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株式会社NOMAD
MOEBE 価格改定商品一覧　　　価格改定日：2022年11月1日（火）

希望納品時期により、下記の価格で承ります。
・最短納品希望：現行価格（10月26日(水) 12時までのご注文分）
・11月1日以降納品希望：新価格

現行価格 新価格
FAUA5 フレーム A5（アッシュ） ¥4,500 ¥5,500
FOUA5 フレーム A5（オーク） ¥4,500 ¥5,500
FAPRA5 フレーム A5（ペールローズ） ¥4,500 ¥5,000
FAPBA5 フレーム A5（ペトロールブルー） ¥4,500 ¥5,000
FALGA5 フレーム A5（ライトグレー） ¥4,500 ¥5,000
FADRA5 フレーム A5（ディープレッド） ¥4,500 ¥5,000
FAWA5 フレーム A5（ホワイト） ¥4,500 ¥5,000
FABA5 フレーム A5（ブラック） ¥4,500 ¥5,000
FAUA4 フレーム A4（アッシュ） ¥6,500 ¥7,500
FOUA4 フレーム A4（オーク） ¥6,500 ¥7,500
FAPRA4 フレーム A4（ペールローズ） ¥6,500 ¥7,000
FAPBA4 フレーム A4（ペトロールブルー） ¥6,500 ¥7,000
FALGA4 フレーム A4（ライトグレー） ¥6,500 ¥7,000
FADRA4 フレーム A4（ディープレッド） ¥6,500 ¥7,000
FAWA4 フレーム A4（ホワイト） ¥6,500 ¥7,000
FABA4 フレーム A4（ブラック） ¥6,500 ¥7,000
FAUA3 フレーム A3（アッシュ） ¥8,500 ¥10,500
FOUA3 フレーム A3（オーク） ¥8,500 ¥10,500
FAPRA3 フレーム A3（ペールローズ） ¥8,500 ¥9,500
FALGA3 フレーム A3（ライトグレー） ¥8,500 ¥9,500
FAPBA3 フレーム A3（ペトロールブルー） ¥8,500 ¥9,500
FADRA3 フレーム A3（ディープレッド） ¥8,500 ¥9,500
FAWA3 フレーム A3（ホワイト） ¥8,500 ¥9,500
FABA3 フレーム A3（ブラック） ¥8,500 ¥9,500
FAUA2 フレーム A2（アッシュ） ¥12,500 ¥15,000
FOUA2 フレーム A2（オーク） ¥12,500 ¥15,000
FAWA2 フレーム A2（ホワイト） ¥12,500 ¥13,500
FABA2 フレーム A2（ブラック） ¥12,500 ¥13,500
SBOBL ストレージボックス（ブラック） ¥22,000 ¥28,000
SBOWH ストレージボックス（ホワイト） ¥22,000 ¥28,000
PABL ピンチ（ブラック） ¥1,500 ¥1,600
POUT2 ピンチ（オーク） ¥1,500 ¥1,600
CRCH40 コートラック 40cm（クロム） ¥12,000 ¥14,500
CRBL40 コートラック 40cm（ブラック） ¥12,000 ¥14,500
CRCH70 コートラック 70cm（クロム） ¥14,000 ¥18,000
CRBL70 コートラック 70cm（ブラック） ¥14,000 ¥18,000
WHBLS ウォールフックS（ブラック）2pcs ¥4,000 ¥5,000
WHCRS ウォールフックS（クロム）2pcs ¥4,000 ¥5,000
WHMGS ウォールフックS（マットゴールド）2pcs ¥4,000 ¥5,000
WHBLL ウォールフックL（ブラック） ¥3,000 ¥4,000
WHCRL ウォールフックL（クロム） ¥3,000 ¥4,000
WHMGL ウォールフックL（マットゴールド） ¥3,000 ¥4,000
KRBR38 キーリング ¥3,000 ¥3,500

品番 商品名 販売価格（税抜）
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株式会社NOMAD
MOEBE 価格改定商品一覧　　　価格改定日：2022年11月1日（火）

