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ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 WL-503 品番 WL-500 品番 WL-533
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ﾌｨﾙ)
ｻｲｽﾞ W690 x D400 x H870 W890 x D445 x H640 W1200 x D445 x H840

仕様 ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：\28,000　 単価 上代：\17,000　 単価 上代：\47,000
CODE 5032012 CODE 5002031 CODE 5332063
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-519 品番 WL-520 品番 WL-518
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｼﾈﾏ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｿﾌｨｰ） 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｼﾈﾏ）
ｻｲｽﾞ W850 x D430 x H723 W1200 x D400 x H850 W1100 x D430 x H723

仕様 ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥34,000
CODE 5192033 CODE 5202063 CODE 5182062
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-512 品番 WL-501 品番 WL-527
品名 ｺｰﾅｰﾃﾚﾋﾞ台 品名 TV台 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｲｵﾆｱ）

W1000 x D440 x H378 W1600 x D450 x H500 W1200 x D400 x H400

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ｳｫ-ﾙﾅｯﾄ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｱﾝﾃｨｰｸ塗装）
天板/桐（ｵｲﾙ仕上）

単価 上代：\9,000 単価 上代：\29,000 単価 上代：￥8,000
CODE 5121007 CODE 5012022 CODE 5271006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 DA-132 品番 WL-517 品番 DA-126
品名 ﾏﾙﾁﾗｯｸ 品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾗｯｸ

W1100 x D300 x H1160 W850 x D300 x H1320 W1200 x D390 x H1700

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥10,000　 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥9,000　
CODE 0111008 CODE 5172032 CODE 0111007
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-507 品番 ＤＡ-127 品番 ＤＡ-128
品名 ｱｰﾁｼｪﾙﾌ 品名 ﾌﾘｰﾗｯｸ 品名 ﾌﾘｰﾗｯｸ

W1800 x D400 x H1900 W800 x D300 x H1535 ｻｲｽﾞ W800 x D300 x H820

材質/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 仕様

単価 上代：￥65,000 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥4,000　
CODE 5072005 CODE 0111005 CODE 0111003
数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 DA-600 品番 WL-528A 品番 WL-528B
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ(ｵｰﾌﾞ)3段 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ(ｵｰﾌﾞ)4段

W450 x D350 x H1200 W500 x D320 x H1180 W500 x D320 x H1510

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 素材/天然木(桐) ﾗｯｶｰ塗装 素材/天然木(桐) ﾗｯｶｰ塗装
素材/天然木

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：\6,500 単価 上代：\8,000
CODE 6001005 CODE 5281005 CODE 5281006
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 WL-511 品番 WL-532 品番 WL-502
品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ（ﾉﾙﾃﾞｨｰ） 品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(ﾌｨﾙ) 品名 ｵｰﾌﾟﾝﾄｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

W700 x D355 x H1500 W800 x D445 x H1700 W690 x D400 x H1800

ｵｰｸ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：\36,000 単価 上代：\48,000 単価 上代：\40,000
CODE 5112072 CODE 5322093 CODE 5022013
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-504 品番 WL-505 品番
品名 ﾁｪｽﾄ 品名 ﾁｪｽﾄ 品名
ｻｲｽﾞ W1460 x D500 x H800 W850 x D440 x H540 ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

単価 上代：\25,000　 単価 上代：\22,000　 単価
CODE 5042091 CODE 5052071 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-522A 品番 WL-522B 品番 WL-525
品名 ﾁｪｽﾄ(ﾌﾞﾛｰﾆｭ)引き出し 品名 ﾁｪｽﾄ(ﾌﾞﾛｰﾆｭ)ﾌﾗｯﾌﾟ 品名 ﾌﾟﾁｺﾝｿｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ)

W600 x D350 x H980 W600 x D350 x H980 W530 x D380 x H780

素材/天然木(ﾊﾟｲﾝ) ｳﾚﾀﾝ塗装 素材/天然木(ﾊﾟｲﾝ) ｳﾚﾀﾝ塗装 天板/天然木(ﾊﾟｲﾝ)
脚/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ)

単価 上代：\9,000 単価 上代：\9,000 単価 上代：\6,000
CODE 5221007 CODE 5221007 CODE 5251054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ② ③

品番 WL-514 品番 WL-529 品番 WL-513
品名 ｼｪﾙﾌﾕﾆｯﾄ 品名 ｷｭｰﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾛｰﾎﾞｰﾄﾞ

W1490 x D390 x H790 1台あたり：W400 x D400 x H400 W1620 x D510 x H970
脚装着時：W1490xD390xH950
ｶﾗｰ/ﾊｲｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ 素材/天然木(杉) ﾗｯｶｰ塗装 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：\3,000 単価 上代：￥13,000
CODE 5141005 CODE 5291002 CODE 5132001
数量 在庫：1台 数量 在庫：3台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-524 品番 WL-4061A 品番 WL-4061B
品名 ﾁｪｽﾄ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ) 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾛｼﾞｯｸ）H1120 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾛｼﾞｯｸ）H1480

W800 x D410 x H800 W600 x D320 x H1120 W600 x D320 x H1480

天板/天然木(ﾊﾟｲﾝ) 本体/強化ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧合板（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 本体/強化ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧合板（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

脚/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ) 扉部/UV塗装（ﾊｲｸﾞﾛｽ） 扉部/UV塗装（ﾊｲｸﾞﾛｽ）

単価 上代：\12,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥12,000
CODE 5241009 CODE 40611007 CODE 40611009
数量 在庫：4台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-531 品番 WL-4068 品番 WL-4084
品名 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ 品名 ﾌﾞｯｸｹｰｽ（ﾉｳﾞｧ） 品名 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ

W800 x D580 x H1780 W800 x D400 x H1800 W870 x D550 x H1900

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：\9,000 単価 上代：￥39,000 単価 上代：¥16,000
CODE 5311007 CODE 40682003 CODE 40842021
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 ＤＡ-129 品番 DA-130 品番
品名 ﾎﾞｯｸｽﾗｯｸ砂時計型（Ａ・Ｂ） 品名 ﾎﾞｯｸｽﾗｯｸﾊﾆｶﾑ型(A・B） 品名

W500 x D300 x H500 W500 x D300 x H500

(A)ﾎﾜｲﾄ (A)ﾎﾜｲﾄ
(B)ﾌﾞﾗｯｸ (B)ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥5,000　 単価
CODE 0111005 CODE 0111004 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 DA-131B 品番 DA-131C 品番 DA-131A
品名 ﾊﾟｽﾞﾙﾗｯｸ 品名 ﾊﾟｽﾞﾙﾗｯｸ 品名 ﾊﾟｽﾞﾙﾗｯｸ

W540 x D235 x H360 W540 x D235 x H360 W540 x D235 x H360

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥1,500　 単価 上代：￥1,500　 単価 上代：￥1,500　
CODE 0111001 CODE 0111001 CODE 0111001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 DA-133A 品番 DA-133B 品番 DA-133C
品名 ｸｫｰﾀｰﾗｯｸ 品名 ｸｫｰﾀｰﾗｯｸ 品名 ｸｫｰﾀｰﾗｯｸA

W570 x D400 x H1370 W570 x D400 x H1370 W570 x D400 x H1370

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥4,500　 単価 上代：￥4,500　 単価 上代：￥4,500　
CODE 0111003 CODE 0111003 CODE 0111003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）6

① ② ③

品番 WL-530 品番 WL-506 品番 WL-516
品名 食器棚 品名 食器棚 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ

W900 x D430 x H1800 W600 x D450 x H1800 W1190 x D400 x H1710

単価 上代：\13,000 単価 上代：\20,000 単価 上代：￥50,000
CODE 5302001 CODE 5062051 CODE 5162004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-509 品番 WL-559 品番 WL-515
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｼﾈﾏ） 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ(ﾙｼｱ) 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ（ｷｬｽﾀｰ付）

W850 x D430 x H1750 W1050 x D510 x H2010 W900 x D472 x H881

素材/ﾅﾗ材（ﾎﾜｲﾄｵｰｸ） ｶﾗｰ/ﾘｷｭｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ

単価 上代：\47,000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥20,000
CODE 5092063 CODE 5592071 CODE 5152051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-523 品番 WL-521 品番 WL-535
品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ(ﾙｰｱﾝ) 品名 ｷｭﾘｵｹｰｽ（ｿﾌｨｰ） 品名 ｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ

W650 x D400 x H1500 W500 x D400 x H1600 W1200 x D800（490） x H700

素材/天然木(ﾊﾟｲﾝ)　ｵｲﾙ仕上 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

単価 上代：\16,000 単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥24,000
CODE 5232021 CODE 5212062 CODE 5352081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）7

① ② ③

品番 WL-590 品番 WL-591 品番 WL-592
品名 水屋箪笥 品名 時代箪笥ﾛｰﾎﾞｰﾄﾞ 品名 飾り棚

上部：W940 x D495 x H800 W1150 x D440 x H525 W700 x D300 x H700
下部：W940 x D495 x H850

単価 上代：￥78,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥20,000
CODE 5902006 CODE 5912052 CODE 5922051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 WL-593 品番 WL-4007
品名 飾り棚3段 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾞﾗｳﾝ/ﾌﾞﾗｳﾝ）

W1200 x D300 x H1200 W2035 x D500 x H860

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥36,000
CODE 5931008 CODE 40072072
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考
⑥ ⑦

品番 WL-4008 品番 WL-4079
品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾞﾗｳﾝ/ｸﾞﾘｰﾝ） 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞｯｸｹｰｽ

W2035 x D500 x H860 W455 x D240 x H805

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥22,000
CODE 40082072 CODE 40792071
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）8

① ② ③

品番 WL-536 品番 WL-537 品番 WL-547
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞW1800 品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ 品名 ﾁｪｽﾄ（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ）

W1830 x D425 x H760 W890 x D420 x H1785 W800 x D450 x H895

素材/ｵｰｸ天然木突板・ｽﾃｲﾝ・ｳﾚﾀﾝ塗装

単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥18,000
CODE 5362093 CODE 5372093 CODE 5472041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-539 品番 WL-540 品番 WL-541
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｻﾗ) 品名 ﾁｪｽﾄ(ｻﾗ) 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｻﾗ)
ｻｲｽﾞ W1170 x D420 x H1775 W860 x D415 x H1245 ｻｲｽﾞ W1410 x D415 x H720

仕様 素材/ｵｰｸ集成材　ｵｰｸ突板 素材/ｵｰｸ集成材　ｵｰｸ突板 仕様

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥33,000
CODE 5392053 CODE 5402052 CODE 5412052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-551 品番 WL-552 品番 WL-564
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ﾗﾄﾞｩｰﾆ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ﾌﾞﾘｽﾄ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ

W2000 x D450 x H360 W1500 x D435 x H800 W2000 x D450 x H520

本体/MDF材（ﾌﾞﾗｯｸｴﾅﾒﾙ） ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ
脚部/ﾒﾀﾙ

単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥25,000
CODE 5512023 CODE 5522082 CODE 5642091
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

仕様
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① ② ③

品番 WL-549 品番 WL-549B 品番 WL-567（A・B）
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾌｪ) 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｶﾌｪ）ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱﾙﾌｫﾝｿﾞ）

W1600 x D450　x H795 W1600 x D450 x H795 （A)W1800 x D450 x H800
（B)W1200 x D450 x H800

素材/天然木突き板（ﾗｲﾄｳｪﾝｹﾞ） 素材/天然木突き板（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ化粧板

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥39,000 単価 （A）￥39,000　（B)¥36,000
CODE 5492003 CODE 5492003 CODE （A)5672003　（B)5672072
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：（A)2台　（B)1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-555A 品番 WL-555B 品番 WL-556A
品名 ｸﾞﾗｽｼｪﾙﾌﾗｯｸ(A)ﾎﾜｲﾄ 品名 ｸﾞﾗｽｼｪﾙﾌﾗｯｸ（B）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾜｲﾄﾞｸﾞﾗｽｼｪﾙﾌﾗｯｸ（A）ﾎﾜｲﾄ

W830 x D315 x H1490 W830 x D315 x H1490 W1220 x D315 x H1490

素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ 素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ 素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥14,000
CODE 5551008 CODE 5551008 CODE 5562011
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-556B 品番 WL-557A 品番 WL-557B
品名 ﾜｲﾄﾞｸﾞﾗｽｼｪﾙﾌﾗｯｸ（B）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｽﾃｱﾗｯｸ・4段（A）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｽﾃｱﾗｯｸ・4段（B）ﾌﾞﾗｳﾝ

W1200 x D315 x H1490 W1640 x D350 x H1580 W1640 x D350 x H1580

素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ 素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ 素材/合成樹脂化粧板　8mm強化ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥21,000
CODE 5562011 CODE 5572061 CODE 5572061
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-544A 品番 WL-544B 品番 WL-545
品名 ﾏﾙﾁﾗｯｸ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ﾏﾙﾁﾗｯｸ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 品名 ｳｯﾄﾞﾗｯｸ

W815 x D285 x H1150 W815 x D285 x H1150 W900 x D300 x H850

材質/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水加工ﾌﾟﾘﾝﾄ紙 材質/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水加工ﾌﾟﾘﾝﾄ紙 本体/天然木(ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ)塗装
ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500
CODE 5441053 CODE 5441053 CODE 5451053
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-546 品番 WL-550 品番 WL-543
品名 ﾌﾞｯｸｹｰｽ 品名 ﾌﾞｯｸｹｰｽ 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ

W600 x D168 x H890 W800 x D280 x H1060 W670 x D215 x H705

素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧繊維板(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥10,000
CODE 5461002 CODE 5501053 CODE 5431008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-750 品番 O-751 品番 WL-561
品名 ｴｸｽﾃｲｼｮﾝﾗｯｸ 品名 ｴｸｽﾃｲｼｮﾝﾗｯｸ 品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ）

W800 x D310 x H1360 W1120 x D310 x H980 W800～1175 x D320 x H1505

素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ（天然木突板）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥29,000
CODE 7502001 CODE 7512001 CODE 5612022
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-558A 品番 WL-558B 品番 WL-553A
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ・3段（ｲｵﾆｱ） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ・4段（ｲｵﾆｱ） 品名 ｱﾝﾃｨｽｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌﾗｯｸ

W580 x D340 x H700 W580 x D340 x H980 W1225 x D400 x H885

素材/ｽﾁｰﾙ　ｱﾝﾃｨｰｸ塗装 素材/ｽﾁｰﾙ　ｱﾝﾃｨｰｸ塗装 ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ

棚/天然木（桐）　ｵｲﾙ仕上げ 棚/天然木（桐）　ｵｲﾙ仕上げ 天板/ﾅﾗ材　ｵｲﾙ塗装　ﾅﾗ材　ﾗｯｶｰ塗装

単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥25,000
CODE 5581003 CODE 5581004 CODE 5532091
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-553B 品番 WL-554A 品番 WL-554B
品名 ｱﾝﾃｨｽｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｶｰｺﾞﾛｯｶｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ｶｰｺﾞﾛｯｶｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

W900 x D400 x H1250 W570 x D380 x H1780 W800 x D380 x H1780

ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ 本体/ｽﾁｰﾙ 本体/ｽﾁｰﾙ
天板/ﾅﾗ材　ｵｲﾙ塗装　ﾅﾗ材　ﾗｯｶｰ塗装 天板/杉古材　ﾗｯｶｰ塗装 天板/杉古材　ﾗｯｶｰ塗装

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥28,000 単価 上代：￥32,000
CODE 5532002 CODE 5542012 CODE 5542042
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-565 品番 WL-566 品番 WL-568
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱｲｶ） 品名 ﾁｪｽﾄ（ｱｲｶ） 品名 ｼｪﾙﾌ（ｱｲｶ）

W1300 x D390 x H660　(脚＋20) W600 x D450 x H860　(脚＋20) W960 x D390 x H1850

素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　強化ｶﾞﾗｽ ｽﾃﾝﾚｽ 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　強化ｶﾞﾗｽ ｽﾃﾝﾚｽ 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ（ﾌﾞﾗｳﾝ）　ｽﾃﾝﾚｽ

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥38,000
CODE 5652062 CODE 5662051 CODE 5682092
数量 在庫：1台 数量 在庫：3台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-557F 品番 WL-557D 品番 WL-575A
品名 ｽﾃｱﾗｯｸ・2段（F）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｽﾃｱﾗｯｸ・3段（D）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｶﾌｪ）

W820 x D350 x H820 W1230 x D350 x H1210 W1875 x D450 x H795

素材/合成樹脂化粧合板（ﾌﾞﾗｳﾝ） 素材/合成樹脂化粧合板（ﾌﾞﾗｳﾝ） 素材/天然木突き板（ﾗｲﾄｳｪﾝｹﾞ）
8mm強化ｶﾞﾗｽ 8mm強化ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥46,000
CODE 5571058 CODE 5572031 CODE 5752053
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-574 品番 WL-571 品番 WL-572
品名 ﾃﾞｨｼｪﾙﾌ 品名 ﾊｲｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｶﾙﾗ） 品名 ﾌｧｯｸｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｶﾙﾗ）

W1300 x D290 x H1550 W1100 x D450 x H1390 W500 x D400 x H850

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 材質/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色） 材質/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色）

単価 上代：30,000 単価 上代：￥71,500 単価 上代：￥24,000
CODE 5742032 CODE 5712055 CODE 5722081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 WL-570A 品番 WL-570B
品名 ﾄﾞｰｿﾝ image 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾄﾞｰｿﾝ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾄﾞｰｿﾝ）

W2100 x D450 x H1720 W850 x D450 x H1720

素材/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 素材/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 単価 上代：￥81,000 単価 上代：￥33,000
CODE CODE 5702026 CODE 5702052
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-573 品番 WL-576 品番 WL-4009
品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（ﾄﾞﾙﾁｪ） 品名 ﾗｯｸ 品名 ｺﾚｸｼｮﾝｹｰｽ(ﾄﾞｸﾀｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ)ﾊﾝﾏｰﾄﾝ

W1600 x D475 x H1950 W1725 x D505 x H1910 W415 x D455 x H1255

材質/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ｶﾗｰ/ﾊﾝﾏｰﾄﾝ
鍵付き

単価 上代：￥130,000 単価 上代：￥65,000 単価 上代：￥26,000
CODE 5733001 CODE 5762025 CODE 40092002
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4060 品番 WL-577 品番 WL-578
品名 ｺﾚｸｼｮﾝｹｰｽ（ﾄﾞｸﾀｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）ｱｲﾎﾞﾘｰ 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ W1050 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ W1500

W650 x D425 x H730 W1050 x D350 x H495 W1500 x D400 x H400

ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ 素材/合成樹脂化粧合板 5mm強化ｶﾞﾗｽ　 素材/天然木化粧板(ｱｯｼｭ) ﾗｯｶｰ塗装

鍵付き
単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥4,600 単価 上代：￥7,500
CODE 40602021 CODE 5771053 CODE 5781006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-580A 品番 WL-579A 品番 WL-579B
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾅﾁｭﾗﾙ）W1500 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｳﾝ）W1500

W1650 x D425 x H330 W1500 x D400 x H300 W1500 x D400 x H300

素材/合成樹脂化粧合板 素材/合成樹脂化粧合板

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5802071 CODE 5791007 CODE 5791007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-581 品番 WL-584 品番 WL-585
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｶﾙﾗ） 品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ｱｲｶ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱﾏﾛ）

W1800 x D450 x H760 W2600 x D450 x H1800 W1600 x D450 x H750

材質/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥39,000
CODE 5812034 CODE 5842063 CODE 5852003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-582 品番 WL-586A 品番 WL-586B
品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾄﾚｯｸ） 品名 ｷｭｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ（1段） 品名 ｷｭｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ（2段）

W800 x D400 x H1786 W340 x D287 x H320 W340 x D287 x H774

棚板/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ色 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥400 単価 上代：￥800
CODE 5822072 CODE 5869103 CODE 5869106
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-586C 品番 WL-508 品番 WL-508B
品名 ｷｭｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ（3段） 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ（AM） 品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（AM）

W340 x D287 x H1146 W900 x D500 x H2056 W600 x D500 x H2056

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥1,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥28,000
CODE 5869108 CODE 5082072 CODE 5082012
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-587 品番 WL-588A 品番 WL-588B
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｵｰﾗﾝﾄﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｳﾝﾄｰﾝ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾓﾉﾄｰﾝ）

W900 x D420 x H1700 W600 x D370 x H950 W600 x D370 x H950

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ（ﾅﾗ） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝﾄｰﾝ ｶﾗｰ/ﾓﾉﾄｰﾝ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥13.000 単価 上代：￥13.000
CODE 5872091 CODE 5882001 CODE 5882001
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-646 品番 WL-598 品番 WL-599
品名 ｱﾝﾃｨｰｸﾏｽ目ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 食器棚 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ

W1220 x D355 x H1290 W1010 x D431 x H1936 W675 x D428 x H1936

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 素材/ｵｰｸ（ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ色） 素材/ｵｰｸ（ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ色）

単価 上代：￥61.000 単価 上代：￥65.000 単価 上代：￥39.000
CODE 6462064 CODE 5982005 CODE 5992003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-596 品番 WL-597 品番 WL-565B
品名 ﾌｧｯｸｽ台 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱｲｶ）

W580 x D370 x H857 W900 x D400 x H1070 W1300 x D390 x H660　(脚＋20)

素材/ｵｰｸ（ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ色） ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/ｵｰｸ突板（ﾌﾞﾗｯｸ）　強化ｶﾞﾗｽ ｽﾃﾝﾚｽ

単価 上代：￥17.000 単価 上代：￥32.000 単価 上代：￥34,000
CODE 5962031 CODE 5972042 CODE 5652062
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4001 品番 WL-4002 品番 WL-551B
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｽｸｴｱ) 品名 ｻｲﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ｽｸｴｱ) 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾗﾄﾞｩｰﾆ）ﾎﾜｲﾄ

W1500 x D450 x H450 W500 x D450 x H600 W2000 x D450 x H360

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥41,000
CODE 40012072 CODE 40022041 CODE 5512023
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4000 品番 WL-4024 品番 WL-4083
品名 ﾁｪｽﾄ（ｽｸｴｱ） 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ｽｸｴｱ) 品名 ﾁｪｽﾄ（ｽｸｴｱ）

W1200 x D415 x H720 W1000 x D415 x H1050 W800 x D415 x H720

ｶﾗｰ/ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ・ｸﾞﾛｽｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：¥32,000
CODE 40002003 CODE 40242082 CODE 40832042
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4063 品番 WL-4064 品番 WL-4023
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｻﾗ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｻﾗ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾎﾟﾙﾄﾌﾗﾝｺ）

W1450 x D480 x H490 W1240 x D480 x H630 W1800 x D420 x H450

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥84,000
CODE 40632062 CODE 40642072 CODE 40232046
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4010 品番 WL-4011 品番 WL-4012
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾛｽｷｰ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾛｽｷｰ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｻｲﾛ）

W1600 x D460 x H720 W1600 x D460 x H450 W1800 x D420 x H465

単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥32,000
CODE 40102093 CODE 40112002 CODE 40122042
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4013 品番 WL-4014 品番 WL-4015
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾘｺﾙﾀﾞ）A扉 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾘｺﾙﾀﾞ）B扉 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾏﾘｯｸ）A扉

W645 x D415 x H1550 W645 x D415 x H1550 W630 x D350 x H1400

素材/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ 素材/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000
CODE 40132001 CODE 40142001 CODE 40152001
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4016 品番 WL-4021 品番 WL-4022
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾏﾘｯｸ）B扉 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾉﾙﾃﾞｨｰ） 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾁｪｽﾄ

W630 x D350 x H1400 W1500 x D430 x H700 W785 x D415x H1095

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ﾁｰｸ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥33,000
CODE 40162001 CODE 40212004 CODE 40222052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4017 品番 WL-4018 品番 WL-4019
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱｺｰﾙ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｱﾙﾃﾞｨ） 品名 ﾐﾄﾞﾙｼｪﾙﾌ（ｶﾙﾃﾗ）

W1200 x D420 x H720 W1200 x D395 x H700 W600 x D250 x H1150

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥14,000
CODE 40172003 CODE 40132053 CODE 40192011
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4020 品番 WL-4020B 品番 WL-652
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾃﾞｨｰﾌﾟ）両開き扉 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾃﾞｨｰﾌﾟ）片開扉 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

W750 x D390 x H1800 W750 x D390 x H1800 W1460 x D530 x H830

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ：ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/ﾁｰｸ材（ﾌﾞﾗｳﾝ）　ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞﾗｽ
取手/真鍮

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥32,000
CODE 40202002 CODE 40202002 CODE 6522042
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-653 品番 WL-654 品番 WL-655
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ

W1470 x D400 x H900 W450 x D350 x H1900 W850 x D350 x H1900

素材/ﾁｰｸ材（ﾌﾞﾗｳﾝ）
取手/真鍮

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥21,000
CODE 6532032 CODE 6542021 CODE 6552061
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）19

① ② ③

品番 WL-4025 品番 WL-656 品番 WL-594
品名 引き出し収納棚 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ﾙｰﾌﾟ）引き出し付き

W1865 x D410 x H1715 W1000 x D400 x H720 W860 x D300 x H980
(上部W1865 x D285 x H895)
(下部W1865 x D410 x H820) 素材/ﾁｰｸ材

単価 上代：￥99,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥20.000
CODE 40252067 CODE 6562051 CODE 5942051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-595 品番 WL-650 品番 WL-589
品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ﾙｰﾌﾟ） 品名 書類収納棚 品名 ﾚﾄﾛ本棚

W600 x D250 x H700 W475 x D410 x H755 W850 x D225 x H1660

素材/ﾏﾎｶﾞﾆｰ材・ﾊﾞﾝﾌﾞｰ材
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥9.000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥17.000
CODE 5951007 CODE 6502051 CODE 5892031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4006 品番 WL-4004 品番 WL-4005
品名 飾り棚 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌ（ｺﾚｯｸ）3列2段

W1145 x D330 x H1520 W900 x D420 x H1750 W1500 x D100 x H941

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥22,000
CODE 40062061 CODE 40042032 CODE 40052071
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4026 品番 WL-4027 品番 WL-4028A
品名 ﾁｪｽﾄ（ﾉｴ） 品名 ﾜｲﾄﾞﾁｪｽﾄ（ﾉｴ） 品名 ﾁｪｽﾄ（ｱｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

W390 x D340 x H860 W1010 x D340 x H680 W410 x D310 x H755

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥9,000
CODE 40262001 CODE 40272002 CODE 40281007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4028B 品番 WL-4029 品番 WL-4030
品名 ﾁｪｽﾄ（ｱｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾁｪｽﾄ（ｵｰﾌﾞ） 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｵｰﾌﾞ）

W410 x D310 x H755 W810 x D330 x H740 W550 x D330 x H930

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000
CODE 40281007 CODE 40292001 CODE 40302001
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4031A 品番 WL-4031B 品番 WL-4066
品名 ﾁｪｽﾄ3段（ｵｰﾌﾞ） 品名 ﾁｪｽﾄ5段（ｵｰﾌﾞ） 品名 ﾌｧｯｸｽ台

W410 x D330 x H680 W450 x D330 x H930 W480 x D356 x H859

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥10,000
CODE 40311005 CODE 40311006 CODE 40661008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4032A 品番 WL-4032B 品番 WL-4033
品名 ｼｪﾙﾌ1段（ｵｰﾌﾞ） 品名 ｼｪﾙﾌ2段（ｵｰﾌﾞ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｵｰﾌﾞ）

W550 x D330 x H780 W550 x D330 x H1120 W1000 x D400 x H350

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥11,000
CODE 40321008 CODE 40322001 CODE 40331058
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4034 品番 WL-4035 品番 WL-4036
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾁﾙ） 品名 ﾁｪｽﾄ（ﾁﾙ） 品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ（ﾉﾙﾃﾞｨﾅ）

W1200 x D400 x H420 W1000 x D400 x H820 W640 x D400 x H1320

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥34,000
CODE 40342002 CODE 40352082 CODE 40362062
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4037 品番 WL-4038 品番 WL-4062
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾐﾃﾞｨ） 品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（ﾐﾃﾞｨ） 品名 ﾁｪｽﾄ（ﾓｶ）

W1200 x D400 x H460 W680 x D400 x H1750 W894 x D445 x H740

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥33,000
CODE 40372061 CODE 40382042 CODE 40622052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4039 品番 WL-4040 品番 WL-4041
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌｫﾚ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌｫﾚ） 品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌｫﾚ）

W950 x D400 x H800 W1200 x D400 x H420 W650 x D420 x H1720

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥29,000
CODE 40392061 CODE 40402041 CODE 40412022
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4042 品番 WL-4043 品番 WL-4044
品名 ﾁｪｽﾄ4段（ｽﾉｯﾌ） 品名 ﾁｪｽﾄ4段（ｼｮｺﾗ） 品名 ﾁｪｽﾄ（ｽﾃﾗ）

W330 x D270 x H850 W600 x D300 x H690 W430 x D340 x H740

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥10,000
CODE 40421006 CODE 40431007 CODE 40441008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4045 品番 WL-4046 品番 WL-4059
品名 ﾜｲﾄﾞﾁｪｽﾄ（ｽﾃﾗ） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｽﾃﾗ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾍﾞｽﾄｰ）

W740 x D340 x H740 W600 x D300 x H1560 W1800 x D400 x H740

ｶﾗｰ/ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥25,000
CODE 40452031 CODE 40462031 CODE 40592091
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4049C 品番 WL-4049D 品番 WL-4049E
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ30（ｱｽﾀｰ） 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ60 品名 ﾁｪｽﾄ60（ｱｽﾀｰ）

W300 x D440 x H690 W600 x D440 x H690 W600 x D440 x H690

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥17,000
CODE 40491056 CODE 40491009 CODE 40492031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4049F 品番 WL-4049D　+　WL-4049M 品番 WL-4049M
品名 ﾁｪｽﾄ60・ｶﾞﾗｽ扉（ｱｽﾀｰ） 品名 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ天板60（ｱｽﾀｰ）ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

W600 x D440 x H690 W600 x D450 x H905

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥17,000 単価 単価 上代：￥14,000
CODE 40492031 CODE CODE 40492011
数量 在庫：1台 数量 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4049(G/Ｈ) 品番 WL-4049(I/Ｊ) 品番 WL-4049K
品名 天板 品名 天板 品名 天板150

(G)W600 (I)Ｗ1200 Ｗ1500
(H)W900 (J)W1800
ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：(G)￥4,500 (H)￥6,000 単価 上代：(I)￥6,500 （J)￥8.000 単価 上代：\7,000
CODE （G)40491004 （H)40491054 CODE (I)40491005 (J)40491006 CODE 40491055
数量 在庫：（G)4枚 （H)1枚 数量 在庫：(I)2枚 (J)1枚 数量 在庫：1枚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4052 品番 WL-4053 品番 WL-4054
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｱｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ）

W760 x D380 x H1550 W450 x D380 x H1360 W600 x D350 x H1080

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：\13,000
CODE 40521008 CODE 40531004 CODE 40542001
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4055 品番 WL-661 品番 WL-4057
品名 1960’sｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ

W1425 x D460 x H750 W1500 x D460 x H805 W590 x D321 x H1204

ｶﾗｰ/ﾚｯﾄﾞ

単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥6,000
CODE 40552023 CODE 6612082 CODE 40571054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4058 品番 WL-4003 品番 WL-4003B
品名 ｼｪﾙﾌｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾛｰﾗ） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｱﾈｯﾄ） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｱﾈｯﾄ）3列2段

W1500 x D400 x H800 W1090 x D400 x H1875 W1620 x D400 x H795

単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥29,000
CODE 40582022 CODE 40032052 CODE 40032022
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ②

品番 WL-4065 image 品番 WL-4065
品名 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｳﾞｨｽﾀ）

本体横：W1820 x D313 x H910
本体縦：W910 x D313 x H1820
天板/ﾎﾜｲﾄ・ｸﾞﾚｰ・ﾌﾞﾗｳﾝ （各色4枚）

単価 単価 上代：￥33,000
CODE CODE 40652052
数量 数量 在庫：2台
備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4051 品番 WL-4067 品番 WL-4073
品名 ﾊﾞｰｶｳﾝﾀｰ 品名 ﾚｼﾞｶｳﾝﾀｰ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ(ｸﾚｱ)

W1510 x D595 x H900 W600 x D500 x H1000 W800 x D380 x H1850
（天板：W560xD482xH840）
ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/ﾊﾟｲﾝ古材　ｽﾁｰﾙ
鍵付き

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥24,000
CODE 40512003 CODE 40671007 CODE 40732081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4070 品番 WL-4071 品番 WL-4072
品名 ｳｯﾄﾞｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｳｯﾄﾞｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾘｰｸ） 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌｨﾙ）

W800 x D310 x H1800 W1160 x D300 x H1140 W1200 x D445 x H410

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ
棚可動/30mmﾋﾟｯﾁ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥30,000
CODE 40701005 CODE 40712021 CODE 40722032
数量 在庫：1台 数量 在庫：3台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）26

① ② ③

品番 WL-4074 品番 WL-545B 品番 WL-4075A
品名 ｵｰﾌﾟﾝﾗｯｸｼｪﾙﾌ 品名 ｳｯﾄﾞﾗｯｸ(3段)W600xD300xH850 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(A)ｵｰﾌﾟﾝ

W800 x D350 x H1245 W600 x D300 x H850 W400 x D300 x H850

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥4,500
CODE 40741053 CODE 5451003 CODE 40751053
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4075B 品番 WL-4076 品番 WL-4077
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(B)引出し付き 品名 ﾃﾚﾋﾞ台 品名 ﾃﾚﾋﾞ台

W400 x D300 x H850 W1200 x D395 x H380 W1202 x D406 x H403

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000
CODE 40751053 CODE 40761054 CODE 40771054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4080 品番 WL-4081 品番 WL-4082
品名 ｺｰﾅｰTVﾎﾞｰﾄﾞ 品名 茶箪笥 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ

W1200 x D430 x H430 W825 x D370 x H1025 W1346 x D527 x H1936
（開口部内寸：W1298 x D511 x H478）

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：¥9,000 単価 上代：¥33,000 単価 上代：¥78,000
CODE 40801007 CODE 40812052 CODE 40822006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4085 品番 WL-1039 品番 WL-4088A
品名 ｺｰﾅｰﾃﾚﾋﾞ台 品名 ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ（ｺｺｱ） 品名 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ

W1202 x D636 x H450 W715 x D445 x H1520 W415 x D290 x H595
棚有効寸法/W425 x D440

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ色 本体/天然木（ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ）塗装 ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：¥17,000 単価 上代：¥4,000 単価 上代：\600
CODE 40852031 CODE 10391003 CODE 40889105
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4088B 品番 WL-4089A 品番 WL-4089B
品名 ｶﾗｰﾊﾞｽｹｯﾄ 品名 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ 品名 ｶﾗｰﾊﾞｽｹｯﾄ

