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既定のパネルデザインを活かしながら、採光窓の種類やフレームとパネルの色を選べる「パターンオーダー」と、 
自分だけのオリジナルなパネルデザインを創ることができる「カスタムオーダー」にも対応 ！
こだわりの自分らしい空間演出にご活用いただけます。
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スリムでスタイリッシュなデザインと、機能性が人気の「プレイス スウィング」に
凛とした和の趣を感じる「格子」と「和紙調」が融合した、新たなパネルデザインが仲間入り。

そしてこの度、こだわりの空間をもっと自分らしく演出したい方に
パネルデザインの「オーダー」製作ができるようになりました。

「プレイス スウィング」をもっとさまざまなシーンに、もっとあなたらしく
お使いいただけるようになりました。

間仕切「プレイス スウィング」 に新たなパネルデザインが登場。

障子の心地の良さを感じる新しいパネルデザイン３５種類が仲間入り。 
新しいパネルデザインに採用された３種類の採光窓は、“和紙”や“不織布”を 
半透明な樹脂パネルで挟み込み、質感とメンテナンス性を両立。
「モダン」から「和」まで、 
「プレイス スウィング」がさまざまなシーンで、もっと使い易くなります。

現
いま

代をしつらえる。
「格子」と「和紙調」が融合した新たなパネルデザインが仲間入り。

もっと自分らしく、もっとこだわりの空間に。
パネルデザインの「オーダー」製作ができるようになりました。
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クリアー フロスト調雲竜 麻の葉ハイザクラ



新しく仲間入りした 

パネルデザイン：KF-16
採光窓：麻の葉

間仕切 プレイス スウィング1 間仕切 プレイス スウィング



パネルデザインで「現
い ま

在をしつらえる」。

パネルデザイン：KJ-54
採光窓：ハイザクラ＋クリアー

パネルデザイン：KH-35
採光窓：雲竜＋クリアー

※採光窓は、光の受け方により柄の見え方が変わります。
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和の趣をもっと便利
間仕切 プレイス スウィング3 間仕切 プレイス スウィング



に。

＊ 左の製品は、窓の手前に製品を取付けた施工例になります。屋外（外部建具を含む）では使用できません。 
日光が当たる窓に製品を取付ける場合は、熱だまりが発生する恐れがありますので設置条件にご注意ください。

※採光窓は、光の受け方により柄の見え方が変わります。

プレイス スウィング（格納方式・出入りの方法：引戸） 
「パターンオーダー」フレームのパターン：KJ
　下レール：ノンレール 
　フレームカラー：PL-807 マットブラック 
　採光窓：麻の葉

左： プレイス スウィング（格納方式：折戸＋出入りの方法：引戸） 
「パターンオーダー」フレームのパターン：KE
　下レール：フラットガイドレール 
　フレームカラー：PL-807 マットブラック 
　採光窓：麻の葉＋フロスト調

