ベース必要／下置で使用される場合には、
ベースを必ずご使用ください。
P362・P363 NWL-900B-MG ￥11,800 NW-900B-MG ￥11,400

収納庫
（NWL・NW・NWS型）
両開き書庫
（W900㎜）

／（棚板耐荷重：等分布58㎏）NWL型・
（棚板耐荷重：等分布51㎏）NW型・
（棚板耐荷重：等分布44㎏）NWS型

NW-0903K-AW

（上置用）

￥35,100

Ｄ

500・
450・
400

4
5
0

外寸法／Ｗ899×D450×H350
内寸法／Ｗ859×D415×H300

NWS-0940KK-AW ￥39,400

外寸法／Ｗ899×D400×H450
内寸法／Ｗ859×D365×H400
ラッチ付 インジケーターキー

外寸法／Ｗ899×D500×H450
内寸法／Ｗ859×D465×H400
ラッチ付 インジケーターキー

NWS-0905KK-AW ￥40,300

NW-0905KK-AW ￥40,900
外寸法／Ｗ899×D450×H450
内寸法／Ｗ859×D415×H400
ラッチ付 インジケーターキー

￥43,000

NW-0909K-AW
500・
450・
400

NW-0911K-AW

￥50,300

外寸法／Ｗ899×D450×H1050
内寸法／Ｗ859×D415×H1000
付属品：棚板2枚

Ｄ

NW-0912K-AW

NWS-0914K-AW ￥63,000
外寸法／Ｗ899×D400×H1400
内寸法／Ｗ859×D365×H1350
付属品：棚板3枚

NWS-0918K-AW ￥73,800

NW-0921K-AW

￥52,400

5
0
0

NWL-0918K-AW

￥81,700

外寸法／Ｗ899×D500×H1750
内寸法／Ｗ859×D465×H1700
付属品：棚板4枚

NWL-0921K-AW

￥90,500

外寸法／Ｗ899×D500×H2100
内寸法／Ｗ859×D465×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

ワーク
システム
デスク
システム

ワードローブ

事務用チェアー
・輸入チェアー

外寸法／Ｗ899×D400×H1750
内寸法／Ｗ859×D365×H1700
付属品：棚板4枚

￥66,400

ローパー
ティション

NWS-0921K-AW ￥82,500
外寸法／Ｗ899×D400×H2100
内寸法／Ｗ859×D365×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

￥77,700

外寸法／Ｗ899×D450×H1750
内寸法／Ｗ859×D415×H1700
付属品：棚板4枚

NW-0918K-AW

NWL-0911K-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H1050
内寸法／Ｗ859×D465×H1000
付属品：棚板2

NWS-0912K-AW ￥55,700

外寸法／Ｗ899×D450×H1400
内寸法／Ｗ859×D415×H1350
付属品：棚板3枚

NW-0918K-AW

NWS-0909K-AW ￥45,000

4 外寸法／Ｗ899×D400×H1200
0 内寸法／Ｗ859×D365×H1150
0 付属品：棚板3枚

￥59,200

￥45,100

外寸法／Ｗ899×D400×H900
内寸法／Ｗ859×D365×H850
付属品：棚板2枚

NWS-0911K-AW ￥49,200

ラッチ付 インジケーターキー

NW-0914K-AW

NWL-0907K-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H700
内寸法／Ｗ859×D465×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D400×H1050
内寸法／Ｗ859×D365×H1000
付属品：棚板2枚

4 外寸法／Ｗ899×D450×H1200
5 内寸法／Ｗ859×D415×H1150
0 付属品：棚板3枚

1
7
5
0

NWS-0907K-AW ￥42,400
外寸法／Ｗ899×D400×H700
内寸法／Ｗ859×D365×H650
付属品：棚板1枚

Ｄ

NW-0911K-AW

￥45,600

NWL-0905KK-AW ￥41,500

Ｄ

外寸法／Ｗ899×D450×H700
内寸法／Ｗ859×D415×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D450×H900
内寸法／Ｗ859×D415×H850
付属品：棚板2枚
ラッチ付 インジケーターキー

NWL-0940KK-AW ￥40,700

5 外寸法／Ｗ899×D500×H400
0 内寸法／Ｗ859×D465×H350
0

NW-0940KK-AW ￥40,100

NW-0907K-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H350
内寸法／Ｗ859×D465×H300