W380 x D260 x H260 W415 x D290 x H595 W380 x D260 x H260

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：\500 単価 上代：\600 単価 上代：\500
CODE 40889153 CODE 4089105 CODE 4089153
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4090 品番 DA-603　/　DA-604 品番 DA-605　/　DA-606
品名 ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ（ﾌｨｰﾙ） 品名 ﾎｰﾑｴﾚｸﾀｰ 品名 ﾎｰﾑｴﾚｸﾀｰ

W902 x D361 x H931 W750 x D450 x H1900 W900 x D450 x H1600
W900 x D350 x H1900 W900 x D450 x H1400
天板/MDF突板貼り(ﾒｲﾌﾟﾙ) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装 天板/MDF突板貼り（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装

ﾎﾟｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ ﾎﾟｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ
単価 上代：\16,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000
CODE 40902021 CODE 6032041 / 6042041 CODE 6052041 / 6062041
数量 在庫：1台 数量 在庫：（603）1台　（604）2台 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4092 品番 WL-4131 品番 WL-4097
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ﾀﾏ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｼﾞｸﾞ・ﾇｰﾎﾞ）

W1500 x D450 x H460 W1100 x D300 x H1585 W1200 x D395 x H720

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ
素材/MDF・ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥54,000 単価 上代：￥39,000
CODE 40922022 CODE 41312024 CODE 40972003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4095 品番 WL-4096A 品番 WL-4096B
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾚﾌｨｱ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｴﾘｰﾅ）引き出し 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｴﾘｰﾅ）両開き

W1500 x D460 x H700 W800 x D495 x H785 W800 x D495 x H785

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥24,000
CODE 40952032 CODE 40962081 CODE 40962081
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4099 品番 WL-4100 品番 WL-4101
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ） 品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ） 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ）

W1500 x D400 x H900 W1040 x D450 x H1900 W1040 x D675 x H1900

素材/天然木（ｱｶｼｱ） 素材/天然木（ｱｶｼｱ） 素材/天然木（ｱｶｼｱ）

単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥41,000
CODE 40992004 CODE 41002004 CODE 41012023
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4106 品番 WL-4098 品番 WL-4102
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（ﾃﾞｨｵﾝ） 品名 image

W470 x D330 x H1050 W1250 x D465 x H2200 W1000 x D450 x H2140

棚/天然木（杉） 素材/天然木（杉古材）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥60,000 単価
CODE 41061004 CODE 40982054 CODE
数量 在庫：3台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4102A 品番 WL-4102B 品番 WL-4102C
品名 ｸｲｰﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（上段）ｵｰﾌﾟﾝ 品名 ｸｲｰﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（中断）ｶﾞﾗｽ引違い 品名 ｸｲｰﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（下段）ｶﾞﾗｽ引違い

W1000 x D400 x H390 W1000 x D370 x H1000 W1000 x D450 x H750

外側/木製（ｶﾊﾞ材） 外側/木製（ｶﾊﾞ材） 外側/木製（ｶﾊﾞ材）
内側/ﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾄ　 内側/ﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾄ　強化ｶﾞﾗｽ 内側/ﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾄ　強化ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥29,000
CODE 41022001 CODE 41022032 CODE 41022022
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4104A 品番 WL-4104B 品番 WL-4105
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾁｪｽﾀｰ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾁｪｽﾀｰ）ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾁｪｽﾀｰ）

W1000 x D350 x H690 W1500 x D350 x H690 W800 x D240 x H1385

素材/強化ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 素材/強化ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 素材/強化ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
　　　 ｽﾁｰﾙ（紛体塗装） 　　　 ｽﾁｰﾙ（紛体塗装）

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥13,000
CODE 41042031 CODE 41042061 CODE 41052001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4103 品番 WL-4107 品番 WL-4110
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｴﾊﾞﾝｽ） 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ

W1500 x D450 x H900 W1830 x D450 x H750 W1065 x D305 x H1805

素材/ｱｶｼｱ・ﾊﾟｲﾝ
脚部/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥76,000 単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥33,000
CODE 41032085 CODE 41072093 CODE 41102052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-511B 品番 WL-4123 品番 WL-4124
品名 ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ（ﾉﾙﾃﾞｨｰ） 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ（ﾓﾅ） 品名 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ（ﾎｸｽﾄﾝ）

W700 x D355 x H1500 W899 x D465 x H1846 W820 x D455 x H1905

ｶﾗｰ/塗装仕上げ（ﾌﾞﾗｳﾝ） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ
ﾌﾚｰﾑ/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥48,000
CODE 5112072 CODE 41232063 CODE 41242093
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4108 品番 WL-4116 品番 WL-4119
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾋﾞｯｷｰ） 品名 食器棚

W1470 x D390 x H890 W550 x D350 x H830 W600 x D400 x H890

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｽﾃｲﾝｵｰｸ調 ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥5,500
CODE 41081009 CODE 41162011 CODE 41191004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4109（A・B） 品番 品番
品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ｱﾃﾞﾙ） 品名 品名

（A)下置き：W810 x D300 x H1810
（B)上置き：W800 x D280 x H500
素材/ﾒﾗﾐﾝ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：(A)￥8,000 (B)￥3,500 単価 単価
CODE (A)41091006 (B)41091052 CODE CODE
数量 在庫：各4台 数量 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4126 品番 WL-4115 品番 WL-4125
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｷｬｽﾀｰ付） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ

W770 x D390 x H770 W770 x D390 x H1470 W1470 x D390 x H1470
（横置も可能）

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥7,000
CODE 41261052 CODE 41151004 CODE 41251055
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4024B 品番 WL-4113 品番 WL-4114
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ｽｸｴｱ) 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ（ﾄﾘｼｱ）

W1000 x D415 x H1050 W900 x D400 x H400 W600 x D240 x H1065

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥4,500
CODE 40242082 CODE 41131007 CODE 41141053
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4117A 品番 WL-4117B 品番 WL-4120B
品名 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 品名 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ（ﾅﾁｭﾗﾙ）

W419 x D298 x H1070 W419 x D298 x H1070 W419 x D298 x H878

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥1,000 単価 上代：￥1,000 単価 上代：￥800
CODE 41179007 CODE 41179007 CODE 41209006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4118A 品番 WL-4118B 品番 WL-4121
品名 ｲﾝﾎﾞｯｸｽ 品名 ｲﾝﾎﾞｯｸｽ 品名 つっぱりﾗｯｸ

W389 x D266 x H236 W389 x D266 x H236 W600 x D50 x H2600

主材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 主材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ
重量/約12.5kg

単価 上代：￥500 単価 上代：￥500 単価 上代：￥4,500
CODE 41189053 CODE 41189053 CODE 41211053
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4122 品番 WL-4128A 品番 WL-4128B
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾌｽﾀ） 品名 ｼｪrﾌﾗｯｸ（ｻﾞｶﾞ） 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ｻﾞｶﾞ）

W470 x D450 x H1560 W900 x D350 x H825 W600 x D350 x H1160

材質/杉材（ﾗｯｶｰ塗装） 材質/棚板：天然木、脚：ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 材質/棚板：天然木、脚：ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 41221007 CODE 41281004 CODE 41281004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4129 品番 WL-4130 品番 WL-4134
品名 ｵｰﾌﾟﾝﾗｯｸ 品名 ｽﾃｯﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ｺﾚｸｼｮﾝｹｰｽ（ﾄﾞｸﾀｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）ｱｲﾎﾞﾘｰ

W1130 x D470 x H2320 W1100 x D450 x H2000 W710 x D450 x H1620

ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ
※鍵付き

単価 上代：￥52,000 単価 上代：￥70,000 単価 上代：￥39,000
CODE 41292014 CODE 41302045 CODE 41342003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4093 品番 WL-4135 品番 WL-4136
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ｺﾝﾊﾟｽｼｪﾙﾌ 品名 本棚

W1200 x D400 x H810 W1200 x D340 x H1800 W1500 x D500 x H1985
(棚板：W1200 x D270)

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ 本体/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ材突板
素材/MDF・ｶﾞﾗｽ 棚板/MDFｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥24,000
CODE 40932042 CODE 41352072 CODE 41362081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 AA-503 品番 AA-503B 品番
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾎﾜｲﾄ） 品名

W800 x D405 x H275 W800 x D405 x H275
棚内寸/W780 x D385 x H145 棚内寸/W780 x D385 x H145
天板/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ) 天板/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)
側面/強化ｶﾞﾗｽ　背面/MDF 側面/強化ｶﾞﾗｽ　背面/MDF

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000 単価
CODE 5031005 CODE 5031005 CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4137A 品番 WL-4137B 品番 WL-4138
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 本棚

W2000 x D410 x H890 W800 x D410 x H890 W890 x D220 x H1780
（棚板：3cmﾋﾟｯﾁ）

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ
LEDﾗｲﾄ5個付(1個あたり：消費電力約1.4 LEDﾗｲﾄ5個付(1個あたり：消費電力約1.4

単価 上代：\50,000 単価 上代：\22,000 単価 上代：\5,500
CODE 41372004 CODE 41372071 CODE 41381004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4139 品番 WL-4140 品番 WL-1163
品名 ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ﾁｪｽﾄ（ｱﾙﾏｰﾃﾞｨｵ） 品名 ｷｯﾁﾝﾗｯｸ

W1500 x D390 x H358 W400 x D290 x H740 W600 x D460 x H1000
棚/上段（左・右）W430xH135 (中）W470x
下段（左・右）W430xH145 (中)W470xH14 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：\6,000 単価 上代：\5,500 単価 上代：\6,000
CODE 41391054 CODE 41401004 CODE 11631054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4141 品番 WL-4142 品番
品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ（ﾓﾝﾄﾞ） 品名 ｱﾝﾃｨｰｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名

W1500 x D380 x H2000 W750 x D315 x H1000
(棚ﾋﾟｯﾁ：約400)
ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：\65,000 単価 上代：\20,000 単価
CODE 41412005 CODE 41422051 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾁｪｽﾄ・棚（ﾓﾀﾞﾝ）35

① ② ③

品番 WL-4144 品番 WL-4145 品番 WL-4146
品名 ﾗｳﾝﾄﾞﾗｯｸ 品名 ﾄﾞﾛﾜｰｽﾞﾁｪｽﾄ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 品名 ﾄﾞﾛﾜｰｽﾞﾁｪｽﾄ（ｽﾃﾝﾚｽ）

φ430 x H870 W400 x D300 x H890 W400 x D300 x H890

ｶﾗｰ/ｸﾗｼｯｸｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ｽﾃﾝﾚｽ（RAW仕上げ）

単価 上代：\10,000 単価 上代：\18,000 単価 上代：\21,000
CODE 41441008 CODE 41452041 CODE 41462061
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4147 品番 品番
品名 ﾁｪｽﾄ 品名 品名

W800 x D420 x H700

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ

単価 上代：￥29,000 単価 単価
CODE 41472022 CODE CODE
数量 在庫：1台 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 WL-2001 品番 WL-913 品番 T-010
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ﾎﾜｲﾄ大理石) 品名 LC10ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｽｲﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ
ｻｲｽﾞ W1000 x D500 x H400 W1200 x D700 x H340 φ500 x H620～1000

仕様

単価 上代：\26,000 単価 上代：\13,000 単価 上代：￥10,000　
CODE 20012002 CODE 9132001 CODE 0831008
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-006 品番 T-006 品番 T-009
品名 ｶﾞﾗｽｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ
ｻｲｽﾞ W1050 x D600 x H390 W1050 x D600 x H390 W800 x D800 x H370

仕様 天板/強化ｶﾞﾗｽ 天板/強化ｶﾞﾗｽ 天板/強化ｶﾞﾗｽ
脚部/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 脚部/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥9,000　 単価 上代：￥9,000　 単価 上代：￥8,000　
CODE 0821007 CODE 0821007 CODE 0831006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-012A 品番 T-012B 品番 WL-935
品名 ｶﾞﾗｽｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ
ｻｲｽﾞ W600 x D600 x H565 ｻｲｽﾞ W1400 x D600 x H460 ｻｲｽﾞ W1200 x D600 x H400

仕様 天板/強化ｶﾞﾗｽ 仕様 天板/強化ｶﾞﾗｽ 仕様 天板/強化ｶﾞﾗｽ（ﾌﾛｽﾄ仕上げ）
脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 脚/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥7,000
CODE 0831004 CODE 0831005 CODE 9351055
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：3台
備考 備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 T-501 品番 T-501B 品番 T-502
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｽﾀｰﾌﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ｽﾀｰﾌﾞ) 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｵﾌﾟﾃｨﾏ）

W1200 x D600 x H450 ｻｲｽﾞ W600 x D600 x H450 W1200 x D600 x H450

天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾏﾎｶﾞﾆｰ） 仕様 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾏﾎｶﾞﾆｰ） ｶﾗｰ/ﾏﾎｶﾞﾆｰ　
脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　木目塗装仕上げ 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　木目塗装仕上げ 

単価 上代：￥10,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：￥10,000
CODE 5011008 CODE 5011006 CODE 5021008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-502B 品番 T-001 品番 T-505
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ｵﾌﾟﾃｨﾏ) 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾟﾚｯｸﾞ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾚｯｸﾞ）

W600 x D600 x H450 W1265 x D600 x H450 W1200 x D1200 x H450

ｶﾗｰ/ﾏﾎｶﾞﾆｰ　 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ 

単価 上代：\8,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：\10,000
CODE 5021006 CODE 0821008 CODE 5051008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-504 品番 T-008B 品番 WL-2090
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（苗場） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1100 x D600 x H410 W550 x D550 x H420 W1200 x D450 x H450

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ｱｲﾎﾞﾘｰ) 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ｱｲﾎﾞﾘｰ)
脚部/ｽﾁｰﾙ(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ) 脚部/ｽﾁｰﾙ(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ)

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,500
CODE 5041005 CODE 0821004 CODE 20901005
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 WL-903A 品番 WL-903B 品番 WL-915
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（HOC） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(HOC) 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0240）

W1000 x D450 x H360 W450 x D450 x H360 W1200 x D600 x H350

素材/ﾛｰｽﾞ突板柾目 素材/ﾛｰｽﾞ突板柾目 天板/ｵｰｸ突板（ﾅﾁｭﾗﾙ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：\12,000
CODE 9032051 CODE 9032011 CODE 9151009
数量 在庫：3台 数量 在庫：8台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-946 品番 T-007imag 品番 T-007
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0001WHB) 品名 品名 ﾗｲﾄｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W400 x D400 x H610 W430 x D430 x H430

天板/ｵｰ突板（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥5,500 単価 単価 上代：￥18,000　
CODE 9461004 CODE CODE 0822041
数量 在庫：5台 数量 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2006 品番 WL-2007 品番 WL-2008
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（TU4220HK） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（TU4100MK） 品名 ｶｰｺﾞｺｰﾋｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D595 x H380 W1200 x D540 x H400 W1200 x D610 x H500

ｶﾗｰ/ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ 素材/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥16,500 単価 上代：￥16,000
CODE 20062031 CODE 20072521 CODE 20082021
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾓﾀﾞﾝ)4

① ②

品番 WL-929imag 品番 WL-929
品名 品名 ﾊﾟｵﾗｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1000 x D1000 x H305

材質/ｵｰｸ突板（ﾌﾞﾗｯｸ）
天板/強化ｶﾞﾗｽ

単価 単価 上代：￥13,000
CODE CODE 9292001
数量 数量 在庫：1台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 WL-938 品番 WL-930 品番 WL-933
品名 ﾉｸﾞﾁﾃｰﾌﾞﾙ（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 品名 ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（035）

W1275 x D975 x H400 W1220 x D470 x H370 W1100 x D600 x H330

天板/ｶﾞﾗｽ 天板/ﾊﾞｰﾁ材（ﾅﾁｭﾗﾙ）強化ｶﾞﾗｽ
ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 脚部/ﾊﾞｰﾁ材（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥12,000
CODE 9382021 CODE 9301008 CODE 9331009
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-934 品番 WL-906 品番 WL-907
品名 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｹｰｽﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾍｯｸｽﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1100 x D650 x H400 W1200 x D450 x H370 W1200 x D550 x H500

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥18,000
CODE 9342021 CODE 9062081 CODE 9072041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 ＷＬ-936 品番 WL-925 品番 WL-2142
品名 ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｳﾞｪｲﾓﾝ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾟﾎﾟﾙ）

W600 x D600 x H550 φ900 x H470 W350 x D400 x H570

素材/ﾊﾞｰﾁ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 主材/ﾊﾞｰﾁ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 主材/ｵｰｸ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥4,000
CODE 9361005 CODE 9251005 CODE 21421003
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2004 品番 T-020 品番 T-021
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽ水槽ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽ水槽ﾃｰﾌﾞﾙ

W280 x D498 x H498 W750 x D750 x H395 W1200 x D750 x H400

主材：ｵｰｸ材（ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥20,000　 単価 上代：￥35,000　
CODE 20041006 CODE 0852051 CODE 0852082
数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2005 品番 WL-2010 品番 WL-2138
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ｱｹﾋﾞ) 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1350 x D800 x H380 W850 x D470 x H454 W720 x D600 x H450

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ｱﾒﾘｶﾝﾁｰｸ）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥10,000
CODE 20052001 CODE 20101055 CODE 21381008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）6

① ② ③

品番 T-080 品番 T-081A 品番 T-081B
品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ

φ650 x H1050 φ600 x H1000 φ600 x H1000

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾌﾞﾗｯｸ
脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥10,000　 単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　
CODE 0961008 CODE 0961006 CODE 0961006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-081C 品番 T-081D 品番
品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名

φ600 x H1000 φ600 x H1000

天板/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ｼﾙﾊﾞｰ
脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥9,000　 単価 上代：￥8,000　 単価
CODE 0961007 CODE 0961006 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2000A 品番 WL-2000B 品番 WL-2192
品名 ﾜｲﾔｰﾚｯｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾎﾜｲﾄ) 品名 ﾜｲﾔｰﾚｯｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ｳｯﾄﾞﾚｯｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W680 x D680 x H725 W680 x D680 x H725 φ700 x H720

天板/MDF 天板/MDF 天板/MDF（ﾎﾜｲﾄ）
脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷｽﾁｰﾙ 脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷｽﾁｰﾙ 脚部/ﾌﾞﾅ材・ｽﾁｰﾙ

単価 上代：\5,500 単価 上代：\5,500 単価 上代：￥8,000
CODE 9501004 CODE 9501004 CODE 21921006
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 ※脚共通　在庫3台 備考 ※脚共通　在庫3台 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-912C 品番 WL-912D 品番 WL-912A
品名 ﾃｨｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ(C)ﾚｯﾄﾞxｸﾘｱ 品名 ﾃｨｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ(D)ﾌﾞﾗｯｸxｸﾘｱ 品名 ﾃｨｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ（A)ﾎﾜｲﾄxﾎﾜｲﾄ

φ480 x H510 φ480 x H510 φ480 x H510

素材/PMMA 素材/PMMA 素材/PMMA

単価 上代：\10,000 単価 上代：\10,000 単価 上代：\10,000
CODE 9121008 CODE 9121008 CODE 9121008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-087A 品番 T-087B 品番 WL-2145
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｱﾘｽ）

φ750 x H705 φ750 x H1005 φ450 x H560

本体/FRP(ﾌﾞﾗｯｸ)
天板/鏡面

単価 上代：￥12,000　 単価 上代：￥13,000　 単価 上代：￥18,000
CODE 0971009 CODE 0972001 CODE 21452041
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-053A 品番 T-053B 品番 T-053C
品名 ﾊﾟﾋﾞｱﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊﾟﾋﾞｱﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾊﾟﾋﾞｱﾃｰﾌﾞﾙ

φ700 x H750 φ700 x H750 φ700 x H750

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ｵﾚﾝｼﾞ

単価 上代：￥16,000　 単価 上代：￥16,000　 単価 上代：￥16,000　
CODE 0912021 CODE 0912021 CODE 0912021
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-022A 品番 T-022B 品番 T-022C
品名 ｸﾘｽﾀﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｸﾘｽﾀﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｸﾘｽﾀﾙﾃｰﾌﾞﾙ

φ700 x H650 φ700 x H650 φ700 x H650

単価 上代：￥5,000　 単価 上代：￥5,000　 単価 上代：￥5,000　
CODE 0851004 CODE 0851004 CODE 0851004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-037A 品番 T-037B 品番 WL-2087
品名 ｻｲｸﾛﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲｸﾛﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾄｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾜｲﾄ/ｸﾘｱ）
ｻｲｽﾞ φ1100 x H720 φ1100 x H720 φ700 x H720

仕様 天板/ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ）
脚/透明PMMA（ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐﾆｳﾑ）

単価 上代：￥26,000　 単価 上代：￥26,000　 単価 上代：￥28,000
CODE 0882002 CODE 0882002 CODE 20862012
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-031A 品番 T-031B 品番 WL-2136
品名 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀ）

φ900 x H700 φ900 x H700 W750 x D750 x H640

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 素材/天然木（ｱｯｼｭ）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500
CODE 0871005 CODE 0871005 CODE 21361005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 T-1105 品番 T-016 品番 WL-949
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(RT-275) 品名 ｸﾘｽﾀﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾉｰｳﾞｫ)

φ750 x H700 φ900 x H745 φ800 x H720

天板/天然木化粧繊維板(ｵｰｸ)
脚/ｽﾁｰﾙ(ﾎﾜｲﾄ)

単価 上代：6,000 単価 上代：￥4,000　 単価 上代：\6,000
CODE 11051054 CODE 0841003 CODE 9491054
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-941A 品番 WL-941B 品番 WL-921
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W500 x D600 x H730 φ750 x H730 φ750 x H700

天板/ｵｰｸ突板（柾目） 天板/ｵｰｸ突板（柾目） 天板/ﾌﾞﾅ材(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：\12,000
CODE 9411055 CODE 9411008 CODE 9211009
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-901A 品番 WL-901B 品番 WL-2011
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（角）ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（丸）ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W600 x D600 x H720 φ750 x H720 W750 x D600 x H715

天板/ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞ突板 天板/ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞ突板 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾌﾞﾗｳﾝ）
脚/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚部/ｱｯｼｭ（ｱｼﾞｬｽﾀｰ付）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥7,000
CODE (A）9011055 CODE (B)9011008 CODE 20111055
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：8台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-014imag 品番 T-014A 品番 T-014B
品名 品名 ﾌﾛﾘｽﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾌﾛﾘｽﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ

φ770 x H550 φ770 x H550

単価 単価 上代：￥18,000　 単価 上代：￥18,000　
CODE CODE 0842041 CODE 0842041
数量 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2097（A・B） 品番 WL-2098 品番 WL-2099
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ﾉｴ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾚｰﾙ）

（A)φ350 x H450 W800 x D350 x H720 W800 x D800 x H760
（B)φ450 x H500

素材/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：（A)￥4,000（B)￥5,500 単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥13,000
CODE （A)20971003（B)20971004 CODE 20981058 CODE 20992001
数量 在庫：各1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2100 品番 WL-2101 品番 WL-2102
品名 ﾄﾗﾝｸﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｵｰﾌﾞ） 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ｵｰﾌﾞ）

W910 x D460 x H400 W900 x D500 x H450 W1000 x D330 x H740

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥11,000
CODE 21002001 CODE 21011056 CODE 21021058
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-702A 品番 T-702B 品番 WL-2086
品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（黒）

W600 x D750 x H700 W1200 x D750 x H700 W900 x D600 x H700

天板/ﾈｽﾞｺ突板 天板/ﾈｽﾞｺ突板 天板/ﾃﾞｺﾗ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,500 単価 上代：\6,500
CODE 7021005 CODE 7021056 CODE 20861005
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：6台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-040A 品番 T-040B 品番 T-044
品名 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D750 x H700 W1200 x D750 x H700 W1050 x D600 x H700

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500
CODE 0891005 CODE 0891005 CODE 0891005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-041 品番 T-042 品番 T-043(A・B・C)
品名 座卓 品名 ちゃぶ台 品名 中華ﾃｰﾌﾞﾙ

W1350 x D750 x H345 φ750 x H345 （A)φ1200 x H700 (回転天板φ600)
(B)φ900 x H700(回転天板φ500)
（C)W1050xD750xH700
天板/ﾒﾗﾐﾝ（朱色）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥5,000　 単価 上代：(A)￥26,000(B)￥22,000（C)￥6,500　

CODE 0891005 CODE 0891004 CODE (A)0892002(B)0892071（C)0891005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-922 品番 WL-923 品番 WL-924
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W750 x D750 x H745 W800 x D600 x H750 W800 x D800 x H720

素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板（ﾘｱﾙｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,500
CODE 9221005 CODE 9231005 CODE 9241056
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-926 品番 T-700 品番 WL-927
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾄﾗｲﾎﾟｯﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1500 x D850 x H740 W1050 x D600 x H700 W1100 x D1100 x H730

材質/ｱｯｼｭ材

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥21,000
CODE 9262031 CODE 7001057 CODE 9272061
数量 在庫：1台 数量 在庫：6台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-932 品番 WL-900 品番 WL-944
品名 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾋｭﾙｽﾀｰ）
ｻｲｽﾞ W1400 x D850 x H730 W1600 x D900 x H720 W2100(W2600)xD900xH750

仕様 素材/ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ材 ｵｰｸ突板（ｳｴｯｼﾞ） 天板/ｶﾞﾗｽ（ﾎﾜｲﾄ）
ｱﾙﾐﾆｳﾑ（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥70,000
CODE 9322052 CODE 9002052 CODE 9442045
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-943 品番 WL-931 品番 WL-905
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（高山） 品名 ｱｯｼｭﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｳｯﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1800 x D900 x H700 W1400 x D850 x H740 W1200 x D750 x H720

飛騨高山　無垢材　総ｵｰｸ材(ﾅﾁｭﾗﾙ） 材質/ﾌﾞﾅ突板（ﾅﾁｭﾗﾙ）
（ｵｲﾙ塗装　耳付き）

単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥24,000
CODE 9432063 CODE 9312081 CODE 9052081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-910(A・C・E) 品番 WL-910（B・D) 品番 WL-942
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｼﾈﾏ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｼﾈﾏ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾗﾃﾗｰﾉ）

(A)W1500 x D850 x H720 （B)W1000 x D1000 x H720 W2400 x D1000 x H720
(C）W1800 x D900 x H720 （D)W850 x D850 x H720
（E)W1350 x D800 x H720 天板/ｵｰｸ突板（ﾅﾁｭﾗﾙ）

脚/ｵｰｸ材（ﾅﾁｭﾗﾙ）
単価 上代：\24,000 単価 (B)\24,000 (D)¥21,000 単価 上代：￥50,000
CODE 9102081 CODE （B)9102081　（D)9102061 CODE 9422004
数量 在庫：(A)1台　(C）2台 （E）1台 数量 在庫：（B)2台　（D)1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-038 品番 T-033 品番 T-032
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D750 x H700 W1200 x D750 x H742 φ1200 x H742

素材/ﾊﾟｲﾝ材 素材/ﾊﾟｲﾝ材

単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥25,000　 単価 上代：￥25,000　
CODE 0881006 CODE 0872002 CODE 0872002
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-948 品番 WL-947B 品番 WL-947
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾙｰｱﾝ) 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ)

W1500 x D800 x H700 W1450 x D850 x H720 W800 x D800 x H720

素材/天然木(ﾊﾟｲﾝ) 天板/天然木(ﾊﾟｲﾝ) 天板/天然木(ﾊﾟｲﾝ)
脚/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ) 脚/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ)

単価 上代：\12,000 単価 上代：\12,000 単価 上代：\10,000
CODE 9481009 CODE 9471009 CODE 9471008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-904　imag 品番 WL-904 品番 WL-919
品名 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ）ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1600 x D900 x H720 W1750・2180・2600 x D950 x H740

天板/ｵｰｸ突板（ﾅﾁｭﾗﾙ） ｶﾗ-/ﾎﾜｲﾄ
脚部/ｱﾙﾐﾆｳﾑ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥13,000
CODE CODE 9042052 CODE 9192001
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-039A 品番 T-039B 品番 T-039C
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1500 x D900 x H700 W1500 x D900 x H700 W1500 x D900 x H700

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ﾌﾞﾗｳﾝ
脚/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥20,000　 単価 上代：￥20,000　 単価 上代：￥20,000　
CODE 0882051 CODE 0882051 CODE 0882051
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-526 品番 WL-2135 品番 WL-939
品名 ｺﾝｿｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ) 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ・ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ

W1090 x D430 x H790 W1000 x D400 x H730 W1100 x D450 x H870

天板/天然木(ﾊﾟｲﾝ) 天板/ｶﾞﾗｽ
脚/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ) ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：\8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥6,000
CODE 5261006 CODE 21351006 CODE 9391054
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-920 品番 WL-937 品番 WL-928（A・B）
品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ・ﾌﾞﾗｯｸ 品名 LC6ﾀｰﾌﾞﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾋﾞｵﾝ・ﾀﾞｲﾆﾝﾃｰﾌﾞﾙ

W1590 x D400 x H740 W1500 x D380 x H700 （A）W2250 x D850 x H700
（B）W1800 x D850 x H700

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥33,000
CODE 9201008 CODE 9372021 CODE 9282052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：（A)1台　（B)3台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2002 品番 WL-2003 品番 WL-2009
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾊﾞﾛﾝ) 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1500 x D800 x H682 W1350 x D800 x H700 W1350 x D850 x H700

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥17,000
CODE 20022041 CODE 20031008 CODE 20092031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）16

① ② ③

品番 WL-2018 品番 WL-2019 品番 WL-2021A
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W450 x D450 x H500 φ500 x H400 W500 x D450 x H610

素材/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/強化ｶﾞﾗｽ 天板/ｵｰｸ突板（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥5,500
CODE 20182041 CODE 20192011 CODE 20211004
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2021B 品番 WL-2020A 品番 WL-2020B
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾎﾜｲﾄ)

W500 x D450 x H610 φ500 x H530 φ500 x H530

天板/ｵｰｸ突板（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/強化ｶﾞﾗｽ　天板受/FRP（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/強化ｶﾞﾗｽ　天板受/FRP（ﾎﾜｲﾄ）
脚/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 脚/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 20211004 CODE 20201004 CODE 20201004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-542 品番 WL-562 品番 WL-563
品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾅｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾅｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾟﾚｵ） 品名 ﾅｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ

W510 x D350 x H590 W450 x D400 x H467 W600 x D600 x H520

素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板

単価 上代：13,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥10,000
CODE 5422001 CODE 5621006 CODE 5631008
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2012 品番 WL-2014 品番 WL-2025
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1300-2290 x D850 x H730 W1790 x D880 x H730 W1500 x D890 x H730

単価 上代：￥44,000 単価 上代：￥47,500 単価 上代：￥17,000
CODE 20122043 CODE 20142073 CODE 20252031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2013 品番 WL-2015 品番 WL-2017
品名 ｾﾝﾀ-ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（SEN） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾗﾄﾞｩｰﾆ）

W1090 x D550 x H480 W1150 x D700 x H350 W1200 x D480 x H350

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ
ｳﾚﾀﾝ塗装

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥24,000
CODE 20132041 CODE 20152041 CODE 20172081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-901 品番 WL-2026 品番 WL-2027
品名 丸ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾚｸﾄ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊﾝﾓｯｸ）

φ1400 x H720 W1300 x D620 x H380 W1200 x D600 x H405

本体/ｶﾊﾞ材 脚部/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ材　革（ﾌﾞﾗｯｸ）
格子/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ材 天板/ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥60,000 単価 上代：￥26,000
CODE 9012052 CODE 20262054 CODE 20272002
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2028 品番 WL-2028B 品番 WL-2132
品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（MBT0037）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（MBT0037）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ

W1000 x D350 x H800 W1000 x D350 x H800 Ｗ800　x Ｄ350 x Ｈ750

天板・棚板/強化ｶﾞﾗｽ 天板・棚板/強化ｶﾞﾗｽ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ｶﾞﾗｽ
脚/ｽﾁｰﾙ(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥20,000
CODE 20282022 CODE 20282022 CODE 21322051
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2030A 品番 WL-2030B 品番 WL-2155
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0187）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0186) 品名 ﾌﾗﾜｰｽﾀﾝﾄﾞ

W1200 x D500 x H400 W500 x D500 x H520 W350 x D200 x H700

素材/ｱｯｼｭ突板（ｳｪﾝｼﾞ） 素材/ｱｯｼｭ突板（ｳｪﾝｼﾞ） 天板/ｶﾞﾗｽ（ﾌﾛｽﾄﾀｲﾌﾟ）
本体/ﾁｰｸ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥8,000
CODE 20302011 CODE 20301008 CODE 21551006
数量 在庫：2台 数量 在庫：4台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-001B 品番 T-001C 品番 WL-2029
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾟﾚｯｸﾞ） 品名 電話台（ﾌﾟﾚｯｸﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0101）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

W665 x D600 x H450 W515 x D450 x H700 W500 x D500 x H555

天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 天板/ｱｯｼｭ突（ｳｪﾝｼﾞ）
脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ 脚/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ（ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上）

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥9,000
CODE 0011006 CODE 0011006 CODE 20291007
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2031A 品番 WL-2031B 品番 WL-2032
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（AG）

W1200 x D600 x H450 W600 x D600 x H450 φ750 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板 天板/ｵｰｸ突板　ｵｰｸ無垢材
脚/ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 脚/ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 脚/ﾌﾞﾅ無垢材　ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000
CODE 20312011 CODE 20311008 CODE 20321008
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-507A 品番 T-507B 品番 T-902A
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾚｯｸﾞ)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾚｯｸﾞ)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W1265 x D600 x H450 W665 x D600 x H450 φ500 x H800

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：\10,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：\8,000
CODE 5071008 CODE 5071006 CODE 9021006
数量 在庫：3台 数量 在庫：3台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-902B 品番 T-103A 品番 T-1001
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 角ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 角ﾃｰﾌﾞﾙ

φ500 x H450 W450 x D450 x H650 W900 x D450 x H650

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ） 天板/ﾃﾞｺﾗ（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/ﾃﾞｺﾗ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：\6,500 単価 上代：\3,000 単価 上代：\6,500
CODE 9021005 CODE 1001002 CODE 10011005
数量 在庫：4台 数量 在庫：10台 数量 在庫：10台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2059 品番 WL-2041A 品番 WL-2041B
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾉｰﾁﾗｽ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0123）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0123）ﾌﾞﾗｳﾝ

W1160 x D1160 x H312 W510 x D510 x H520 W510 x D510 x H520

ｶﾗｰ/ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｵｰｸ突板（ｳｪﾝｼﾞ） ｵｰｸ突板（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000
CODE 20592003 CODE 20411009 CODE 20411009
数量 在庫：1台 数量 在庫：6台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2042A 品番 WL-2042B 品番 WL-2043
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0214）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0214）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0219）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