右：
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格
納
方
式

出
入
り
の
方
法

折
　
戸

引
　
戸

折
　
戸

移
動
収
納

引
　
戸

開
き
戸

荒組障子のようなデザイン 最上部に欄間を設けたデザイン 横額障子のようなデザイン

障子で多く用いられる一般的な格子デザイン。
和モダンから洋風までさまざまな空間に 
合わせやすいデザインです。

最上部に欄間を設けたデザイン。
パネル上部を“枠のみ”にすることで、 
空間のつながりと奥行き感を高めます。

横額障子のように、パネル中央部に採光窓
（クリアー）を組み合わせたデザイン。
窓を通じて外からの気配を感じながら、
ゆるやかに目隠しすることができます。

KFｰ14 KGｰ24 KHｰ34

採光窓：ハイザクラ 採光窓：ハイザクラ
採光窓：
ハイザクラ＋クリアー採光窓：雲竜 採光窓：雲竜

採光窓：
雲竜＋クリアー採光窓：麻の葉 採光窓：麻の葉

採光窓：
麻の葉＋クリアー

KFｰ15 KGｰ25 KHｰ35KFｰ16 KGｰ26 KHｰ36

KAｰ14 KBｰ24 KCｰ34

採光窓：ハイザクラ 採光窓：ハイザクラ
採光窓：
ハイザクラ＋クリアー採光窓：雲竜 採光窓：雲竜

採光窓：
雲竜＋クリアー採光窓：麻の葉 採光窓：麻の葉

採光窓：
麻の葉＋クリアー

KAｰ15 KBｰ25 KCｰ35KAｰ16 KBｰ26 KCｰ36

フレームカラー
下記の3色から選べます。

マットホワイト

＊上記のパネルデザインKA～KKのパネル寸法は、幅960ｍｍ×高さ2200ｍｍの場合です。
＊価格は11～14ページをご覧ください。

※“枠のみ”と記載の部分は、
　採光窓が入らない状態となります。 こちらの採光窓は「クリアー」です。

こちらの採光窓は「クリアー」です。
※“枠のみ”と記載の部分は、
　採光窓が入らない状態となります。

モダンシルバー

スリムなフレームの「プレイス スウィング」に障子の心地良さを感じる 
新たなパネルデザイン35種類が仲間入り。
用途やシーンに合わせて選べる豊富なラインナップです。

現
いま

代をしつらえる。
｢格子｣と｢和紙調｣が融合した
新しいパネルデザイン。

NEWS
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雪見障子のようなデザイン 市松文様の伝統的なデザイン 吹寄せ障子のようなデザイン

雪見障子のように、パネル下部に採光窓 
（クリアー）を組み合わせたデザイン。
立った状態での視線を遮ることで、気配を感じ 
ながらも、ゆるやかに目隠しすることができます。

日本の伝統的な市松文様をあしらったデザイン。 
和を感じる空間への提案におすすめです。

吹寄せ障子のように、和モダンにフィットする 
デザイン。格子の間隔に変化を持たせ、 
粋な印象の空間を演出します。

KIｰ44 KJｰ54 KKｰ14

採光窓：
ハイザクラ＋クリアー

採光窓：
ハイザクラ＋クリアー 採光窓：ハイザクラ

採光窓：
雲竜＋クリアー

採光窓：
雲竜＋クリアー 採光窓：雲竜

採光窓：
麻の葉＋クリアー

採光窓：
麻の葉＋クリアー

採光窓：
ハイザクラ＋雲竜 採光窓：麻の葉

KIｰ45 KJｰ55 KKｰ15KIｰ46 KJｰ56 KJｰ59 KKｰ16

KDｰ44 KEｰ54

採光窓：
ハイザクラ＋クリアー

採光窓：
ハイザクラ＋クリアー

採光窓：
雲竜＋クリアー

採光窓：
雲竜＋クリアー

採光窓：
麻の葉＋クリアー

採光窓：
麻の葉＋クリアー

採光窓：
ハイザクラ＋雲竜

KDｰ45 KEｰ55KDｰ46 KEｰ56 KEｰ59

─

こちらの採光窓は「クリアー」です。 こちらの採光窓は「クリアー」です。

こちらの採光窓は「クリアー」です。 こちらの採光窓は「クリアー」です。

マットブラック

採光窓

クリアーハイザクラ 雲竜 麻の葉

※「ハイザクラ」「雲竜」「麻の葉」は、光の受け方により柄の見え方が変わります。

＊写真左下の拡大部分は、実物の約35％の大きさになります。
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格納方式 折 戸
引 戸

移動収納
出入りの方法 引 戸 折 戸 開き戸

フレームの
パターン

フレームのパターンは5種類から選べます。 フレームのパターンは6種類から選べます。

「パターンオーダー」 あらかじめ決められたフレームのパターンをもとに、フレームとパネルの色、
採光窓の種類をご指定頂くことで、パネルデザインをオーダー製作できます。

インテリアをもっと自分らしく楽しむために、オリジナルなパネルデザインをオーダー製作できる、
｢パターンオーダー｣と｢カスタムオーダー｣の2種類をご用意しました。

もっと自分らしく、もっとこだわりの空間に。
パネルデザインの｢オーダー｣製作ができるようになりました。

NEWS
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ご指定できる内容
フレームカラーを指定

採光窓またはパネルカラーを
1種類のみ指定

採光窓またはパネルカラーを
2種類まで指定

下表のフレームパターンから
デザインを指定

 ｢パターンオーダー」のパネルデザイン例　

例①： フレームのパターンKFで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

パネルカラー（ホワイト木目調）

KF

採光窓(フロスト調)

