


　　 　　　　  セ　シ　ル　価　格　表
洋　服　・　ス　ラ　イ　ド　価　格　表

W＝80 90 100 110 110 120 120 130 140 150 150 160 160 170 170 180 180

（２枚扉） （２枚扉） (2枚扉) （２枚扉） （３枚扉） （２枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉）

¥374,000 ¥379,000 ¥384,000 ¥388,000 ¥507,000 ¥512,000 ¥517,000 ¥521,000 ¥570,000 ¥656,000 ¥661,000 ¥666,000

(税込\411,400) (税込\416,900) (税込\422,400) (税込\426,800) (税込\557,700) (税込\563,200) (税込\568,700) (税込\573,100) (税込\627,000) (税込\721,600) (税込\727,100) (税込\732,600)

¥369,000 ¥374,000 ¥379,000 ¥384,000 ¥502,000 ¥507,000 ¥512,000 ¥517,000 ¥565,000 ¥652,000 ¥656,000 ¥661,000

(税込\405,900) (税込\411,400) (税込\416,900) (税込\422,400) (税込\552,200) (税込\557,700) (税込\563,200) (税込\568,700) (税込\621,500) (税込\717,200) (税込\721,600) (税込\727,100)

¥365,000 ¥369,000 ¥374,000 ¥379,000 ¥497,000 ¥502,000 ¥507,000 ¥512,000 ¥560,000 ¥647,000 ¥652,000 ¥656,000

(税込\401,500) (税込\405,900) (税込\411,400) (税込\416,900) (税込\546,700) (税込\552,200) (税込\557,700) (税込\563,200) (税込\616,000) (税込\711,700) (税込\717,200) (税込\721,600)

¥360,000 ¥365,000 ¥369,000 ¥374,000 ¥492,000 ¥497,000 ¥502,000 ¥507,000 ¥555,000 ¥642,000 ¥647,000 ¥652,000

(税込\396,000) (税込\401,500) (税込\405,900) (税込\411,400) (税込\541,200) (税込\546,700) (税込\552,200) (税込\557,700) (税込\610,500) (税込\706,200) (税込\711,700) (税込\717,200)

¥355,000 ¥360,000 ¥365,000 ¥369,000 ¥488,000 ¥492,000 ¥497,000 ¥502,000 ¥550,000 ¥637,000 ¥642,000 ¥647,000

(税込\390,500) (税込\396,000) (税込\401,500) (税込\405,900) (税込\536,800) (税込\541,200) (税込\546,700) (税込\552,200) (税込\605,000) (税込\700,700) (税込\706,200) (税込\711,700)

W＝80 90 100 110 110 120 120 130 140 150 150 160 160 170 170 180 180

（２枚扉） （２枚扉） (2枚扉) （２枚扉） （３枚扉） （２枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉） （３枚扉） （４枚扉）

¥402,000 ¥407,000 ¥412,000 ¥417,000 ¥529,000 ¥421,000 ¥533,000 ¥538,000 ¥543,000 ¥636,000 ¥681,000 ¥641,000 ¥685,000 ¥646,000 ¥690,000 ¥650,000 ¥695,000

(税込\442,200) (税込\447,700) (税込\453,200) (税込\458,700) (税込\581,900) (税込\463,100) (税込\586,300) (税込\591,800) (税込\597,300) (税込\699,600) (税込\749,100) (税込\705,100) (税込\753,500) (税込\710,600) (税込\759,000) (税込\715,000) (税込\764,500)

¥397,000 ¥402,000 ¥407,000 ¥412,000 ¥524,000 ¥417,000 ¥529,000 ¥533,000 ¥538,000 ¥631,000 ¥676,000 ¥636,000 ¥681,000 ¥641,000 ¥685,000 ¥646,000 ¥690,000

(税込\436,700) (税込\442,200) (税込\447,700) (税込\453,200) (税込\576,400) (税込\458,700) (税込\581,900) (税込\586,300) (税込\591,800) (税込\694,100) (税込\743,600) (税込\699,600) (税込\749,100) (税込\705,100) (税込\753,500) (税込\710,600) (税込\759,000)

¥392,000 ¥397,000 ¥402,000 ¥407,000 ¥519,000 ¥412,000 ¥524,000 ¥529,000 ¥533,000 ¥626,000 ¥671,000 ¥631,000 ¥676,000 ¥636,000 ¥681,000 ¥641,000 ¥685,000

(税込\431,200) (税込\436,700) (税込\442,200) (税込\447,700) (税込\570,900) (税込\453,200) (税込\576,400) (税込\581,900) (税込\586,300) (税込\688,600) (税込\738,100) (税込\694,100) (税込\743,600) (税込\699,600) (税込\749,100) (税込\705,100) (税込\753,500)

¥388,000 ¥392,000 ¥397,000 ¥402,000 ¥514,000 ¥407,000 ¥519,000 ¥524,000 ¥529,000 ¥622,000 ¥666,000 ¥626,000 ¥671,000 ¥631,000 ¥676,000 ¥636,000 ¥681,000

(税込\426,800) (税込\431,200) (税込\436,700) (税込\442,200) (税込\565,400) (税込\447,700) (税込\570,900) (税込\576,400) (税込\581,900) (税込\684,200) (税込\732,600) (税込\688,600) (税込\738,100) (税込\694,100) (税込\743,600) (税込\699,600) (税込\749,100)

¥383,000 ¥388,000 ¥392,000 ¥397,000 ¥509,000 ¥402,000 ¥514,000 ¥519,000 ¥524,000 ¥617,000 ¥661,000 ¥622,000 ¥666,000 ¥626,000 ¥671,000 ¥631,000 ¥676,000

(税込\421,300) (税込\426,800) (税込\431,200) (税込\436,700) (税込\559,900) (税込\442,200) (税込\565,400) (税込\570,900) (税込\576,400) (税込\678,700) (税込\727,100) (税込\684,200) (税込\732,600) (税込\688,600) (税込\738,100) (税込\694,100) (税込\743,600)

　　　（通常タイプスライド）

＊上記価格表以外の幅、高さもサイズオーダーできますので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お気軽にお問い合わせ下さい＊

   スライドの扉の鏡を板戸にする場合は扉1枚に

   付き￥50,000(税込\55,000)UPとなります。

　　上　置　（盆）　価　格　表

110上置（盆）H＝608  \245,000 (税込\269,500) 　*奥行は奥深タイプです。（D＝585）

　  　2枚扉スライド 　　　      3枚扉スライド 　　 4枚扉スライド 150上置（盆）H＝608  \319,000 (税込\350,900) 　*110・150－7段（奥深）に乗せるタイプです。

（右扉　板戸/左扉　鏡）  　 （左右扉　板戸/中央扉　鏡）   　      （左右扉　板戸/中央扉2枚　鏡）
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　スライド（2枚扉）は若干引き手のデザインが

　異なります。（木製引き手からくり引き手）

丸田木工株式会社
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