

ストレートフック　クロスバー用
【材質】クロームメッキ、φ6mmワイヤー　【耐荷重】2kg/1本

型番 サイズ 注文コード 参考価格

SH100 L100mm 　5705147　 ¥330 
SH150 L150mm 　5705148　 ¥330 
SH200 L200mm 　5705149　 ¥330 
SH250 L250mm 　5705150　 ¥380 
SH300 L300mm 　5705151　 ¥380 
SH350 L350mm 　5705152　 ¥380 

※表内の寸法は有効寸法です。

ストレートフック　メッシュパネル用
【材質】クロームメッキ、φ6mmワイヤー　【耐荷

重】2kg/1本
型番 サイズ 注文コード 参考価格

MH50 L50mm 　5705153　 ¥440 
MH80 L80mm 　5705154　 ¥440 
MH150 L150mm 　5705155　 ¥550 

※表内の寸法は有効寸法です。

奥行用ストレートクロスバー
【材質】クロームメッキ、14×32mm角パイプ　【耐荷重】50kg/1本

型番 サイズ 注文コード 参考価格

CB-SS 奥行310mm用 　5705142　 ¥4,500 
CB-AS 奥行360mm用 　5705143　 ¥4,500 
CB-MS 奥行460mm用 　5705144　 ¥4,800 
CB-BS 奥行530mm用 　5705145　 ¥4,800 
CB-LS 奥行610mm用 　5705146　 ¥5,200 

※間口用としての使用は出来ません。
※ABS製テーパー2組（4個）付き。　※表内の寸法は呼び寸法です。

ディバイダー
【サイズ】H220mm　【材質】クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ

型番 サイズ 注文コード 参考価格

SDB 奥行310mm用 　5705178　 ¥2,700 
ADB 奥行360mm用 　5705179　 ¥3,200 
MDB 奥行460mm用 　5705180　 ¥3,300 
BDB 奥行530mm用 　5705181　 ¥3,800 
LDB 奥行610mm用 　5705182　 ¥4,100 

※表内の寸法は呼び寸法です。
※ソリッドエレクターには使用できません。

メッシュパネル　奥行用
【材質】クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー

奥行460mm（MS） 奥行530mm（BS） 奥行610mm（LS）
高さ 型番 注文コード 参考価格 型番 注文コード 参考価格 型番 注文コード 参考価格

1330mm MSMP1330 　5705156　 ¥11,300 BSMP1330 　5705159　 ¥12,600 LSMP1330 　5705162　 ¥14,000 
1540mm MSMP1540 　5705157　 ¥11,900 BSMP1540 　5705160　 ¥13,500 LSMP1540 　5705163　 ¥14,800 
1840mm MSMP1840 　5705158　 ¥12,600 BSMP1840 　5705161　 ¥14,500 LSMP1840 　5705164　 ¥17,100 

メッシュパネル　間口用
【材質】クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー

間口610mm 間口910mm 間口1220mm
高さ 型番 注文コード 参考価格 型番 注文コード 参考価格 型番 注文コード 参考価格

1330mm MP610-1330 　5705165　 ¥14,000 MP910-1330 　5705168　 ¥25,200 MP1220-1330 　5705171　 ¥33,900 
1540mm MP610-1540 　5705166　 ¥14,800 MP910-1540 　5705169　 ¥27,000 MP1220-1540 　5705172　 ¥35,700 
1840mm MP610-1840 　5705167　 ¥17,100 MP910-1840 　5705170　 ¥29,000 MP1220-1840 　5705173　 ¥37,800 

テーパー
材質 個数 注文コード 参考価格

ABS
TAP

ABS
樹脂

1組2個 　5705174　 ¥50 
1段分4組 　5705175　 ¥200 

アルミ
TAP

アルミ
ニウム

1組2個 　5705176　 ¥440 
1段分4組 　5705177　 ¥1,760 

※棚1枚につき必要なABSテーパー（4組）が付属しておりますが、
紛失した場合などにご利用ください。

ハンガーブラケット（1組2個）
【材質】クロームメッキ

型番 サイズ 注文コード 参考価格

HFMS  奥行460mm用 　5705126　 ¥1,740
HFLS  奥行360・610mm用 　5705127　 ¥1,740
ハンガーパイプ

【材質】SUS430
型番 サイズ 注文コード 参考価格

EHP590 L590mm（間口610mm用）  5705128 ¥1,600 
EHP740 L740mm（間口760mm用）  5705129 ¥1,900 
EHP890 L890mm（間口910mm用）  5705130 ¥2,300 
EHP1050 L1050mm（間口1070mm用）  5705131 ¥2,700 
EHP1200 L1200mm（間口1220mm用）  5705132 ¥3,500 
EHP1500 L1500mm（間口1520mm用）  5705133 ¥4,000 
EHP1800 L1800mm（間口1820mm用）  5705134 ¥4,500 

※EHP1500、EHP1800をご使用の際は、ハンガーブラケットを3個
ご使用下さい。

■ハンガーブラケット＆パイプ

■テーパー ■ディバイダー

■ストレートクロスバー ■ストレートフック

ブックエンドタイプの間仕切
りです。物品の区分け、整理
保管に便利です。

■メッシュパネル
ストレートフックを利用して、棚の側・背面に
商品をディスプレイする専用パネルです。
また、棚の上段から下段までを覆う落下防止
用カバーとしても便利です。
※ネット用パーツはP551へ。

メッシュパネルを介して、小物類を陳
列・保管するためのパーツです。

クロスバーを介して、小物類を陳列・
保管するためのパーツです。

ポール同士をを連結し、ストレートフックや
傾斜ブラケットを支持します。

衣料品等の展示・保管に最適です。POP広
告とともに吊り下げれば、より効果的で省
スペースの高いディスプレイが可能です。

棚板を25.4mmピッチでポールに固定す
るためのパーツです。

メッシュパネル用

クロスバー用

ハンガー
ブラケット→

↑ハンガーパイプ

ABSテーパー

ABSテーパー

アルミテーパー
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舗
什
器

※ご注文の際は、 0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   の 7 桁の番号をご記入ください。
　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。

【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.com www.nigiwai-dougu.com

エレクター用パーツ
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レジ回り・窓口
受付用品

Ferplus
アイアンシリーズ

B-Slope
シャビーシリーズ

ポールスター

ワゴンショップ
& 屋台

販売台 & ワゴン

エコ style

カントリー style

アンティーク style

クラシック style

エレガント style

和風 style

イングリッシュ style

メンズ style

桧プライウッド
シリーズ

ウッドコンポ
シリーズ

TAMO シリーズ

P ラックシリーズ

カスタマイズ什器

ポール什器

壁面什器

スリット式
システム什器

中日什器

タテヤマ什器

レジ台＆
カウンター関連

ガラスケース

ドラム缶

ディスプレイ
テーブル特集

ハンガーラック
特集

ハンガー

トルソー・マネキン

樽什器

ナチュラルカラー
ウッドシリーズ