例④： フレームのパターンKHで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

パネルカラー（ホワイト木目調）

KH

採光窓（フロスト調）

採光窓（クリアー） 採光窓（麻の葉）

例②： フレームのパターンＫGで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

パネルカラー(ブラウン木目調)

KG

採光窓(フロスト調)

例⑤： フレームのパターンＫＩで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

パネルカラー(ブラウン木目調)

パネルカラー(ブラウン木目調)
KI

採光窓(フロスト調)

採光窓(フロスト調)

例③： フレームのパターンＫKで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

パネルカラー(ライトブラウン木目調)

KK

採光窓(クリアー)

例⑥： フレームのパターンＫＪで採光窓や 
パネルカラーを指定した場合

KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK

＊パネルは格納方式・出入りの方法：引戸の場合

採光窓(フロスト調) 採光窓(ハイザクラ)

パネルカラー(ホワイト木目調)

KJ

採光窓(フロスト調)

［フレームのパターンが　  　］　 KA・KB・KF・KG・KKの場合 ［フレームのパターンが　　  　  ］　 KC・KD・KE・KH・KI・KJの場合
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格納方式 折 戸
引 戸

移動収納
出入りの方法 引 戸 折 戸 開き戸

フレームの
デザイン

「カスタムオーダー」 フレームとパネルの色や、採光窓の種類に加えて、
フレームの本数や配置にまでこだわり、自分だけのパネルデザインをオーダー製作できます。

ご指定できる内容

 ｢カスタムオーダー」のパネルデザイン例　

例①： 中桟を6本、縦桟を16本に指定し、 
採光窓（雲竜)を指定した場合

例④： 中桟を3本、縦桟を24本に指定し、 
2種類の採光窓を指定した場合

採光窓（雲竜）
採光窓（フロスト調）

採光窓（フロスト調）

採光窓（麻の葉）

採光窓（麻の葉）

採光窓（クリアー）

採光窓（フロスト調）
採光窓（ハイザクラ）

採光窓（クリアー）

パネルカラー（ブラウン木目調）

採光窓（フロスト調）

採光窓（麻の葉）

パネルカラー（ホワイト木目調）

中桟：6本
縦桟：16本
フレームカラー：マットブラック

中桟：3本
縦桟：24本
フレームカラー：マットブラック

中桟：7本
縦桟：24本
フレームカラー：マットブラック

中桟：4本
縦桟：7本
フレームカラー：マットブラック

中桟：6本
フレームカラー：マットブラック

中桟：4本
縦桟：8本
フレームカラー：マットブラック

例②： 中桟を7本、縦桟を24本に指定し、 
採光窓（フロスト調）を指定した場合

例⑤： 中桟4本、縦桟を7本に指定し、 
採光窓とパネルカラーを指定した場合

例③： 中桟6本を指定し、 
採光窓（麻の葉）を指定した場合

例⑥： 中桟を4本、縦桟を8本に指定し、 
採光窓2種類とパネルカラーを指定した場合

フレームカラーを指定
中桟の本数と位置を指定
（右図の場合は 5本）

（右図の場合は12本）

採光窓の種類または、
パネルカラーを指定

縦桟の本数と位置を指定

製品高さ2400mm以下の場合 製品高さ2400mm以下の場合製品高さ2401mm以上の場合 製品高さ2401mm以上の場合

＊パネルは格納方式・出入りの方法：引戸の場合

中桟3本以上
からご指定

中桟3本以上
からご指定

※ 製作には条件がありますので、ご注意ください。

※ フレーム（中桟・縦桟）の組み合わせや本数をご指定する際、 
1枚あたりのパネル寸法（幅・高さ）により製作できる条件が
変わります。詳しくは10ページをご覧ください。

※ 中桟の長さはパネル幅により決まります。 
フレーム～フレームの長さとなり、ご指定はできません。

中桟2本以上
からご指定

中桟2本以上
からご指定
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「パターンオーダー」
パネルデザインのご指定方法

格
納
方
式

出
入
り
の
方
法

折
　
戸

引
　
戸

折
　
戸

移
動
収
納

引
　
戸

開
き
戸

「パターンオーダー」「カスタムオーダー」
パネルデザインのご指定方法について
フレームカラー、採光窓、パネルカラー等をご指定し、オリジナルでこだわりのあるパネルデザインを創ることができます。