φ510 x H515 φ510 x H515 W295 x D295 x H680

強化ｶﾞﾗｽ（ｸﾘｱﾌﾞﾗｳﾝ） 強化ｶﾞﾗｽ（ｸﾘｱﾌﾞﾗｳﾝ） ｵｰｸ突板（ｳｪﾝｼﾞ）
ｵｰｸ突板(ｳｪﾝｼﾞ） ｵｰｸ突板(ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥8,500
CODE 20421009 CODE 20421009 CODE 20431056
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：6台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2033 品番 WL-2034A・B 品番 WL-2036
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾚｸﾀ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾘｯﾂ）

W900 x D900 x H300 A/中：W550 x D500 x H475 W2000 x D800 x H720
B/小：W500 x D400 x H420

天板/ｵｰｸ材(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 素材/ｵｰｸ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 素材/ｵｰｸ材（ｳｪﾝｼﾞ色）
脚部/ｸﾛｰﾑ 10mm厚ｸﾘｱｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥22,000 単価 A/上代：￥10,000　B/上代：￥9,000 単価 上代：￥65,000
CODE 20332071 CODE A/20341008　B/20341007 CODE 20362005
数量 在庫：1台 数量 在庫：各1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2037A・B・C 品番 WL-2038A・B・C 品番 WL-2039A・B・C
品名 Tﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾘｽﾀﾙ） 品名 Tﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 Tﾃｰﾌﾞﾙ（ﾚｯﾄﾞ）

φ500 x (A)H440 (B)H360 (C)H280 φ500 x (A)H440 (B)H360 (C）H280 φ500 x (A)H440 (B)H360 (C)H280

ｶﾗｰ/ｸﾘｽﾀﾙ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾚｯﾄﾞ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 20371006 CODE 20381006 CODE 20391006
数量 在庫：各1台 数量 在庫：各1台 数量 在庫：(A)1台 (B)2台 (C）1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2040A・B・C 品番 WL-2134B 品番 WL-2198
品名 Tﾃｰﾌﾞﾙ（ｱﾝﾊﾞｰ）H440 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（ｱｶﾌﾟﾙｺ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（ﾀﾘﾅ）

φ500 x (A)H440 (B)H360 (C）H280 φ500 x H455 φ650 x H700

ｶﾗｰ/ｱﾝﾊﾞｰ 本体/PVC（ﾎﾜｲﾄ）　ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/ﾆﾚ古材（ﾜｯｸｽ仕上げ）
天板/強化ｶﾞﾗｽ 脚部/ﾎﾟﾌﾟﾗ無垢材

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥16,000
CODE 20401006 CODE 21341055 CODE 21982021
数量 在庫：各1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

※1点に過重をかけないでください

品番 WL-2120(A・B・C) 品番 WL-2185（A・B・C） 品番 WL-2203
品名 ﾃｰﾌﾞﾙ天板 品名 角ﾃｰﾌﾞﾙ・丸ﾃｰﾌﾞﾙ　天板 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

(A)W800 x D500 (A)W500 x D600　(B)W900 x D600 W1500 x D1050 x H730
(B)W500 x D500 (C)φ600
(C)φ600 ｶﾗｰ/大理石柄（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝ貼り（石目調）
天板/人工大理石

単価 上代(A)\13,000(B・C)\9,000 単価 上代：(A・C)￥9,000 (B)￥13,000 単価 上代：￥39,000
CODE (A)21202001（B・C)21201007 CODE (A・C）21851007 (B)21852001 CODE 22032003
数量 在庫：（A)2枚 （B)3枚 (C)6枚 数量 在庫：(A)10卓 (B)10卓　（C)5卓 数量 在庫：1台
備考 備考 備考 WL-2116と脚共通

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2046A・B 品番 WL-2046C 品番 WL-2047
品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ（加賀） 品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ（加賀） 品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ（大関）

A/W1200 x D750 x H700 W600 x D750 x H700 W1200 x D750 x H700
B/W900 x D600 x H700
天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（茶） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（茶）

単価 A/上代：￥9,000　B/上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥9,000
CODE A/20461007　B/20461005 CODE 20461005 CODE 20471007
数量 在庫：各5台 数量 在庫：3台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2048 品番 WL-2044A 品番 WL-2044B
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W900 x D600 x H585 W1200 x D600 x H450 W600 x D400 x H490

天板/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｵｰｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｵｰｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
脚/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥8,000
CODE 20481008 CODE 20441008 CODE 20441006
数量 在庫：10台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2045 品番 WL-2196A 品番 WL-2196B
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D600 x H450 W1200 x D700 x H450 W450 x D700 x H500

ｶﾗｰ/ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥8,000
CODE 20451008 CODE 21961008 CODE 21961006
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2054A 品番 WL-2054B 品番 WL-2055A
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾙｲｰｽﾞ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾙｲｰｽﾞ）ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊｲﾝﾂ）ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

W1500 x D900 x H700 W1500 x D900 x H700 W1500 x D800 x H720

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ ｶﾗｰ/ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥18,000
CODE 20542011 CODE 20542011 CODE 20552041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2055B 品番 WL-2056 品番 WL-2049
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊｲﾝﾂ）ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾋﾟｱﾉﾎﾜｲﾄ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ZOT）

W1500 x D800 x H720 W1400 x D800 x H700 W1200 x D600 x H330

ｶﾗｰ/ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ（鏡面塗装） 天板/強化ｶﾞﾗｽ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥17,000
CODE 20552041 CODE 20562051 CODE 20492031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2051 品番 WL-2057 品番 WL-2058
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（MBT0030） 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（MT-007） 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（MT-004）

W1100 x D600 x H270 W700 x D300 x H800 W750 x D350 x H800

天板/ﾊｲﾄﾞﾚｻﾞｰ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥29,000
CODE 20512091 CODE 20572081 CODE 20582022
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2052 品番 WL-2053 品番 WL-945
品名 ｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(継脚式)

W800 x D800 xH765 W900 x D800 x H730 W2100 x D900 x H670/730

天板/12mm透明ｶﾞﾗｽ 天板/ｶﾞﾗｽ 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾅﾁｭﾗﾙ）
脚部/白塗装

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥20,000
CODE 20522002 CODE 20531052 CODE 9452061
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2050 品番 WL-2060 品番 WL-2061
品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ｵｰﾗﾝﾄﾞ） 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W900 x D350 x H800 W980 x D980 x H400 W1200-1600 x D700-1130 x H300

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ（ﾅﾗ） 天板/ｶﾞﾗｽ（19mm） 素材/ｵｰｸ突板　MDF材

単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥16,000
CODE 20501056 CODE 20602011 CODE 20612021
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2023 品番 WL-2063 品番 WL-2072
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（KVT）ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾛﾊﾞｰﾄ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D600 x H420 W1200 x D600 x H450 W900 x D500 x H400

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 素材/ｵｰｸ（ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ色）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000
CODE 20231004 CODE 20632001 CODE 20722001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2070 品番 WL-2071 品番 WL-2074
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｵｰﾋﾞｯﾄ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃﾝﾎﾟ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1800 x D900 x H720 φ1250 x H720 φ1000 x H690

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/ｵｰｸ（ﾋﾟｭｱｵｰｸ色）

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥48,000
CODE 20702062 CODE 20712082 CODE 20742093
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2064 品番 WL-2065 品番 WL-2067
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0239BD) 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0012DMC） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0243BD)

φ350 x H490 φ550 x H600 φ400 x H550

天板/ｵｰｸ突板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ｱｯｼｭ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ｵｰｸ突板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：\10,000
CODE 20641008 CODE 20652011 CODE 20671008
数量 在庫：2台 数量 在庫：4台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2137 品番 WL-2066 品番 WL-2154
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（MYT0188BD） 品名 ﾌﾗﾜｰｽﾀﾝﾄﾞ

W450 x D450 x H500 W1200 x D680 x H400 W360 x D360 x H870

天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ｱｯｼｭ突板（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 脚部/ｽﾃﾝﾚｽ
天板/MDF（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥6,000
CODE 21371005 CODE 20662041 CODE 21541054
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2076 品番 WL-2017B 品番 WL-2077
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ｽｸｴｱ) 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ﾗﾄﾞｩｰﾆ)ﾎﾜｲﾄ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ﾃﾞｭﾌﾟﾛ)

W1200 x D480 x H350 W1200 x D480 x H350 W1000 x D790 x H350

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥20,000
CODE 20762061 CODE 20172081 CODE 20772051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2078 品番 WL-2079 品番 WL-2080
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾘｽ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ABC） 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

W1000 x D1000 x H400 W1200 x D600 x H300 W700 x D700 x H720

天板/ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ
脚部/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥13,000
CODE 20782041 CODE 20792041 CODE 20802001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：7台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2082 品番 WL-2084 品番 WL-2085
品名 ﾐｼﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ｱﾀﾞ） 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W800 x D440 x H750 W1400 x D500 x H800 W1800 x D900 x H700

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥9,000
CODE 20821009 CODE 20842072 CODE 20851007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2094 品番 WL-2091 品番 WL-2092
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾛｽｷｰ） 品名 ﾅｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾊﾟｯｼｮﾝ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾀﾞｲｽﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ）

W1500 x D850 x H720 W440 x D380 x H410 W430 x D430 x H555

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000
CODE 20942062 CODE 20911008 CODE 20921008
数量 在庫：1台 数量 在庫：右開き 3台 / 左開き 1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2093 品番 imag 品番 WL-2095
品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ｶﾌｪ） 品名 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｽﾄﾗ）

W1000 x D310 x H855 W1200 x D800 x H720

天板/天然木（ﾁｰｸ）
脚/ｽﾁｰﾙ（ﾗｯｶｰ塗装）

単価 上代：￥20,000 単価 単価 上代：￥10,000
CODE 20932051 CODE CODE 20951008
数量 在庫：2台 数量 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2103 品番 WL-2104 品番 WL-2105
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾄﾛﾘｰ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾉﾙﾃﾞｨﾅ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾉﾙﾃﾞｨﾅ）

W1060 x D660 x H330 W1050 x D500 x H400 W445 x D330 x H500

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥9,000
CODE 21032021 CODE 21041009 CODE 21051007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2106 品番 WL-2108 品番 WL-2113
品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ﾉﾙﾃﾞｨﾅ） 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ｽﾃﾗ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾋﾞｻｰｼﾞ）

W1000 x D400 x H720 W740 x D340 x H740 W1200 x D500 x H420

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥26.000
CODE 21062031 CODE 21081058 CODE 21132002
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2111 品番 WL-2112 品番 WL-2121
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｴﾘﾌﾟｽ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｴﾘﾌﾟｽ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｱﾝﾄ）

W1350 x D400 x H360 W550 x D350 x H480 φ980 x H380

天板/強化ｶﾞﾗｽ
ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥12.000 単価 上代：￥7.000 単価 上代：￥28,000
CODE 21111009 CODE 21121005 CODE 21212012
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2114 品番 WL-2115 品番 WL-2116
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾞｲﾄﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾞｲﾄﾞ） 品名 ﾌﾟﾗｯﾄﾅｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1050 x D450 x H430 W400 x D520 x H570 φ1370 x H730

天板/ｶﾞﾗｽ

単価 上代￥10.000 単価 上代：￥5.500 単価 上代：￥39,000
CODE 21141008 CODE 21151004 CODE 21162003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2128 品番 WL-2129 品番 WL-2130
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｻﾗ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾘｽﾞ）

W1200 x D540 x H400 W1190 x D490 x H380 W1200 x D540 x H450

素材/ｵｰｸ（ﾓﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ色） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥13,000
CODE 21282041 CODE 21292021 CODE 21302001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2131 品番 WL-2133 品番 WL-2143
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾚﾌﾃｨ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（SEN） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎｰﾌﾟ）

W1050 x D500 x H400 W1200 x D600 x H550 W1260 x D560 x H400

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000
CODE 21312001 CODE 21332041 CODE 21432041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 WL-2117 品番 WL-2173
品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾓﾀﾞﾝﾅｲﾄﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｳﾞﾝﾃｰｼﾞﾀｲﾙﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W665 x D430 x H585 φ910 x H385

天板/ﾀｲﾙﾄｯﾌﾟ

単価 上代：\13,000 単価 上代：¥21,000
CODE 21172001 CODE 21732061
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2144A 品番 WL-2144B 品番 WL-2159
品名 お好み焼きﾃｰﾌﾞﾙ（座卓ﾀｲﾌﾟ） 品名 お好み焼きﾃｰﾌﾞﾙ 品名 座卓（薩摩）

W1200 x D750 x H330 W1050 x D750 x H720 W1800 x D900 x H350

天板/古木柄 天板/古木柄 天板/MDF　乾漆仕上
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 主材/ﾊﾟﾗｳｯﾄﾞ

単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：¥24,000
CODE 21442082 CODE 21442082 CODE 21592081
数量 在庫：2卓 数量 在庫：3卓 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-704（A・B） 品番 WL-2151（A・B） 品番 WL-2152
品名 座卓（伊都岐） 品名 座卓（浅間） 品名 座卓（錦）

A：Ｗ750 x D750 x H315 （A)W1500 x D900 x H350 W1500 x D900 x H350
B：W1200 x D750 x H315 （B)W1200 x D900 x H350

天板/ｹﾔｷ突板 天板/MDF、乾漆風塗装

単価 上代：(A)￥9,000 (B)￥8,000 単価 (A)上代：￥22,000 (B)￥21,000 単価 上代：￥24,000
CODE (A)7041007 (B)7041006 CODE (A)21512071 (B)21512061 CODE 21512081
数量 在庫：各2卓 数量 在庫：各1卓 数量 在庫：1卓
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2153 品番 T-041B 品番 WI-507
品名 座卓（巴） 品名 座卓 品名 関西火鉢

W1200 x D900 x H350 W1200 x D750 x H345 本体/W715 x D275 x H355(天板厚み75mm)

炉の中/W310 x D275 x H155

天板/ｾﾝ突板（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥32,000
CODE 21532001 CODE 0411005 CODE 5072062
数量 在庫：1卓 数量 在庫：6台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2081 品番 WL-2083 品番 WL-2140（A・B）
品名 ﾚﾄﾛﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｴﾎﾞﾗ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾗﾝｷｰ）

W1820 x D890 x H710 W1200 x D700 x H700 (A)W2400 x D1040 x H745
(B)W1800 x D880 x H745

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：(A)￥123,500 (B)￥81,000
CODE 20812033 CODE 20822051 CODE (A)21402059 (B)21402026
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2147 品番 WL-2148 品番 WL-2146
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ

φ900 x H700 φ900 x H700 φ600 x H550

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 素材/ﾊﾞｰﾁ材（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥6,500
CODE 21471009 CODE 21481009 CODE 21461005
数量 在庫：5卓 数量 在庫：2卓 数量 在庫：2卓
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2022 品番 WL-2022B 品番 WL-2149
品名 ｶﾞﾗｽﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（中棚付） 品名 ｶﾞﾗｽﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（中棚付）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾒﾙﾄｰﾌﾟ）

W1300 x D800 x H720 W1300 x D800 x H720 W750 x D750 x H740

ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ紛体塗装） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ紛体塗装） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
天板/透明ｶﾞﾗｽ10mm 棚板/透明ｶﾞﾗｽ8mm 天板/透明ｶﾞﾗｽ10mm 棚板/透明ｶﾞﾗｽ8mm

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥4,000
CODE 20222091 CODE 20222091 CODE 21491003
数量 在庫：1卓 数量 在庫：1卓 数量 在庫：1卓
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2156 品番 WL-2157 品番 WL-2158（A・B・C）
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W1600 x D800 x H720 φ1050 x H750 （A)φ600 x H720
（C)φ900 x H720

天板/天然木（ﾊﾟｲﾝ） 天板/繊維板（ﾎﾜｲﾄ） 天板/集成材（ﾎﾜｲﾄｵｰｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（粉末塗装） 脚部/強化ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ樹脂 脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥39,000 単価 上代：¥11,000 単価 （A・B）¥8,000　（C)¥10,000
CODE 21562003 CODE 21572058 CODE （A・B）21581006　（C)21581008
数量 在庫：4台 数量 在庫：4台 数量 在庫：各5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2150 品番 WL-2160 品番 WL-2163
品名 和風ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D750 x H700 φ900 x H700 W1199 x D400 x H720

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ
※よごし塗装

単価 上代：￥16,000 単価 上代：¥6,500 単価 上代：¥16,000
CODE 21502021 CODE 21601005 CODE 21632021
数量 在庫：5卓 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2161 品番 WL-2162 品番 WL-2165
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W450 x D450 x H500 φ535 x H520 W900 x D600 x H380

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ 天板/強化ｶﾞﾗｽ
脚/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：¥4,000 単価 上代：¥8,000 単価 上代：¥8,000
CODE 21611003 CODE 21621006 CODE 21651006
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2166 品番 WL-2193 品番 WL-2168
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺﾝｿｰﾙﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾘｰﾌｫｰﾑ）

W1800 x D900 x H700 W2000 x D900 x H690 W1500 x D370 x H810

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 主材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：¥39,000 単価 上代：￥60,000 単価 上代：¥85,000
CODE 21662003 CODE 21932054 CODE 21682056
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2171（A・B） 品番 T-508A 品番 T-508B
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

（A)W800 x D800 x H700 W1200 x D600 x H450 W600 x D600 x H450
（B)W1350 x D800 x H700
ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾏﾎｶﾞﾆｰ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾏﾎｶﾞﾆｰ）

脚部/ｽﾁｰﾙ（木製塗装仕上げ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（木製塗装仕上げ）
単価 （A)¥16,000　（B)¥18,000 単価 上代：\10,000 単価 上代：\8,000
CODE （A)21712021　（B)21712041 CODE 5081008 CODE 5081006
数量 在庫：（A)7台　（B)3台 数量 在庫：1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2190 品番 WL-2200 品番 WL-2172
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ

W1200 x D600 x H430 W1200 x D600 x H370 W400 x D350 x H720

天板：天然木化粧繊維板、ｳｫﾙﾅｯﾄ材突板 ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
脚：天然木(ﾗﾊﾞｰ材)

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：¥9,000
CODE 21902001 CODE 22001005 CODE 21721007
数量 在庫：1卓 数量 在庫：11台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2175 品番 WL-2176 品番 WL-2177
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾃｨ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｵｾﾛ）

W500 x D400 x H490 W500 x D440 x H490 W450 x D450 x H550

素材：天然木（ｱｯｼｭ） 素材：天然木（ｱｯｼｭ） 天板：天然木（ｵｰｸ）
ﾌﾚｰﾑ：ｽﾁｰﾙ（紛体塗装）

単価 上代：\5,500 単価 上代：\5,500 単価 上代：\4,500
CODE 21751004 CODE 21761004 CODE 21771053
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2178 品番 WL-2182 品番 WL-2183
品名 こたつﾃｰﾌﾞﾙ（ｳｫﾙｶ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾒｰﾌﾟﾙ）W1000xD500xH450 品名 ｶﾝﾄﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

φ800 x H360 W1000 x D500 x H450 W1800 x D800 x H740

ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄｵｰｸ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾒｰﾌﾟﾙ） 素材/ﾊﾟｲﾝ材
510Wﾋｰﾀｰ付き 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥29,000
CODE 21781006 CODE 21821006 CODE 21832022
数量 在庫：1卓 数量 在庫：1卓 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2181A 品番 WL-2181B 品番 WL-2180
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾚｲｸﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾚｲｸﾞ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾚｯｸ）

W800 x D500 x H420 W500 x D500 x H650 W400 x D400 x H500

素材/ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ 素材/ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ 天然木(ｱｯｼｭ)　
脚部/ｱｲｱﾝ 脚部/ｱｲｱﾝ 天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ)　ｳﾚﾀﾝ塗装

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥6,500
CODE 21812061 CODE 21812031 CODE 21801005
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2卓
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2187 品番 WL-2188 品番
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｳﾞｧﾙﾄ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｸｰﾊﾟｽ） 品名

W1200 x D800 x H700 W1300 x D700 x H700

素材/天然木（ｱｶｼｱ） 素材/天然木（ｵｰｸ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥17,000 単価
CODE 21871009 CODE 21882031 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2189 品番 WL-2214 品番 WL-2199
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃｨﾝﾊﾞｰ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾘﾝﾓﾝ）

W1300 x D750 x H720 W1200 x D395 x H850 W1500 x D750 x H740

素材/天然木(ﾐﾝﾃﾞｨ） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
天板/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥5,500
CODE 21891009 CODE 22141055 CODE 21991004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2191 品番 WL-2207（A・B） 品番 WL-2082B
品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｼﾝﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D600 x H1000 (A)W1350 x D900 x H1000 W630 x D420 x H740
(B)W1200 x D900 x H1000

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ｵｰﾙﾄﾞﾐｯｸｽｳｯﾄﾞ
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）　※2口ｺﾝｾﾝﾄx2回路 脚/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥12,000
CODE 21911007 CODE 22072081 CODE 20821009
数量 在庫：2台 数量 在庫：各2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2186 品番 WL-2208 品番 WL-2194
品名 座卓（ｴﾌﾞﾘｰ） 品名 座卓（宴） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙ脚（床固定ﾀｲﾌﾟ）

W1800 x D900 x H360 W1200 x D800 x H360 ﾍﾞｰｽ/φ220　支柱/φ76.3
天板受け金具/300角

素材/天然木 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）
ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥3,000
CODE 21862082 CODE 22081008 CODE 21941002
数量 在庫：2卓 数量 在庫：2卓 数量 在庫：10脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2195 品番 WL-2197 品番 WL-2201
品名 ﾈｲﾙﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W1000 x D480 x H750/1035 φ400 x H545 □600 x H730

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ﾅﾁｭﾗﾙ
素材/合成樹脂化粧繊維板、強化ｶﾞﾗｽ 脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥7,000
CODE 21951007 CODE 21971003 CODE 22011055
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：10台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2202 品番 WL-2204 品番 WL-2205
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｻﾝﾃﾞｲ） 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｺｶ・ｺｰﾗﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ

W800 x D800 x H700 W1500 x D900 x H700 φ760 x H1030

天板・脚/天然木（ﾊﾟｲﾝ） 天板：ﾍｱﾗｲﾝ(ｼﾙﾊﾞｰ） 天板：合成樹脂（ﾚｯﾄﾞ）
ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 脚部：ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚部：ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥14,000
CODE 22021005 CODE 22041008 CODE 22052011
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2209 品番 WL-2211 品番 WL-2212
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 高座卓

W2000 x D950 x H690 W1000 x D500 x H450 W1800 x D450 x H620

素材/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ（ｱｰﾊﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ色） 天板/ﾌﾞﾗｳﾝ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） 脚/ﾌﾞﾅ無垢材（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥60,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥12,000
CODE 22092054 CODE 22111055 CODE 22121009
数量 在庫：1卓 数量 在庫：1台 数量 在庫：8台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2213 品番 WL-2217 品番 WL-2218
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ

W1100 x D500 x H410 W1200 x D1200 x H700 W900 x D800 x H700

素材：天然木（ｱｯｼｭ）　ｳﾚﾀﾝ塗装 天板/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 天板/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ
　　　 天然木化粧繊維板（ｱｯｼｭ） 脚/ｱﾙﾐ合金ｸﾛ塗装

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥12,000
CODE 22131009 CODE 221720131 CODE 22181009
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2215 品番 WL-2216 品番 WL-2219
品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ(ｵｰﾊﾞﾙ) 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌｫﾚ) 品名 ﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ

W1050 x D500 x H390 W750 x D750 x H700 φ600 x H1030

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/天然木（ﾊﾟｲﾝ） 天板/MDF、塩ﾋﾞｼｰﾄ真空成型（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ、紛体塗装（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥9,000
CODE 22151005 CODE 22161006 CODE 22191007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）38

① ② ③

品番 WL-2220 品番 WL-2221 品番 WL-2222
品名 高座卓(鴨川) 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｳﾞｧﾙﾄ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾍﾝﾘｰ）

W1500 x D750 x H600 W420 x D380 x H540 W440 x D390 x H550

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾌﾞﾗｳﾝ) 素材/天然木（ｱｶｼｱ） 素材/天然木（ｱｯｼｭ）
主材/ﾊﾟﾗｳｯﾄﾞ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥6,500
CODE 22202011 CODE 22211053 CODE 22221005
数量 在庫：2卓 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2223 品番 WL-2224 品番 WL-2225
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃｨﾝﾊﾞｰ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W400 x D400 x H450 W500 x D250 x H450 W1200 x D600 x H10000

素材/天然木 素材/天然木（ﾐﾝﾃﾞｨ）

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：\9,000
CODE 22231007 CODE 22241005 CODE 22251007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2232A 品番 WL-2232B 品番 WL-2226E
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｼﾈﾏ）

W1510 x D815 x H720 W815 x D815 x H720 W1350 x D800 x H720

材質/ｽﾃﾝﾚｽ 材質/ｽﾃﾝﾚｽ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：\21,000 単価 上代：\16,000 単価 上代：\24,000
CODE 22322061 CODE 22322021 CODE 22262081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾃｰﾌﾞﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）39

① ② ③

品番 WL-2227 品番 WL-2210B 品番 WL-901C
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｳｫｰﾙ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（角）ﾅﾁｭﾗﾙ

W1650 x D850 x H700 W1200 x D900 x H1000 W600 x D600 x H720

ﾌﾚｰﾑ/木製（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾓｰﾄﾞｵｰｸ（ﾅﾁｭﾗﾙ）
天板/ｶﾞﾗｽｽﾘｯﾄ 脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：\13,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥7,000
CODE 22272001 CODE 22102081 CODE 9011055
数量 在庫：1台 数量 在庫：2 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-901D 品番 品番
品名 ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ（丸）ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 品名

φ750 x H720

天板/ﾓｰﾄﾞｵｰｸ（ﾅﾁｭﾗﾙ）
脚/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥8,000 単価 単価
CODE 9011006 CODE CODE
数量 在庫：5台 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)1

① ② ③

品番 WL-707 品番 WL-708 品番
品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｿﾌｧ 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W1800 x D720 x H680 W760 x D720 x H680

素材/本革 素材/本革
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：\70,000　 単価 上代：\33,000　 単価
CODE 7072006 CODE 7082052 CODE
数量 在庫：1脚　 数量 在庫：2脚　 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-743 品番 WL-744 品番 WL-3196
品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｿﾌｧ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｿﾌｧ(ﾌﾞﾗｯｸ)・2ｼｰﾀｰ

W1810 x D700 x H690(SH440) W770 x D700 x H690(SH440) W1300 x D720 x H680(SH440)

総本革（ﾌﾞﾗｯｸ） 総本革（ﾌﾞﾗｯｸ） 総本革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥42,000
CODE 7432053 CODE 7442002 CODE 31962033
数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-769 品番 WL-770 品番 WL-768
品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｿﾌｧ 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪｵｯﾄﾏﾝ

W1800 x D700 x H660(SH475) W760 x D700 x H660(SH475) W650 x D650 x H420

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥10,000
CODE 7692052 CODE 7702021 CODE 7681008
数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)2

① ② ③

品番 WL-750 品番 WL-751 品番 WL-752
品名 LC1ｽﾘﾝｸﾞﾁｪｱ・ﾌﾞﾗｯｸ 品名 LC1ｽﾘﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 LC1ｽﾘﾝｸﾞﾁｪｱ

W610 x D630 x H670(SH400) W610 x D630 x H670(SH400) W610 x D630 x H670(SH400)

座面/総本革張（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/総本革張(ﾌﾞﾗｯｸｶｳﾊｲﾄﾞ) 座面/総本革張(ﾌﾞﾗｳﾝｶｳﾊｲﾄﾞ)
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽ（鏡面仕上） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽ(鏡面仕上) ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽ(鏡面仕上)

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000
CODE 7502061 CODE 7512002 CODE 7522002
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-703（A・B） 品番 WL-703（C） 品番 WL-703（D）
品名 （A）ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ　（B）ﾊﾞﾙｾﾛﾅｵｯﾄﾏﾝ 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ3P 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ2P

（A）W770 x D750 x H820(SH430) W1850 x D750 x H810(SH450) W1550 x D730 x H810(SH450)
（B）W610 x D560 x H400
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ

単価 （A）上代：\26,000　(B)上代：￥9,000 単価 上代：\36,000　 単価 上代：\30,000
CODE (A)7032002 (B)7031007 CODE 7032072 CODE 7032032
数量 在庫：（A）2脚　（B）2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：5脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

準備中 準備中

品番 WL-704(A・B) 品番 WL-704（C） 品番 WL-704（D）
品名 （A）ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ　（B）ﾊﾞﾙｾﾛﾅｵｯﾄﾏﾝ 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ3P 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ2P

（A）W770 x D750 x H820(SH430) W1850 x D750 x H810(SH450) W1550 x D730 x H810(SH450)
（B）W610 x D560 x H400
【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ

単価 （A）上代：\26,000　(B)上代：￥9,000 単価 上代：\36,000　 単価 上代：\30,000　
CODE (A)7032002 (B)7031007 CODE 7032072 CODE 7042032
数量 在庫：（A）6脚　（B）6脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)3

① ② ③

品番 WL-784 品番 WL-721 品番 WL-767
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(ｱｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ) 品名 ｳｰﾑﾁｪｱ＆ｵｯﾄﾏﾝ（ｳｰﾙｸﾞﾚｰ） 品名 ｽﾜﾝﾁｪｱ(ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)

W670 x D780 x H800(SH410) 本体：W1000 x D860 x H920(SH460) W710 x D650 x H740(SH400)
ｵｯﾄﾏﾝ：W660 x D550 x H490

張地/ｺｯﾄﾝ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 張地/布（ｳｰﾙｸﾞﾚｰ） 張地/布(ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)
脚/天然木(ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ) ﾗｯｶｰ塗装

単価 上代：\12,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥16,000
CODE 7841009 CODE 7212072 CODE 7672021
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-720　imag 品番 WL-720 品番 WL-724
品名 品名 ｶｳﾁｿﾌｧ（LS06） 品名 ﾏﾗﾙﾝｶﾞｿﾌｧ（ﾌﾞﾗｳﾝ）

ﾜﾝｱｰﾑｿﾌｧ：W1650 x D910 x H770(SH430) W1840 x D830 x H720(SH450)
ﾜﾝｱｰﾑｶｳﾁｿﾌｧ：W1950 x D910 x H770
張地/革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 単価 上代：￥68,000 単価 上代：￥76,000
CODE CODE 7202025 CODE 7242085
数量 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-756 品番 WL-755 品番 WL-3158
品名 ｶｳﾁｿﾌｧ（038） 品名 ｶｳﾁｿﾌｧ（036） 品名 ｿﾌｧ（ﾓｺｯﾄ）

（ﾜﾝｱｰﾑ）W1600 x D920 x H750(SH340) （本体）W2030 x D850 x H720(SH330) W1700 x D840 x H740(SH350)
（ｶｳﾁ）W2500 x D920 x H750(SH340) （ｵｯﾄﾏﾝ）W750 x D760 x H330
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）合皮（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥38,000 単価 上代：￥32,000
CODE 7562033 CODE 7552092 CODE 31582042
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)4

① ②

品番 WL-776 品番
品名 ｶｳﾁｿﾌｧ 品名
ｻｲｽﾞ (ﾜﾝｱｰﾑ）W1600 x D1090 x H770(SH380)

(ｶｳﾁ）W1630 x D950 x H770(SH380)
仕様 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥78,000 単価
CODE 7762006 CODE
数量 在庫：1脚 数量
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 WL-773 品番 WL-722 品番 WL-792
品名 ｴｯｸﾞﾁｪｱ（ﾎﾜｲﾄ） 品名 ｴｯｸﾞﾁｪｱ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｴｯｸﾞﾁｪｱ(ﾚｯﾄﾞ)

W870 x D800 x H1130(SH450) W860 x D790 x H1070(SH390) W880 x D800 x H1100(SH480)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革(ﾚｯﾄﾞ)

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥46,000 単価 上代：\46,000
CODE 7732053 CODE 7222053 CODE 7922053
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-3100 品番 WL-705 品番 WL-706
品名 ｴｯｸﾞﾁｪｱ(ﾌﾞﾙｰ) 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｿﾌｧ 品名 ｺﾙﾋﾞｼﾞｪLC2ｱｰﾑﾁｪｱ

W870 x D800 x H1130(SH450) W1995 x D730 x H715(SH460) W855 x D730 x H715(SH460)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾌﾞﾙｰ) ｶﾗｰ/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ） ｶﾗｰ/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥14,000
CODE 31002053 CODE 7052091 CODE 7702011
数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)5

① ② ③

品番 WL-730 品番 WL-731 品番 WL-725
品名 ﾀﾝｸﾞｽｿﾌｧ 品名 ﾀﾝｸﾞｽｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ﾃﾞｲﾍﾞｯﾄﾞｿﾌｧ

W1800 x D850 x H800(SH400) W760 x D850 x H800(SH400) W1710 x D750 x H710(SH390)

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）
脚部/木製（ﾎﾜｲﾄｵｰｸ） 脚部/木製（ﾎﾜｲﾄｵｰｸ）

単価 上代：\36,000 単価 上代：\25,000 単価 上代：￥63,000
CODE 7302072 CODE 7312091 CODE 7252084
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-727 品番 WL-728 品番 WL-729
品名 ｵｰﾙｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ﾊﾟﾗﾅｿﾌｧ 品名 ﾊﾟﾗﾅｱｰﾑﾁｪｱ

W790 x D710 x H720(SH400) W1900 x D800 x H730(SH420) W770 x D800 x H730(SH420)

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥30,000
CODE 7272072 CODE 7282053 CODE 7292032
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-700 品番 WL-701 品番 WL-702（A・B）
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 （A）ｿﾌｧ　（B）ｵｯﾄﾏﾝ

W1600 x D875 x H750(SH400) W695 x D805 x H730(SH370) 【ｿﾌｧ】W1920 x D900 x H740(SH370)
【ｵｯﾄﾏﾝ】W600 x D600 x SH370

【素材】布 【素材】布 【素材】布
【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｳﾝ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｳﾝ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｳﾝ/ﾍﾞｰｼﾞｭ

単価 上代：￥28,000 単価 上代：￥16,000 単価 （A）上代：\30,000　(B)上代：￥13,000
CODE 7002012 CODE 7702021 CODE (A)7022032 (B)7022001
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：（A）1脚　（B）2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)6

① ② ③

品番 WL-790 品番 WL-791 品番 WL-711
品名 ﾏﾘﾎﾞｿﾌｧ 品名 ﾏﾘﾎﾞｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ

W1870 x D825 x H770(SH385) W780 x D825 x H770(SH385) W1700 x D850 x H650(SH400)

座面張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 座面張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 張地：布（ｸﾞﾚｰ）
ﾌﾚｰﾑ/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） ﾌﾚｰﾑ/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：78,000 単価 上代：\46,000 単価 上代：￥28,000
CODE 7902006 CODE 7912053 CODE 7112012
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3005 品番 WL-3006 品番 WL-3036
品名 ｿﾌｧ（MYS0121） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（MYS0120） 品名 ﾃﾗｰｿﾌｧ（ﾌﾞﾗｯｸ）

