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。

収納庫
（NW・NWS型）

P362・P363に掲載しています。

両開き書庫
（W800㎜）

スチール引違い書庫
（W800㎜）

（上置用）

（棚板耐荷重：等分布45㎏）NW型・
（棚板耐荷重：等分布40㎏）NWS型
（上置用）

NW-0804K-AW ￥35,000

NWS-0805K-AW ￥37,000
外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ450
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ400
ラッチ付 錠なし

NWS-0807K-AW ￥40,300
外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ700
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ650
付属品：棚板1枚

NW-0809K-AW ￥43,700

NWS-0809K-AW ￥43,000

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ900
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ850
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ900
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ850
付属品：棚板2枚

NW-0811K-AW ￥48,200

NWS-0811K-AW ￥47,100

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1050
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ1000
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1050
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ1000
付属品：棚板2枚

1
0
5
0

450・400
NW-0811H-AW

NW-0807H-AW ￥39,100
外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ700
内寸法／Ｗ754×Ｄ395×Ｈ650
付属品：棚板1枚

Ｄ

4
0 NWS-0812K-AW ￥53,700
0 外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1200

内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ1150
付属品：棚板3枚

内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ1150
付属品：棚板3枚

NW-0818K-AW ￥73,800

NWS-0818K-AW ￥69,800

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1750
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ1700
付属品：棚板4枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1750
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ1700
付属品：棚板4枚

NW-0821K-AW ￥82,500

NWS-0821K-AW ￥78,500

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ2100
内寸法／Ｗ759×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／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ2100
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ2050
付属品：棚板5枚
ラッチ付 インジケーターキー

NW-0809H-AW ￥43,700
外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ900
内寸法／Ｗ754×Ｄ395×Ｈ850
付属品：棚板2枚

Ｄ

450・
400

4
0
0

NW-0807K-AW ￥41,100

4
5 NW-0812K-AW ￥57,200
0 外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1200

NW-0818K-AW

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ350
内寸法／Ｗ760×Ｄ365×Ｈ300

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ700
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ650
付属品：棚板1枚

Ｄ

1
7
5
0

NW-0805K-AW ￥37,600
外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ450
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ400
ラッチ付 錠なし

NWS-0804K-AW ￥34,400
Ｄ

Ｄ

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ350
内寸法／Ｗ759×Ｄ415×Ｈ300

4
5
0
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収納庫︵NW・NWS型︶

（棚板耐荷重：等分布45㎏）NW型・
（棚板耐荷重：等分布40㎏）NWS型

4
5 NW-0811H-AW ￥47,700
0 外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1050
内寸法／Ｗ754×Ｄ395×Ｈ1000
付属品：棚板2枚

NW-0812H-AW ￥57,200
外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1200
内寸法／Ｗ754×Ｄ395×Ｈ1150
付属品：棚板3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
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

NWS-0807H-AW ￥38,400

●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。

（棚板耐荷重：等分布45㎏）NW型・
（棚板耐荷重：等分布40㎏）NWS型

4
0
0

NW-0807N-AW ￥31,700

NWS-0807N-AW ￥29,700

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ700
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ650
付属品：棚板1枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ700
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ650
付属品：棚板1枚

NW-0818N-AW

450・
400

金 庫

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ900
内寸法／Ｗ754×Ｄ345×Ｈ850
付属品：棚板2枚
ラッチ付 インジケーターキー

防災・
地震対策用品

NWS-0811H-AW ￥46,600
外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1050
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ1150
付属品：棚板2枚
ラッチ付 インジケーターキー

NWS-0812H-AW ￥53,700

セキュリティー
用品
会議用
テーブル
会議用
チェアー
コミュニケーション・
リフレッシュ用家具

NW-0809N-AW ￥35,600

NWS-0809N-AW ￥33,800
外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ900
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ850
付属品：棚板2枚

NW-0811N-AW ￥38,400

NWS-0811N-AW ￥35,600

応接セット

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1050
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ1000
付属品：棚板2枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1050
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ1000
付属品：棚板2枚

ロビー
チェアー

NW-0812N-AW ￥49,700

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1200
内寸法／Ｗ754×Ｄ345×Ｈ1150
付属品：棚板3枚
ラッチ付 インジケーターキー

Ｄ

1
7
5
0

ロッカー

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ900
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ850
付属品：棚板2枚

Ｄ
4
5
0

書庫・
キャビネット

NWS-0809H-AW ￥43,000
Ｄ

オープン書庫
（W800㎜）

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ700
内寸法／Ｗ754×Ｄ345×Ｈ650
付属品：棚板1枚
ラッチ付 インジケーターキー

4
0
0

プレゼンテーション
機器・黒板
役員室用家具

NWS-0812N-AW ￥46,600

カウンター

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1200
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ1150
付属品：棚板3枚

オフィス・
ロビー用品

NW-0818N-AW ￥60,400

NWS-0818N-AW ￥56,400

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1750
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ1700
付属品：棚板4枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ1750
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ1700
付属品：棚板4枚

オフィス
周辺什器
レセプション
用家具

NW-0821N-AW ￥71,100

NWS-0821N-AW ￥67,000

間仕切り

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ2100
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ2050
付属品：棚板5枚

外寸法／Ｗ800×Ｄ400×Ｈ2100
内寸法／Ｗ760×Ｄ399×Ｈ2050
付属品：棚板5枚

移動ラック・
シェルビング

外寸法／Ｗ800×Ｄ450×Ｈ1200
内寸法／Ｗ760×Ｄ449×Ｈ1150
付属品：棚板3枚

ラック・
工場備品

●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。

高齢者福祉施設・
病院用家具
学校用家具
店舗用家具

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。

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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