ラテラルキャビネット

＊受注生産商品 納期3〜5ヶ月

01 ブラック

11 スレート

03 ホワイト

04 ブルー

20 シルバー

21 イエロー

22 レッド

23 ブラウン

50 ウルトラ
ホワイト

51 トラフィック
ホワイト

52 チョーク

53 クリーム

54 ストロー

55 ティックル
ウィード

56 ミモザ

57 ライトグリーン

58 ライトグレー

59 グースグレー

60 ヨーク

61 リージェント

66 アラスカ

73 プルシアン

64 アジュール

65 オーシャン
ブルー

67 アンスラシート

68パルマ

07 ピンク

69 フクシア

62 ライトブルー

70 セビリア

63 ドルトン

71 オレンジ

＊セミマット
（ざらつき）塗装仕上げ
＊＊ シルバー、
ウルトラホワイトのみ ツヤあり仕上げ
05 ディジョン

72 コーヒー

W800 H705 引き出し
（H305）x 2段

¥ 187,500（税別）

W800 H1655 フリップドア(H304) +引き出し
（H305）x 4段

¥ 326,000（税別）

W800 H705 観音扉 + 棚板1枚

¥ 142,000（税別）

W800 H1655 観音扉(H608) + 棚板1枚、引き出し
（H305）x 3段

¥ 315,500（税別）

W800 H1010 引き出し
（H305）x 3段

¥ 232,000（税別）

W800 H1655 観音扉 + 棚板3枚

¥ 223,000（税別）

W800 H1010 観音扉 + 棚板2枚

¥ 166,000（税別）

W800 H1960 観音扉(H912) + 棚板2枚、引き出し
（H305）x 3段

¥ 348,500（税別）

ラテラルキャビネット
■外部パーツ構成表
A - W800 外枠ケース
＊別紙 E,F,G 内部パーツの構成に合わせてお選びください。

¥92,000（税別）

¥98,000（税別）

¥103,000（税別）

¥108,000（税別）

¥113,000（税別）

¥121,000（税別）

¥134,000（税別）

¥118,000（税別）

¥126,000（税別）

¥134,000（税別）

¥150,000（税別）

¥170,000（税別）

¥182,000（税別）

¥196,000（税別）

¥215,000（税別）

¥184,000（税別）

¥198,000（税別）

¥210,000（税別）

¥233,000（税別）

B - W1000 外枠ケース
＊別紙 E,F,G 内部パーツの構成に合わせてお選びください。

¥97,000（税別）

¥103,000（税別）

¥110,000（税別）

C - W800 観音扉仕様本体
＊オプション棚板の枚数をお選びください。
1枚

¥138,000（税別）

¥9,000（税別）

¥148,000（税別）

¥159,000（税別）

D - W1000 観音扉仕様本体
＊オプション棚板の枚数をお選びください。
1枚

¥148,000（税別）

¥10,000（税別）

¥161,000（税別）

¥173,000（税別）

単位 : mm

ラテラルキャビネット
■内部パーツ構成表（引き出し、扉）
E - W800,W1000 共通 観音扉パーツ 3 サイズ
¥9,000（税別）

＊オプション棚板の枚数をお選びください。
800mm ¥46,000（税別）

800mm ¥57,000（税別）

800mm ¥57,000（税別）

1000mm ¥49,000（税別）

1000mm ¥61,000（税別）

1000mm ¥61,000（税別）

F - W800,W1000 共通 引き出しパーツ 5 サイズ

800mm ¥37,000（税別）

800mm ¥37,000（税別）

800mm ¥37,000（税別）

800mm ¥37,000（税別）

800mm ¥39,500（税別）

1000mm ¥39,000（税別）

1000mm ¥39,000（税別）

1000mm ¥39,000（税別）

1000mm ¥39,000（税別）

1000mm ¥41,500（税別）

F - W800,W1000 共通 フリップドアパーツ 3 サイズ

800mm ¥22,000（税別）

800mm ¥24,500（税別）

800mm ¥26,500（税別）

1000mm ¥24,500（税別）

1000mm ¥26,500（税別）

1000mm ¥29,000（税別）

¥8,500（税別）
W800mm 観音扉内部用 可動式棚板

¥9,000（税別）

W1000mm 観音扉内部用 可動式棚板

¥10,000（税別）

W800mm 引き出し用ファイルバー（2 本 1 セット）

¥6,500（税別）

W1000mm 引き出し用ファイルバー（2 本 1 セット）

¥6,500（税別）
¥8,000（税別）

ファイル用クロスバー

¥5,500（税別）
¥9,000（税別）

＊ラテラルキャビネットの納期、組み合わせ、カラー等詳細につきましてはお問い合わせください。
BISLEY COMBO
TEL : 03-3797-6766 Mail : order@bisley.co.jp