W1920 x D820 x H730(SH430) W800 x D820 x H730(SH430) W1960 x D740 x H680(SH380)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/PUﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥42,000
CODE 30052033 CODE 30062032 CODE 30362033
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3037 品番 WL-794 品番 WL-795
品名 ﾃﾗｰｿﾌｧ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｿﾌｧ（MYS0172） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（MYS0171）

W760 x D740 x H680(SH380) W1780 x D760 x H700(SH400) W750 x D760 x H700(SH400)

張地/PUﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地：天然皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地：天然皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥30,000
CODE 30372062 CODE 7942033 CODE 7952032
数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)7

① ② ③

品番 WL-719A 品番 WL-719B 品番
品名 ﾌﾞﾗｽﾄｿﾌｧ 品名 ﾌﾞﾗｽﾄｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W1810 x D720 x H700(SH410) W810 x D720 x H700(SH410)

張地/布（ｴﾝｼﾞ） 張地/布（ｴﾝｼﾞ）

単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥26,000 単価
CODE 7192023 CODE 7192002 CODE
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-717　WL-718　imag 品番 WL-717 品番 WL-718
品名 品名 ｼｬﾝﾃﾞﾘｱｿﾌｧ 品名 ｼｬﾝﾃﾞﾘｱｱｰﾑﾁｪｱ

W1610 x D710 x H750(SH410) W730 x D710 x H750(SH410)

単価 単価 上代：￥38,000 単価 上代：￥22,000
CODE CODE 7172092 CODE 7182071
数量 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-709 品番 WL-710 品番
品名 ﾛﾄﾛｿﾌｧ 品名 ﾛﾄﾛｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W1550 x D680 x H740(SH380) W850 x D680 x H740(SH380)

張地：ｼﾝｺｰﾙ（ﾃﾞｵ・ﾓｹｯﾄ　T-5610） 張地：ｼﾝｺｰﾙ（ﾃﾞｵ・ﾓｹｯﾄ　T-5610）
ｶﾗｰ：ｴﾝｼﾞ ｶﾗｰ：ｴﾝｼﾞ

単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥36,000 単価
CODE 7092004 CODE 7102072 CODE
数量 在庫：3脚 数量 在庫：6脚 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)8

① ② ③

品番 C-007 品番 C-008 品番 C-017
品名 ｲﾝﾍﾟﾘｱｿﾌｧ 品名 ｲﾝﾍﾟﾘｱｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｱﾙﾍﾞﾛﾛﾋﾞｰｿﾌｧ

W1800 x D765 x H740(SH410) W930 x D765 x H740(SH410) W1380 x D630 x H685(SH420)

【張地】合成皮革 【張地】合成皮革 【張地】布
【ｶﾗｰ】ﾏｼﾞｮｰﾗ 【ｶﾗｰ】ﾏｼﾞｮｰﾗ 【ｶﾗｰ】ﾍﾞｰｼﾞｭ

単価 上代：\125,000　 単価 上代：\65,000　 単価 上代：\28,000　
CODE 1072059 CODE 1072005 CODE 1082012
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-018 品番 WL-3230A 品番 WL-3230B
品名 ｱﾙﾍﾞﾛﾛﾋﾞｰｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ｱﾄｰｽ）3人掛け 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ｱﾄｰｽ）1人掛け

W620 x D630 x H685(SH420) W1800 x D660 x H720(SH400) W600 x D660 x H720(SH400)

【張地】布 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼｭ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
【ｶﾗｰ】ﾍﾞｰｼﾞｭ

単価 上代：\16,000　 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥13,000
CODE 1082021 CODE 32302002 CODE 32302001
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 C-027(A・B・C・D) 品番 C-019
品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ 品名 （A)ｺｰﾅｰ（B)2人用（C)1人用（D)ｽﾂｰﾙ 品名 ｱﾆﾏｰﾚﾛｰﾋﾞｰﾁｪｱ

(A)W610 x D610 x H750(SH380) （C)W500 x D610 x H750(SH380) W590 x D590 x H730(SH450)
(B)W1000 x D610 x H750(SH380) (D)W380 x D380 x H360
【張地】ﾚｻﾞｰ
【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代（A)￥14,000（B)￥12,000 単価 上代（C)￥8,000（D)5,500 単価 上代：\46,000　
CODE （A)1112011（B)1111009 CODE （C)1111006（D)1111004 CODE 1082053
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 C-001 品番 C-002 品番 C-003
品名 ｺﾞｰﾝｿﾌｧ 品名 ｺﾞｰﾝｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｺﾞｰﾝｿﾌｧ

W1840 x D820 x H725(SH420) W900 x D820 x H725(SH420) W1840 x D820 x H725(SH420)

【張地】合成皮革 【張地】合成皮革 【張地】合成皮革
【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ 【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：\39,000　 単価 上代：\24,000　 単価 上代：\39,000　
CODE 1062003 CODE 1062081 CODE 1062003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-004 品番 C-015 品番 C-016
品名 ｺﾞｰﾝｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ

W900 x D820 x H725(SH420) W1250 x D790 x H780(SH440) W610 x D790 x H780(SH440)

【張地】合成皮革 【張地】合成皮革 【張地】合成皮革
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：\24,000　 単価 上代：\36,000　 単価 上代：\24,000　
CODE 1062081 CODE 1082072 CODE 1082081
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-764 品番 WL-746 品番
品名 ﾃﾗｰｿﾌｧ 品名 ﾄﾞﾗﾌﾄｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W760 x D740 x H680(SH380) W710 x D700 x H650(SH380)

張地：合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地：ｳﾚﾀﾝﾚｻﾞｰ(ﾎﾜｲﾄ)
脚：ｽﾁｰﾙ/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥34,000 単価 上代：\24,000 単価
CODE 7642062 CODE 7462081 CODE
数量 在庫：6脚 数量 在庫：4脚 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-716A 品番 WL-716B 品番
品名 ｵｽﾞﾏｿﾌｧ 品名 ｵｽﾞﾏｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W1750 x D800 x H730(SH380) W850 x D800 x H730(SH380)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥24,000 単価
CODE 7162052 CODE 7162081 CODE
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-503 品番 C-504 品番 C-503B
品名 ｿﾌｧ（ｽﾀｰﾌﾞ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｽﾀｰﾌﾞ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｿﾌｧ（ｽﾀｰﾌﾞ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

W1830 x D720 x H720(SH370) W740 x D750 x H720(SH370) W1830 x D720 x H720(SH370)

張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/布（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：\30,000
CODE 5032002 CODE 5042051 CODE 5032032
数量 在庫：2脚 数量 在庫：3脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-505 品番 C-506 品番 C-020
品名 ｿﾌｧ（ｵﾌﾟﾃｨﾏ）ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(ｵﾌﾟﾃｨﾏ)ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ

W1960 x D885 x H770(SH400) W980 x D885 x H770(SH400) W1000 x D850 x H750(SH350)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革
ｶﾗｰ/ｸﾘｰﾑ

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥17,000
CODE 5052002 CODE 5062051 CODE 1082031
数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様
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① ② ③

品番 C-502A 品番 C-502B 品番 C-502C
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(ｿﾌｧ) 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(ｱｰﾑﾁｪｱ) 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(ｵｯﾄﾏﾝ)

W1760 x D670 x H650(SH400) W660 x D670 x H650(SH400) W580 x D580 x H400

張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ)

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥4,000
CODE 5022031 CODE 5021007 CODE 5021003
数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

画像準備中

品番 C-509A 品番 C-509B 品番 WL-3205
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(A)3Pｿﾌｧ・竜王 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(B)1Pｿﾌｧ・竜王 品名 ｿﾌｧ（ｼﾞｮｲ）

W1755 x D650 x H720(SH375) W635 x D650 x H720(SH375) W1150 x D730 x H740 (SH415)

張地/布（ｼﾙﾊﾞｰ） 張地/布（ｼﾙﾊﾞｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）
脚部/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ

単価 上代：20,000 単価 上代：9,500 単価 上代：￥16,000
CODE 5092051 CODE 5091007 CODE 32052021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-715A 品番 WL-715B 品番
品名 ｵｽﾞﾏｿﾌｧ 品名 ｵｽﾞﾏｱｰﾑﾁｪｱ 品名

W1750 x D800 x H730(SH380) W850 x D800 x H730(SH380)

張地/布（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/布（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥18,000 単価
CODE 7152002 CODE 7152041 CODE
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 C-005 品番 C-006 品番 C-009
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾁﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ

W1730 x D780 x H790(SH400) W740 x D780 x H790(SH400) W1800 x D750 x H700(SH380)

張地/合成皮革 張地/合成皮革 張地/布
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥52,000
CODE 1062051 CODE 1062001 CODE 1072004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-010 品番 C-011 品番 C-012
品名 ｱｰﾁﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾁﾁｪｱ

W750 x D750 x H700(SH380) W1600 x D730 x H720(SH350) W770 x D730 x H720(SH350)

張地/布 張地/合成皮革 張地/合成皮革
ｶﾗｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥32,500 単価 上代：￥15,000 単価 上代：￥10,000
CODE 1072052 CODE 1072021 CODE 1071007
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-022A 品番 C-022B 品番 WL-713
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ﾗﾀﾝﾘﾗｯｸｽﾁｪｱ

W740 x D700 x H715(370) W740 x D700 x H715(370) 上部：W950 x D950 x H350
下部：W700 x D700 x H200

張地/合成皮革 張地/合成皮革 素材/ｸｯｼｮﾝ（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥12,000
CODE 1091005 CODE 1091005 CODE 7131009
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-796 品番 WL-797 品番 WL-798
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ

W1810 x D820 x H820(SH430) W690 x D820 x H820(SH430) W1810 x D820 x H820(SH430)

張地：布（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地：布（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地：布（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥17,000
CODE 7962031 CODE 7971007 CODE 7982031
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-799 品番 WL-3000 品番 WL-3001
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ﾗﾌﾞｿﾌｧ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 品名 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ

W690 x D820 x H820(SH430) W1230 x D740 x H690(SH330) ｿﾌｧ：W640xD780～1020xH900～980（SH360）
ｵｯﾄﾏﾝ：W440xD380xH360

張地：布（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地：合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地：合成皮革（ｶﾌｪ）

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥18,000
CODE 7991007 CODE 30001004 CODE 30012041
数量 在庫：2脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑨

品番 WL-3012 品番 WL-3013 品番 WL-3014（A・B）
品名 ﾀﾞｲﾅｰｿﾌｧ3P 品名 ﾀﾞｲﾅｰｿﾌｧ1P 品名 ﾍﾞｽﾊﾟｿﾌｧ

W1605 x D770 x H800 (SH420) W645 x D770 x H800 (SH420) W495 x D710 x H750(SH410)

張地/本革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/本革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（A：ﾌﾞﾗｳﾝB：ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥9,500
CODE 30122023 CODE 30132081 CODE 30141057
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：各色2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 WL-3016 品番 WL-3017 品番 WL-3018
品名 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(ﾗｲﾅｰ) 品名 ｿﾌｧ（WS11） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（WS11）

W800xD810～1420xH980～880(SH470) W1330 x D700 x H700(SH370) W645 x D700 x H700(SH370)

張地：ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 張地/合成皮革 張地/合成皮革
ﾌﾚｰﾑ/木製（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ） ﾌﾚｰﾑ/木製（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥12,000
CODE 30162041 CODE 30172051 CODE 30181009
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3020（A・B） 品番 WL-3021 品番 WL-3021B
品名 ｿﾌｧ（ｻﾗ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｻﾗ） 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ｻﾗ）

（A)W1820 x D791 x H735(SH385) W670 x D749 x H716(SH395) W520 x D350 x H395
（B)W1400 x D790 x H735(SH385)
張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｱｲﾎﾞﾘｰ) 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｱｲﾎﾞﾘｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
ﾌﾚｰﾑ：ｵｰｸ集成材　ｵｰｸ突板 ﾌﾚｰﾑ：ｵｰｸ集成材　ｵｰｸ突板

単価 （A)￥41,000　（B)¥39,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥8,000
CODE （A)30202023　（B)30202003 CODE 30212032 CODE 30211006
数量 在庫：（A)1脚　（B)1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3026 品番 WL-3027 品番 WL-3223
品名 ｺﾛﾅﾁｪｱ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｸﾚｲｵ)

本体：W840 x D830 x H1090(SH420) 本体：W820 x D780 x H830(SH430) W740 x D820-970 x H990-885
ｵｯﾄﾏﾝ：W740 x D450 x H475 ｵｯﾄﾏﾝ：W650 x D550 x H450
張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）　背面/ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ

脚部/ｱﾙﾐ 張地/ﾚｻﾞｰ
単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥20,000
CODE 30262003 CODE 30272004 CODE 32232051
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：3脚
備考 備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3031 品番 WL-3032 品番 WL-3038
品名 ｿﾌｧ（ﾎﾟﾘﾃ） 品名 ｿﾌｧ（ﾚﾄﾛ） 品名 ｿﾌｧ（ﾉｰﾄﾞ）

W2090 x D880 x H850(SH430) W2260 x D870 x H855(SH395) W1820 x D810 x H750(SH400)
ｽﾂｰﾙ/W790 x D630(SH430)
張地/ｿﾌﾄﾚｻﾞｰ（合成皮革PU) 合成皮革(PVC) 張地/合成皮革（PVC） 張地/本革（ｵﾌﾎﾜｲﾄ）
脚部/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ（ｸﾛﾑﾒｯｷ） 脚部/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚部/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥42,000
CODE 30312071 CODE 30322051 CODE 30382033
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3039 品番 WL-3040 品番 WL-3041
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ﾉｰﾄﾞ） 品名 ｿﾌｧ(MYS0172)ﾎﾜｲﾄ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(MYS0171)ﾎﾜｲﾄ

W710 x D810 x H750(SH400) W1780 x D760 x H700(SH400) W750 x D760 x H700(SH400)

張地/本革（ｵﾌﾎﾜｲﾄ） 張地：天然皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地：天然皮革（ﾎﾜｲﾄ）
脚部/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ

単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥30,000
CODE 30392042 CODE 30402033 CODE 30412032
数量 在庫：2脚 数量 在庫：5脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 品番 WL-3035
品名 品名 ｿﾌｧ（ｺﾝﾌｫｰﾄ）

W2090 x D980 x H840(SH400)

素材/革（ﾄｰﾌﾟ色）

単価 単価 上代：￥88,000
CODE CODE 30352086
数量 数量 在庫：1脚
備考 備考

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3047A 品番 WL-3047B 品番 WL-3048A
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ

W1850 x D745 x H800 (SH400) W750 x D745 x H800 (SH400) W2000 x D820 x H720(SH400)

張地/布（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/布（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/布地（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
肘/木材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 肘/木材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥52,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥46,000
CODE 30472004 CODE 30472052 CODE 30482053
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3048B 品番 WL-3224 品番 WL-3179
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(ｱﾅﾍﾞﾙ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ

W860 x D820 x H720(SH400) W770 x D790 x H750(SH410) W790 x D780 x H700(SH400)

張地/布地（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
肘木部/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥30,000
CODE 30482032 CODE 32242032 CODE 31792032
数量 在庫：2脚 数量 在庫：6脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-505B 品番 C-506B 品番 C-501
品名 ｿﾌｧ（ｵﾌﾟﾃｨﾏ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｵﾌﾟﾃｨﾏ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｿﾌｧ

W1960 x D885 x H770 (SH400) W980 x D885 x H770 (SH400) W1135 x D680 x H755(SH360)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ 合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地：布（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
ﾌﾚｰﾑ：天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥13,000
CODE 5052002 CODE 5062051 CODE 5012001
数量 在庫：6脚 数量 在庫：7脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3042 品番 WL-3043 品番 WL-3045
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(MYC0185）

W2180 x D860 x H650(SH380) W780 x D860 x H650(SH380) W680 x D660 x H690 (SH440)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｵﾌﾎﾜｰﾄ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｵﾌﾎﾜｰﾄ) 合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）
ｸｯｼｮﾝ（大）ﾍﾞｰｼﾞｭ3個　ｸｯｼｮﾝ（小）ﾌﾞﾗｳﾝ3個 ﾄﾚｲ付き ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ（ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上）

単価 上代：￥91,000 単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥18,000
CODE 30422007 CODE 30432034 CODE 30452041
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 WL-3058A 品番
品名 ﾊﾟｽｶﾙｱｰﾑﾁｪｱ（ﾌﾞﾙｰ） 品名

W710 x D690 x H670(SH420)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥46,000 単価
CODE 30582053 CODE
数量 在庫：6脚 数量 在庫：（A）6脚（B）10脚（C）22脚（D）8脚
備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3067 品番 WL-3068 品番 WL-3069
品名 ｿﾌｧ（ﾙｲｰｾﾞ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ﾙｲｰｾﾞ） 品名 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾎﾟﾎﾟﾙ） ｵｯﾄﾏﾝ付

W1900 x D800 x H750(SH400) W930 x D800 x H750(SH400) 本体：W690 x D830 x H890(SH360)
ｵｯﾄﾏﾝ：W600 x D420 x H360

張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥14,000
CODE 30672053 CODE 30682022 CODE 30692011
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（A）ｺｰﾅｰ（B）2人用（C）1人用（D）ｽﾂｰﾙ
WL-3057（A・B・C・D）

（A）W660 x D660 x H750(SH380)　（B）W1000 x D660 x H750(SH380)

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

（A）30572011（B）30571009（C）30571006（D）30571004

ｻｲｽﾞ

上代：（A）￥14,000（B）￥12,000（C）￥8,000（D）￥5,500

（C）W500 x D660 x H750(SH380)　（D）W390 x D390 x H380
ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)18

① ② ③

品番 WL-3065 品番 WL-3066 品番 WL-3065B
品名 ｿﾌｧ（ﾉｰﾄﾞ）ｸﾞﾘｰﾝ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ﾉｰﾄﾞ）ｸﾞﾘｰﾝ 品名 ｿﾌｧ（ﾉｰﾄﾞ）ｸﾞﾘｰﾝ・2ｼｰﾀｰ

W1820 x D810 x H750(SH400) W710 x D810 x H750(SH400) W1260 x D810 x H750(SH400)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ）
脚部/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ 脚部/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ 脚部/ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥32,000
CODE 30652033 CODE 30662042 CODE 30652042
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3074A 品番 WL-3074B 品番 WL-724B
品名 ｿﾌｧｰ(ﾛﾊﾞｰﾄ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ(ﾛﾊﾞｰﾄ） 品名 ﾏﾗﾙﾝｶﾞｿﾌｧ（ﾌﾞﾗｳﾝ）

W1790 x D785 x H750 W730 x D785 x H750 W920 x D950 x H720(SH430)

張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥39.000 単価 上代：￥24.000 単価 上代：￥50.000
CODE 30742003 CODE 30742081 CODE 7242004
数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦

品番 品番 WL-3071
品名 品名 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾅ）

W670 x D965 x H810

ｶﾗｰ/ｸﾞﾘｰﾝ 座面/本革　PUﾚｻﾞｰ　（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾃﾝﾚｽ

単価 単価 上代：￥26,000
CODE CODE 30712002
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1脚
備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

(A)：W500 x D800 x H750(SH370)　(B)：W800 x D800 x H750(SH370)
(C)：W800 x D800 x H750(SH370)　(D)：W850 x D850 x H750(SH370)

上代：（A）￥8.000　(B)￥10.000　(Ｃ)￥10.000　(D)￥14.000
(A)30861006 (B)30861008 (C)30861008 (D)30862011

WL-3086（A・B・C・D）
ｼｽﾃﾑｿﾌｧ（緑）(A)1P（B）右肘（C）左肘（D）ｺｰﾅｰ
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① ② ③

品番 WL-3102A 品番 WL-3102B 品番 WL-3157
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ（ﾌﾞﾙｯｸｽ）

W1150 x D650 x H700(SH350) W620 x D650 x H700(SH350) W1800 x D920 x H810(SH430)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾞﾚｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾞﾚｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ系）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥73,000
CODE 31022001 CODE 30121006 CODE 31572065
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3104 品番 WL-3105 品番 WL-3106
品名 ｿﾌｧ（ｴｯｼﾞ） 品名 ｿﾌｧ（ﾃﾞｯｶｰ） 品名 ｼｪｰｽﾞﾛﾝｸﾞ

W2000 x D950 x H780(SH400) W2200 x D920 x H740(SH400) W605 x D1600

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 背・座：仔牛毛皮（白黒茶混）

単価 上代：￥88,000 単価 上代：￥73,000 単価 上代：￥50,000
CODE 31042086 CODE 31052065 CODE 31062004
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3107A 品番 WL-3107B 品番 WL-3111
品名 ｿﾌｧ（ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ） 品名 ｿﾌｧ(ﾎﾞｲﾄﾞ)

W1800 x D780 x H770 W690 x D780 x H770 W1510 x D780 x H770(SH410)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ｶﾗｰ/ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ ｶﾗｰ/ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ

単価 上代：￥60,000 単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥34,000
CODE 31072054 CODE 31072062 CODE 31112062
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ②

品番 image 品番 C-511A
品名 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞｱｰﾑﾁｪｱ

W750 x D770 x H740 (SH380)

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 単価 上代：￥8,000
CODE CODE 5111006
数量 数量 在庫：2脚
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 C-511B 品番 C-511C 品番 C-511D
品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ肩肘（右）ﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ肘無ﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ肩肘（左）ﾁｪｱ

W620 x D770 x H740 (SH380) W480 x D770 x H740 (SH380) W620 x D770 x H740 (SH380)

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥7,000
CODE 5111055 CODE 5111005 CODE 5111055
数量 在庫：1脚 数量 在庫：問い合わせ下さい 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-3112 品番 WL-3113 品番 WL-3120
品名 1Pｿﾌｧ（ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝ） 品名 3Pｿﾌｧ（ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝ） 品名 ｼﾞｰﾝｽﾞｿﾌｧ

W890 x D860 x H890(SH430) W1480 x D860 x H890(SH430) W1750 x D820 x H820(SH400)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥40,000 単価 上代：￥34,000
CODE 31122032 CODE 31132013 CODE 31202062
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-881 品番 WL-882 品番 WL-3186B
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ﾌﾞﾗｯｸ）

W1740 x D780 x H730(SH390) W750 x D780 x H730(SH390) W450 x D450 x H350

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥17,000
CODE 8812033 CODE 8822071 CODE 31862031
数量 在庫：1脚 数量 在庫：3脚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 WL-883 品番 WL-884
品名 品名 ｿﾌｧ・120（ｻﾗ） 品名 ｿﾌｧ・ｶｳﾁ（ｻﾗ）

W1200 x D700 x H750(SH410) W1500 x D700 x H750(SH410)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥18,000
CODE CODE 8832011 CODE 8842041
数量 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3129 品番 WL-3130 品番 WL-3159
品名 ﾛﾄﾛｿﾌｧ 品名 ﾛﾄﾛｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｿﾌｧ（ｱﾆｶ）

W1550 x D680 x H740(SH380) W850 x D680 x H740(SH380) W650 x D660 x H780(SH420)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：\50,000 単価 上代：\36,000 単価 上代：￥25,000
CODE 31292004 CODE 31302072 CODE 31592091
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3135C 品番 WL-3135A 品番 WL-3136C
品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（1人掛け) 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（扇ｺｰﾅｰ) 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（1人掛け)

W470 x D620 x H720 (SH380) W830 x D830 x H720 (SH380) W470 x D620 x H720 (SH380)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

単価 上代：\13,000 単価 上代：\24,000 単価 上代：\13,000
CODE 31352001 CODE 31352081 CODE 31362001
数量 在庫：10台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3139 品番 WL-3138 品番 WL-3221
品名 ﾛｰｿﾌｧ（ﾚｯｸｽ） 品名 ｿﾌｧ（ﾀﾞｲﾅｰ） 品名 ﾎﾞｯｸｽｿﾌｧ

W1800 x D840 x H600 W1500 x D740 x H900 W1500 x D570 x H900(SH450)
座面：W1500ｘD550ｘH180
張地：ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（朱色） 張地/合成皮革（ﾈｲﾋﾞｰ系）

ﾍﾞｰｽ/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｯｸ）
単価 上代：16,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥20,000
CODE 31392021 CODE 31382032 CODE 32212051
数量 在庫：1台 数量 在庫：4脚 数量 在庫：5脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-026A 品番 C-026B 品番 WL-3155（A・B）
品名 ﾌｨｰﾋﾞｰﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ﾌｨｰﾋﾞｰﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 （A)ｿﾌｧ　（B)ｱｰﾑﾁｪｱ

W460 x D610 x H790(SH400) W460 x D610 x H790(SH400) （A)W1880 x D740 x H700(SH400)
（B)W720 x D740 x H700(SH400)

【張地】布 【張地】布 張地/合成皮革（ｸﾞﾚｰ）
【ｶﾗｰ】ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 【ｶﾗｰ】ﾚｯﾄﾞ

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000 単価 （A)￥39,000　（B)￥24,000
CODE 1111054 CODE 1111054 CODE （A)31552003　（B)31552081
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 （A)1脚　（B)4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3176 品番 WL-3177 品番 WL-3186
品名 ｿﾌｧ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ﾓｹｯﾄｸﾞﾘｰﾝ）

W1740 x D780 x H730　(SH390) W750 x D780 x H730 (SH390) W450 x D450 x H350

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾓｹｯﾄｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾓｹｯﾄｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾓｹｯﾄｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥42,000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：¥17,000
CODE 31762033 CODE 31772071 CODE 31862031
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3164A 品番 WL-3164B 品番 WL-3164C
品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（右肩肘） 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（肘無） 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（左肩肘）

W620 x D770 x H740 (SH380) W480 x D770 x H740 (SH380) W620 x D770 x H740 (SH380)

張地/ﾓｹｯﾄ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾓｹｯﾄ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾓｹｯﾄ（ﾌﾞﾙｰ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥12,000
CODE 31641009 CODE 31641008 CODE 31641009
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3165B 品番 WL-3165C 品番 WL-3193
品名 ｿﾌｧ（ｳｰﾙﾅｯﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ） 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ｳｰﾙﾅｯﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ） 品名 ｿﾌｧ（ﾘｼﾞｮｲ）ｽｳｨｰﾄﾋﾟﾝｸ

W645 x D700 x H700(SH370) W450 x D450 x H350 W1600 x D830 x H790(SH420)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｽｳｨｰﾄﾋﾟﾝｸ）

単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：\20,000
CODE 31652022 CODE 31652031 CODE 31932951
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ②

品番 WL-3188A 品番 WL-3188B
品名 ｿﾌｧ（ﾌｰﾊﾞ） 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ﾌｰﾊﾞ）

W2200 x D850 x H620 (SH420) W820 x D850 x H420

本体/ｵｰｸ　脚部/ｱｲｱﾝ 本体/ｵｰｸ　脚部/ｱｲｱﾝ
座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

単価 上代：¥78,000 単価 上代：¥33,000
CODE 31882006 CODE 31882052
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 WL-3191 品番 WL-3195A 品番 WL-3195B
品名 ｶｳﾁｿﾌｧ 品名 ﾋﾞｰｽﾞｸｯｼｮﾝ 品名 ﾋﾞｰｽﾞｸｯｼｮﾝ

W1990 x D1590 x H780(SH390) W650 x D650 x H450 W650 x D650 x H450

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ/ﾌﾞﾙｰ ｶﾗｰ：ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ｶﾗｰ：ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ

単価 上代：¥39,000 単価 上代：\4,000 単価 上代：\4,000
CODE 31912003 CODE 31951003 CODE 31951003
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-3194 品番 WL-3201 品番 WL-3202
品名 1Pｿﾌｧ（ｼｪﾌﾞﾛﾝ）ｲｴﾛｰ 品名 ｿﾌｧ 品名 ｿﾌｧ

W570 x D690 x H730(SH400) W1300 x D760 x H800 (SH430) W2050 x D980 x H740

張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｲｴﾛｰ/ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾙｰ 素材/ﾚｻﾞｰ（ﾎﾜｲﾄ）
素材/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

単価 上代：\6,500 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥42,000
CODE 31941005 CODE 32012081 CODE 32022033
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｿﾌｧｰ(ﾓﾀﾞﾝ)25

① ② ③

品番 WL-3203A 品番 WL-3203B 品番 WL-3218
品名 3Pｿﾌｧ（ｵﾋﾟｱﾑ） 品名 1Pｿﾌｧ（ｵﾋﾟｱﾑ） 品名 ｿﾌｧﾍﾞｯﾄﾞ（ﾐｭｰ）ｱｲﾎﾞﾘｰ

W1980 x D970 x H730(SH380) W1030 x D970 x H730(SH380) ｿﾌｧ時：W1880 x D900 x H790(SH360)
ﾍﾞｯﾄﾞ時：W1880 x D1130 x H360

張地/ｵｲﾙﾚｻﾞｰ（ｸﾞﾚｰ系） 張地/ｵｲﾙﾚｻﾞｰ（ｸﾞﾚｰ系） 張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ）

単価 上代：￥86,000 単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥20,000
CODE 32032066 CODE 32032093 CODE 32182051
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3209A 品番 WL-3209B 品番 WL-3227
品名 ｿﾌｧ（ｾﾚｽﾃｨ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｾﾚｽﾃｨ） 品名 ｿﾌｧ

W2000 x D900 x H680(SH390) W800 x D900 x H680(SH390) W1460 x D750 x H700(SH370)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ系） 張地/ﾓｹｯﾄ（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥65,000 単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥30,000
CODE 32092005 CODE 32092062 CODE 32272032
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3210A 品番 WL-3210B 品番 WL-3228
品名 ｿﾌｧ（ｽﾋﾟｶ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｽﾋﾟｶ） 品名 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ座椅子

W1890 x D750 x H750(SH400) W980 x D750 x H750(SH400) W550 x D500 x H650（SH110)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ系柄付） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ系柄付） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥2,000
CODE 32102053 CODE 32102002 CODE 32281051
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3216A 品番 WL-3216B 品番 WL-3216C
品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾌﾘｰﾘｰ）右ｱｰﾑ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾌﾘｰﾘｰ） 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾌﾘｰﾘｰ）左ｱｰﾑ

W640 x D650 x H660(SH390) W600 x D650 x H660(SH390) W640 x D650 x H660(SH390)

張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥18,000
CODE 32162041 CODE 32162001 CODE 32162041
数量 在庫：1脚 数量 在庫：3脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3216D 品番 WL-3216E 品番
品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾌﾘｰﾘｰ）ｺｰﾅｰ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾌﾘｰﾘｰ）ｽﾂｰﾙ 品名

W645 x D645 x H660(SH390) W600 x D650 x H390

張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥10,000 単価
CODE 32162031 CODE 32161008 CODE
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 WL-3217A 品番 WL-3217B
品名 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ｳｨｰﾌﾞ）一人掛 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ｳｫｰﾌﾞ）外ｺｰﾅｰ

W600 x D600 x H670(SH400) W600 x D600 x H670(SH400)

張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥9,000
CODE CODE 32171009 CODE 32171007
数量 数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 C-515B 品番 C-515C 品番 C-515D
品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ片肘（右）ﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ肘無ﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞ片肘（左）ﾁｪｱ

W620 x D770 x H740(SH380) W480 x D770 x H740(SH380) W620 x D770 x H740(SH380)

張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥7,000
CODE 5151055 CODE 5151005 CODE 5151055
数量 在庫：1脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-515E 品番 C-515G 品番 WL-3237A
品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞｺｰﾅｰﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾘｰﾀﾞｽﾂｰﾙ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾃﾞｰｼﾞ）右ｱｰﾑ

W900 x D900 x H740(SH380) W450 x D450 x H380 W600 x D700 x H740 (SH390)

張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ﾌﾞﾗｳﾝ塗装

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥18,000
CODE 5151058 CODE 5151052 CODE 32372041
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3237B 品番 WL-3237C 品番 WL-3237D
品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾃﾞｰｼﾞ） 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾃﾞｰｼﾞ）左ｱｰﾑ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（ﾃﾞｰｼﾞ）ｺｰﾅｰ

W600 x D700 x H740 (SH390) W700 x D700 x H740 (SH390) W700 x D700 x H740 (SH390)

張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ﾌﾞﾗｳﾝ塗装 脚部/ﾌﾞﾗｳﾝ塗装 脚部/ﾌﾞﾗｳﾝ塗装

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：\21,000
CODE 32372001 CODE 32372041 CODE 32372061
数量 在庫：5脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3235A 品番 WL-3235B 品番 WL-3235C
品名 ｿﾌｧ（ｸﾛｰﾈ）3人掛け 品名 ｿﾌｧ（ｸﾛｰﾈ）2人掛け 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｸﾛｰﾈ）1人掛け

W1810 x D750 x H770(SH410) W1260 x D750 x H770(SH410) W710 x D750 x H770(SH410)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ系）
ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾏﾎｶﾞﾆｰ） ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾏﾎｶﾞﾆｰ） ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾏﾎｶﾞﾆｰ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥16,000
CODE 32352002 CODE 32352061 CODE 32352021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3232 品番 C-516 品番 WL-3241A
品名 ﾛｰｿﾌｧ（ﾉｴﾙ） 品名 2Pｿﾌｧ(ｱﾃｯｻ)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｿﾌｧ（ｼｰｳﾞ）

W1800 x D860 x H650(SH300) W1520 x D680 x H670(SH385) W1700 x D740 x H760 (SH550)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾋﾟﾝｸ/ｸﾞﾚｰ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 脚部：ｵｰｸ無垢材
脚/ﾌﾟﾗﾊﾟｰﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ脚 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）

単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥15,000 単価 上代：￥33,000
CODE 32322093 CODE 5162021 CODE 32412052
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3241B 品番 WL-3243A 品番 WL-3243B
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｼｰｳﾞ） 品名 ｿﾌｧ（RE-1022）ｸﾞﾘｰﾝ 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（RE-1021）ｸﾞﾘｰﾝ

W780 x D740 x H760 (SH550) W1265 x D685 x H750(SH410) W635 x D685 x H750(SH410)

脚部：ｵｰｸ無垢材 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ）
張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥10,000
CODE 32412061 CODE 32431008 CODE 32431008
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3248A 品番 WL-3248B 品番
品名 ｿﾌｧ（ﾙﾋﾟﾅ） 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ﾙﾋﾟﾅ） 品名

W800 x D770 x H950(SH410) W620 x D430 x H390

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）
木部/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ 木部/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥17,000 単価
CODE 32482063 CODE 32482031 CODE
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 品番 WL-3242A
品名 WL-3242　ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ連結ｲﾒｰｼﾞ 品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（扇外ｺｰﾅｰ）

W780 x D600 x H720 (SH360)

素材/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）

単価 単価 上代：￥13,000
CODE CODE 32422001
数量 数量 在庫：6脚
備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-3242B 品番 品番
品名 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｿﾌｧ（扇ｺｰﾅｰ） 品名 品名

W1200 x D600 x H720

素材/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）

単価 上代：￥24,000 単価 単価
CODE 32422081 CODE CODE
数量 在庫：1脚 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)1

① ② ③

品番 C-090A 品番 C-090B 品番 C-090C
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W620 x D615 x H820(SH455) W620 x D615 x H820(SH455) W620 x D615 x H820(SH455)