格納方式・出入りの方法とフレームのパターンを選びます。

フレームカラーを3色から選びます。

採光窓は5種類、パネルカラーは5色から選びます。

KA KB KC KD

KF KG KH KI KJ KK

※ 左記以外のフレームのパターンはご指定できません。
※ パターンがKA・KBの場合、採光窓またはパネルカラーのどちらかを
1種類のみご指定できます。
※ パターンがKC・KD・KEの場合、 採光窓またはパネルカラーを2種類
まで選んで組み合わせをご指定できます。
※ KBの場合、最上部の“枠のみ”と記載の部分は、採光窓やパネルが 
入らない状態となります。

※左記以外のフレームのパターンはご指定できません。
※ パターンがKF・KG・KKの場合、採光窓またはパネルカラーのどちら
かを1種類のみご指定できます。
※ パターンがKH・KI・KJの場合、採光窓またはパネルカラーを2種類
まで選んで組み合わせをご指定できます。
※ KGの場合、最上部の“枠のみ”と記載の部分は、採光窓やパネルが 
入らない状態となります。

① フレームのパターンがKA・KB・KF・KG・KK 
の場合、採光窓・パネルカラーのどちらかを 
1種類のみご指定できます。

② フレームのパターンがKC・KD・KE・KH・KI・KJ
の場合、採光窓またはパネルカラーを2種類まで
選んで組み合わせをご指定できます。

例1： 採光窓+パネルカラーの組み合わせ
 □ 色1：採光窓（フロスト調）
 ■ 色2：パネルカラー（ブラウン木目調）

例2： 異なる採光窓どうしの組み合わせ
 □ 色1：採光窓（フロスト調）
 ■ 色2：採光窓（ハイザクラ）

例3： 異なるパネルカラーどうしの組み合わせ
 □ 色1：パネルカラー（ピュアホワイト）
 ■ 色2：パネルカラー（ホワイト木目調）

PL-800  マットホワイト PL-807  マットブラックPL-806  モダンシルバー

パネルカラー

PL-801
ピュアホワイト

採光窓

クリアー フロスト調雲竜 麻の葉ハイザクラ

採光窓・パネルカラーの選び方

②
□ 色1・■ 色2を
指定可能

①
□ 色1のみ
指定可能

PL-802 
ホワイト（木目調）

PL-803 
ライトブラウン（木目調）

PL-804 
ブラウン（木目調）

PL-805 
ダークブラウン（木目調）

色1

STEP

1

STEP

2

STEP

3

KE

色2

POINT

※「ハイザクラ」「雲竜」「麻の葉」は、光の受け方により柄の見え方が変わります。

上記②-3の参考例

②-1 ②-2 ②-3

＊下記のフレームは実物大になります。
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「カスタムオーダー」
パネルデザインのご指定方法

① ②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫

格納方式・出入りの方法を選びます。

製品寸法を幅・高さともに1ｍｍ単位でご指定ください。

下記の製作条件にもとづき、 
フレーム（中桟・縦桟）の組み合わせと本数をご指定ください。

フレームカラーを3色から選びます。

採光窓・パネルカラーの組み合わせを選びます。
STEP3のデザイン例の場合、①～⑫に採光窓またはパネルカラーを1枚ずつ選ぶことができます。

〈指定内容〉
①②：採光窓（クリアー）
③⑤⑧⑩：パネルカラー（ホワイト木目調）
④⑨：採光窓（ハイザクラ）
⑥⑦：採光窓（麻の葉）
⑪⑫：採光窓（フロスト調）

●採光窓は5種類から選べます。
　□ハイザクラ　　□雲竜　　□麻の葉　　□クリアー　　□フロスト調

●パネルカラーは5色から選べます。
　□ピュアホワイト □ホワイト（木目調） □ライトブラウン（木目調）
　□ブラウン（木目調） □ダークブラウン（木目調）

・中桟の間隔：高さ150ｍｍ～800ｍｍ
・縦桟の間隔：幅　 100ｍｍ以上

製作可能なフレームの間隔目安

製作条件

※ 「カスタムオーダー」は、オーダー内容や製品寸法などにより、詳細な打合せが必要になります。
　｢カスタムオーダー」の詳細や価格につきましては、最寄りの弊社支店・営業所までお問合せください。