4 外寸法／Ｗ899×D400×H400
0 内寸法／Ｗ859×D365×H350
0

外寸法／Ｗ899×D450×H400
内寸法／Ｗ859×D415×H350

1
0
5
0

外寸法／Ｗ899×D400×H350
内寸法／Ｗ859×D365×H300

Ｄ

NW-0904KK-AW ￥39,200

4
5
0

NWL-0904KK-AW ￥39,600

Ｄ

外寸法／Ｗ899×D450×H300
内寸法／Ｗ859×D415×H250
ラッチ付

05

（上置用）

NWS-0904KK-AW ￥38,600

収納家具・
ファイリング用品
書庫・
キャビネット

1
7
5
0

ロッカー

￥86,500

金 庫

外寸法／Ｗ899×D450×H2100
内寸法／Ｗ859×D415×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

500・
450・
400

防災・
地震対策用品
セキュリティー
用品

●ご注意
H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。
あらかじめ搬入経路をご確認ください。

NW-0918W-AW

500・450

NW-0907KD-AW ￥54,400

NWS-0907KD-AW ￥52,800

外寸法／Ｗ899×D450×H700
内寸法／Ｗ859×D415×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D400×H700
内寸法／Ｗ859×D365×H650
付属品：棚板1枚

NW-0911KD-AW

450・400

NW-0918KD-AW ￥89,300
外寸法／Ｗ899×D450×H1750
内寸法／Ｗ859×D415×H1700
付属品：棚板4枚

プレゼンテーション
機器・黒板
役員室用家具

4
0
0

NWS-0918KD-AW ￥84,200
外寸法／Ｗ899×D400×H1750
内寸法／Ｗ859×D365×H1700
付属品：棚板4枚

NW-0921KD-AW ￥98,000

NWS-0921KD-AW ￥92,900

外寸法／Ｗ899×D450×H2100
内寸法／Ｗ859×D415×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

外寸法／Ｗ899×D400×H2100
内寸法／Ｗ859×D365×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

■ダイヤル錠
●暗証番号を設定できるダイヤル錠。
不特定の人が使用する施設では、
使用のたびに番号が変わるように設定。
特定の人が使用する施設では、
再設定するまで番号が変わらないようにすることが可能です。
●設定番号を忘れたときは検索キーで解錠できます。
（別売）

外寸法／Ｗ899×D450×H1750
内寸法／Ｗ859×D465×H1700

4 NW-0921W-AW ￥83,800
5 外寸法／Ｗ899×D450×H2100
0
内寸法／Ｗ859×D415×H2050
付属品：棚板1枚・ハンガー付棚板1枚
鏡・ネクタイ掛け
ラッチ付 インジケーターキー

NWL-0918W-AW ￥80,500
外寸法／Ｗ899×D500×H1750
内寸法／Ｗ859×D465×H1700

Ｄ

●ご注意
H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。
あらかじめ搬入経路をご確認ください。

応接セット

NW-0918W-AW ￥76,500

5 NWL-0921W-AW ￥87,800
0 外寸法／Ｗ899×D500×H2100
0
内寸法／Ｗ859×D465×H2050
付属品：棚板1枚・ハンガー付棚板1枚
鏡・ネクタイ掛け
ラッチ付 インジケーターキー

●ご注意
H2100の収納庫はエレベーターに載らない場
合があります。
あらかじめ搬入経路をご確認く
ださい。
納期マーク説明

推 奨 商 品 ・・・・・・・・・・・・・・・
お早めにお届けできる商品です。

お早めにお届けできる商品です。
納入までに 2 週間程度必要です。

納入までに 2 週間程度必要です。
納入までに 3 週間程度必要です。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

ロビー
チェアー

Ｄ

1
0
5
0

コミュニケーション・
リフレッシュ用家具

Ｄ

NWS-0911KD-AW ￥58,800
外寸法／Ｗ899×D400×H1050
内寸法／Ｗ859×D365×H1000
付属品：棚板2枚

Ｄ

NW-0911KD-AW ￥61,900
外寸法／Ｗ899×D450×H1050
内寸法／Ｗ859×D415×H1000
付属品：棚板2枚

会議用
テーブル
会議用
チェアー

両開き書庫
（ダイヤル錠・W900㎜）／（棚板耐荷重：等分布51㎏）NW型・
（棚板耐荷重：等分布44㎏）NWS型

4
5
0

収納庫︵NWL・NW・NWS型︶

（上置用）

NW-0905KK-AW

NWS-900B-MG ￥11,000

カウンター
オフィス・
ロビー用品
オフィス
周辺什器
レセプション
用家具
間仕切り
移動ラック・
シェルビング
ラック・
工場備品
高齢者福祉施設・
病院用家具
学校用家具
店舗用家具

納入までに 3 週間程度必要です。
受注生産品のため納期をご確認ください。
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