座面/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ｸﾘｱ） 座面/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　
CODE 1221006 CODE 1221006 CODE 1221006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-091A 品番 C-091B 品番 C-091C
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W500 x D550 x H850(SH440) W500 x D550 x H850(SH440) W500 x D550 x H850(SH440)

座面/特殊樹脂（ﾎﾜｲﾄ） 座面/特殊樹脂（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/特殊樹脂（ｲｴﾛｰ）

単価 上代：￥12,000　 単価 上代：￥12,000　 単価 上代：￥12,000　
CODE 1221009 CODE 1221009 CODE 1221009
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-091D 品番 品番
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 品名

W500 x D550 x H850(SH440)

座面/特殊樹脂（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：￥12,000　 単価 単価
CODE 1221009 CODE CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)2

① ② ③

品番 WL-3010A 品番 WL-3010B 品番 WL-3010C
品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ﾎﾜｲﾄ） 品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ﾚｯﾄﾞ） 品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ｸﾞﾘｰﾝ）

W465 x D533 x H825(SH450) W465 x D533 x H825(SH450) W465 x D533 x H825(SH450)

座面/ABS樹脂（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ABS樹脂（ﾚｯﾄﾞ） 座面/ABS樹脂（ｸﾞﾘｰﾝ）
脚部/ﾋﾞｰﾁ材 脚部/ﾋﾞｰﾁ材 脚部/ﾋﾞｰﾁ材

単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥3,500
CODE 30101052 CODE 30101052 CODE 30101052
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3010D 品番 WL-3010E 品番 WL-3010F
品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ﾌﾞﾙｰ） 品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ｵﾚﾝｼﾞ） 品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ（ｲｴﾛｰ）

W465 x D533 x H825(SH450) W465 x D533 x H825(SH450) W465 x D533 x H825(SH450)

座面/ABS樹脂（ﾌﾞﾙｰ） 座面/ABS樹脂（ｵﾚﾝｼﾞ） 座面/ABS樹脂（ｲｴﾛｰ）
脚部/ﾋﾞｰﾁ材 脚部/ﾋﾞｰﾁ材 脚部/ﾋﾞｰﾁ材

単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥3,500
CODE 30101052 CODE 30101052 CODE 30101052
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 WL-3011（A・B・C・D） 品番
品名 ｼｪﾙｻｲﾄﾞﾁｪｱ用ｸｯｼｮﾝ 品名

ｶﾗｰ/A：ﾚｯﾄﾞB：ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝC：ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ
D：ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥600 単価
CODE 30119005 CODE
数量 在庫：各色4枚 数量
備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 C-095A 品番 C-095B 品番 WL-780
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞﾙ)
ｻｲｽﾞ W670 x D630 x H760(SH450) W670 x D630 x H760(SH450) W550 x D525 x H800(SH460)

仕様 座面/特殊樹脂（ﾎﾜｲﾄ） 座面/特殊樹脂（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
脚/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：\24,000
CODE 1231005 CODE 1231005 CODE 7802081
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-092A 品番 C-092B 品番 C-092C
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W455 x D580 x H795(SH470) W455 x D580 x H795(SH470) W455 x D580 x H795(SH470)

座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ﾌﾞﾙｰ） 座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ﾚｯﾄﾞ）
ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1221005 CODE 1221005 CODE 1221005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 Ｃ-127Ａ 品番 Ｃ-127Ｂ 品番 Ｃ-128
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W540 x D560 x H790(SH450) W540 x D560 x H790(SH450) W390 x D530 x H865(SH480)

座面/ﾅｲﾛﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ﾅｲﾛﾝ（ｸﾞﾚｰ） 素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥7,000　 単価 上代：￥7,000　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1281055 CODE 1281055 CODE 1281005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)4

① ② ③

品番 WL-734B 品番 WL-734A 品番 WL-793
品名 ﾏｽﾀｰｽﾞﾁｪｱ 品名 ﾏｽﾀｰｽﾞﾁｪｱ 品名 ｼｪﾙﾁｪｱ(ﾜｲﾔｰﾍﾞｰｽ)ﾎﾜｲﾄ

W570 x D470 x H840(SH460) W570 x D470 x H840(SH460) W445 x D490 x H830(SH430)

素材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ｲｴﾛｰ） 素材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ｸﾞﾘｰﾝ） 本体/ABS樹脂
脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷｽﾁｰﾙ

単価 上代：\9,000 単価 上代：\9,000 単価 上代：\4,000
CODE 7341007 CODE 7341007 CODE 7931003
数量 在庫：6脚 数量 在庫：6脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-740 品番 WL-742 品番 WL-761
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ

W600 x D570 x H800(SH480) W590 x D565 x H820(SH450) W680 x D620 x H750(SH420)

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ/ｱｲﾎﾞﾘｰ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾍﾞｰｼﾞｭ)
脚（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥17,000
CODE 7401054 CODE 7421008 CODE 7612031
数量 在庫：4脚 数量 在庫：9脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-765 品番 Ｃ-130Ａ 品番 Ｃ-130Ｂ
品名 ｺｰﾈﾙﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W590 x D580 x H740(SH430) W445 x D505 x H790(SH450) W445 x D505 x H790(SH450)

張地：布（ﾚｯﾄﾞ） 座面/布（ﾌﾞﾙｰ） 座面/布（ｸﾞﾘｰﾝ）
背/ﾌﾞﾅ材（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥4,000　 単価 上代：￥4,000　
CODE 7652001 CODE 1281003 CODE 1281003
数量 在庫：8脚 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)5

① ② ③

品番 Ｃ-104 品番 WL-748 品番 WL-747
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟｱｰﾑﾁｪｱ

W540 x D500 x H755(SH440) W520 x D500 x H795(SH450) W680 x D600 x H800(SH450)

座面/布（ﾌﾞﾙｰ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾚｯﾄﾞ) ｼｪﾙ/FRPﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ 脚部/ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀﾞｲｷｬｽﾄ(塗装仕上げ)

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500 単価 上代：\6,000
CODE 1251005 CODE 7481005 CODE 7471054
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-757 品番 WL-749 品番 Ｃ-102
品名 ｼｪｰｶｰﾁｪｱ 品名 ｼｪｰｶｰﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W500 x D410 x H765(SH435) W500 x D410 x H765(SH435) W580 x D590 x H690(SH410)

ﾌﾚｰﾑ/木製（ﾅﾁｭﾗﾙ） ﾌﾚｰﾑ/木製（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ）
座面/ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｰﾄﾞ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 座面/ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥10,000
CODE 7571004 CODE 7491004 CODE 1251008
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-098A 品番 C-098B 品番 C-098C
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W500 x D520 x H800(SH460) W500 x D520 x H800(SH460) W500 x D520 x H800(SH460)

張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥4,000　 単価 上代：￥4,000　 単価 上代：￥4,000　
CODE 1241003 CODE 1241003 CODE 1241003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）6

① ② ③

品番 Ｃ-112 品番 WL-754 品番 C-800
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ﾌﾞﾙｰﾉﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W540 x D510 x H780(SH460) W560 x D550 x H740(SH440) W570 x D555 x H770(SH440)

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/総本革（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥6,000
CODE 1251004 CODE 7542051 CODE 8001054
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：6脚 数量 在庫：16脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-101A 品番 C-101Ｂ 品番 Ｃ-129
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W450 x D530 x H800(SH450) W450 x D530 x H800(SH450) W370 x D460 x H755(SH450)

座面/合成樹脂（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成樹脂（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀｲｶﾞｰ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥4,500　 単価 上代：￥4,500　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1241053 CODE 1241053 CODE 1281005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-753 品番 WL-753B 品番 WL-753C
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｲｴﾛｰ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｸﾞﾚｰ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾎﾜｲﾄ）

W470 x D540 x H870(SH450) W470 x D540 x H870(SH450) W470 x D540 x H870(SH450)

張地/合成皮革（ｲｴﾛｰ） 張地/合成皮革（ｸﾞﾚｰ） 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 7531004 CODE 7531004 CODE 7531004
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)7

① ② ③

品番 C-105 品番 C-105B 品番 WL-777
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ･肘無 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(MYC0257)ﾍﾞｰｼﾞｭ

W550 x D535 x H830(SH450) W495 x D535 x H830(SH450) W490 x D550 x H845(SH435)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/再生皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/ﾘｻｲｸﾙﾚｻﾞｰ

単価 上代：￥6,000 単価 上代：\4,500 単価 上代：\6,500
CODE 1251054 CODE 1051053 CODE 7771005
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：6脚 数量 在庫：24脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 Ｃ-107 品番 C-704 品番 C-705
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾒﾙﾌｪｰﾙ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾘﾍﾞｯﾄﾞ）

W440 x D550 x H835(SH460) W470 x D550 x H940(SH450) W410 x D530 x H875(SH450)

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾓﾀﾞﾝﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾓﾀﾞﾝﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6,500
CODE 1251004 CODE 7041055 CODE 7051005
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：10脚 数量 在庫：32脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 Ｃ-108 品番 C-133 品番 C-135
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W440 x D470 x H785(SH465) W430 x D430 x H830(SH460) W410 x D410 x H820(SH430)

座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ﾌﾞﾅ材(ﾌﾞﾗｳﾝ) 素材/ﾌﾞﾅ（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500
CODE 1251004 CODE 1281053 CODE 1281035
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 Ｃ-131Ａ 品番 Ｃ-131Ｂ 品番 Ｃ-132
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W480 x D490 x H850(SH450) W480 x D490 x H850(SH450) W480 x D510 x H820(SH450)

座面/ﾌﾞﾅ材（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ﾌﾞﾅ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 座面/ﾌﾞﾅ材（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥5,500　 単価 上代:￥5,500　
CODE 1281004 CODE 1281004 CODE 1281004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3002 品番 WL-3003 品番 WL-3015
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(ﾊﾞﾛﾝ) 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾏﾆｰﾅ）

W465 x D565 x H860(SH420) W460 x D600 x H900(SH410) W430 x D510 x H860(SH460)

張地：布（ﾍﾞｰｼﾞｭ・柄付き） 張地：合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,000
CODE 30021056 CODE 30031005 CODE 30151005
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3103 品番 WL-3108 品番 WL-3160
品名 回転椅子 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 和風椅子（関八）

W395 x D410 x H690-750(SH470-530) W500 x D500 x H880(SH460) W430 x D485 x H740(SH455)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥4,000
CODE 31032061 CODE 31082001 CODE 31601003
数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：14脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-775 品番 WL-774 品番 Ｃ-136
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（高山）ﾆｭｰｳｨﾝｻﾞｰﾁｪｱ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（高山）ﾊｲﾊﾞｯｸﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W595 x D505 x H715(SH415) W560 x D550 x H935(SH430) W475 x D470 x H865(SH440)

材質/ｵｰｸ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 材質/ｵｰｸ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 素材/ﾌﾞﾅ材（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥6,000　
CODE 7751057 CODE 7741056 CODE 1291054
数量 在庫：4脚 数量 在庫：2脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-758 品番 WL-759 品番 WL-783
品名 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(ﾙｰｱﾝ)
ｻｲｽﾞ W420 x D520 x H785(SH440) W450 x D560 x H765(SH440) W380 x D450 x H800(SH420)

仕様 素材/ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ材 素材/ｱﾒﾘｶﾝﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ材 素材/天然木(ﾊﾟｲﾝ) ｵｲﾙ仕上

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：\4,000
CODE 7581008 CODE 7592001 CODE 7831003
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-782 品番 C-801 品番 WL-732
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ) 品名 ﾊﾟｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｼﾈﾏ）

W430 x D500 x H940(SH450) W460 x D535 x H880(SH430) W495 x D545 x H820

座面/天然木(ﾊﾟｲﾝ) ｵｲﾙ仕上 椅子/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
ﾌﾚｰﾑ/天然木化粧繊維板(ｱｯｼｭ)

単価 上代：\4,000 単価 上代：￥6,000　 単価 上代：\5,500
CODE 7821003 CODE 8011054 CODE 7321004
数量 在庫：8脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：18脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 Ｃ-142 品番 Ｃ-142B 品番 Ｃ-142C
品名 子供椅子 品名 子供椅子 品名 子供椅子

W390 x D520 x H780(SH500) W390 x D520 x H780(SH500) W410 x D480 x H720(SH480)

張地：合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地：合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
ﾌﾚｰﾑ：ﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾚｰﾑ：ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥3,000　 単価 上代：￥3,000　 単価 上代：￥3,000　
CODE 1291002 CODE 1291002 CODE 1291002
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 Ｃ-143 品番 WL-1071 品番 WL-1072
品名 子供椅子 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ﾎﾟﾋﾟｰ） 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ﾄﾘｯﾌﾟﾄﾗｯﾌﾟ）ﾌﾞﾗｯｸ

W480 x D675 x H800(SH515) W430 x D410 x H750(SH500) W490 x D460 x H780

ｶﾗｰ：ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000
CODE 1291002 CODE 10711005 CODE 10721006
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-142D 品番 WL-3118 品番 WL-3125
品名 子供椅子 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｵﾙﾑ）

W479 x D458 x H717 (SH490) W450 x D450 x H800(SH480) W660 x D600 x H750(SH500)

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：¥3,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥6,000
CODE 1421002 CODE 31181006 CODE 31251054
数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 Ｃ-140Ａ 品番 Ｃ-140Ｂ 品番 Ｃ-139
品名 和風椅子 品名 和風椅子 品名 和風椅子

W346 x D346 x H430 W370 x D370 x H620(SH430) W1000 x D330 x H440

張地/ﾅﾜ編 張地/ﾅﾜ編

単価 上代：￥2,500　 単価 上代：￥4,000　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1291002 CODE 1291003 CODE 1291005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 ＤＡ-388 品番 ＤＡ-387 品番 C-803
品名 脇息 品名 座椅子 品名 和風椅子

W550 x D180 x H310 W400 x D505 x H395 W410 x D435 x H710(SH430)

張地/布（ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ）

単価 上代：￥2,500 単価 上代：￥2,500　 単価 上代：￥4,000
CODE 0411051 CODE 0411051 CODE 8031003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：16脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 Ｃ-109 品番 Ｃ-110 品番 WL-3096
品名 中華椅子 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 中華椅子

W440 x D515 x H950(SH445) W425 x D510 x H955(SH440) W420 x D510 x H840(SH430)

張地/布（ﾚｯﾄﾞ） 張地/合成皮革（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ） 張地/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ）
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材 ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500
CODE 1251004 CODE 1251005 CODE 30961005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：25脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3019 品番 WL-3025 品番 WL-3025B
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ｵﾌｪﾘｱ) 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ｵﾌｪﾘｱ)

W490 x D450 x H930 W550 x D525 x H630 (SH450) W450 x D525 x H810(SH460)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｴﾝｼﾞ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾊﾞｲｱ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾊﾞｲｱ)

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6,500
CODE 30191007 CODE 30251055 CODE 30251005
数量 在庫：4脚 数量 在庫：6脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3033 品番 WL-3034 品番 C-141B
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾎﾟﾘｯｼｭ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾋﾟｱﾉ椅子

W440 x D490 x H830(SH430) W420 x D370 x H900 W410 x D450 x H890(SH460～570)

脚/ｽﾁｰﾙ 素材/ﾌﾞﾗｳﾝ ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板 座面/塩ﾋﾞﾚｻﾞｰ張り
座面/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 脚/木製脚

単価 上代：￥2,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500
CODE 30331051 CODE 30341053 CODE 1411053
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3091 品番 WL-3109 品番 WL-3110A
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾄｰﾙ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｼﾞｭﾚ） 品名 ｼｪﾙｱｰﾑﾁｪｱ（ﾌﾞﾗｯｸ）

W420 x D500 x H950(SH440) W460 x D550 x H810 (SH450) W620 x D550 x H810(SH450)

張地/ﾚｻﾞｰ（柄付ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/ABS樹脂（木模様） 座面：ABS樹脂（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｼﾙﾊﾞｰ粉体塗装 脚部/天然木　ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥4,500
CODE 30911006 CODE 31091054 CODE 31101053
数量 在庫：6脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3050A 品番 WL-3050B 品番 WL-3051
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(A)ﾍﾞｰｼﾞｭ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(B)ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ）

W450 x D560 x H970 (SH480) W450 x D560 x H970 (SH480) W520 x D620 x H820 (SH450)

張地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ
脚/天然木（ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ） 脚/天然木（ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ） 脚/天然木（ﾊﾞｰﾁ）　ｳﾚﾀﾝ塗装

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥8,500
CODE 30501055 CODE 30501055 CODE 30511056
数量 在庫：4脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3044 品番 WL-3056A 品番 WL-3097
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾙｲ・ｺﾞｰｽﾄ） 品名 和風ｲｽ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｺﾞｰｽﾄ)

W540 x D550 x H940(SH470) W400 x D405 x H730 (SH450) W380 x D520 x H890(SH460)

素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ﾌﾞﾗｯｸ） 主材/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ（茶） 素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ｸﾘｱ）
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ）

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥14,000
CODE 30442071 CODE 30561053 CODE 30972011
数量 在庫：5脚 数量 在庫：20脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-109B 品番 WL-3115 品番 WL-3116
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（中華） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸﾚｰﾙ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸﾚｰﾙ）

W430 x D540 x H930(SH440) W450 x D540 x H850(SH440) W450 x D540 x H850(SH440)

張地/布（ﾚｯﾄﾞ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500
CODE 1251004 CODE 31151053 CODE 31161053
数量 在庫：12脚 数量 在庫：4台 数量 在庫：12台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3061A 品番 WL-3061B 品番 WL-3062A
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｿﾚﾝﾄ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｿﾚﾝﾄ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾙｲｰｽﾞ）ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ

W470 x D565 x H920(SH460) W470 x D565 x H920(SH460) W460 x D525 x H830(SH455)

座面/ﾎﾜｲﾄ 座面/ﾌﾞﾗｯｸ 座面/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ
木部/ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ 木部/ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ 木部/ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,000
CODE 30611005 CODE 30611005 CODE 30621054
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3062B 品番 WL-3063A 品番 WL-3063B
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾙｲｰｽﾞ）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｸﾚﾝｽﾞ）ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｸﾚﾝｽﾞ）ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ

W460 x D525 x H830(SH455) W450 x D535 x H890(SH455) W450 x D535 x H890(SH455)

座面/ﾍﾞｰｼﾞｭ 座面/ﾎﾜｲﾄ 座面/ﾌﾞﾗｳﾝ
木部/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 木部/ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ 木部/ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000
CODE 30621054 CODE 30631054 CODE 30631054
数量 在庫：6脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3064 品番 C-707 品番 WL-3162
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾌﾟﾚｰｼﾞ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｼﾈﾏ）

W460 x D535 x H870(SH435) W450 x D540 x H940(SH460) W495xD545xH820（SH450）

張地/ﾎﾜｲﾄ 張地/ﾌﾞﾗｳﾝ 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500
CODE 30641005 CODE 7071005 CODE 31621004
数量 在庫：4脚 数量 在庫：40脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3075 品番 WL-3076 品番 WL-3077
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ｱｼｭﾚ) 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾘﾃﾞｨ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｺﾙﾊﾞ）

W540 x D590 x H780(SH460) W460 x D530 x H820(SH440) W635 x D595 x H790(SH440)

素材/革張り（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ） 張地：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｽﾓｰｸｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥8.000 単価 上代：￥8.000 単価 上代：￥14.000
CODE 30751006 CODE 30761006 CODE 30772011
数量 在庫：8脚 数量 在庫：12脚 数量 在庫：11脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3078 品番 WL-3085 品番 WL-3089
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｶﾒﾛ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｻﾗ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(ﾄﾞｰﾗ)

W430 x D510 x H775(SH430) W450 x D525 x H875(SH430) W460 x D560 x H970(SH460)

素材：ﾌﾞﾅ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 素材/ｵｰｸ集成材 張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥4.500 単価 上代：￥9.000 単価 上代：￥6.500
CODE 30781053 CODE 30851007 CODE 30891005
数量 在庫：12脚 数量 在庫：5脚 数量 在庫：5脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3090 品番 WL-3092 品番 WL-3093
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾏｰｸ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ

W450 x D420 x H1010(SH440) W465 x D475 x H760(SH465) W475 x D410 x H750

張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｶｰｷ） 座面/縄
ﾌﾚｰﾑ/ﾀﾓ材(ﾌﾞﾗｳﾝ)

単価 上代：￥6.500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥11,000
CODE 30901005 CODE 30921006 CODE 30931058
数量 在庫：12脚 数量 在庫：5脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3127 品番 WL-3128 品番 WL-3134
品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（ﾒﾀﾞｲﾕ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸｵｰﾚ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸﾚｰﾄﾝ）

W620 x D650 x H850(SH400) W700 x D600 x H690(SH400) W480 x D550 x H890 (SH435)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼｭ） ﾌﾚｰﾑ/木　　張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
※ｽﾀｯｷﾝｸﾞ可

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：\6,000
CODE 31272062 CODE 31282011 CODE 31341054
数量 在庫：2脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：68脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3140 品番 WL-3137A 品番 WL-3137C
品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾀﾞｲﾅｰ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾀﾞｲﾅｰ）

W525 x D730 x H960(SH430) W420 x D480 x H845(SH470) W420 x D480 x H845(SH470)

ｸｯｼｮﾝ（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地/合成皮革（ｴﾝｼﾞ） 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 31402071 CODE 31371005 CODE 31371005
数量 在庫：1脚 数量 在庫：14脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3094 品番 WL-3142 品番 WL-3125B
品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ(ｼﾑｰﾝ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｺﾆｬｯｸ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｵﾙﾑ）

W670 x D560 x H705(SH375) W600 x D610 x H770 (SH530) W500　x　D620　x　H910 （SH490）

張地/合成皮革（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） 本体/FRP（ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ/ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）
座面/PUﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥4,500
CODE 30941009 CODE 31421008 CODE 31251053
数量 在庫：24脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3143A 品番 WL-3143B 品番 WL-3143C
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾄﾙﾌﾟ）ｸﾞﾚｰ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾄﾙﾌﾟ）ﾈｲﾋﾞｰ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾄﾙﾌﾟ）ｵﾚﾝｼﾞ

W480　x　D570　xH900 (SH440) W480　x  D570 x H900 (SH440) W480　x D570 x H900 (SH440)

主材/ﾗﾀﾝ（ｸﾞﾚｰ） 主材/ﾗﾀﾝ（ﾈｲﾋﾞｰ） 主材/ﾗﾀﾝ（ｵﾚﾝｼﾞ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 31431004 CODE 31431004 CODE 31431004
数量 在庫：4脚 数量 在庫：16脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3144 品番 WL-3145 品番 WL-3149
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ｺﾞｯﾄﾝ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ(ﾌﾞﾗﾝｷｰ) 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ

W390　x　D540　x　H850 （SH450） W465　x　D520　x H810 (SH455) W460 x D440 x H760(SH450)

主材/天然木 張地/合成皮革（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
ﾌﾚｰﾑ/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥6,000
CODE 31441006 CODE 31451008 CODE 31491054
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-804 品番 C-805A 品番 C-805B
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｺﾙﾃｰｼﾞｭ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｱｼﾞｬｰﾄ）ﾈｲﾋﾞｰ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｱｼﾞｬｰﾄ）ｸﾞﾚｰ

W500 x D575 x H800(SH470) W560 x D590 x H835(SH465) W560 x D590 x H835(SH465)

張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾈｲﾋﾞｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 8041005 CODE 8051005 CODE 8051005
数量 在庫：20脚 数量 在庫：6脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3146A 品番 WL-3146B 品番 WL-3147A
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｱｶﾌﾟﾙｺ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｱｶﾌﾟﾙｺ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ（ｱｶﾌﾟﾙｺ）ﾌﾞﾗｯｸ

W630 x D890 x H965(SH380) W630 x D890 x H965(SH380) W765 x D750 x H730(SH380)

背・座/PVC(ﾌﾞﾗｯｸ) 背・座/PVC(ﾎﾜｲﾄ) 背・座/PVC（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000
CODE 31461009 CODE 31461009 CODE 31471009
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3147B 品番 WL-3151 品番 WL-3152
品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ（ｱｶﾌﾟﾙｺ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾌﾞﾗｯｸ/ﾏｽﾀｰﾄﾞ） 品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾍﾞｰｼﾞｭ/ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ）

W765 x D750 x H730(SH380) W590 x D700 x H1140 (SH400) W590 x D700 x H1140 (SH400)

背・座/PVC（ﾎﾜｲﾄ） 背/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 背/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
座/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾏｽﾀｰﾄﾞ） 座/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥23,000 単価 上代：￥23,000
CODE 31471009 CODE 31512571 CODE 31512571
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3150 品番 WL-3156 品番 WL-3175
品名 ﾎﾞｯｸｽﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾄﾚﾄﾞ） 品名 ｼﾈﾏﾁｪｱ

W580 x D470 x H790(SH395) W420 x D480 x H800-910(SH420-530) W630 x D780 x H1000

座面/ﾀﾓ材 張地/ﾓｹｯﾄ（ﾚｯﾄﾞ）
脚部/ｸﾛｰﾑ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥10,000
CODE 31502001 CODE 31561007 CODE 31751008
数量 在庫：1脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：12脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

サイドの板は

付属しません
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① ② ③

品番 WL-3167 品番 WL-3168 品番 WL-3169
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾃﾝﾀﾞｰ）ｸﾞﾘｰﾝ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｴﾋﾞｱ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾍﾝﾘｰ）

W500 x D630 x H786(SH420) W610 x D555 x H760(SH445) W490 x D520 x H780 (SH450)

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｵﾚﾝｼﾞ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
脚部/天然木（ｱｯｼｭ）

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥6,500
CODE 31671005 CODE 31681008 CODE 31691005
数量 在庫：12脚 数量 在庫：10脚 数量 在庫：13脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3170 品番 WL-3178 品番 WL-3226
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｶﾙｰｽﾄ） 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸﾛｽﾊﾞｯｸ）

W420 x D500 x H800(SH430) W500 x D530 x H840(SH440) W475 x D500 x H810(SH450)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ） 主材/天然木（ｵｰｸ） 座面/籐
ﾌﾚｰﾑ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ無垢材（ｵｲﾙ塗装）

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 31701054 CODE 31781006 CODE 32261006
数量 在庫：12脚 数量 在庫：16脚 数量 在庫：12脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3187 品番 WL-3117 品番 WL-3204
品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｸｵﾘ）

W430 x D500 x H785(SH435) W570 x D580 x H790(SH450) W590 x D580 x H750(SH435)

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 背部/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 座面/布（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：¥6,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥16,000
CODE 31871054 CODE 31171009 CODE 32042021
数量 在庫：6脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾌｪﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）20

① ② ③

品番 WL-3153 品番 WL-3171 品番 WL-3171B
品名 座椅子 品名 座椅子（飛鳥） 品名 脇息(飛鳥)

W450 x D550 x H500 W430 x D590 x H480(SH60) W550 x D180 x H310

張地/ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ） 張地/ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ）

単価 上代：￥3,500 単価 在庫：￥4,500 単価 在庫：￥2,500
CODE 31531052 CODE 31711053 CODE 31711051
数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3172 品番 WL-3173 品番
品名 座椅子（風林） 品名 脇息 品名

W500 x D610 x H445(SH20) W455 x D155 x H315

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 在庫：￥5,500 単価 在庫：￥5,500 単価
CODE 31711004 CODE 31711004 CODE
数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3208A 品番 WL-3208B 品番 WL-3208C
品名 座椅子（A)きくもん 品名 座椅子（B)つるもん 品名 座椅子（C)かくもん

φ430 x H130 φ430 x H130 φ430 x H130

張地/綿 張地/綿 張地/綿
中身/ﾋﾞｰｽﾞ 中身/ﾋﾞｰｽﾞ

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥4,500
CODE 32081053 CODE 32081053 CODE 32081053
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3173B 品番 WL-3220 品番 WL-3174
品名 脇息（松風） 品名 座椅子（山水） 品名 座布団・大（京友禅）

W455 x D150 x H290 W460 x D570 x H415(SH20) W510 x D550 x H90

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 主材/ｹﾔｷ（ﾌﾞﾗｯｸ） ｶﾗｰ/朱

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥2,000
CODE 31731002 CODE 32201053 CODE 31711051
数量 在庫：13台 数量 在庫：13台 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3211 品番 WL-3236 品番 WL-3250
品名 座椅子（竹取） 品名 高座椅子（信濃） 品名 高座椅子(美山)

W450 x D500 x H290(SH80) W540 x D540 x H520(SH350) W460 x D520 x H700（SH320)

座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（緑系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾚｻﾞｰ(ﾌﾞﾗｳﾝ)
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾗｯｸ ※ｽﾀｯｷﾝｸﾞ可（床積4脚）

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500
CODE 32111054 CODE 32361005 CODE 32501004
数量 在庫：8脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3212 品番 WL-3212A 品番 WL-3213B
品名 ﾆｰﾁｪｱ image 品名 ﾛｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾆｰﾁｪｱ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｵｯﾄﾏﾝ（ﾆｰﾁｪｱ）ﾚﾝｶﾞ

W610 x D760 x H920 (SH430) W500 x D420 x H350

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥8,000
CODE CODE 32122051 CODE 32131008
数量 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3182 品番 WL-3219 品番 WL-3024
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｻﾞ・ﾁｪｱ） 品名 ｶﾝﾄﾘｰﾁｪｱ

W300 x D410 x H760 (SH410) W631 x D540 x H764(SH455) W400 x D520 x H850(SH420)

ﾌﾚｰﾑ/ﾀﾓ材（無垢材） ｳﾚﾀﾝ塗装
座面/PUﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：¥4,500 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥5,500
CODE 31821053 CODE 32191055 CODE 30241004
数量 在庫：20脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3222 品番 WL-3148A 品番 WL-3148B
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ (ｷｴﾛ) ﾎﾜｲﾄ 品名 ｶﾌｪﾁｪｱ (ｷｴﾛ）　ﾚｯﾄﾞ

W460 x D540 x H925(SH455) W420 x D560 x H825 (SH440) W420 x D560 x H825 (SH440)

張地/合成皮革（ﾈｲﾋﾞｰ系） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ無垢材 ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ無垢材

単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 32221003 CODE 31481004 CODE 31481004
数量 在庫：10脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3189 品番 WL-3253 品番 WL-3252
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（ｲｳﾞ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ（ｳｫｰﾙ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ

W475 x D550 x H865 (SH450) W450 x D540 x H950(SH460) W505 x D555 x H915 (SH430)

張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ（ﾌﾞﾗｳﾝ） ﾌﾚｰﾑ/木製（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）

単価 上代：¥9,000 単価 上代：\6,000 単価 上代：\8,000
CODE 31891007 CODE 32531054 CODE 32521006
数量 在庫：40脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 C-055A 品番 C-055B 品番 C-055C
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W460 x D510 x H940(SH700) W460 x D510 x H940(SH700) W460 x D510 x H940(SH700)

張地/合成皮革 張地/合成皮革 張地/合成皮革
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ

単価 上代：￥6,000　 単価 上代：￥6,000　 単価 上代：￥6,000　
CODE 1181054 CODE 1181054 CODE 1181054
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-056A 品番 C-056B 品番
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名

W450 x D515 x H995(SH700) W450 x D515 x H995(SH700)

張地/布（ﾌﾞﾙｰ） 張地/布（ｼﾙﾊﾞｰ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　 単価
CODE 1181006 CODE 1181006 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-081A 品番 C-081B 品番 C-081A
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W460 x D450 x H890(SH650) W460 x D450 x H890(SH650) W460 x D450 x H890(SH650)

座面/ﾌﾞﾅ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 座面/ﾌﾞﾅ（ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ） 座面/ﾌﾞﾅ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥5,500　 単価 上代：￥5,500　
CODE 1201004 CODE 1201004 CODE 1201004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 C-062B 品番 C-062A 品番 WL-3180
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W375xD410xH825～1050 W375xD410xH825～1050 W510 x D515 x H860-1080 (SH620-840)
　　　　　　　　　　　　　　（SH570～760） 　　　　　　　　　　　　　　（SH570～760）
座面/強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾎﾜｲﾄ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥4,000
CODE 1191006 CODE 1191006 CODE 31801003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：11脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-059A 品番 C-059B 品番 C-701
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W395xD435xH615～875 W395xD435xH615～875 W400xD410xH640～890
                               （SH545～805）                                （SH545～805）                                 (SH530～780)
座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ） 座面/合成皮革（ｵﾌﾎﾜｲﾄ）

ﾌﾚｰﾑ/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ
単価 上代：￥10,000　 単価 上代：￥10,000　 単価 上代：￥6,500
CODE 1181008 CODE 1181008 CODE 7011005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-076 品番 WL-789 品番 C-708A
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W395 x D395 x H940～1070 W460 x D560 x H920～1050 W440 x D455 x H900-1120(SH620-840)
　　　　　　　　　　　　　　(SH660～790)                                 (SH400～530)
張地/合成皮革 張地/合成皮革(ｱｲﾎﾞﾘｰ) 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾙｰ 脚/ｽﾁｰﾙ

単価 単価 上代：\4,500 単価 上代：\3,500
CODE 1201005 CODE 7891053 CODE 7081052
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：7脚 数量 在庫：10脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 C-072A 品番 C-072B 品番 C-072C
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W350 x D450 x H935(SH710) W350 x D450 x H935(SH710) W350 x D450 x H935(SH710)

座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1201005 CODE 1201005 CODE 1201005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-072D 品番 C-072E 品番 C-072F
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W350 x D450 x H935(SH710) W350 x D450 x H935(SH710) W350 x D450 x H935(SH710)

座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｲｴﾛｰ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾚｯﾄﾞ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　
CODE 1201005 CODE 1201005 CODE 1201005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3004 品番 WE-030-01 品番 WL-3137B
品名 ﾀﾞｲﾅｰｽﾂｰﾙ 品名 ﾚﾄﾛﾊﾞｰﾁｪｱ（背無） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾀﾞｲﾅｰ）

W400 x D400 x H620 φ480 x H780 φ350 x H950(SH650)

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾚｯﾄﾞ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ 張地/合成皮革（ｴﾝｼﾞ）

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥6,500
CODE 30041008 CODE 0301007 CODE 31371005
数量 在庫：4脚 数量 在庫：12脚 数量 在庫：7脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ② ③

品番 C-061A 品番 C-061B 品番
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名

W420 x D440 x H910(SH700) W420 x D440 x H910(SH700)

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥6,500　 単価
CODE 1181005 CODE 1181005 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-058A 品番 C-058B 品番
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名

W500 x D560 x H925(SH715) W500 x D500  xH925(SH715)

座面/ﾌﾞﾅ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） 座面/ﾌﾞﾅ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥8,000　 単価 上代：￥8,000　 単価
CODE 1181006 CODE 1181006 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-700 品番 C-063 品番 C-702
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞｲｽ（ﾚｶﾞｰﾄ）