●下記パネルデザインのご指定方法は、参考としてご確認ください。　

□格納方式：折戸＋出入りの方法：引戸 □格納方式・出入りの方法：折戸
□格納方式・出入りの方法：引戸 □格納方式：移動収納＋出入りの方法：開き戸

製品高さ2400mm以下の場合 製品高さ2400mm以下の場合製品高さ2401mm以上の場合 製品高さ2401mm以上の場合

中桟3本以上
からご指定

中桟3本以上
からご指定

格納方式が「折戸」の場合 格納方式が「引戸」「移動収納」の場合

（例） 製品高さ2500mmのときに 
 中桟4本、縦桟7本を指定した場合。
 ＊パネルは格納方式・出入りの方法：引戸の場合

□マットホワイト　　□モダンシルバー　　□マットブラック

例）　採光窓（ハイザクラ・麻の葉・クリアー・フロスト調）とパネルカラー（ホワイト木目調）の組み合わせ

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

※ 上記の寸法は目安としてご使用ください。

 縦桟  中桟 
1

1 2
3

4

5
6

7

2

3 

4

中桟2本以上
からご指定

中桟2本以上
からご指定
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プレイス スウィング

＋格納方式：折戸 出入りの方法：引戸

コンパクトに折りたためて開口を広く確保できます。端のパネルは引戸として開け閉めできるので、出入りもスムーズです。

製品の動きはこちら 
から確認できます。 ▶

● 折戸と引戸の便利な機能が１つに。たたみ込むと開口を広く確保でき、お部屋を広々と使えます。 
端のパネルは引戸として開閉できるため、普段の出入りがスムーズです。

開口が広い！

引戸なら片手でも
出入りがスムーズ。

ランナー位置はパネルの中心になります。

格納したとき 全閉 出入りするとき

パネル組数 2組 3組 4組

幅  （mm）高さ
1200 ～
1499

1500 ～
1800

1801 ～
2000

2001 ～
2454

2455 ～
2800

2801 ～
3000

3001 ～
3700

3701 ～
4000

1700 ～1900 221,100 229,800 249,800 300,200 313,100 347,900 417,800 459,800
1901 ～2200 231,200 240,600 260,600 317,100 329,300 364,100 437,400 481,200
2201 ～2500 245,300 255,900 280,800 339,800 354,600 394,200 468,000 521,600
2501 ～2700 250,500 261,900 286,700 352,200 363,500 403,100 494,600 533,300
2701 ～3000 287,900 301,400 329,700 405,000 418,100 463,500 568,800 613,200

製品幅 ：1200～4000ｍｍ
製品高さ ：1700～3000ｍｍ

製作可能寸法
＊幅・高さとも1ｍｍ単位での製作

上表と同価格

価格は別途積算となります。発注に関しては詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

 パターンオーダー：

 カスタムオーダー：

 価 格 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅・高さとも、1ｍｍ単位での製作になります。
［単位：円（税別）］
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折 戸格納方式 ：
出入りの方法 ：

●どのパネルからでも出入りが可能です。 ● ランナーがパネルの端に近い部分にあるため、部屋の片側にすっきりと納まります。

狭い開口部でも出入りラクラク！出入り

ランナー位置が 
端に近い場合

ランナー位置が 
中心の場合

コンパクトに折りたためて開口を広く確保できます。どのパネルからでも出入りができます。

格納したとき 全閉 出入りするとき

ランナー位置はパネルの端に近い部分になります。

パネル組数 1組 2組 3組 4組

幅  （mm）高さ
600 ～

960
961 ～
1430

1431 ～
1900

1901 ～
2350

2351 ～
2850

2851 ～
3300

3301 ～
3800

1700 ～1900 162,600 229,800 249,800 300,200 313,100 417,800 459,800
1901 ～2200 172,200 240,600 260,600 317,100 329,300 437,400 481,200
2201 ～2500 180,000 255,900 280,800 339,800 354,600 468,000 521,600
2501 ～2700 185,300 261,900 286,700 352,200 363,500 494,600 533,300
2701 ～3000 213,200 301,400 329,700 405,000 418,100 568,800 613,200