希望納品時期により、下記の価格で承ります。
・最短納品希望：現行価格（10月26日(水) 12時までのご注文分）
・11月1日以降納品希望：新価格

現行価格 新価格
品番 商品名 販売価格（税抜）

MIBL20 スタンディングミラーΦ20cm（ブラック） ¥8,000 ¥8,500
MIBR20 スタンディングミラーΦ20cm（ブラス） ¥8,000 ¥8,500
MIBL30 スタンディングミラーΦ30cm（ブラック） ¥10,000 ¥12,000
MIBR30 スタンディングミラーΦ30cm（ブラス） ¥10,000 ¥12,000
WMBL30 ウォールミラー Φ30cm（ブラック） ¥16,000 ¥22,000
WMBR30 ウォールミラー Φ30cm（ブラス） ¥16,000 ¥22,000
WMCH50 ウォールミラー Φ50cm（クロム） ¥32,000 ¥36,000
WMBL50 ウォールミラー Φ50cm（ブラック） ¥32,000 ¥36,000
WMBR50 ウォールミラー Φ50cm（ブラス） ¥32,000 ¥36,000
WMCH70 ウォールミラー Φ70cm（クロム） ¥52,000 ¥60,000
WMBL70 ウォールミラー Φ70cm（ブラック） ¥52,000 ¥60,000
WMBR70 ウォールミラー Φ70cm（ブラス） ¥52,000 ¥60,000
WMCH133 トールウォールミラー（クロム） ¥73,000 ¥80,000
WMBR133 トールウォールミラー（ブラス） ¥73,000 ¥80,000
WMBL133 トールウォールミラー（ブラック） ¥73,000 ¥80,000
WSOUT1 ポリグリフ ¥18,000 ¥20,000
SSLSBL115 シェルビングシステム 脚2本セット 115cm（ブラック） ¥15,000 ¥18,000
SSLSWH115 シェルビングシステム 脚2本セット 115cm（ホワイト） ¥15,000 ¥18,000
SSLSBL85 シェルビングシステム 脚2本セット 85cm（ブラック） ¥12,000 ¥15,000
SSLSWH85 シェルビングシステム 脚2本セット85cm（ホワイト） ¥12,000 ¥15,000
SSSO85 シェルビングシステム 棚板（オーク） ¥20,000 ¥21,000
SSSBL85 シェルビングシステム 棚板（ブラック） ¥20,000 ¥21,000
SSBPO85 シェルビングシステム 背板（オーク） ¥13,000 ¥15,000
SSBPBL85 シェルビングシステム 背板（ブラック） ¥13,000 ¥15,000
SSISCABO85 シェルビングシステム キャビネット棚板（オーク） ¥7,500 ¥9,000
SSISCABBL85 シェルビングシステム キャビネット棚板（ブラック） ¥7,500 ¥9,000
SSCABO85 シェルビングシステム キャビネット（オーク） ¥75,000 ¥85,000
SSCABBL85 シェルビングシステム キャビネット（ブラック） ¥75,000 ¥85,000
SSDSO85 シェルビングシステム デスク天板（オーク） ¥27,000 ¥30,000
SSDSBL85 シェルビングシステム デスク天板（ブラック） ¥27,000 ¥30,000
SSCB85 シェルビングシステム クロスバー（ブラック） ¥18,000 ¥20,000
SSCBWH85 シェルビングシステム クロスバー（ホワイト） ¥18,000 ¥20,000
CPLWHNAR セラミックペンダント ナロー（ホワイト） ¥20,000 ¥23,000
CPLLGRNAR セラミックペンダント ナロー（グレー） ¥20,000 ¥23,000
CPLOLNAR セラミックペンダント ナロー（オリーブ） ¥20,000 ¥23,000
CPLTECONAR セラミックペンダント ナロー（テラコッタ） ¥20,000 ¥23,000
CPLWHWI セラミックペンダント ワイド（ホワイト） ¥24,000 ¥27,000
CPLLGRWI セラミックペンダント ワイド（グレー） ¥24,000 ¥27,000
CPLOLWI セラミックペンダント ワイド（オリーブ） ¥24,000 ¥27,000
CPLTECOWI セラミックペンダント ワイド（テラコッタ） ¥24,000 ¥27,000
※下記商品の上代価格は据え置き
カッティングボード（S / Lサイズ ）
オーガナイズ （S / Lサイズ ）
シェルビングシステム エンドキャップ（4個入）＋セーフティークリップ（ブラック/ホワイト）
シェルビングシステム 脚連結ボルト（2個入）