W430 x D510 x H930(SH700) W420 x D490 x H1010(SH730) W460 x D460 x SH600

座面/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ成型合板（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：￥4,000　 単価 上代：￥5,000　 単価 上代：￥8,000
CODE 7001003 CODE 1191004 CODE 7021006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：12脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 C-071 品番 C-069 品番 C-068
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W430 x D460 x H860 W440 x D475 x H1080(SH775) W350 x D400 x H960(SH760)

張地/布(ﾓｹｯﾄ) 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材 脚部/ﾌﾞﾅ材

単価 単価 上代：￥7,000　 単価
CODE 1191006 CODE 1191055 CODE 1191055
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-762 品番 C-706 品番 C-064
品名 ﾚｲﾄﾞｽｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｱﾝｼﾞｪﾗｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W460 x D540 x H1000(SH710) W385 x D465 x H945(SH720) W430 x D510 x H1020(SH730)

ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾓﾀﾞﾝﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
張地/合成皮革（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） ﾌﾚｰﾑ/天然木（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥6,500　
CODE 7621007 CODE 70621007 CODE 1191005
数量 在庫：6脚 数量 在庫：5脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-067 品番 C-703 品番 WL-3101
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾅﾀｰﾚ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W390 x D435 x H1000(SH795) W400 x D480 x H1010(SH700) W370 x D370 x H700

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）ﾐｼﾝｷﾙﾄ仕上げ 張地：合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ﾌﾞﾅ材（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥6,500　 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥8.000
CODE 1191005 CODE 7031055 CODE 31011006
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：9脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)6

① ② ③

品番 C-082A 品番 C-082B 品番 C-087
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W400 x D400 x H845 W400 x D400 x H845 φ545 x H770

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/ｱﾐﾙ鋳物
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥13,000　 単価 上代：￥13,000　 単価 上代：￥10,000　
CODE 1212001 CODE 1212001 CODE 1211007
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-089 品番 C-084 品番 C-084B
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W360 x D360 x H620 W340 x D340 x H740 W340 x D340 x H740

座面/木製（ﾌﾞﾗｳﾝ） 座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥3,000　 単価 上代：￥6,000　 単価 上代：￥6,000
CODE 1211002 CODE 1211054 CODE 12111054
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3028 品番 WL-3029 品番 WL-3029B
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾊﾞｰｸﾞ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ｾﾛ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ｾﾛ）H735

W420 x D420 x H610～690 φ425 x H635 φ445 x H735
座面　φ280 座面　φ300
素材/ＰＶＣﾚｻﾞｰ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）　ｽﾁｰﾙ 素材/ﾌﾞﾅ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 主材/ﾌﾞﾅ材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｲﾝ）
昇降機能付き

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥9.000
CODE 30281004 CODE 30291006 CODE 30291007
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：11脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)7

① ② ③

品番 WL-3053 品番 WL-3054 品番 WL-3055
品名 木製ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 木製ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 木製ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

φ290 x H670 W350 x D350 x H760 φ260 x H700
座面/φ325

脚部/ﾌﾞﾅ材　座面/ﾊﾟｲﾝ材 脚部/ﾌﾞﾅ材 素材/ﾅﾗ材
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 座面/ﾊﾟｲﾝ材

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 30531053 CODE 30541006 CODE 30551006
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3119 品番 WL-3082 品番 WL-3030
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾗﾎﾞ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾄﾞﾘｴﾙ） 品名 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｪｱ（米国ﾀｲﾌﾟ）

φ420 x H770 φ500 x H690-840 W550 x D400 x H1130　(SH740)

座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 座面/天然木（ﾅﾁｭﾗﾙ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｶﾞﾝﾒﾀﾙ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6.500 単価 上代：￥17,000
CODE 31191055 CODE 30821005 CODE 30302031
数量 在庫：12脚 数量 在庫：11脚 数量 在庫：5脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-070 品番 WL-3056B 品番 WL-3161
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 和風ｶｳﾝﾀｰ 品名 和風ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（讃岐）

W370 x D370 x H870(SH680) W400 x D405 x H900 (SH620) W370 x D415 x H930(SH700)

座面/ﾅﾜ編 主材/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ（茶） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥5,000　 単価 上代：￥5,000 単価 上代：￥5,000
CODE 1191004 CODE 30561004 CODE 31611004
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：5脚 数量 在庫：14脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ) 8

① ② ③

品番 WL-3072 品番 WL-3073 品番 WL-3154
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（SPUNKY） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W380 x D450 x H590～840（SH490～740） W400 x D440 x H870-1090 (SH565-785) W560 x D460 x H890～1100（SH590～800）

座面/再生皮革（ｵﾌﾎﾜｲﾄ） 座面/PVCﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 脚部/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500
CODE 30721008 CODE 30731005 CODE 31541004
数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3083 品番 WL-3087 品番 WL-3088
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ｸﾞﾌｨ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W450 x D450 x H990(SH740) W400 x D420 x H800(SH710) W440 x D440 x H640-855(SH560-800)

主材/ﾋﾞｰﾁ材（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥9.000 単価 上代：￥4.500 単価 上代：￥4.500
CODE 30831007 CODE 30871053 CODE 30881053
数量 在庫：11脚 数量 在庫：12脚 数量 在庫：3脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3185 品番 WL-3116C 品番 WL-3206
品名 和風ｶｳﾝﾀｰ 品名 ﾊｲｽﾂｰﾙ（ｸﾚｰﾙ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ

W365 x D430 x H845(SH640) W410 x D410 x H660 φ430 x H665-780

素材/ｽﾁｰﾙ（紛体塗装） 座面/天然木（ﾊﾟｲﾝ）　ﾗｯｶｰ塗装
脚部/ｱｲｱﾝ

単価 上代：¥5,000 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥9,000
CODE 31851004 CODE 31161052 CODE 32061007
数量 在庫：7脚 数量 在庫：5脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ) 9

① ② ③

品番 WL-3233A 品番 WL-3233B 品番 WL-3247
品名 ｱﾒﾘｶﾝｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ｲｴﾛｰ） 品名 ｱﾒﾘｶﾝｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾌﾞﾙｰ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ(ﾚﾌﾞﾘ)

W510 x D510 x H1080(SH780) W510 x D510 x H1080(SH780) W455 x D400 x H720

張地/合成皮革（ｲｴﾛｰ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾙｰ） 座面/ﾊﾟﾗｳｯﾄﾞ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥5,500
CODE 32331007 CODE 32331007 CODE 32471004
数量 在庫：１脚 数量 在庫：１脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3238 品番 WL-3239 品番 WL-3240
品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾗｲﾌ） 品名 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ（ﾘﾍﾞｯﾃｨ） 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ中華ｲｽ

W420 x D420 x H725 W340 x D340 x H700 φ330 x H440(座厚：70)

座面/ﾌﾞﾅ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 張地/ﾚｻﾞｰ 張地/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ）
脚部/ｽﾁｰﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ) ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ中華ｲｽ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥3,500
CODE 32381005 CODE 32391007 CODE 32401052
数量 在庫：8脚 数量 在庫：9脚 数量 在庫：9脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 C-177A 品番 C-177B 品番 C-177C
品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ

W1700 x D395 x H440 W1700 x D395 x H440 W1700 x D395 x H440

【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ 【ｶﾗｰ】ｵﾚﾝｼﾞ

単価 上代：\18,000　 単価 上代：\18,000　 単価 上代：\18,000　
CODE 1362041 CODE 1362041 CODE 1362041
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-178A 品番 C-178B 品番 C-178C
品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾎﾞｸｼｰﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ

W400 x D395 x H440 W400 x D395 x H440 W400 x D395 x H440

【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ 【ｶﾗｰ】ｵﾚﾝｼﾞ

単価 上代：\6,500　 単価 上代：\6,500　 単価 上代：\6,500　
CODE 1361005 CODE 1361005 CODE 1361005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-146A 品番 C-146B 品番 C-146C
品名 ｱﾊｽﾂｰﾙ 品名 ｱﾊｽﾂｰﾙ 品名 ｱﾊｽﾂｰﾙ

W300 x D300 x H425 W300 x D300 x H425 W300 x D300 x H425

【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 【素材】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
【ｶﾗｰ】ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 【ｶﾗｰ】ｸﾞﾘｰﾝ 【ｶﾗｰ】ｲｴﾛｰ

単価 上代：\3,500　 単価 上代：\3,500　 単価 上代：\3,500　
CODE 1301052 CODE 1301052 CODE 1301052
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 image 品番 C-144A 品番 C-144B
品名 品名 ｺﾘﾝｽﾂｰﾙ 品名 ｺﾘﾝｽﾂｰﾙ

W580 x D580 x H480(SH350) W580 x D580 x H480(SH350)

【素材】ABS 【素材】ABS
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ 【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ

単価 単価 上代：\7,000　 単価 上代：\7,000　
CODE CODE 1301055 CODE 1301055
数量 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-144C 品番 C-144D 品番 C-147A
品名 ｺﾘﾝｽﾂｰﾙ 品名 ｺﾘﾝｽﾂｰﾙ 品名 ｽﾂｰﾙ

W580 x D580 x H480(SH350) W580 x D580 x H480(SH350) φ360 x H500(SH470)

【素材】ABS 【素材】ABS 【本体】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
【ｶﾗｰ】ﾚｯﾄﾞ 【ｶﾗｰ】ｼﾙﾊﾞｰ 【座面】布（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：\7,000　 単価 上代：\7,000　 単価 上代：\4,000　
CODE 1301055 CODE 1301055 CODE 1311003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 C-147B 品番 C-154 品番 C-155
品名 ｽﾂｰﾙ 品名 樽椅子 品名 丸太椅子

φ360 x H500(SH470) φ330 x H450 φ300 x H400

【本体】ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
【座面】布（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：\4,000　 単価 上代：\3,500　 単価 上代：\4,000
CODE 1311003 CODE 1311052 CODE 1311003
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 WL-781A 品番 WL-781B 品番 WL-781E
品名 ｽﾄｰﾝｽﾞﾉｰﾙ(ｸﾘｱ) 品名 ｽﾀｰﾝｽﾞﾉｰﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ｽﾀｰﾝｽﾞﾉｰﾙ(ｲｴﾛｰ)

φ300 x H450 φ300 x H450 φ300 x H450

素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

単価 上代：\8,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：\8,000
CODE 7811006 CODE 7811006 CODE 7811006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-781C 品番 WL-781D 品番 WL-3008
品名 ｽﾀｰﾝｽﾞﾉｰﾙ(ﾌﾞﾙｰ) 品名 ｽﾀｰﾝｽﾞﾉｰﾙ(ﾚｯﾄﾞ) 品名 ｿﾌｧﾍﾞﾝﾁ

φ300 x H450 φ300 x H450 W1230 x D440 x H460

素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 素材/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｲｴﾛｰ）

単価 上代：\8,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：￥6,000
CODE 7811006 CODE 7811006 CODE 30081054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3009 品番 C-1102 品番 C-1102B
品名 ｿﾌｧﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ(背無し) 品名 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ（背付き）

W1230 x D440 x H460 W1500 x D464 x H380 W1500 x D578 x H715(SH380)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾋﾟﾝｸ） ｶﾗｰ/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥14,000
CODE 30091054 CODE 11021056 CODE 11022011
数量 在庫：1脚 数量 在庫：10台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ② ③

品番 WL-785A 品番 WL-785B 品番 WL-785C
品名 ｶﾗｰｽﾂｰﾙ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 品名 ｶﾗｰｽﾂｰﾙ(ﾎﾜｲﾄ) 品名 ｶﾗｰｽﾂｰﾙ(ﾐﾝﾄ)

W280 x D280 x H450 W280 x D280 x H450 W280 x D280 x H450

素材/天然木(ﾎﾟﾌﾟﾗ) 素材/天然木(ﾎﾟﾌﾟﾗ) 素材/天然木(ﾎﾟﾌﾟﾗ)
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ｸﾞﾘｰﾝ

単価 上代：\1,500 単価 上代：\1,500 単価 上代：\1,500
CODE 7851001 CODE 7851001 CODE 7851001
数量 在庫：16脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-787A 品番 WL-787B 品番 WL-4049B
品名 ﾍﾟｱｽﾂｰﾙ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 品名 ﾍﾟｱｽﾂｰﾙ(ﾅﾁｭﾗﾙ) 品名 ｽﾂｰﾙ（ｱｽﾀｰ）
ｻｲｽﾞ (小)W330 x D220 x H320 (小)W330 x D220 x H320 W370 x D300 x H420

(大)W400 x D300 x H520 (大)W400 x D300 x H520
仕様 素材/ｽﾁｰﾙ(紛体塗装) 天然木(ﾊﾞｰﾁ) 素材/ｽﾁｰﾙ(紛体塗装) 天然木(ﾊﾞｰﾁ) ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ
単価 上代：\3,000 単価 上代：\3,000 単価 上代：￥3,500
CODE 7871002 CODE 7871002 CODE 40491052
数量 在庫：各1台 数量 在庫：各1台 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-786 品番 WL-3023 品番 WL-3022
品名 ｱﾙﾐｽﾂｰﾙ 品名 ｶﾝﾄﾘｰﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾍﾞﾝﾁ（ﾅｯﾂ）

W230 x D230 x H310 W1500 x D320 x H450 W970 x D330 x H400

素材/ｱﾙﾐﾆｳﾑ 素材/ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ

単価 上代：\2,000 単価 上代；￥13,000 単価 上代：￥5,500
CODE 7861051 CODE 30232001 CODE 30221004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 WL-3079 品番 SG-030C 品番 WL-3099
品名 木製ﾍﾞﾝﾁ（ｱｶｼｱ） 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾝﾁ(背付･肘無) W1800 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾝﾁ(ﾂﾀ柄)

W1550 x D600 x H880(SH425) W1850 x D600 x H720(SH400) W1260 x D560 x H760(SH410)

素材/ｱｶｼｱ材 座･背/木製

単価 上代：￥6.500 単価 上代：\20,000 単価 上代：￥7,000
CODE 30791005 CODE 0302051 CODE 30991055
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3084 品番 WL-3231 品番 WL-3052
品名 ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾄﾗﾝｸﾍﾞﾝﾁ
ｻｲｽﾞ W1680 x D440 x H715(SH415) W1765 x D450 x H715(SH430) W1220 x D430 x H420

仕様 座面/再生高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 座面/高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 素材/繊維板　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　ﾗﾀﾝ
脚部/ｽﾁｰﾙ 脚部/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥21.000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥12,000
CODE 30842061 CODE 32312071 CODE 30521009
数量 在庫：2脚 数量 在庫：10脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3121A 品番 WL-3121B 品番 WL-3114
品名 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞﾍﾞﾝﾁ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞﾍﾞﾝﾁ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ﾄﾗﾝｸﾍﾞﾝﾁ（ﾉｴ）

W810 x D310 x H500 W810 x D310 x H500 W900 x D400 x H400

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥13,000
CODE 31211005 CODE 31211005 CODE 31142001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ（ﾓﾀﾞﾝ）6

① ② ③

品番 WL-3122A 品番 WL-3122B 品番 WL-3122C
品名 ﾍﾟｰﾙ缶ｽﾂｰﾙ（A)ﾚｯﾄﾞ 品名 ﾍﾟｰﾙ缶ｽﾂｰﾙ（B)ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾍﾟｰﾙ缶ｽﾂｰﾙ（C)ｲｴﾛｰ

φ300 x H380 φ300 x H380 φ300 x H380

ｶﾗｰ/ﾚｯﾄﾞ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｲｴﾛｰ

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥3,000
CODE 31221002 CODE 31221002 CODE 31221002
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3122D 品番 WL-3123A 品番 WL-3123B
品名 ﾍﾟｰﾙ缶ｽﾂｰﾙ（D)ﾌﾞﾙｰ 品名 ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾂｰﾙ（A) 品名 ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾂｰﾙ（B)ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ
ｻｲｽﾞ φ300 x H380 W350 x D350 x H410 W320 x D320 x H410

仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾙｰ

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 31221002 CODE 31231005 CODE 31231005
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3124 品番 WL-3126 品番 WL-3070
品名 ｽﾂｰﾙ(ﾉﾙﾃﾞｨﾅ) 品名 ｽﾂｰﾙ（ｽﾃﾗ） 品名 ｵｲﾙ缶ｽﾂｰﾙ

W580 x D390 x H410 W350 x D350 x H420 φ300 x H365

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥3,000
CODE 31241004 CODE 31261003 CODE 30701002
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3133A 品番 WL-3133B 品番 WL-3132A
品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ﾜﾄﾗｽ）三人掛全肘 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ﾜﾄﾗｽ）三人掛両肘 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ﾜﾄﾗｽ）三人掛全肘

W1800 x D600 x H750(SH420) W1800 x D600 x H750(SH420) W1800 x D600 x H750(SH420)

張地：座・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地：座・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地：座・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
       肘・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝ）        肘・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝ）        肘・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ）

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥25,000
CODE 31332091 CODE 31332091 CODE 31322091
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-1101 品番 C-1100 品番 C-1103
品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ｺﾌﾟｽ） 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ(ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ) 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）
ｻｲｽﾞ W1800 x D600 x H600(SH390) W1800 x D600 x H650(SH390) W1800 x D580 x H640(SH385)

仕様 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ） 張地/合成皮革（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥16,000 単価 上代：\10,000 単価 上代：￥10.000
CODE 11012021 CODE 11001008 CODE 11031008
数量 在庫：6脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-766 品番 C-1104 品番 WL-3163
品名 ｿﾌｧ(MYS0125) 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ） 品名 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ（ｼﾈﾏ）

W1660 x D500 x H530(SH430) W1800 x D400 x H400 W1060 x D370 x H450

張地：塩化ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾚｯﾄﾞ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾁｰﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥23,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥8,000
CODE 7662571 CODE 11041055 CODE 31631006
数量 在庫：4脚 数量 在庫：10脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 WL-779image 品番 WL-779 品番 C-021
品名 品名 ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾍﾞﾝﾁ(ｺｰﾅｰ) 品名 ｻｰﾌﾛﾋﾞｰﾁｪｱ

W720 x D610 x H390 W620 x D820 x H560(SH400)

【張地】合成皮革
【ｶﾗｰ】ﾌﾞﾗｯｸ

単価 単価 上代：\16,000 単価 上代：\21,000　
CODE CODE 7792021 CODE 1092061
数量 数量 在庫：12脚 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-712 品番 WL-735（A・B・C） 品番 WL-3197
品名 ｵｯﾃﾞｨﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ﾍｷｻﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ｽﾂｰﾙ（ｼﾞｭｰﾄ）
ｻｲｽﾞ W1000 x D1000 x H420・370 W510 x D450 xH φ500 x H350

（A)H300（B)350（C)400
仕様 張地：左奥（ﾍﾞｰｼﾞｭ）左前（ﾚｯﾄﾞ） （A)H300（ﾎﾜｲﾄ）、（B)H350（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ） 張地：ｺｯﾄﾝ（ｸﾞﾚｰ系）

     　 右奥（ﾚｯﾄﾞ）右前（ﾍﾞｰｼﾞｭ） （C)H400（ﾌﾞﾙｰ）
単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,500
CODE 7122002 CODE 7351054 CODE 31971005
数量 在庫：10脚 数量 在庫：各色3脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-741 品番 WL-741B 品番 WL-3059
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(4連)ﾌﾞﾗｯｸ 肘付 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(4連)ﾌﾞﾗｯｸ 肘無 品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ(ﾆｺ)3連・ﾌﾞﾗｯｸ

W2255 x D570 x H810(SH400) W2255 x D570 x H810(SH400) W1605 x D530 x H795(SH450)

張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥30,000
CODE 7412071 CODE 7412071 CODE 30592032
数量 在庫：8脚 数量 在庫：5脚 数量 在庫：12脚
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ②

品番 品番 C-024A
品名 品名 ﾚｺﾞﾛﾋﾞｰﾁｪｱ（A）外ｺｰﾅ

W800 x D800 x H650(SH390)

【張地】布
【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ

単価 単価 上代：\17,000　
CODE CODE 1102031
数量 数量 問い合わせ下さい
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 C-024B 品番 C-024C 品番 C-024D
品名 ﾚｺﾞﾛﾋﾞｰﾁｪｱ（B)1人用 品名 ﾚｺﾞﾛﾋﾞｰﾁｪｱ（C)内ｺｰﾅｰ 品名 ﾚｺﾞﾛﾋﾞｰﾁｪｱ（D)ｽﾂｰﾙ
ｻｲｽﾞ W750 x D800 x H650(SH390) W800 x D800 x H650(SH390) W800 x D800 x H390

仕様 【張地】布 【張地】布 【張地】布
【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ 【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ 【ｶﾗｰ】ｸﾞﾚｰ

単価 上代：\17,000　 単価 上代：\22,000　 単価 上代：\13,000　
CODE 1102031 CODE 1102071 CODE 1102001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-3095 品番 WL-3181 品番 WL-3229
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ（ﾚｺﾞ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｽﾂｰﾙ 品名 ｽﾂｰﾙ

W800 x D800 x H390 W600 x D600 x H390 W740 x D470 x H380

【張地】ﾚｻﾞｰ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸｰﾙｸﾞﾚｰ）
【ｶﾗｰ】ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥4,000
CODE 30952001 CODE 31811008 CODE 32291003
数量 在庫：4台 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-723 品番 WL-723B 品番 WL-3131
品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾍﾞﾝﾁ 品名 ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾃﾞｲﾍﾞｯﾄﾞ

W1350 x D550 x H350 W1320 x D500 x H420 W2000 x D1000 x H550

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ｷｬﾒﾙ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：¥26,000 単価 上代：¥26,000 単価 上代：\30,000
CODE 7232002 CODE 7232002 CODE 31312032
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-3215(A・B) 品番 C-1105 品番 C-1106
品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ｺﾙﾌﾟｽ） 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ﾌﾞﾙｰ） 品名 ﾛﾋﾞｰﾍﾞﾝﾁ（ﾋﾟﾝｸ）
ｻｲｽﾞ (A)W1200 x D480 x H400 W1500 x D460 x H385 W1500 x D460 x H385

(B)W1800 x D480 x H400
仕様 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾋﾟﾝｸ）

ﾌﾚｰﾑ/ﾅﾁｭﾗﾙ
単価 上代：(A)￥18,000 (B)￥22,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE (A)32152041 (B)32152071 CODE 11051006 CODE 11061006
数量 在庫：(A)2脚 (B)4脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3225 品番 WL-3141 品番 WL-3183
品名 ｽﾂｰﾙ 品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｽﾂｰﾙ 品名 ｽﾂｰﾙ

φ370 x H440 φ480 x H400 W550 x D450 x H400

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：¥4,000
CODE 32251053 CODE 31411006 CODE 31831003
数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 WL-3116B 品番 WL-3234A 品番 WL-3234B
品名 ｽﾂｰﾙ（ｸﾚｰﾙ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｱﾒﾘｶﾝﾍﾞﾝﾁ（ﾚｯﾄﾞ） 品名 ｱﾒﾘｶﾝﾍﾞﾝﾁ（ｲｴﾛｰ）

W390 x D390 x H450 W960 x D530 x H850(SH480) W960 x D530 x H850(SH480)

素材/ｽﾁｰﾙ（ﾊﾝﾏｰﾄｰﾝ仕上げ） 張地/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ） 張地/合成皮革（ｲｴﾛｰ）

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 31161002 CODE 32341006 CODE 32341006
数量 在庫：26脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 C-1107 品番 WL-4133B 品番 WL-3246A
品名 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ 品名 ｽﾂｰﾙ(ｱｽﾀｰ)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ﾌﾛｳﾗｳﾝｼﾞ（A)ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ
ｻｲｽﾞ W1800 x D580 x H640 (SH385) W370 x D300 x H420 W1550 x D710 x H420

仕様 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ）
脚部/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 脚部/ｽﾁｰﾙ粉体塗装仕上

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥36,000
CODE 11071008 CODE 41331052 CODE 32462072
数量 在庫：6脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3246B 品番 WL-3249 品番
品名 ﾌﾛｳﾗｳﾝｼﾞ（B)ｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 品名 ｵｯﾄﾏﾝ(ｶｰﾗ) 品名

W1550 x D710 x H420 W650 x D650 x H420

座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｸﾞﾚｰ)
脚部/ｽﾁｰﾙ粉体塗装仕上

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥4,000 単価
CODE 32462072 CODE 32491003 CODE
数量 在庫：2脚 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｶﾞｰﾃﾞﾝ(ﾓﾀﾞﾝ)1

① ②

品番 SG-001 SG-002 品番 SG-006 SG-007
品名 ｵﾍﾞﾘｽｸｾｯﾄ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲｾｯﾄ

ﾃｰﾌﾞﾙ:φ560 x H570 ﾃｰﾌﾞﾙ：φ650xH1050
ﾁｪｱA:φ720 x H660(SH370) ﾁｪｱ：W420xD420xH900(SH780)
ﾁｪｱB:φ800 x H660(SH370) ﾃｰﾌﾞﾙ天板/ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞﾗｽ
素材/ｱﾙﾐ+DF(ﾌﾟﾗﾁﾅ) 素材/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

単価 上代:\238.000 単価 ﾃｰﾌﾞﾙ/上代：￥29,500　ﾁｪｱ/上代：￥23,000

CODE 2083581 CODE ﾃｰﾌﾞﾙ/2092042　ﾁｪｱ/2092081
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考
③ ④

品番 SG-003 品番 SG-004　SG-005
品名 ﾗﾀﾝｾｯﾄ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝｾｯﾄ

ｿﾌｧ：W1470xD775xH840 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ：W1000xD615xH450 ﾃｰﾌﾞﾙ：W1180xD770xH720
ｱｰﾑﾁｪｱ：W800xD775xH840 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ：W490xD490xH450 ﾁｪｱ：W500xD420xH800(SH430)
素材/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ（ｼﾙｸｸﾞﾚｰ） 素材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
※ｸｯｼｮﾝ付き                  （ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、ｸﾞﾘｰﾝ、ｵﾚﾝｼﾞ）

単価 ｿﾌｧ/上代￥39,000　ｱｰﾑﾁｪｱ/上代￥26,000 単価 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ/上代￥16,000ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ/上代￥9,000 単価 ﾃｰﾌﾞﾙ/上代：￥9,000　ﾁｪｱ/上代：￥3,500

CODE ｿﾌｧ/2082003　ｱｰﾑﾁｪｱ/2082002 CODE ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ/2082021　ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ/2081007 CODE ﾃｰﾌﾞﾙ/2091007　ﾁｪｱ/2091052
数量 在庫：2set 数量 問い合わせ下さい
備考 備考
⑤ ⑥ ⑦

品番 SG-011/SG-010 品番 SG-013/SG-012 品番 SG-015/SG-014
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ/ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ/ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ 品名 木製ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ/木製ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ

ﾃｰﾌﾞﾙ/φ600 x H690 ﾃｰﾌﾞﾙ/φ600 x H730 ﾃｰﾌﾞﾙ/W970 x D970 x H700
ﾁｪｱ/W450 x D560 x H945(SH440) ﾁｪｱ/W425 x D430 x H815(SH460) ﾁｪｱ/W465 x D575 x H880(SH400)
ﾃｰﾌﾞﾙ：天板（強化ｶﾞﾗｽ）　脚部/ｽﾁｰﾙ ﾃｰﾌﾞﾙ：ｽﾁｰﾙ ﾃｰﾌﾞﾙ：素材（ﾁｰｸ）
ﾁｪｱ：背/籐　座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） ﾁｪｱ：ﾌﾚｰﾑ（ｽﾁｰﾙ）　座面/木製 ﾁｪｱ：素材（ﾁｰｸ）

単価 上代：￥6,500/上代：￥5,500 単価 上代：￥5,000/上代：￥3,000 単価 上代：￥16,000/上代：￥10,000
CODE 2101005/2101004 CODE 2101004/2101002 CODE 2102021/2101008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様

仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様

仕様 仕様 仕様

仕様

ｻｲｽﾞ



ｶﾞｰﾃﾞﾝ(ﾓﾀﾞﾝ)2

① ② ③

品番 SG-022/SG-021 品番 SG-024/SG-023 品番 SG-009/SG-008
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ/ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ/ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ 品名 ｱﾙﾐｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾃｰﾌﾞﾙ/ｱﾙﾐｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾁｪｱ

ﾃｰﾌﾞﾙ/φ660 x H670 ﾃｰﾌﾞﾙ/φ600 x H650 ﾃｰﾌﾞﾙ/φ615 x H1140
ﾁｪｱ/W400 x D500 x H830(SH385) ﾁｪｱ/W480 x D490 x H900(SH430) ﾁｪｱ/W400 x D490 x H970(SH800)
素材/鋳物 素材/ｱﾙﾐ
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ・ｸﾞﾘｰﾝ

単価 上代：￥6,500/上代：￥6,500 単価 上代：￥7,000/上代：￥4,000 単価 上代：￥10,000/上代：￥7,000
CODE 2111005/2111005 CODE 2111005/2111003 CODE 2091008/2091005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-940 品番 WL-772 品番 SG-017B
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃﾗﾉ） 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ（ﾃﾗﾉ） 品名 ｱﾙﾐｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ
ｻｲｽﾞ φ900 x H750 W590 x D525 x H870(SH440) W530 x D530 x H720(SH420)

仕様 天板/ﾁｰｸ 背・座/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 脚部/ｱﾙﾐ
ﾌﾚｰﾑ/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 背座/天然木（ﾁｰｸ）

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000
CODE 9402061 CODE 7721007 CODE 2101007
数量 在庫：4台 数量 在庫：16台 数量 在庫：40脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-976 品番 WL-788 品番 SG-510
品名 ﾄゥﾙ-ﾊﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾏﾘｰﾅｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ﾗﾀﾝﾁｪｱ（ﾐﾛｽ）

φ1050 x H720 W580 x D550 x H900(SH450) W580 x D590 x H745(SH430)

素材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 素材/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 本体ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ
座面/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

単価 上代：\5,000 単価 上代：\2,500 単価 上代：￥13,000
CODE 9761004 CODE 7881002 CODE 5102001
数量 在庫：4卓 数量 在庫：16脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｶﾞｰﾃﾞﾝ（ﾓﾀﾞﾝ)3

① ② ③

品番 WL-739 品番 WL-738 品番 WL-917
品名 ﾗﾀﾝｿﾌｧ2P 品名 ﾗﾀﾝﾁｪｱ1P 品名 ﾗﾀﾝｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ

W1280 x D800 x H900(SH500) W730 x D800 x H900(SH500) W1030 x D620 x H430

ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ
ｸｯｼｮﾝ（ﾎﾜｲﾄ） ｸｯｼｮﾝ（ﾎﾜｲﾄ） ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥21,000
CODE 7392072 CODE 7382081 CODE 9172061
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-918 品番 WL-737 品番 WL-736
品名 ﾗﾀﾝｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾗﾀﾝﾁｪｱ 品名 ﾃﾞｯｷﾁｪｱ

W480 x D480 x H410 W550 x D600 x H850(SH440) W740 x D1990 x H960(SH350)

天板/ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ 素材/P.E（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ） ｼｰﾄ/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾒｯｼｭ
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥22,000
CODE 9182021 CODE 7372001 CODE 7362071
数量 在庫：2台 数量 在庫：8脚 数量 在庫：13脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-916 品番 WL-3184 品番 WL-2164
品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾃﾞｯｷﾁｪｱ 品名 ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W450 x D450 x H450 W1680～2000 x D715 x H570～1040 W400 x D400 x H420

天板/ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂ﾋﾟｰﾙ編み（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂ﾋﾟｰﾙ編み（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：¥24,000 単価 上代：¥5,500
CODE 9161006 CODE 31842081 CODE 21641004
数量 在庫：13台 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾞｰﾃﾞﾝ(ﾓﾀﾞﾝ)4

① ② ③

品番 C-157 品番 C-158 品番 C-158B
品名 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾎﾜｲﾄ）

φ1020 x H1980 φ1020 x H1800 φ1020 x H1800
カゴ：φ960　x　H960

単価 上代：\37,000　 単価 上代：\29,000　 単価 上代：\29,000　
CODE 1322082 CODE 1322022 CODE 1582022
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 SG-502 品番 WL-2088 品番 WL-2089
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ（ｶｳﾙ） 品名 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ｸﾚﾏ）
ｻｲｽﾞ W440 x D535 x H910(SH430) φ600 x H750 φ760 x H720

仕様 背/籐　
座面/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000
CODE 5021004 CODE 20881005 CODE 20891006
数量 在庫：32脚 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-3098 品番 WL-2110 品番
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ（ﾍﾟﾃﾙ） 品名 ｽﾄｰﾝｸﾗﾌﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名

W440 x D510 x H925(SH445) W900 x D600 x H705

ｸｯｼｮﾝ付き

単価 上代：￥8,000 単価 上代：\13,000 単価
CODE 30981006 CODE 21102001 CODE
数量 在庫：8脚 数量 在庫：2台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｶﾞｰﾃﾞﾝ(ﾓﾀﾞﾝ)5

① ② ③

品番 WL-3207 品番 WL-2184 品番 WL-2179
品名 ｱｰﾑﾁｪｱ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ｴｰｹﾞ） 品名 ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ（ﾃﾞｨｰｱｲ）

W700 x D580 x H800 (SH410) φ900 x H720 W1040 x D700 x H290

素材/籐（ﾗﾀﾝ） 天板/人工木材 素材/ｳｫｰﾀｰﾋﾔｼﾝｽ（ﾌﾞﾗｯｸ）
主材/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂ﾋﾟｰﾙ編み（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥20,000
CODE 32071055 CODE 21842031 CODE 21792051
数量 在庫：4脚 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 WL-3199 品番 WL-3200
品名 ｿﾌｧ（ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾞｰﾑ） 品名 ｱｰﾑﾁｪｱ（ｾﾞｸ）
ｻｲｽﾞ W1950 x D800 x H700 (SH340) W800 x D1020 x H730 (SH420)

仕様 ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾀｰﾋﾔｼﾝｽ（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑ/ｳｫｰﾀｰﾋﾔｼﾝｽ（ﾌﾞﾗｯｸ）
座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥48,000 単価 上代：￥36,000
CODE 31992093 CODE 32002072
数量 在庫：1脚 数量 在庫：2脚
備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-2169 品番 WL-2170 品番 SG-507
品名 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ） 品名 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾁｪｱ

φ650 x H760 φ600 x H690 W360 x D360 x H880
天板ｻｲｽﾞφ600

単価 上代：¥8,000 単価 上代：¥5,500 単価 上代：￥3,000
CODE 21691006 CODE 21701004 CODE 5071002
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｶﾞｰﾃﾞﾝ(ﾓﾀﾞﾝ)6

① ② ③

品番 SG-506 品番 SG-508 品番 SG-509
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ｾｰﾆｮ） 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾗﾀﾝｿﾌｧ

φ800 x H750 W800 x D800 x H720 W1190 x D690 x H780(SH370)
(ﾊﾟﾗｿﾙ挿入口：φ45)

素材/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ） 素材/樹脂 座面/ﾗﾀﾝ
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 脚部/ｱｲｱﾝ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥13,000
CODE 5062001 CODE 5081004 CODE 5092001
数量 在庫：5台 数量 在庫：42台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 SG-043B 品番 WL-2231A 品番 WL-2231B
品名 ｻﾏｰﾍﾞｯﾄﾞ 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ｵﾍﾟﾗ）φ960 品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ（ｵﾍﾟﾗ）φ670
ｻｲｽﾞ W1820 x D550 x H250 φ960 x H740 φ670 x H740

（ﾊﾟﾗｿﾙ穴：φ40）
仕様 素材/PVCﾁｭｰﾌﾞ（ｸﾘｱﾎﾜｲﾄ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥1,500 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥14,000
CODE 2141021 CODE 22312041 CODE 22312011
数量 在庫：16脚 数量 在庫：7台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 品番 O-505 品番 O-704
品名 PXGﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄimage 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（PXG) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（PXG）

W1800 x D800 x H720 W1600 x D450 x H700

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

単価 単価 上代：￥80,000 単価 上代：￥65,000
CODE CODE 5052046 CODE 7042005
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-707 品番 O-705 品番 O-706
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ電話台（PXG） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（PXG） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（PXG）

W600 x D400 x H700 W900 x D450 x H1800 W600 x D450 x H1800

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥70,000 単価 上代：￥50,000
CODE 7072002 CODE 7052055 CODE 7062004
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ②

品番 品番 O-543
品名 VP39 image 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（VP39）

W1800 x D850 x H720

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 単価 上代：￥94,000
CODE CODE 5432027
数量 数量 在庫：1台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-724 品番 O-725 品番 O-726
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（VP39） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（VP39） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（VP39）

W1800 x D468 x H720 W900 x D450 x H1800 W600 x D450 x H1800

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥70,000 単価 上代：￥78,000 単価 上代：￥63,000
CODE 7242045 CODE 7252006 CODE 7262084
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

仕様

ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ②

品番 品番 O-544
品名 VP16 image 品名 両袖ﾃﾞｽｸ

W1800 x D820 x H720

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 単価 上代：￥46,000
CODE CODE 5442053
数量 数量 在庫：1台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-727 品番 O-728 品番 O-729
品名 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 品名 書棚 品名 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ

W1800 x D450 x H700 W900 x D450 x H1800 W600 x D450 x H1800

ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥24,000
CODE 7272052 CODE 7282022 CODE 7292081
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ②

品番 品番 O-554A
品名 PI image 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ(PI)

W1800 x D800 xH720

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板
樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ)

単価 単価 上代：￥41,000
CODE CODE 5542023
数量 数量 在庫：2台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-554B 品番 O-554C/O-554D 品番 O-731
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(PI) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾜｺﾞﾝ左用/右用(PI) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫(PI)

W1600 x D550 x H720 W420 x D500 x H675 W900 x D430 x H1800

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板
樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ) 樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ) 樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ)

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥50,000
CODE 5542071 CODE 5541009 CODE 7312004
数量 在庫：2台 数量 在庫：各2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 O-732 品番 O-733 品番
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ(PI) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(PI) 品名

W600 x D430 x H1800 W1800 x D430 x H850

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ突板
樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ) 樹脂ﾗｲﾝ5mm(ｼﾙﾊﾞｰ)

単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥57,000 単価
CODE 7322072 CODE 7332534 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ②

品番 品番
品名 SS image 品名

単価 単価
CODE CODE
数量 数量
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-553A 品番 O-553B 品番 O-553C/O-553D
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（SS） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（SS） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾁｪｽﾄ左用/右用（SS）

W1760 x D840 x H708 W1176 x D428 x H565 W427 x D680 x H564

本体/ｵｰｸ（塗装：ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 本体/ｵｰｸ（塗装：ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ） 本体/ｵｰｸ（塗装：ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ）
天板/ｵｰｸ突板 天板/ｵｰｸ突板 天板/ｵｰｸ突板

単価 上代：￥65,000 単価 上代：￥37,000 単価 上代：￥33,000
CODE 5532005 CODE 5532082 CODE 5532052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）6

① ② ③

品番 O-500image 品番 O-500 品番 O-701
品名 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ(ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

本体/W1650 x D860 x H760 W900 x D450 x H2000
ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ/W1200 x D450 x H760
ｲﾝﾜｺﾞﾝ/W410 x D535 x H640 ｶﾗｰ/ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ
ｶﾗｰ/ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ

単価 単価 上代：￥28,000　 単価 上代：￥34,000
CODE CODE 5002012 CODE 7012062
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-500B 品番 O-701B 品番 O-501
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（ﾋﾟｱﾉﾎﾜｲﾄ） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ

本体/W1650 x D860 x H760 W900 x D450 x H2000 ﾒｲﾝﾃﾞｽｸ：W1800xD900xH760
ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ/W1200 x D450 x H760 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ：W1190xD400xH660
ｲﾝﾜｺﾞﾝ/W410 x D535 x H640 ｶﾗｰ/ﾋﾟｱﾉﾎﾜｲﾄ ｲﾝﾜｺﾞﾝ：W400xD500xH600
ｶﾗｰ/ﾋﾟｱﾉﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾚｯﾄﾞﾁｰｸ

単価 上代：\28,000 単価 上代：\34,000 単価 上代：\32,000　
CODE 5002012 CODE 7012062 CODE 5012042
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-541 品番 O-542 品番 O-515
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ(DESK-01) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ(MD-001) 品名 ﾉｰﾙｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｽｸ

W2200 x D1800 x H760 W2500 x D1800 x H760 W1680 x D950 x H700
(天板W2225 x D918)

本体/ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：\81,000 単価 上代：\86,000 単価 上代：￥33,000
CODE 5412026 CODE 5422066 CODE 5152052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）7

① ② ③

品番 O-008 品番 O-502（A・B）　/　O-594 品番 O-502C
品名 片袖机 品名 ﾃﾞｽｸﾊﾟﾈﾙ 品名 ﾃﾞｽｸﾊﾟﾈﾙ（ｻｲﾄﾞ用）

W1000 x D700 x H700 O-502：（A)W1000　（B)W1400 W680 x H300
W1200 x D700 x H700 （天板厚：30mm　有効奥行き25mm以上） （天板厚：30mm　有効奥行き25mm以上）
ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ O-594：W1600 ｶﾗｰ/ｱｸﾘﾙ

ｶﾗｰ/ｱｸﾘﾙ
単価 上代：￥13,000 単価 (A)上代：￥4,500（B)(O-594)上代：￥5,500 単価 上代：￥3,500
CODE 1792001 CODE (A)5021053　(B)(O-594）5021004 CODE 5021052
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-007 品番 O-009 品番 O-524
品名 事務机(両袖) 品名 脇机 品名 片袖ﾃﾞｽｸ・ﾎﾜｲﾄ

W1400 x D700 x H700 W400 x D700 x H700 W1200 x D700 x H700

本体/ｽﾁｰﾙ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ 天板/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ
本体/ｵﾌﾟﾃｨﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥20,000
CODE 1792081 CODE 1791004 CODE 5242051
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-523 品番 O-506 品番 O-507
品名 両袖ﾃﾞｽｸ・ﾎﾜｲﾄ 品名 両袖机 品名 片袖机
ｻｲｽﾞ W1400 x D700 x H700 W1400 x D700 x H700 ｻｲｽﾞ W1200 x D700 x H700

仕様 天板/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ 天板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾊﾞｰﾁ/木目柄） 仕様 天板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾊﾞｰﾁ/木目柄）
本体/ｵﾌﾟﾃｨﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥13,000
CODE 5232081 CODE 5062081 CODE 5072001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）8

① ② ③

品番 O-517 品番 O-518 品番 O-519
品名 平机 品名 平机 品名 平机 

W1200 x D700 x H700 W1000 x D700 x H700 W1400 x D700 x H700

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥16,000
CODE 5172001 CODE 5181008 CODE 5192021
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-513 品番 O-535/O-536/O-537 品番 O-536B / O537B
品名 平机 品名 平机（ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ） 品名 平机（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ｼﾙﾊﾞｰ）

W1600 x D700 x H700 O-535：W1400 x D700 x H700 O-536B：W1200 x D700 x H700
O-536：W1200 O-537：W1000 O-537B：W1000 x D700 x H700

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
脚部/ｼﾙﾊﾞｰ 脚部/ｼﾙﾊﾞｰ（配線ｶﾊﾞｰ/幕板付） 脚部/ｼﾙﾊﾞｰ（配線ｶﾊﾞｰ/幕板付）

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥18,000/￥16,000/￥14,000 単価 O-536B：￥16,000　O-537B：¥14,000
CODE 5132051 CODE 5352041/5362021/5372011 CODE 5362021　/　5372011
数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい 数量 O-536B　12台　/　O-537B　5台
備考 備考 W1600もございます 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-503B 品番 O-533 品番 O-503
品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ（ｳﾁﾀﾞ） 品名 平机(取り調べﾃﾞｽｸ) 品名 平机 W1200xD700xH700（ｳﾁﾀﾞ）

W1200 x D700 x H700 W1060 x D730 x H740 W1200 x D700 x H700

ｶﾗｰ/ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥20,000
CODE 5031004 CODE 5331056 CODE 5032051
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）9

① ②

品番 品番 O-547
品名 O-547image 品名 平机（ﾘﾝﾄ）

W1200 x D600 x H720

天板/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
脚部/ｼﾙﾊﾞｰ

単価 単価 上代：￥16,000
CODE CODE 5472021
数量 数量 在庫：6台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-548 品番 O-549 品番 WL-2024
品名 ｺﾝﾋﾞｰﾈｰｼｮﾝﾃﾞｽｸ 品名 ﾃﾞｽｸ（ｸｰﾊﾟｰ） 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾓﾙｶﾞﾝ）

ﾃﾞｽｸ W1150 x D780 x H760 W1200 x D600 x H760 W1350 x D585 x H720
ｼｪﾙﾌ W790 x D390 x H1490

素材/ﾒﾗﾐﾝ化粧板 天板/ｽﾓｰｸｶﾞﾗｽ
本体/ﾒﾗﾐﾝｼｰﾄ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥17,000
CODE 5481008 CODE 5491007 CODE 20242031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WF-515 品番 WL-2016 品番 O-579
品名 高級ﾃﾞｽｸ（ﾎﾞｽ） 品名 ﾃﾞｽｸ 品名 事務机・両袖（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ）

W1800 x D900 x H760 W1215 x D640 x H770 W1400 x D700 x H700

天板：ﾁｰｸ
脚部：ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥25,000
CODE 5152062 CODE 20162052 CODE 5792081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 O-1005A 品番 O-1005B 品番 O-512
品名 ﾃﾞｽｸ（ﾙｷｼｰ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾙｼｷｰ） 品名 OAﾃﾞｽｸ

W1200 x D600 x H730 W400 x D550 x H590 W1600xD700xH700

天板/MDF（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装） 鏡面仕上げ 本体/MDF（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装） 鏡面仕上げ 天板/木目
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（紛体塗装）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥25,000
CODE 10051055 CODE 10051056 CODE 5122091
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-516 品番 O-510 品番 O-511
品名 L字型ｱﾙﾐﾅﾑﾃﾞｽｸ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ 変形型 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ φ1100

W1930 x D1600 x H750 W1200 x D1200 x H1000 φ1100 x H1000
（ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ：W1600xD530xH700)

単価 上代：￥30,000 単価 上代：\24,000 単価 上代：\17,000
CODE 5162032 CODE 5102081 CODE 5112031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-534 品番 O-529 品番 O-528
品名 記載台 品名 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｾｷｭﾘﾃｨｰPCﾗｯｸ

W1200 x D500 x H1010 W600 x D600 x H700 W730 x D700 x H1250

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板
本体/ｽﾁｰﾙ 本体/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥28,000
CODE 5342071 CODE 5291055 CODE 5282012
数量 在庫：7台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-522 品番 O-520A/O-521A 品番 O-520C/O-521C
品名 作業台・ﾌﾞﾗｯｸ 品名 作業台 品名 作業台

W1500 x D750 x H700 ｻｲｽﾞ （A）W900xD750xH740 (A)W1500xD750xH740
（B)1段　W500xD500xH83 (B)3段 W500xD500xH246

天板/ｻｶｴﾘｭｰﾑ 仕様 天板/ｻｶｴﾘｭｰﾑ 天板/ｻｶｴﾘｭｰﾑ

単価 上代：￥33,000 単価 上代：（A)￥16,000（B)￥4,500 単価 上代：（A)￥20,000 （B)￥12,000
CODE 5222052 CODE （A）5202021（B)5211053 CODE （A)5202051（B)5211009
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1103 品番 O-540 品番 O-575
品名 ｱｲｱﾝﾃﾞｽｸ 品名 ﾗｲﾄﾃﾞｽｸ 品名 作業台・ﾌﾞﾗｯｸ　

W1200 x D700 x H700 W1000 x D598 x H700 W1500 x D750 x H800

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板 天板/ｻｶｴﾘｭｰﾑ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚/角ﾊﾟｲﾌﾟｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体塗装ｱｼﾞｬｽﾀｰ付

単価 上代：￥9,000 単価 上代：\6,500 単価 上代：￥33,000
CODE 11031007 CODE 5401005 CODE 5752052
数量 在庫：8台 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-527（A・B） 品番 O-525 品番 O-526
品名 ﾃﾞｽｸﾊﾟﾈﾙ 品名 ｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｴﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

（A)W1200 x H400 W400 x D1400 x H700 W500 x D1200 x H700
（B)W1400 x H400
ｶﾗｰ/ｻﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ 天板/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ 天板/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

単価 （A)上代：￥6,000　（B)上代：￥6,500 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥17,000
CODE （A)5271054　（B)5271005 CODE 5252001 CODE 5262031
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-514 品番 O-504 品番 O-580
品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ｼﾙﾊﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ｳﾁﾀﾞ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾌﾞﾗｯｸ）

W300 x D435 x H590 W395 x D585 x H620 W400 x D580 x H610

引戸/ｼﾙﾊﾞｰ ｶﾗｰ/ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ：ﾀﾞｰｸｴﾙｸﾞﾚｰ
本体/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,000
CODE 5141004 CODE 5041004 CODE 5801054
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：8台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-532 品番 O-531(A・B・C) 品番 O-545（A・B）
品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 品名 脇机（ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄ・ﾎﾜｲﾄ/ﾅﾁｭﾗﾙ）

W390 x D570 x H601 W395 x D580 x H611 W400 x D700 x H720

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ （A)天板（ﾎﾜｲﾄ）
(B)天板（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5321004 CODE 5311054 CODE 5451007
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-1108 品番 T-1109 品番 T-1110A
品名 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ（幕板付） 品名 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ(幕板付） 品名 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ・木目（幕板付）

W1800 x D600 x H700 W1800 x D600 x H700 W1800 x D600 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾘﾏｲﾝﾄﾞﾒｰﾌﾟﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 天板/ﾛｰｽﾞ（板目）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000
CODE 11082001 CODE 11092001 CODE 11102001
数量 在庫：16台 数量 在庫：6台 数量 在庫：14台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-1107　/　C-1000 品番 T-123A/T-123B 品番 T-1112
品名 応接ﾃｰﾌﾞﾙ　/　応接ﾁｪｱ 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(AS-1890)ﾒｰﾌﾟﾙ

ﾃｰﾌﾞﾙ：W1800 x D900 x H700 A：W2400 x D1200 x H700 W1800 x D900 x H700
椅子：W620 x D630 x H750(SH420) B：W1800 x D900 x H700
ﾃｰﾌﾞﾙ/木製（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） ｶﾗｰ/木目（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾒｰﾌﾟﾙ)
椅子/合成皮革（ｸﾞﾚｰ） 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 紛体塗装仕上

単価 ﾃｰﾌﾞﾙ/上代：￥13,000椅子/上代：￥9,000 単価 (A)上代：￥35,000(B)上代：￥33.000　 単価 上代：￥8,000
CODE ﾃｰﾌﾞﾙ/11072001　椅子/10001007 CODE （A)1032082　（B)1032052 CODE 11121006
数量 ﾃｰﾌﾞﾙ/1卓　椅子/4脚 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-1104 品番 T-1111 品番 T-1101
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ(MTS-1890K)ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 品名 FAW会議ﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D750 x H700 W1800 x D900 xH700 W1200 x D1400 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 天板/MDFﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ) ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
脚部/ｽﾁｰﾙ(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ紛体塗装ｱｼﾞｬｽﾀｰ付

単価 上代：\6,500 単価 上代：\10,000 単価 上代：￥30,000　
CODE 11041005 CODE 11111008 CODE 11012032
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-1102 品番 T-1103 品番 T-1100
品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ(XOA) 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ(FAD) 品名 FAW会議ﾃｰﾌﾞﾙ

W3600 x D1200 x H700 W3600 x D1200 x H700 W2400 x D1400 x H700

天板（ｵｰｸ） 天板（ｵｰｸ） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：\70,000 単価 上代：\28,000 単価 上代：￥35,000
CODE 11022045 CODE 11032012 CODE 11002082
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-1113 品番 T-1114 品番 T-1115
品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾗﾃｨｵ) 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

W2400 x D1200 x H700 W2400 x D1200 x H720 W1200 x D900 x H700

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸｵｰｸ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ）

単価 上代：￥28,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥9,000
CODE 11132012 CODE 11142002 CODE 11151007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：6台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-1116 品番 T-1117 品番 T-1118
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾅﾁｭﾗﾙ）

W1200 x D900 x H700 W400 x D500 x H700 W400 x D500 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ）

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥7,000
CODE 11161007 CODE 11171055 CODE 11181055
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 O-559 品番 T-1120A/T-1120B/T-1120C
品名 ｽﾀﾝﾄﾞPCﾗｯｸ 品名

W670 x D644 x H1075

ﾌﾚｰﾑ・棚板/ｽﾁｰﾙ（ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装） 天板/天然木人工突板　ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ調
ﾏｳｽﾃｰﾌﾞﾙ/ABS（布張り） ｷｬｽﾀｰ/ﾅｲﾛﾝ 脚/ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ色仕上げ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥14,000/￥13,000/￥16,000
CODE 5592011 CODE 11202011/11202001/11202021
数量 在庫：5台 数量 在庫：6台/在庫：2台/在庫：4台
備考 備考

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様

会議用ﾃｰﾌﾞﾙ（幕板付）　(A)直線・W1800/(B)直線・W1200/(C)ｺｰﾅｰ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
(A)W1800 x D600 x H730 /(B) W1200 x D600 x H730 / (C)W1200 x D1200 x H730

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）15

① ② ③

品番 品番 O-556A 品番 O-556B
品名 ｱﾙﾂｧｰﾀ　image 品名 ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾃﾞｽｸ（ｱﾙﾂｧｰﾀ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ｱﾙﾂｧｰﾀ）

W1800 x D700 x H700 W393 x D580 x H650

本体/ｽｷｯﾌﾟｼﾙﾊﾞｰ 本体/ｽｷｯﾌﾟｼﾙﾊﾞｰ

単価 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥6,000
CODE CODE 5562051 CODE 5561054
数量 数量 在庫：4台 数量 在庫：8台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 O-555A 品番 O-555B
品名 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ　image 品名 ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾃﾞｽｸ（ﾃﾞｨﾍﾞﾗ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾃﾞｨﾍﾞﾗ）

W2000 x D700 x H700 W395 x D580 x H611

本体/ｽﾁｰﾙ　紛体塗装　ｱﾙﾐ塗装仕上げ 本体・天板/ｽﾁｰﾙ
天板/ｽﾁｰﾙ ﾒﾗﾐﾝ化粧板30mm厚 紛体塗装（ｼﾙﾊﾞｰ/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ）

単価 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥8,000
CODE CODE 5552071 CODE 5551006
数量 数量 在庫：2台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-557 品番 T-1119 品番 O-558
品名 平机（is） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｶﾞﾗｽ） 品名 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾃﾞｽｸ

W1500 x D650 x H720 W2000 x D1000 x H720 W1400x D800 x H700

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 天板/強化ｶﾞﾗｽ（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥28,000 単価 上代：￥16,000
CODE 5572021 CODE 11192012 CODE 5582021
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ②

品番 ｼﾙｾﾝﾄimage 品番 O-570
品名 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（ｼﾙｾﾝﾄ）

W1800 x D800 x H720

本体･天板/ﾅﾗ突板（桝目）
取手/ｱﾙﾐ

単価 単価 上代：￥73,000
CODE CODE 5702065
数量 数量 在庫：1台
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-571 品番 O-740 品番 O-741
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｰﾋﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ（ｼﾙｾﾝﾄ） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（ｼﾙｾﾝﾄ） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ｼﾙｾﾝﾄ）

W700 x D450 x H700 W900 x D450 x H1830 W1500 x D450 x H700

本体･天板/ﾅﾗ突板（桝目） 木扉/ﾅﾗ突板（桝目） 木扉/ﾅﾗ突板（桝目）
ｶﾞﾗｽ扉/5mm厚強化ｶﾞﾗｽ ｶﾞﾗｽ扉/5mm厚強化ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥46,000
CODE 5712051 CODE 7402004 CODE 7412053
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 O-742 品番 品番
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（ｼﾙｾﾝﾄ） 品名 品名

W600 x D450 x H1830

木扉/ﾅﾗ突板（桝目）

単価 上代：￥39,000 単価 単価
CODE 7422003 CODE CODE
数量 在庫：1台 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 O-563 品番 O-743 品番 O-744
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（DX-4N） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（DX-4N） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（DX-4N）

W1800 x D800 x H720 W900 x D451 x H1800 W1600 x D510 x H720

ｶﾗｰ/ﾈｵｳｯﾄﾞﾐﾃﾞｨｱﾑ ｶﾗｰ/ﾈｵｳｯﾄﾞﾐﾃﾞｨｱﾑ ｶﾗｰ/ﾈｵｳｯﾄﾞﾐﾃﾞｨｱﾑ

単価 上代：￥52,000 単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥40,000
CODE 5632014 CODE 7432034 CODE 7442013
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-745 品番 品番
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（DX-4N） 品名 品名

W600 x D451 x H1800

ｶﾗｰ/ﾈｵｳｯﾄﾞﾐﾃﾞｨｱﾑ

単価 上代：￥32,000 単価 単価
CODE 7452042 CODE CODE
数量 在庫：1台 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧

品番 O-564 品番 O-1008
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（EX-35） 品名 ｻｲﾄﾞﾜｺﾞﾝ

W1600 x D850 x H720 W390 x D410 x H595

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥4,500
CODE 5642034 CODE 10081053
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-538 品番 WF-513 品番 WL-2035A
品名 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｽｸ 品名 高級ﾃﾞｽｸ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ｸﾚｰﾙ）

W1600 x D800 x H720 W2000 x D900 x H750 W1200 x D650 x H700

ｶﾗｰ/ﾏﾎｶﾞﾆｰ 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　MDF 素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ材
本革ﾃﾞｽｸﾏｯﾄ

単価 上代：￥63,000 単価 上代：￥110,000 単価 上代：￥130,000
CODE 5382005 CODE 5132058 CODE 20353001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-565A/B 品番 O-565C 品番 O-565D
品名 ﾌﾟﾛｽﾃｰｼﾞL型ﾃﾞｽｸ A：左用/B：右用 品名 ﾌﾗｯﾌﾟﾄﾞｱｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾃﾞｽｸﾊﾟﾈﾙ

W1600 x D1200 x H700 1ｾｯﾄ/W1600(W800x2） x D380 x H390 W1600 x H800

天板/ﾎﾜｲﾄ ｽﾁｰﾙ前面板ﾀｲﾌﾟ ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ
ｶﾗｰ/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥32,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5652032 CODE 5652042 CODE 5651007
数量 在庫：各2台 数量 在庫：4ｾｯﾄ 数量 在庫：4枚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-565E 品番 O-576 品番 O-568
品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ 品名 L型ﾃﾞｽｸ 品名 平机

W393 x D580 x H610 W1700 x D1700 x H720 W1600 x D750 x H720

ｶﾗｰ/ｼﾙﾊﾞｰ 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾎﾜｲﾄ）
脚/ｽｷｯﾌﾟｼﾙﾊﾞｰ

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥18,000
CODE 5651007 CODE 5762032 CODE 5682041
数量 在庫：16台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 O-566 品番 O-567（A・B） 品番 WL-2096
品名 作業台 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ(MYT0157)・(MYT0220) 品名 北欧ﾃﾞｽｸ

W1800 x D900 x H740 （A)W1600 x D900 x H730 W1600 x D600 x H720
（B）W1800 x D900 x H730
天板/強化ｶﾞﾗｽ（ｸﾘｱ） 素材/ｱﾙﾀﾞｰ無垢材
脚/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ　ﾘｻｲｸﾙﾚｻﾞｰ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 脚部/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥24,000 単価 上代：(A)￥36,000 (B)￥39,000 単価 上代：￥25,000
CODE 5662081 CODE (A)5672072 (B)5672003 CODE 20962091
数量 在庫：6台　 数量 在庫：3台　在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 品番 T-1132
品名 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1200 x D750 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾚｰ）

単価 上代：(A)￥13,000/(B)￥12,000/(C)￥10,000/(D)￥15,000 単価 上代：￥9,000
CODE (A)11102001/(B)11101009 / (C)11101008 / (D)11102021 CODE 11321007
数量 在庫：(A)14台 /  (B) 4台 / (C) 2台 / (D) 4台 数量 在庫：1台
備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 T-1123 品番 T-1131 品番 O-598
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（楕円） 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ(波型) 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑﾃﾞｽｸ

W1800 x D900 x H700 W1800 x D1100(800) x H700 W1500 x D750 x H740

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾎﾜｲﾄ） 天板ｶﾗｰ/ｵﾌﾎﾜｲﾄ 天板/突板（ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ）
脚/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥30,000
CODE 11231008 CODE 11312081 CODE 5982032
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

(D)600R x H700

T-1110A / T-1110B / T-1110C / T-1110D
会議用ﾃｰﾌﾞﾙ･木目(幕板付) （A）W1800 / (B) W1200 / (C) W600 / (D) ｺｰﾅｰ
（A）W1800 x D600 x H700 / (B)W1200 x D600 x H700 / (C)W600 x D600 x H700 

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 T-1117B 品番 T-1118B 品番 T-1122B
品名 ｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾜｲﾄ） 品名 ｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ（ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）

W600 x D700 x H700 W600 x D700 x H700 W600 x D700 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 11171006 CODE 11181006 CODE 11221006
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

※配線ボックス付です
品番 T-1121A 品番 T-1121B 品番 T-1121C
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（A)ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（B)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（C)ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ

W1800 x D900 x H700 W1800 x D900 x H700 W1800 x D900 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000
CODE 11212041 CODE 11212041 CODE 11212041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 ＷＬ-2062Ａ 品番 ＷＬ-2062Ｂ 品番 O-569
品名 ｳｫｰﾙﾅｯﾄﾃﾞｽｸ 品名 ｳｫｰﾙﾅｯﾄﾃﾞｽｸﾁｪｽﾄ 品名 平机(ﾅﾁｭﾗﾙ）W1400 x D730 x H720

W1200 x D600 x H725 W400 x D450 x H625 W1400 x D730 x H720

天板/ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ材突板 素材/ｱﾒﾘｶﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ材突板 ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾅﾁｭﾗﾙ
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥16,000
CODE 20621009 CODE 20621008 CODE 5692021
数量 在庫：11台 数量 在庫：8台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2068 品番 WL-911 品番 WL-2069
品名 ﾎﾜｲﾄﾃﾞｽｸ 品名 ﾀﾌﾞﾄﾃﾞｽｸ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（SD-620）

W1100 x D600 x H740 W1200 x D500 x H730 W1200 x D500 x H730

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ（鏡面塗装） 天板/強化ｶﾞﾗｽ 材質/天然木集成材（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝｶｽﾀﾑ）
棚板/ﾌﾗｯｼｭ構造（ﾎﾜｲﾄ） 引き出し付き

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥13,000
CODE 20681084 CODE 9112021 CODE 20692001
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 WL-2075A 品番 WL-2075Ｂ
品名 Dice Image 品名 座机（ﾀﾞｲｽ） 品名 座机（ﾀﾞｲｽ）引き出し付

W780 x D390 x H390 W390 x D405 x H390

素材/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾘﾝﾄ紙貼り（ﾅﾁｭﾗﾙ） 素材/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾘﾝﾄ紙貼り（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 単価 上代：￥7.000 単価 上代：￥6.000
CODE CODE 20751055 CODE 20751005
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2075C 品番 O-573 品番 O-574
品名 座机（ﾀﾞｲｽ）ﾏｶﾞｼﾞﾝ扉付 品名 ﾀﾌﾞﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ(ﾋﾞｽﾚｰ）

W390 x D455 x H390 W360 x D360 x H660-900 W1500 x D600 x H720
（50ﾋﾟｯﾁ・6段階調節可能）

素材/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾘﾝﾄ紙貼り（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/MDF　脚部/ｽﾁｰﾙ（紛体塗装） 天板/ｶﾞﾗｽ
最大積載質量/10kg ｶﾗｰ/ｼﾙﾊﾞｰ

単価 上代：￥5.500 単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥21,000
CODE 20751004 CODE 5731052 CODE 5742061
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）22

① ② ③

品番 O-578 品番 O-578B 品番 T-1124
品名 平机（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾀﾏｺﾞ型）

ﾃﾞｽｸ：W1200 x D700 x H700 W395 x D585 x H616 W1800 x D900 x H680-740

天板/ﾃﾞｨｰﾝﾒｰﾌﾟﾙ 引戸/ﾃﾞｨｰﾝﾒｰﾌﾟﾙ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）
脚部/ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ 本体/ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥10,000
CODE 5782021 CODE 5781054 CODE 11241008
数量 在庫：8台 数量 在庫：8台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-1125 品番 O-581 品番 O-582
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ﾎﾞｰﾄ型） 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（AF）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（CL）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

W1800 x D900 x H680-740 W1800 x D600 x H700 W1200 x D600 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾒｰﾌﾟﾙ） ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥7,000
CODE 11251008 CODE 5812021 CODE 5821055
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2107 品番 O-583 品番 T-1126
品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾉﾙﾃﾞｨﾅ） 品名 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾜｺﾞﾝ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W900 x D550 x H1200 W600 x D500 x H725 W1200 x D750 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ）

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥9,000
CODE 21072011 CODE 5831055 CODE 11261007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-4049A 品番 O-584 品番 O-585
品名 ﾃﾞｽｸ（ｱｽﾀｰ） 品名 PCﾃﾞｽｸ 品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ

W900 x D440 x H690 W600 x D655(525) x H745 W700 x D1200 x H700

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 天板/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ
本体/ｵﾌﾟﾃｨﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：\16,000
CODE 40491057 CODE 5841005 CODE 5852021
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 WL-4049B ｽﾂｰﾙ 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 WL-2118A 品番 WL-2118B
品名 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾌｧｰﾚ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾌｧｰﾚ）

W1500 x D470 x H720 W420 x D420 x H630

単価 単価 上代：\18,000 単価 上代：\10,000
CODE CODE 21182041 CODE 21181008
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 WL-2119A 品番 WL-2119B
品名 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾌﾟﾛｸﾞﾚ・ﾇｰﾎﾞ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾌﾟﾛｸﾞﾚ・ﾇｰﾎﾞ）

W1500 x D550 x H720 W420 x D420 x H635

単価 単価 上代：\17,000 単価 上代：￥10,000
CODE CODE 21192031 CODE 21191008
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-586 品番 O-587 品番 O-589
品名 PCﾃﾞｽｸ 品名 PCﾃﾞｽｸ 品名 PCﾃﾞｽｸ（ｶﾞﾗｽ）

W600 x D560-760 x H1300 W600 x D480 x H725 W800 x D500 x H750

天板ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/強化ｶﾞﾗｽ
本体/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、粉体塗装（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,500
CODE 5861005 CODE 5871004 CODE 5891005
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-588A 品番 O-588B 品番 O-590
品名 L型PCﾃﾞｽｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 L型PCﾃﾞｽｸ（ﾎﾜｲﾄ） 品名 PCﾃﾞｽｸ（ﾏｰﾁﾝ）

W1560 x D1560 x H760 W1560 x D1560 x H760 W1000 x D500 x H760

天板/ｶﾞﾗｽ(PVC)化粧繊維板 天板/ｶﾞﾗｽ(PVC)化粧繊維板 天板/ｶﾞﾗｽ
脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 本体/MDF

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥7,000
CODE 5882001 CODE 5882001 CODE 5901055
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-591 品番 O-592 品番 O-593
品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ・ﾅﾁｭﾗﾙ（4本脚） 品名 ｱﾝﾀﾞｰﾃﾞｽｸﾗｯｸ

W400 x D1200 xH720 W1200 x D400 x H700 W495 x D265 x H612

天板/ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板（ﾋﾞｰﾁ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧木質ﾎﾞｰﾄﾞ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 本体/ｽﾁｰﾙ（ｴﾙｸﾞﾚｰ）
脚/ｽﾁｰﾙ 脚/ｽﾁｰﾙ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥4,000
CODE 5911006 CODE 5921003 CODE 5931003
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

※ｲﾒｰｼﾞ
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① ② ③

品番 T-1127 品番 T-1128 品番 T-1129
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1300xD700xH700/720/730 W2400 x D1050 x H700 W1500 x D750 x H700

高さ3段階調整付 天板/ﾗｲﾄﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧版
脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｼﾞｬｽﾀｰ付

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥9,000
CODE 11272001 CODE 11282081 CODE 11291007
数量 在庫：4台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-1130 品番 O-599 品番 WL-2139
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（A)ﾎﾜｲﾄ 品名 作業台 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾊﾟｯﾄﾞ）

W1500 x D750 x H700 W1500 x D750 x H740 W1800 x D560 x H745

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ集成材
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ） 脚部/鋳鉄

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥62,000
CODE 11302001 CODE 5991007 CODE 21392074
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-2141 品番 O-597A 品番 O-597B
品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（F-031） 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（GX） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（GX）

W1300 x D610 x H725 W1600 x D700 x H720 W420 x D570 x H629

天板/ﾒﾗﾐﾝ（濃木目） 素材/ﾒﾗﾐﾝ（濃木目）
ｽﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥68,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥10,000
CODE 21412025 CODE 5972031 CODE 5971008
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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①

品番 品番 WL-4094
品名 品名 ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌﾗｯｸ

W600 x D300 x H1800

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 単価 上代：￥17,000
CODE CODE 40942031
数量 数量 在庫：1台
備考 備考
② ③ ④

品番 O-595A 品番 O-595B 品番 O-595C
品名 ﾃﾞｽｸ（ﾌﾗｯﾄ）引出し付き 品名 ﾃﾞｽｸ（ﾌﾗｯﾄ） 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ（ﾌﾗｯﾄ）

W1200 x D600 x H720 W1500 x D600 x H720　 W414 x D450 x H600

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥10,000
CODE 5952081 CODE 5952061 CODE 5951008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑤ ⑥ ⑦

品番 O-595D 品番 O-595E 品番 O-595F
品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ（ﾌﾗｯﾄ） 品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ（ﾌﾗｯﾄ） 品名 ｻﾌﾞﾃﾞｽｸ（ﾌﾗｯﾄ）

