収納庫
（NWL・NW・NWS型）
オープン書庫
（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
（上置用）
Ｄ

NW-0904N-AW

4
5
0

（上置用）

￥28,400

外寸法／Ｗ899×D450×H350
内寸法／Ｗ859×D449×H300

NW-0905N-AW

￥29,700

外寸法／Ｗ899×D450×H450
内寸法／Ｗ859×D449×H400
1
0
5
0

NW-0907N-AW

NW-0911N-AW

￥33,800

NW-0911N-AW

￥40,300

付属品：棚板3枚

NWL-0911N-AW ￥42,900

NW-0914N-AW

外寸法／Ｗ899×D450×H1400
内寸法／Ｗ859×D449×H1350
付属品：棚板3枚

NWL-0918N-AW ￥68,400

NW-0918N-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H1750
内寸法／Ｗ859×D499×H1700
付属品：棚板4枚

外寸法／Ｗ899×D450×H1750
内寸法／Ｗ859×D449×H1700
付属品：棚板4枚

0
0

デスク
システム
事務用チェアー
・輸入チェアー
ローパー
ティション
収納家具・
ファイリング用品
書庫・
キャビネット

NWL-0921N-AW ￥80,600

NW-0921N-AW

外寸法／Ｗ899×D450×H2100
内寸法／Ｗ859×D449×H2050
付属品：棚板5枚

スチール引違い書庫
（2枚扉・W900㎜）

Ｄ

コミュニケーション・
リフレッシュ用家具

NW-0905H-AW

NW-0907H-AW

NW-0911H-AW

応接セット

500・
450・
400

￥41,100

￥45,600

外寸法／Ｗ899×D450×H900
内寸法／Ｗ853×D395×H850
付属品：棚板2枚

NW-0911H-AW

ロビー
チェアー

￥50,300

外寸法／Ｗ899×D450×H1050
内寸法／Ｗ853×D395×H1000
付属品：棚板2枚

NWL-0907H-AW ￥43,200

オフィス・
ロビー用品

NWS-0914N-AW ￥55,100
外寸法／Ｗ899×D400×H1400
内寸法／Ｗ859×D399×H1350
付属品：棚板3枚

NWS-0918N-AW ￥60,400
外寸法／Ｗ899×D400×H1750
内寸法／Ｗ859×D399×H1700
付属品：棚板4枚

1
0
5
0

NWS-0921N-AW ￥72,400
外寸法／Ｗ899×D400×H2100
内寸法／Ｗ859×D399×H2050
付属品：棚板5枚

NW-0911H3-AW

オフィス
周辺什器

NW-0912H-AW

￥60,400

4 外寸法／Ｗ899×D450×H1200
5 内寸法／Ｗ853×D395×H1150
0 付属品：棚板3枚

NWL-0911H-AW ￥52,400

NW-0914H-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H1050
内寸法／Ｗ853×D445×H1000
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ899×D450×H1400
内寸法／Ｗ853×D395×H1350
付属品：棚板3枚

Ｄ
5
0
0

500・
450・
400

￥71,100

NWL-0918H-AW ￥87,100

NW-0918H-AW

外寸法／Ｗ899×D500×H1750
内寸法／Ｗ853×D445×H1700
付属品：棚板4枚

外寸法／Ｗ899×D450×H1750
内寸法／Ｗ853×D395×H1700
付属品：棚板4枚

￥83,100

NW-0921H-AW ￥104,400
外寸法／Ｗ899×D450×H2100
内寸法／Ｗ853×D395×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×H700
内寸法／Ｗ853×D345×H650
付属品：棚板1枚

NW-0909H3-AW ￥66,100

NWS-0909H-AW ￥45,000
外寸法／Ｗ899×D400×H900
内寸法／Ｗ853×D345×H850
付属品：棚板2枚

NWS-0911H-AW ￥49,200
外寸法／Ｗ899×D400×H1050
内寸法／Ｗ853×D345×H1000
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ899×D450×H900
内寸法／Ｗ853×D382×H850
付属品：棚板2枚

NW-0911H3-AW ￥73,200

4 外寸法／Ｗ899×D450×H1050
5 内寸法／Ｗ853×D382×H1000
0 付属品：棚板2枚

NW-0912H3-AW ￥87,400

NWS-0912H-AW ￥57,200

外寸法／Ｗ899×D450×H1200
内寸法／Ｗ853×D382×H1150
付属品：棚板3枚

4 外寸法／Ｗ899×D400×H1200
0 内寸法／Ｗ853×D345×H1150
0 付属品：棚板3枚

NW-0914H3-AW ￥103,300

NWS-0914H-AW ￥67,800

外寸法／Ｗ899×D450×H1400
内寸法／Ｗ853×D382×H1350
付属品：棚板3枚
ラッチ付 インジケーターキー

外寸法／Ｗ899×D400×H1400
内寸法／Ｗ853×D345×H1350
付属品：棚板3枚

NWS-0918H-AW ￥79,100
外寸法／Ｗ899×D400×H1750
内寸法／Ｗ853×D345×H1700
付属品：棚板4枚

NWS-0921H-AW ￥100,500
外寸法／Ｗ899×D400×H2100
内寸法／Ｗ853×D345×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

