
R4.1版

¥11,800

¥17,300

¥3,600

¥7,300

¥2,700

¥3,200

下記表参照

¥4,200

高さ(mm)

幅(mm)

奥行(mm)

300
¥7,000 ¥8,300 ¥8,700 ¥10,400

350
¥7,900 ¥8,700 ¥9,100 ¥10,800

400
¥8,300 ¥9,100 ¥9,900 ¥11,200

450
¥8,700 ¥9,900 ¥10,400 ¥12,000

500
¥9,100 ¥10,400 ¥10,800 ¥12,500

550
¥9,900 ¥10,800 ¥11,200 ¥12,800

¥30,700

下記表参照

¥8,800

3段ﾀｲﾌﾟ

幅(mm)

奥行(mm)

401～450
¥37,000 ¥42,700 ¥48,500 ¥60,100 ¥73,900

451～600
¥54,300 ¥60,100 ¥65,800 ¥77,400 ¥91,200

3段ﾀｲﾌﾟ

幅(mm)

奥行(mm)

401～450
¥46,200 ¥52,000 ¥57,800 ¥75,100 ¥86,600

451～600
¥63,500 ¥69,300 ¥75,100 ¥92,400 ¥104,000

4段ﾀｲﾌﾟ

幅(mm)

奥行(mm)

401～450
¥47,400 ¥53,100 ¥58,900 ¥70,500 ¥84,300

451～600
¥64,700 ¥70,500 ¥76,200 ¥87,800 ¥101,600

4段ﾀｲﾌﾟ

幅(mm)

奥行(mm)

401～450
¥56,600 ¥62,400 ¥68,100 ¥85,500 ¥97,000

451～600
¥73,900 ¥79,700 ¥85,500 ¥102,800 ¥114,300

※木目ｼｰﾄの柄は弊社指定柄よりお選びください。

※送料別途

※施工は別途御見積となります。

※価格は全て税込み表記です。

※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますが、御了承ください。

オプションパーツ② 5連フック

下足入　オプションパーツ価格表

下足入　オプションパーツ価格表下足入　オプションパーツ価格表

下足入　オプションパーツ価格表

オプションパーツ① ワイヤーメッシュパネル

オプションパーツ② 小引出（木製）

オプションパーツ③ スリッパ掛け

オプションパーツ④ 　小物入　回転トレー

物入　オプションパーツ価格表

物入　オプションパーツ価格表物入　オプションパーツ価格表

物入　オプションパーツ価格表

オプションパーツ① 柄フック

オプションパーツ① スラックスハンガー

オプションパーツ③ ワイヤーバスケット

オプションパーツ④ ホースホルダー

ワイヤーバスケット

100

300 400 450 600

クロゼット　オプションパーツ価格表

クロゼット　オプションパーツ価格表クロゼット　オプションパーツ価格表

クロゼット　オプションパーツ価格表

オプションパーツ② 据え置き引出

オプションパーツ③ 折り畳みネクタイ掛け

据え置き引出（単色白ﾀｲﾌﾟ）

601～800 801～850

据え置き引出（木目ﾀｲﾌﾟ）

401～450 451～500 501～600 601～800 801～850

401～450 451～500 501～600

801～850

据え置き引出（単色白ﾀｲﾌﾟ）

401～450 451～500 501～600 601～800 801～850

据え置き引出（木目ﾀｲﾌﾟ）

401～450 451～500 501～600 601～800

～お申込み方法～

弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.takasaki-bussan.jp/form.html）よりお申込み頂くか、ﾒｰﾙ

(info@takasaki-bussan.jp)にてお申込み下さい。

システム収納オプション価格表

ﾜｲﾔｰﾊﾞｽｹｯﾄは寸法制

約がございますので、

弊社担当と相談の上

御決定くださいますよう

よろしくお願い致します。



R4.1版

可動棚板

可動棚板可動棚板

可動棚板

幅(mm)

奥行(mm)

～200 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,500 ¥4,500

201～250 ¥4,100 ¥4,200 ¥4,400 ¥4,500 ¥4,600 ¥4,600

251～300 ¥4,200 ¥4,400 ¥4,500 ¥4,600 ¥4,800 ¥4,800

301～350 ¥4,400 ¥4,500 ¥4,600 ¥4,800 ¥4,900 ¥4,900

351～400 ¥4,600 ¥4,800 ¥4,900 ¥5,000 ¥5,000

401～450 ¥4,800 ¥4,900 ¥5,000 ¥5,100 ¥5,300

451～600 ¥4,900 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,500 ¥5,800

601～700 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,800 ¥6,000

701～ ¥6,200 ¥6,300

幅(mm)

奥行(mm)

～200 ¥4,600 ¥4,800 ¥5,000 ¥9,900 ¥10,100

201～250 ¥4,800 ¥4,900 ¥5,100 ¥10,000 ¥10,300

251～300 ¥5,000 ¥5,100 ¥5,400 ¥10,300 ¥10,500

301～350 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,600 ¥10,500 ¥10,800

351～400 ¥5,300 ¥5,500 ¥5,800 ¥10,600 ¥10,900

401～450 ¥5,400 ¥5,800 ¥6,000 ¥10,900 ¥11,200

451～600 ¥5,900 ¥6,300 ¥6,700 ¥11,600 ¥11,900

601～700 ¥6,300 ¥6,700 ¥7,100 ¥12,100 ¥12,500

701～ ¥6,500 ¥6,900 ¥7,400 ¥12,500 ¥12,800

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

幅(mm) 275 325 375 425 475

¥2,600 ¥2,600 ¥2,700 ¥2,900 ¥3,100

幅(mm) 525 575 625 675 725

¥3,100 ¥3,100 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600

幅(mm) 775 825 875

¥3,600 ¥3,600 ¥3,600

ﾋﾞｽ止ﾀｲﾌﾟ ¥220 1ｾｯﾄ2個

ﾀﾞﾎﾞﾀｲﾌﾟ ¥220 1ｾｯﾄ2個

※送料別途

※価格は全て税込み表記です。

※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。

380 430

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ受座

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ受座ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ受座

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ受座

180 230 280 330

480 530/580 630/680 730/780 830/880

～お申込み方法～

弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.takasaki-bussan.jp/form.html）よりお申込み頂くか、ﾒｰﾙ

(info@takasaki-bussan.jp)にてお申込み下さい。

その際、部屋番号・部屋名称・家具名称・必要な棚板の寸法(幅、奥行、枚数)やﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟの長さ

をお知らせ願います。（例：102号室・洋室2・ｸﾛｾﾞｯﾄ・幅579mm・奥行571mm・2枚）また、

お客様のご連絡先をお忘れにならないようお願い申し上げます。

可動棚・ハンガーパイプ価格表

受座

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ


