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CHANGE
モデルチェンジ

配線器具 
ネオメタルプレート・ステンレスプレート[モデルチェンジ]

2017年8月発売予定

表面処理加工の変更のため、形名を変更します。
ネオメタルプレートおよびステンレスプレートは、2017年8月より表面処理加工の変更にと
もない形名を変更します。モデルチェンジ品の形名には末尾に「N」が付きます。また、
同時に希望小売価格も変更いたします。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

『電設資材カタログ 2017-2018（D-105）』にて、2017年6月モデルチェンジとご案内してお
りましたが、2017年8月よりモデルチェンジとなります。新商品は8月1日発売、従来品（形
名末尾に「N」がないもの）は2017年8月末生産完了となります。

■ ネオメタルプレート・ステンレスプレート モデルチェンジ置換表

品名
従来品

▶

モデルチェンジ品

形名 希望小売価格（税抜） 形名 希望小売価格（税抜）

ネオメタル
プレート
(アルミ製 )

ネオメタルプレート　1個用 DG6111 ¥270 DG6111N ¥340
ネオメタルプレート　2個用 DG6112 ¥270 DG6112N ¥340
ネオメタルプレート　3個用 DG6113 ¥270 DG6113N ¥340
ネオメタルプレート　3個用 2＋1用 DG6123 ¥550 DG6123N ¥680
ネオメタルプレート　4個用 2＋2用 DG6114 ¥550 DG6114N ¥680
ネオメタルプレート　4個用 3＋1用 DG6124 ¥550 DG6124N ¥680
ネオメタルプレート　5個用 3＋2用 DG6115 ¥550 DG6115N ¥680
ネオメタルプレート　6 個用 3＋3用 DG6116 ¥550 DG6116N ¥680
ネオメタルプレート　7個用 3＋3＋1 DG6117 ¥1,100 DG6117N ¥1,360
ネオメタルプレート　8個用 3＋3＋2 DG6118 ¥1,100 DG6118N ¥1,360
ネオメタルプレート　9 個用 3＋3＋3 DG6119 ¥1,100 DG6119N ¥1,360
ネオメタルプレート　12 個用 DG6122 ¥1,650 DG6122N ¥2,030
ネオメタルプレート　15 個用 DG6125 ¥2,500 DG6125N ¥3,050
ネオメタルプレート　18 個用 DG6128 ¥3,600 DG6128N ¥4,860
ネオメタルプレート　1連 TEL 用 DG6151 ¥330 DG6151N ¥410
ネオメタルプレート　丸形 TEL 用 DG6150 ¥600 DG6150N ¥730
ネオメタルプレート　φ35丸形コンセント用　 DG6181 ¥270 DG6181N ¥340
ネオメタルプレート　φ41丸形コンセント用　 DG6191 ¥270 DG6191N ¥340
ネオメタルプレート　φ58 丸形コンセント用　 DG6171 ¥550 DG6171N ¥680
ネオメタルプレート　丸形1コ用 （サポート付） DG6141 ¥600 DG6141N ¥730※
ネオメタルプレート　丸形カバー用（サポート付） DG6130 ¥600 DG6130N ¥730
ネオメタルプレート　1連カバー用（サポート付） DG6131 ¥330 DG6131N ¥410
ネオメタルプレート　2連カバー用（サポート付） DG6132 ¥660 DG6132N ¥810
ネオメタルプレート　3連カバー用（サポート付） DG6133 ¥1,320 DG6133N ¥1,530
ネオメタルプレート　4連カバー用（サポート付） DG6134 ¥1,850 DG6134N ¥2,260
ネオメタルプレート　5連カバー用（サポート付） DG6135 ¥2,850 DG6135N ¥3,390

ステンレス
プレート

ステンレスプレート　1個用 DG6311 ¥270 DG6311N ¥340
ステンレスプレート　2個用 DG6312 ¥270 DG6312N ¥340
ステンレスプレート　3個用 DG6313 ¥270 DG6313N ¥340
ステンレスプレート　3個用 2＋1用 DG6323 ¥550 DG6323N ¥680
ステンレスプレート　4個用 2＋2用 DG6314 ¥550 DG6314N ¥680
ステンレスプレート　4個用 3＋1用 DG6324 ¥550 DG6324N ¥680
ステンレスプレート　5個用 3＋2用 DG6315 ¥550 DG6315N ¥680
ステンレスプレート　6 個用 3＋3用 DG6316 ¥550 DG6316N ¥680
ステンレスプレート　9 個用 3＋3＋3 DG6319 ¥1,100 DG6319N ¥1,360
ステンレスプレート　12 個用 DG6322 ¥1,650 DG6322N ¥2,030
ステンレスプレート　15 個用 DG6325 ¥2,500 DG6325N ¥3,050
ステンレスプレート　18 個用 DG6328 ¥3,600 DG6328N ¥4,860
ステンレスプレート　1連 TEL 用 DG6351 ¥330 DG6351N ¥410
ステンレスプレート　丸形 TEL 用 DG6350 ¥600 DG6350N ¥730
ステンレスプレート　丸形カバー用（サポート付） DG6330 ¥600 DG6330N ¥730
ステンレスプレート　1連カバー用（サポート付） DG6331 ¥330 DG6331N ¥410
ステンレスプレート　2連カバー用（サポート付） DG6332 ¥660 DG6332N ¥810
ステンレスプレート　3連カバー用（サポート付） DG6333 ¥1,300 DG6333N ¥1,530
ステンレスプレート　4連カバー用（サポート付） DG6334 ¥1,850 DG6334N ¥2,260
ステンレス防雨カバープレート（丸形用）（サポート付） DG6340 ¥750 DG6340N ¥850
ステンレス防雨カバープレート（１連用）（サポート付） DG6341 ¥460 DG6341N

ネオメタルプレート（アルミ製） ステンレスプレート

¥520

※ 『電設資材カタログ 2017-2018（D-105）』掲載内容を訂正した価格です。


