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■バックレッジ・サイドレッジ
バックレッジは棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
サイドレッジは棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。

SFPSセーフティーポール 2本1組
【サイズ】全長：1050mm 伸縮可能範囲：150～900mm
【材質】金具：SUS430　ステンレス製、樹脂製

　　　ポール：アルミニウム・アルマイト仕上げ
　5705022　 参考価格 ¥16,000
※本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転

倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転
倒防止器具ではありません。

バックレッジ スーパーエレクター用
【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

1：100mm 2：50mm

BL610 間口610mm用 　5705183□　 ¥1,700 ¥1,400
BL910 間口910mm用 　5705184□　 ¥2,000 ¥1,600
BL1220 間口1220mm用 　5705185□　 ¥2,600 ¥2,000
BL1520 間口1520mm用 　5705186□　 ¥2,800 ¥2,200
BL1820 間口1820mm用 　5705187□　 ¥3,100 ¥2,400
※□には有効高さをご指定下さい。　1：100mm　2：50mm

バックレッジ ソリッドエレクター用
【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

1：100mm 2：50mm

SBL610 間口610mm用 　5705188□　 ¥1,700 ¥1,500
SBL910 間口910mm用 　5705189□　 ¥2,400 ¥1,900
SBL1220 間口1220mm用 　5705190□　 ¥3,100 ¥2,100
SBL1520 間口1520mm用 　5705191□　 ¥3,300 ¥2,400
SBL1820 間口1820mm用 　5705192□　 ¥3,500 ¥2,700
※□には有効高さをご指定下さい。　1：100mm　2：50mm

サイドレッジ スーパーエレクター用
【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 有効高さ 注文コード 参考価格

SLT460 奥行460mm用

100mm

　5705193　 ¥1,500
SLT530 奥行530mm用 　5705195　 ¥1,600
SLT610 奥行610mm用 　5705197　 ¥1,700
SLF460 奥行460mm用

50mm

　5705194　 ¥1,300
SLF530 奥行530mm用 　5705196　 ¥1,400
SLF610 奥行610mm用 　5705198　 ¥1,400
サイドレッジ ソリッドエレクター用

【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 有効高さ 注文コード 参考価格

SSLT460 奥行460mm用
100mm

　5705199　 ¥1,600
SSLT610 奥行610mm用 　5705201　 ¥1,700
SSLF460 奥行460mm用

50mm
　5705200　 ¥1,400

SSLF610 奥行610mm用 　5705202　 ¥1,500
ソリッド用取り付け金具 　5705203　 ¥240

【材質】クロームメッキ
型番 サイズ 注文コード 参考価格

WFW ダブル用 　5705019　 ¥1,200
WFS シングル用 　5705018　 ¥870

※取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。

型番 材質 注文コード 参考価格

POK クロームメッキ 　5705020　 ¥650
POK-S SUS304 　5705021　 ¥2,200

スーパーエレクターのローコストタイプ
「ホームエレクター」をWEBサイトにて取
り扱っております。WEBサイト特別価格に
て販売しております。他店に負けない価格
を目指しておりますので、
ぜひご覧下さい。

❶セーフティーポール先端のゴム
製接触面を天井にあててロック

❷さらにダイアルを回し設置面にテ
ンションを与えるダブルアクショ
ン方式の採用で、緩みにくく確実
な固定が可能になりました。

ダブルアクション方式
でしっかり固定

ジョイント方式の採用により、セー
フティーポールの取り付けは、使用
しているシェルフを解体することな
く、簡単に設置することが可能です。
※天井との間隔が600mm以上900mm以下の
　場合に、シェルフを解体せず設置出来ます。

ジョイント方式で
設置が容易

■セーフティーポール

■ポストクランプ ■壁面固定金具

バックレッジ↓
サイドレッジ↓

棚を壁面に固定するための金具です。

隣り合う棚のポールを連結し、棚の横揺れ防
止にも効果的です。

スマートフォン・タブレット端末以外の携帯電話では
ご利用いただけません。パソコンをご利用の方は、

「http://www.nigiwai-dougu.com/qr」にアクセスして頂き、
QR コード下部の英数字を入力して頂くと、該当ページへジャンプいたします。

［QR コードについて］

ホームエレクター WEBにて特価販売中！！
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※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 ・ホームエレクター（WEB案内）
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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