NWS-0907H3-AW ￥58,300
外寸法／Ｗ899×D400×H700
内寸法／Ｗ853×D332×H650
付属品：棚板1枚

4
0
0

NWS-0911H3-AW ￥70,400
外寸法／Ｗ899×D400×H1050
内寸法／Ｗ853×D332×H1000
付属品：棚板2枚
ラッチ付 インジケーターキー

NWL-0907H3-AW ￥61,300
5
0
0

●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。
グリーン購入法適合商品：品番を緑色で表示しています。※表示価格は税抜き価格です。

外寸法／Ｗ899×D450×H700
内寸法／Ｗ853×D382×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D500×H700
内寸法／Ｗ853×D432×H650
付属品：棚板1枚

Ｄ

NWL-0921H-AW ￥108,300
外寸法／Ｗ899×D500×H2100
内寸法／Ｗ853×D445×H2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

NW-0907H3-AW ￥59,200

NWS-0907H-AW ￥40,300

Ｄ

外寸法／Ｗ899×D500×H700
内寸法／Ｗ853×D445×H650
付属品：棚板1枚

Ｄ

カウンター

348

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

Ｄ

NW-0909H-AW

役員室用家具

￥39,100

外寸法／Ｗ899×D450×H450
内寸法／Ｗ853×D395×H400
ラッチ付 インジケーターキー

外寸法／Ｗ899×D450×H700
内寸法／Ｗ853×D395×H650
付属品：棚板1枚

プレゼンテーション
機器・黒板

店舗用家具

スチール引違い書庫
（3枚扉・W900㎜）

Ｄ

1
0
5
0

会議用
チェアー

学校用家具

￥37,300

外寸法／Ｗ899×D450×H350
内寸法／Ｗ853×D395×H300

4
5
0

会議用
テーブル

高齢者福祉施設・
病院用家具

付属品：棚板3枚

NW-09SRB ￥7,200

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

NW-0904H-AW

セキュリティー
用品

ラック・
工場備品

NWS-0912N-AW ￥48,200

4 外寸法／Ｗ899×D400×H1200
0 内寸法／Ｗ859×D399×H1150
0

バーを下げた状態

地震による収納物の落下を防ぎます。
ワンタッチでバーの上
げ下げができ、
収納物の出し入れも簡単に行なえます。

（棚板耐荷重：等分布44㎏）NWS型
（上置用）

防災・
地震対策用品

間仕切り

￥76,500

NWS-0911N-AW ￥37,600
外寸法／Ｗ899×D400×H1050
内寸法／Ｗ859×D399×H1000
付属品：棚板2枚

バーを上げた状態

●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。

金 庫

移動ラック・
シェルビング

￥64,400

外寸法／Ｗ899×D500×H2100
内寸法／Ｗ859×D499×H2050
付属品：棚板5枚

ロッカー

レセプション
用家具

￥58,300

外寸法／Ｗ899×D500×H1050
内寸法／Ｗ859×D499×H1000
5 付属品：棚板2枚

Ｄ

ワーク
システム

￥51,800

外寸法／Ｗ899×D400×H900
内寸法／Ｗ859×D399×H850
付属品：棚板2枚

Ｄ

NW-0912N-AW

4 外寸法／Ｗ899×D450×H1200
5 内寸法／Ｗ859×D449×H1150
0

落下防止バー

NWS-0907N-AW ￥31,700
NWS-0909N-AW ￥35,600

Ｄ

NWL-0907N-AW ￥35,900

NWS-0905N-AW ￥28,400

NW-0909N-AW

￥37,600

地震対策

外寸法／Ｗ899×D400×H450
内寸法／Ｗ859×D399×H400

外寸法／Ｗ899×D400×H700
内寸法／Ｗ859×D399×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D450×H1050
内寸法／Ｗ859×D449×H1000
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ899×D500×H700
内寸法／Ｗ859×D499×H650
付属品：棚板1枚

4
0
0

外寸法／Ｗ899×D400×H350
内寸法／Ｗ859×D399×H300

外寸法／Ｗ899×D450×H700
内寸法／Ｗ859×D449×H650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ899×D450×H900
内寸法／Ｗ859×D449×H850
付属品：棚板2枚

500・
450・
400

NWS-0904N-AW ￥27,000

Ｄ

収納庫︵NWL・NW・NWS型︶

05

組立・施工費を別途申し受けます。

NWL-0911H3-AW ￥76,100
外寸法／Ｗ899×D500×H1050
内寸法／Ｗ853×D432×H1000
付属品：棚板2枚
ラッチ付 インジケーターキー