製品幅 ：   600～3800ｍｍ
製品高さ ：1700～3000ｍｍ

製作可能寸法
＊幅・高さとも1ｍｍ単位での製作

上表と同価格

価格は別途積算となります。発注に関しては詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

 パターンオーダー：

 カスタムオーダー：

 価 格 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅・高さとも、1ｍｍ単位での製作になります。
［単位：円（税別）］

製品の動きはこちら 
から確認できます。 ▶
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プレイス スウィング

引 戸格納方式 ：
出入りの方法 ：

● お部屋のコーナーに新たな空間を創ることができます。

オプション

Before After

● 引戸は開閉のための手前と奥のスペースを
とらないので、動線がスムーズです。

開き戸の場合 引戸の場合

ぶつからなくて
出入りがしやすい

● レールを伸ばして袖壁にパネルをすっきりと 
納めることができます。 オプション

パネルを左右に引いて重ねて納めます。操作がシンプルで出入りもスムーズです。

格納したとき 全閉 出入りするとき

パネル枚数 1枚 2枚 3枚 4枚

幅  （mm）高さ
1200 ～
2000

1200 ～
1499

1500 ～
1800

1801 ～
2000

1801 ～
2100

2101 ～
2360

2361 ～
2700

2701 ～
3000

2361 ～
2700

2701 ～
3100

3101 ～
3520

3521 ～
4000

1700 ～1900 122,300 185,400 194,700 221,600 271,200 280,700 286,400 327,300 332,600 346,800 361,800 412,200
1901 ～2200 134,900 189,800 199,800 226,700 278,000 288,200 293,900 335,000 340,400 355,700 371,700 422,100
2201 ～2500 137,100 194,300 205,200 232,100 285,600 296,600 302,400 343,400 348,800 365,300 382,700 433,100
2501 ～2700 149,000 238,100 252,000 257,300 321,500 334,200 369,000 377,400 429,200 450,300 472,500 479,400
2701 ～3000 178,800 285,200 302,400 308,700 385,200 401,100 442,800 452,900 513,600 539,700 567,000 575,300

上表と同価格

価格は別途積算となります。発注に関しては詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

製品幅 ：1200～4000ｍｍ
製品高さ ：1700～3000ｍｍ

製作可能寸法
＊幅・高さとも1ｍｍ単位での製作

 パターンオーダー：

 カスタムオーダー：

袖
壁

※詳しくは、プレイス スウィング サンプル帳をご覧ください。 ※詳しくは、プレイス スウィング サンプル帳をご覧ください。

 価 格 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅・高さとも、1ｍｍ単位での製作になります。
［単位：円（税別）］

製品の動きはこちら 
から確認できます。 ▶
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＋格納方式：移動収納 出入りの方法：開き戸

パネルを1枚ずつ移動して重ねて納めます。格納側のパネルは開き戸として出入りができます。

製品の動きはこちら 
から確認できます。 ▶

● 格納側のパネルは開き戸として出入りができます。● 全閉時はパネルがフラットになり、異なる用途の空間を 
創ることができます。

格納したとき 全閉 出入りするとき

パネル枚数 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚 11枚

幅  （mm）高さ
2400 ～
2820

2821 ～
3754

3755 ～
4685

4686 ～
5616

5617 ～
6547

6548 ～
7478

7479 ～
8409

8410 ～
9340

9341 ～
9600

1700 ～1900 416,400 501,600 608,000 709,800 816,900 876,800 973,400 1,060,500 1,121,400
1901 ～2200 422,400 509,300 617,400 720,300 829,200 890,400 988,800 1,076,300 1,138,200
2201 ～2500 428,300 516,000 625,800 730,500 840,900 903,000 1,002,800 1,092,000 1,155,000
2501 ～2700 432,300 520,800 631,500 737,600 848,400 911,100 1,011,800 1,101,500 1,164,500
2701 ～3000 518,700 625,100 757,800 885,200 1,018,200 1,093,500 1,214,100 1,321,800 1,397,400

上表と同価格

価格は別途積算となります。発注に関しては詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

製品幅 ：2400～9600ｍｍ
製品高さ ：1700～3000ｍｍ

製作可能寸法
＊幅・高さとも1ｍｍ単位での製作

 パターンオーダー：

 カスタムオーダー：

 価 格 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅・高さとも、1ｍｍ単位での製作になります。
［単位：円（税別）］
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