W414 x D600 x H720 W600 x D600 x H720 W692 x D380 x H600

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥12,000
CODE 5952011 CODE 5952011 CODE 5951009
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 品番 O-1004A 品番 O-1004B
品名 image 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ（MG) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1800 x D850 x H720 W1600 x D550 x H720

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥22,000
CODE CODE 10042023 CODE 10042071
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-767A 品番 O-767B 品番 O-767C
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（MG）ｶﾞﾗｽ扉 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ書庫（MG)木扉 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（MG)

W900 x D450 x H1800 W900 x D450 x H1800 W600 x D450 x H1800

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥36,000
CODE 7672004 CODE 7672004 CODE 7672072
数量 在庫：4台 数量 在庫：4台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-767D 品番 品番
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（MG) 品名 品名

W1800 x D450 x H800

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥57,000 単価 単価
CODE 7672534 CODE CODE
数量 在庫：2台 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-1003A 品番 O-1003B 品番 T-1135A
品名 両袖机 品名 片袖机 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W1460 x D730 x H740 W1060 x D730 x H740 W1800 x D900 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ｱｲﾎﾞﾘｰ）
脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥8,000
CODE 10032081 CODE 10032001 CODE 11351006
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：2卓
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 T-1135B 品番 T-1139 品番 O-1030
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 平机（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾎﾜｲﾄ）

W900 x D900 x H700 W1200 x D750 x H700 W1400 x D700 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 天板仕様/共張り 天板/ﾅﾁｭﾗﾙ
脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 天板ｶﾗｰ/ﾛｰｽﾞ 本体/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥18,000
CODE 11351005 CODE 11391006 CODE 10302041
数量 在庫：2卓 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-1133 品番 T-1134 品番 T-903
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ(MYT0231) 品名 丸ﾃｰﾌﾞﾙ

W2400 x D1200 x H700 W2400 x D1100 x H720 φ1800 x H700

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ）
脚/ﾒｯｷ（ﾏｯﾄｸﾛｰﾑ） 脚部/ｸﾛｰﾑ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥20,000
CODE 11332091 CODE 11342072 CODE 9032051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）29

① ②

品番 O-596 品番 O-1000
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ(YD-005) 品名 USMｷﾄｽﾜｰｸﾃﾞｽｸ

ﾃﾞｽｸ：W1800 x D900 x H760 W1500 x D750 x H740
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：W800 x D400 x H760 
ｲﾝﾜｺﾞﾝ：W400 x D450 x H630 天板/ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥34,000
CODE 5962034 CODE 10002062
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考
③ ④

品番 O-1001 品番 WL-2174
品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（GX)Lﾀｲﾌﾟ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ

W1800(D800) x W1700(D450) x H750 W1210 x D700 x H730

天板/ﾒﾗﾐﾝ（濃木目） 素材/ｵｰｸ
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥21,000 単価 上代：\32,000
CODE 10012061 CODE 21742042
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考
⑤ ⑥ ⑦

品番 WL-4069A 品番 WL-4069B 品番 O-1016
品名 USM電話台 品名 USM電話台 品名 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ台

W380 x D380 x H790 W380 x D380 x H790 W600 x D485 x H550-750

1段目/ｶﾞﾗｽ 1段目/ｶﾞﾗｽ
2段目/ｸﾞﾚｰ 2段目/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥7,000
CODE 40691007 CODE 40691007 CODE 10161055
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

 

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ
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① ②

品番 O-598B 品番 O-550 + O-551 + O-552
品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑﾃﾞｽｸ 品名 組み合わせｲﾒｰｼﾞ

W1500 x D750 x H740

天板/突板（ﾅﾁｭﾗﾙ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥30,000 単価
CODE 5982032 CODE
数量 在庫：4台 数量
備考 備考
③ ④ ⑤

品番 O-550 品番 O-551 品番 O-552
品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑﾃﾞｽｸ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｲﾝﾜｺﾞﾝ

W1750 x D750 x H740 W1525 x D375 x H740 W420 x D525 x H610

天板/突板（ﾅﾁｭﾗﾙ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） ﾒﾀﾙﾊﾟﾈﾙ/ﾌﾞﾗｯｸxﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾒﾀﾙﾊﾟﾈﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥37,000
CODE 5502062 CODE 5512062 CODE 5522082
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 O-1006 品番 O-1007（A・B・C） 品番 T-1137（A・B・C）
品名 平机（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾎﾜｲﾄ） 品名 ﾃﾞｽｸﾊﾟﾈﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（楕円型）

W1200 x D700 x H700 （A)W1200 x H400 A：W1200 x D750 x H700
(B・C）W700 x H400 B：W1500 x D750 x H700

天板/ﾒｰﾌﾟﾙ ｶﾗｰ/ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ C：W1800 x D750 x H700
脚部/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ）　脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）

単価 上代：¥16,000 単価 上代：（A)¥6,000　（B・C）¥5,500 単価 上代：(A)￥9,000 (B)￥10,000 （C)￥11,000
CODE 10062021 CODE （A)10071054　（B・C）10071004 CODE (A)11371007 (B)11371008（C)11371009
数量 在庫：16台 数量 在庫：（A)8枚（B)10枚（C)10枚 数量 在庫：(A)2台 (B)1台（C）1台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ
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① ② ③

品番 O-1010（A・B・C） 品番 O-1011 品番 O-1013
品名 （A)ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（B)ｻｲﾄﾞﾁｪｽﾄ（C)3面ﾗｯｸ 品名 ﾃﾞｽｸ（ｻﾗ） 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ｲｻﾞﾍﾞﾗ）

ﾃﾞｽｸ：W1200xD750xH1910(H710) W1120 x D560 x H1190 W1400 x D700 x H740
ｻｲﾄﾞﾁｪｽﾄ：W440xD421xH602
三面ﾗｯｸ：W440xD440xH602 素材/ｵｰｸ材　鋳鉄　ｽﾁｰﾙ

単価 上代：(A)\12,000(B)\4,500（C）\4,000 単価 上代：\34,000 単価 上代：￥50,000
CODE (A)10101009(B)10101053（C）10101003 CODE 10112062 CODE 10132004
数量 在庫：各1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-1014 品番 O-1012A 品番 O-1012B
品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ｸﾚｲｸﾞ） 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ 品名 ｲﾝﾜｺﾞﾝ

W1400 x D600 x H780 W1200 x D600 x H750 W390 x D410 x H595

素材/ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ 天板/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ﾅﾁｭﾗﾙ） 天板/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ﾅﾁｭﾗﾙ）
脚部/ｱｲｱﾝ 脚部/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ） 本体/ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000
CODE 10142002 CODE 10121008 CODE 10121008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-1015 品番 O-1017 品番 O-581B
品名 ﾌﾘｰﾃﾞｽｸ 品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ 品名 ｻｲﾄﾞﾃﾞｽｸ（AF）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

W900 x D450 x H700 W1200 x D500 x H725 W400 x D700 x H700

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾌﾞﾗｯｸ） 天板/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 10151053 CODE 10171005 CODE 5811005
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考 O-581に付けて使用可

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-1019 品番 O-1009 品番 O-1018
品名 片袖ﾃﾞｽｸ(ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 脇机（ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ） 品名 机上台　W760xD330xH620

W1200 x D700 x H700 W400 x D700 x H700 W760 x D330 x H620

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾎﾜｲﾄ 本体/ｽﾁｰﾙ
本体/ﾀﾞｰｸｴﾙｸﾞﾚｰ 本体/ﾀﾞｰｸｴﾙｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：\9,000 単価 上代：￥3,000
CODE 10192001 CODE 10091007 CODE 10181002
数量 在庫：8台 数量 在庫：4台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-1021(A・B) 品番 O-1020 品番 WH-505
品名 平机・ﾎﾜｲﾄ 品名 作業台（SEL） 品名 ﾚｸﾁｬｰﾃｰﾌﾞﾙ（LECTERN ACTIVE）

（A)W1200 x D700 x H720 W1800 x D600 x H740 W631 x D381 x H1194
(B)W1400 x D700 x H720
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 均等耐荷重/250kg（中棚：100kg）

天板/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ天板
単価 上代：(A)￥13,000 (B)￥16,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥26,000
CODE (A)10212001 (B)10212021 CODE 10202011 CODE 5052002
数量 (A)13台 (B)3台 数量 在庫：8台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-1022 品番 O-1023 品番 T-1138
品名 ﾃﾞｽｸﾜｺﾞﾝ 品名 ﾌﾘｰﾃﾞｽｸ 品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ（TPM）

W320 x D670 x H570～780 W1000 x D590 x H720 W3600 x D1200 x H720
内寸W240 x D590 x H648
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ） 天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾏﾎｶﾞﾆｰ）
素材/合成樹脂化粧繊維板 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ） 脚部/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥2,000 単価 上代：￥68,000
CODE 10221053 CODE 10231051 CODE 11382025
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

↑中棚取付可
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① ② ③

品番 O-1024（A・B） 品番 O-1025（A・B） 品番 WL-4133(A・B・C・I）
品名 ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ｻｲﾋﾞ）（A)左ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（B)右ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ品名 ﾃﾞｸｽﾊﾟﾈﾙ（ｻｲﾋﾞ）(A)ﾌﾛﾝﾄ (B)ｴﾝﾄﾞ 品名 ｱｽﾀｰ 組合せｲﾒｰｼﾞ

W1800 x D800 x H720 W1800 x H700(机上H350）
(ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ脚：W1800 x D410 x H720）
天板/ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 張地/ｸﾛｽ（ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ）
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ脚/ﾌﾞﾗｯｸ　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ天板/ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：(A・B)￥99,000 単価 上代：（A・B）￥17,000 単価
CODE (A･B)10242067 CODE （A・B）10252031 CODE
数量 在庫：(A)8台　(B)8台 数量 在庫：(A)8枚 (B)4枚 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4133A 品番 WL-4133C 品番 WL-4133I
品名 ﾃﾞｽｸ(ｱｽﾀｰ)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ﾁｪｽﾄ30(ｱｽﾀｰ)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 天板120(ｱｽﾀｰ)ﾅﾁｭﾗﾙ

W900 x D440 x H690 W300 x D440 x H690 W1200 x D440

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥6,500
CODE 41331057 CODE 41331056 CODE 41331005
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1枚
備考 WL-4133B ｽﾂｰﾙ 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-2206 品番 O-599B 品番 O-1026
品名 ﾜｰｸﾃﾞｽｸ（ﾌｨﾙﾓｱ） 品名 作業台 品名 ｺｰﾅｰﾃﾞｽｸ(ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ)

W1150 x D720 x H730-790 W1200 x D900 x H740 W2045 x D1342 x H720

天板/ﾎﾜｲﾄ 天板/ﾎﾜｲﾄ
脚部/ｼﾙﾊﾞｰ

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥22,000
CODE 22062003 CODE 5991006 CODE 10262071
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考 ※詳しいｻｲｽﾞはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご確認ください。
④ ⑤ ⑥

品番 T-1140 品番 O-1027 品番 O-1028
品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 両袖机（ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾎﾜｲﾄ） 品名 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾜｺﾞﾝ

W1800 x D900 x H700 W1600 x D700 x H700 W700 x D600 x D750

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 天板/ﾅﾁｭﾗﾙ 天板/ﾎﾜｲﾄ
脚部/ｽﾁｰﾙ（ﾒﾗﾐﾝ） 本体/ﾎﾜｲﾄ 本体/ﾈｵｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸ

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥10,000
CODE 11402041 CODE 10272091 CODE 10281008
数量 在庫：8台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 T-1141 品番 WL-4143 品番
品名 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾜｰｸﾍﾞﾝﾁ 品名 WL-4143　付属品

W4800 x D1800 x H720 W1200 x D590 x H1475
(ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ：H930)

天板ｶﾗｰ/ﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ 天板/天然木
脚部/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ塗装） 本体/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ）　付属品/ﾌｯｸ・ﾎﾞｯｸｽ

単価 上代：\48,000 単価 上代：\20,000 単価
CODE 11412093 CODE 41432051 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾃﾞｽｸ（ﾓﾀﾞﾝ）35

① ② ③

品番 O-1031(A・B) 品番 O-1029 品番 O-1032
品名 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾃﾞｽｸ 品名 平机（ﾎﾜｲﾄ）W2000xD700xH700

（A)W1400 x D22 x H303 W1800 x D800 x H720 W2000 x D700 x H700
（B)W800 x D22 x H303
（天板厚：35mm　有効奥行き40mm以上） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
材質/ｽﾁｰﾙ（ﾎﾜｲﾄ）※ﾏｸﾞﾈｯﾄ使用可

単価 上代：（A)￥4,000　（B)￥3,000 単価 上代：￥41,000 単価 上代：￥29,000
CODE （A)10311003 (B)10311002 CODE 10292023 CODE 10322022
数量 お問い合わせください。 数量 在庫：1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 O-014A 品番 O-014B 品番 O-645
品名 高級OAﾁｪｱ 品名 高級OAﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(MYC0542)

W750xD690xH1230～1300（SH430～500） W750xD690xH1230～1300（SH430～500） W650 x D640 x H1065-1155(SH470-560)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥21,000
CODE 1802061 CODE 1802061 CODE 6452061
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-606A 品番 O-606B 品番 O-644
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(R-4855)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（R-4855） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ
ｻｲｽﾞ W730xD750xH1100～1170(SH420～490) W730xD750xH1100～1170（SH420～490） W610 x D650 x H1050-1135(SH380-465)

仕様 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾏﾎｶﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
背面/突板（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000
CODE 6062002 CODE 6062002 CODE 6442002
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-618 品番 O-609A 品番 O-610A
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(I-9255)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(I-5255)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(I-6175)ﾌﾞﾗｯｸ

W670xD735xH1155～1210(SH420～475) W670xD700xH1085～1140 W670xD690xH1130～1200
                                (SH410～465)                                (SH410～480)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000
CODE 6182071 CODE 6092021 CODE 6102021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 O-637 品番 O-602 品番 O-627
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ･ﾊｲﾊﾞｯｸ(SNC015) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（I-9205） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（I-7465）・ﾌﾞﾗｯｸ

W700 x D790 x H1070-1160(SH455-545） W670xD735xH975-1030(SH420-475) W670xD665xH1150-1210(SH435-495)

張地/PUﾚｻﾞｰ張り(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/布（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：\6,000 単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥16,000
CODE 6371054 CODE 6022022 CODE 6272021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-015B 品番 O-603 品番 O-669
品名 高級OAﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（MG-001H) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ
ｻｲｽﾞ W700xD715xH1075-1150（SH400-475） W700xD715xH1075-1150（SH400-475） W750 x D750 x H1120-1180

仕様 張地/合成皮革 張地/合成皮革(ﾍﾞｰｼﾞｭ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾅｯﾂｼｪﾙ）

単価 上代：\15,000 単価 上代：￥15,000 単価 上代：￥33,000
CODE 0152021 CODE 6032021 CODE 6692052
数量 在庫：41脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-635B 品番 O-610B 品番 O-609B
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（I-6170）ｱｲﾎﾞﾘｰ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（I-6175）ｱｲﾎﾞﾘｰ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（I-5255）ｱｲﾎﾞﾘｰ

W670 x D690 x H980-1050(SH410-480) W670xD690xH1130-1200(SH410-480) W670xD700xH1085-1140(SH410-465)

張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 張地/合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ）

単価 上代：\10,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000
CODE 6351008 CODE 6102021 CODE 6092021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 O-613 品番 O-614 品番 O-612
品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ(ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄ) 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ(ｿﾌﾄﾊﾟｯﾄﾞ) 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ(ﾒｯｼｭ)

W585xD495xH1050-1140(SH390-480) W585xD495xH1050-1140(SH390-480) W585xD495xH1050-1140(SH390-480)

張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/合成皮革(ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/ﾒｯｼｭ(ﾌﾞﾗｯｸ)

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥17,000
CODE 6132031 CODE 6142031 CODE 6122031
数量 在庫：1脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-619 品番 O-634 品番 O-634B
品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ(ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄ) 品名 ｱﾙﾐﾑﾅﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ(ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄ)ｷｬﾒﾙ 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄﾞ）ｷｬﾒﾙ

W585xD495xH1050-1140(SH390-480) W700 x D700 x H860-940(SH410-500） W700xD700xH1050-1140(SH410-500)

張地/合成皮革(ﾎﾜｲﾄ） 張地/合成皮革（ｷｬﾒﾙ） 張地/合成皮革（ｷｬﾒﾙ）

単価 上代：￥17,000 単価 上代：\14,000 単価 上代：￥17,000
CODE 6192031 CODE 6342011 CODE 6342031
数量 在庫：12脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-611 品番 O-641 品番 O-642
品名 ｱｰﾛﾝﾁｪｱ 品名 ｾｲﾙﾁｪｱ（ﾚｯﾄﾞ） 品名 ｾｲﾙﾁｪｱ（ｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ）

W675xD600xH925～1045(SH415～560) W622 x D640 x H870-984(SH394-508) W622 x D640 x H870-984(SH394-508)

張地/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥18,000
CODE 6112002 CODE 6412041 CODE 6422041
数量 在庫：10脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ② ③

品番 O-628 品番 O-607 品番 O-608
品名 OAﾁｪｱ・ﾐﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ(R-5935)ﾚｯﾄﾞ 品名 OAﾁｪｱ(R-5755)ｸﾞﾘｰﾝﾒｯｼｭ 品名 OAﾁｪｱ(R-5705)ｸﾞﾘｰﾝﾒｯｼｭ

W670xD630xH1020-1080(SH445-505) W675xD620xH1170-1230(SH445-505) W670xD560xH975-1035(SH445-505)

張地：ﾒｯｼｭ（ﾚｯﾄﾞ） 座/布（ﾌﾞﾗｯｸ） 座/布（ﾌﾞﾗｯｸ）
背/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾘｰﾝ） 背/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：16,000 単価 上代：\16,000 単価 上代：￥13,000
CODE 6282021 CODE 6072021 CODE 6082001
数量 在庫：4脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-626 品番 O-625A 品番 O-600
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾐﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ 品名 OAﾁｪｱ

W640xD590xH1065-1155(SH415-505) W640xD570xH920-1010(SH415-505) W650 x D590 x H960～1050
（SH390～480）

背部/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ） 背部/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾚｰ） 背/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥11,000　
CODE 6261009 CODE 6251006 CODE 6001058
数量 在庫：2脚 数量 在庫：27脚  数量 在庫：5脚
備考 備考 ※ﾍｯﾄﾞ無し 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-017 品番 O-601 品番 O-639
品名 OAﾁｪｱ 品名 OAﾁｪｱ 品名 OAﾁｪｱ(ﾒｯｼｭ)ﾌﾞﾙｰ

W665xD565xH1005-1065（SH440-500） W620xD525xH930-1030（SH450-550） W485 x D555 x H860-940(SH440-520)

背部/ﾅｲﾛﾝｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾗｽﾄﾏｰ樹脂（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ） 背/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾘｰﾝ） 背/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾙｰ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾌﾞﾗｯｸ） ※ｱｼﾞｬｽﾀｰでも対応可能です

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥6,000　 単価 上代：￥6,000　
CODE 1801058 CODE 6011054 CODE 6391054
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：8脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 O-621 品番 O-620 品番 O-633
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ 品名 OAﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ(OS-2215SJ)(ﾚｯﾄﾞ)

W640xD620xH1180-1290(SH435-545) W640xD540xH875-985(SH435-545) W640 x D540 x H875-985(SH435-545)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾚｯﾄﾞ)

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 6211009 CODE 6201006 CODE 6331006
数量 在庫：3脚 数量 在庫：17脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考 ※肘置き取り外し可能
④ ⑤ ⑥

品番 O-630（A・B） 品番 O-631（A・B） 品番 O-605
品名 OAﾁｪｱ（A：肘有　B：肘無）ｸﾞﾚｰ 品名 OAﾁｪｱ（A：肘有　B：肘無）ﾌﾞﾙｰ 品名 OAﾁｪｱ（BIT-WEX）

W545 x D480 x H770-875(SH395-500) W545 x D480 x H770-875(SH395-500) W430xD520xH805-905（SH435-535)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/布（ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ）

単価 A：上代￥6,000　B：上代：4,500 単価 A：上代￥6,000　B：上代：4,500 単価 上代：￥6,000
CODE A：6301054　B：6301053 CODE A：6311054　B：6311053 CODE 6051054
数量 A 在庫：4脚 / B 在庫：29脚 数量 A 在庫：36脚 / B 在庫：2脚 数量 在庫：15脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-624 品番 O-638 品番 O-017B
品名 OAﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（ｴｽｸｰﾄﾞ）ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 OAﾁｪｱ(MA-1505)ﾌﾞﾙｰ

W613xD582xH927-1019(SH422-514) W455 x D520 x H755(SH430) W640xD555xH900-960(SH440-500)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ） 背部/ﾅｲﾛﾝｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾗｽﾄﾏｰ樹脂（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥9,000
CODE 6242041 CODE 6381003 CODE 1801007
数量 在庫：10脚 数量 在庫：12脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-622 品番 O-623 品番 WL-760
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（MC-390） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ肘付（MC-395） 品名 ｶﾃｨﾌｧﾁｪｱ(ｲｴﾛｰ)

W525 x D510 x H775(SH425) W555xD495xH780-870(SH430-520) W510 x D545 x H795(SH450)

ﾌﾚｰﾑ/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ﾎﾜｲﾄｼｪﾙ） ﾌﾚｰﾑ/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ﾎﾜｲﾄｼｪﾙ） 本体/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ(ﾎﾜｲﾄ)
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｵﾚﾝｼﾞ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｵﾚﾝｼﾞ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｲｴﾛｰ)

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥30,000
CODE 6221004 CODE 6231055 CODE 7602032
数量 在庫：10脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-636 品番 O-632 品番 O-022C
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ(ﾒｯｼｭ)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ(MC-364W)ﾎﾜｲﾄｼｪﾙ/ﾚｯﾄﾞ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（C)ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

W490 x D640 x H790(SH430) W525 x D495 x H775(SH425) W510 x D465 x H795(SH435)

張地/布 本体/特殊樹脂（ﾎﾜｲﾄ） 張地/布（ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ）
脚/ｽﾁｰﾙ 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：\4,000 単価 上代：\5,500 単価 上代：￥6,500
CODE 6361003 CODE 6321004 CODE 0221005
数量 在庫：2脚 数量 在庫：7脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-604 品番 O-649 品番 O-650
品名 ﾅｰｽﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ

W480xD425xH670～845（SH450～625） W520 x D550 x H735-855（SH455-575） φ480 x H610～690

張地/合成皮革 張地/ｿﾌﾄﾚｻﾞｰ（PUﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ)ﾎﾜｲﾄ 張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ)
脚部/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥2,000
CODE 6041008 CODE 6491003 CODE 6501051
数量 在庫：6脚 数量 在庫：11脚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3007A 品番 WL-3007B 品番 WL-3007C
品名 ｶﾃｨﾌｧﾁｪｱ（ｸﾞﾘｰﾝ） 品名 ｶﾃｨﾌｧﾁｪｱ（ﾚｯﾄﾞ） 品名 ｶﾃｨﾌｧﾁｪｱ（ﾎﾜｲﾄ）

W600 x D660 x H780-870(SH420-510) W600 x D660 x H780-870(SH420-510) W600 x D660 x H780-870(SH420-510)

座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（表：ﾎﾜｲﾄ、裏：ｸﾞﾘｰﾝ） 座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（表：ﾎﾜｲﾄ、裏：ﾚｯﾄﾞ） 座面/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（表：ﾎﾜｲﾄ、裏：ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000
CODE 30072002 CODE 30072002 CODE 30072002
数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 O-643（A・B・C・D・E・F・G） 品番 O-690
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ

W430 x D470 x H730-790(SH400-460) W580 x D590 x H785-875 (SH420-515)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（A：ﾎﾜｲﾄB：ﾌﾞﾗｯｸC：ﾌﾞﾙｰ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
D：ﾚｯﾄﾞE：ｸﾞﾘｰﾝF：ｵﾚﾝｼﾞG：ｲｴﾛｰ） 素材/ABS樹脂 PUﾚｻﾞｰ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

単価 上代：￥3,500 単価 上代：￥5,500
CODE 6431052 CODE 6901004
数量 在庫：各4脚 数量 在庫：14脚
備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 O-646 品番 O-670 品番 O-689
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ(ｳﾞｨﾙｽﾀｯﾄﾞ） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ｽﾏｲﾙ）

W560 x D560 x H950(SH470～600) W570 x D650 x H845-920(SH450-530) W515 x D515 x H750-840(SH410-495)

ｶﾗｰ/ﾁｬｺｰﾙ 背部：成型合板（ﾅﾁｭﾗﾙ）
座面：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾍﾞｰｼﾞｭ系）

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：\4,000
CODE 6461008 CODE 6701009 CODE 6891003
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-651A 品番 O-651B 品番 O-655
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（MG-140） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（MG-140） 品名 会議用ﾁｪｱ

W650 x D685 x H1200-1270(SH445-515） W650 x D685 x H1000-1070(SH445-515） W600 x D675 x H930-1020(SH400-490)

張地/合成皮革（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾚｻﾞｰ） 張地/合成皮革（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾚｻﾞｰ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚/ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 脚/ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥9,000
CODE 6512051 CODE 6512041 CODE 6551007
数量 在庫：8脚 数量 在庫：22脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-671 品番 O-685 品番 O-695
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（OAF-09） 品名 OAﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ

W725 x D600 x H1180-1250(SH460-530) W700 x D700 x H942-1042 (SH410-510) W610 x D590 x H780-890(SH385-495)

背部/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
座面/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥9,000
CODE 6712061 CODE 6851008 CODE 41131007
数量 在庫：8脚 数量 在庫：20脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-640 品番 O-617 品番 O-648
品名 OAﾁｪｱ(PLC)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（ｿﾌﾄﾊﾟｯﾄ）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（ｿﾌﾄﾊﾟｯﾄﾞ）ﾎﾜｲﾄ

W580 x D580 x H840-920(SH405-485) W590 x D620 x H880-960(SH450-540) W565 x D570 x H880-930(SH450-520）

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
ｱｰﾑ脚部/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ ｱｰﾑ脚部/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥14,000
CODE 6401006 CODE 6172011 CODE 6482011
数量 在庫：9脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：10脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-656 品番 O-686 品番 WL-3049
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（肘付）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 会議用ﾁｪｱ

W650 x D630 x H1100～1200 (SH480～580) W570 x D563 x H783 W600 x D530 x H755（SH450）

張地/PU（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/PVCﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚部/ｽﾁｰﾙ粉体塗装

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥9,000
CODE 6562031 CODE 6861053 CODE 30491007
数量 在庫：1脚 数量 在庫：10脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-652 品番 O-653 品番 O-654
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（RA-3105）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（RA-9205）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（RS-2185）ﾌﾞﾗｯｸ

W670 x D655 x H905～965(SH415～475) W670 x D750 x H940～995(SH430～485） W670 x D645 x H965-1055 (SH400-490）

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ) 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
脚/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄﾎﾟﾘｯｼｭ仕上 脚/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄﾎﾟﾘｯｼｭ仕上 脚/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄﾎﾟﾘｯｼｭ仕上

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000
CODE 6522021 CODE 6532021 CODE 6542021
数量 在庫：1脚 数量 在庫：10脚 数量 在庫：2脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-618B 品番 O-657A 品番 O-658A
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(RA-9255) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(RA-3265) 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ(RA-3255)

W670 x D750 x H1110～1165(SH430～485) W670 x D675 x H1150～1210(SH415～475) W670 x D675 x H1150～1210(SH415～475)

張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ
くるみ肘ﾀｲﾌﾟ

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥18,000
CODE 6182071 CODE 6572051 CODE 6582041
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-661A 品番 O-622B 品番 O-660
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（MC-538） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（MC-390） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・本体

W590xD530xH755～865(SH400～500) W525 x D510 x H775(SH425) W485 x D624 x H902-982(SH400-480)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｲｴﾛ-） ﾌﾚｰﾑ/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ﾎﾜｲﾄｼｪﾙ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾌﾞﾗｯｸ）
張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｲｴﾛ-） 背部/ﾅｲﾛﾝ樹脂（ﾒｯｼｭ）

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥8,000
CODE 6611055 CODE 6221004 CODE 6601006
数量 在庫：10脚 数量 在庫：15脚 数量 在庫：46脚
備考 備考 備考 ※背ｶﾊﾞｰが選べます。
④ ⑤ ⑥

品番 O-660A 品番 O-660B 品番 O-660C
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（A)ﾈｲﾋﾞｰ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（B)ﾌﾞﾙｰ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（C)ｽｶｲﾌﾞﾙｰ

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾈｲﾋﾞｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 6601006 CODE 6601006 CODE 6601006
数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-660D 品番 O-660E 品番 O-660F
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（D)ﾗｲﾑ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（E)ｲｴﾛｰ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（F)ｵﾚﾝｼﾞ

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾑ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｲｴﾛｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｵﾚﾝｼﾞ)

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 6601006 CODE 6601006 CODE 6601006
数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾓﾀﾞﾝ）11

① ② ③

品番 O-660G 品番 O-660H 品番 O-660I
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（G)ﾋﾟﾝｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（H)ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（I)ﾚｯﾄﾞ

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾋﾟﾝｸ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ)

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 6601006 CODE 6601006 CODE 6601006
数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-660J 品番 O-660K 品番 O-660L
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（J)ｸﾞﾚｰ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（K)ﾌﾞﾗｳﾝ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ用ｶﾊﾞｰ（L)ﾌﾞﾗｯｸ

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｳﾝ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ)

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥8,000
CODE 6601006 CODE 6601006 CODE 6601006
数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚 数量 在庫：22枚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-660M 品番 O-668A 品番 O-668B
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・本体（肘付） 品名 ﾊﾟｰﾗｰﾁｪｱ（MD-2630） 品名 ﾊﾟｰﾗｰﾁｪｱ（MD-2630）用肘

W485 x D624 x H902-982(SH400-480) W430 x D405 x H870-940(SH420-490)

背部/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ）座部/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
ｵｰﾄﾘﾀｰﾝ式

単価 上代：￥8,500 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥3,000
CODE 6601056 CODE 6681007 CODE 6681002
数量 在庫：10脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：2脚分
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-663A 品番 O-663B 品番 O-664A
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（MYC0541)ﾛｰﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（MYC0541)ﾊｲﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ(MYC0391)ﾛｰﾊﾞｯｸ

W650 x D640 x H820 (SH470) W650 x D640 x H1065-1155 (SH470-560) W700 x D700 x H820-910 (SH470-560)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 張地/ﾘｻｲｸﾙﾚｻﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥31,000 単価 上代：￥18,000
CODE 6632051 CODE 6632532 CODE 6642041
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-664B 品番 WL-760B 品番 O-666A
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ(MYC0390)ﾊｲﾊﾞｯｸ 品名 ｶﾃｨﾌｧﾁｪｱ（ｱｲﾎﾞﾘｰ） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ

W700 x D700 x H1010-1100 W510 x D545 x H795(SH450) W425xD495xH725
(SH470-560)
張地/ﾘｻｲｸﾙﾚｻﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ） 本体/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ(ﾎﾜｲﾄ) 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｱｲﾎﾞﾘｰ) 脚部/ｽﾁｰﾙ　粉体塗装
単価 上代：￥20,000 単価 上代:\30,000 単価 上代：￥3,500
CODE 6642051 CODE 7602032 CODE 6661052
数量 在庫：1脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：12脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-625B 品番 O-665A 品番 C-1000
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ　ﾐﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ　肘付 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 応接ﾁｪｱ

W625xD570xH920～1010（SH415-505） W465xD465xH795(SH435) W620 x D630 x H750(SH420)

背部/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾚｰ） 背・座部/P.P樹脂成形品 張地/合成皮革(ｸﾞﾚｰ)
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥9,000
CODE 6251008 CODE 6651005 CODE 10001007
数量 在庫：27脚 数量 在庫：8脚 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-619B 品番 WL-3081 品番 O-667
品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾛｰﾊﾞｯｸ（ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄ）ﾎﾜｲﾄ 品名 ﾜｰｸﾁｪｱ（SC-62） 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ

W680 x D680 x H880～960（SH440～520） W520 x D555 x H805(SH435) W670xD655-665xH1160-1240(SH420-500)

張地/合成皮革（ﾎﾜｲﾄ） 座面/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/本革（ﾎﾞﾙﾄﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ）
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾅ材（ﾌﾞﾗｳﾝ） 木部/ﾏｲﾙﾄﾞｵｰｸ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥38,000
CODE 6192011 CODE 30811006 CODE 6672092
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-2035B 品番 O-673 品番 O-659
品名 ﾜｰｸﾁｪｱ（ｸﾚｰﾙ） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ（ｾﾌｨｰﾛ）

W568 x D547 x H800 W700xD700xH1040-1110(SH410-470) W650 x D665 x H1035-1105(SH430-500)

素材/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ材 張地/合成皮革（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）、麻生地 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ）
張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ） 背部/突板貼り

単価 上代：￥39,000 単価 上代：\12,000 単価 上代：￥48,000
CODE 20352003 CODE 6731009 CODE 6592093
数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-672 品番 O-674A 品番 O-674B
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾋﾟﾝｸ）

W558 x D539 x H783 (SH430) W585 x D555 x H830-930 (SH425-525） W585 x D555 x H830-930 (SH425-525）

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾋﾟﾝｸ）

単価 上代：￥6,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：\8,000
CODE 6721005 CODE 6741006 CODE 6741006
数量 在庫：6脚 数量 在庫：3脚 数量 在庫：3脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 WL-3166 品番 O-675（A・B） 品番 O-679
品名 ｶﾌｪﾁｪｱ（MW）ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 品名 OAﾁｪｱ（A：肘付 B：肘無）ﾌﾞﾗｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ｸﾞﾘｰﾝ）ﾛｰﾊﾞｯｸ

W535 x D590 x H830(SH430) W420 x D500 x H780-910(SH420-550) W595 x D586 x H873～963 (SH450～540）

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 背/ﾒｯｼｭ（ｸﾞﾘｰﾝ）
座/布（ｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥6,000 単価 上代　A：￥6,000　B：￥4,500 単価 上代：￥8,000
CODE 6761005 CODE A：6751054　B：6751053 CODE 6791006
数量 在庫：4脚 数量 在庫：20脚 数量 在庫：4脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-680 品番 O-681 品番 O-683
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ｼﾙﾌｨ）ｵﾚﾝｼﾞ・ﾛｰﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ｺｰﾗﾙ）ﾚｯﾄﾞﾞ・ﾊｲﾊﾞｯｸ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（ﾊﾞﾛﾝ）ﾌﾞﾗｯｸﾒｯｼｭ

W515 x D610 x H884～984　（SH420～520） W658 x D627 x H975～1075(SH420～520） W696 x D696 x H953-1053 (SH422-522)

背/ﾒｯｼｭ（ｵﾚﾝｼﾞ） 背/ﾒｯｼｭ（ﾚｯﾄﾞ） 張地/ﾒｯｼｭ（ﾌﾞﾗｯｸ）
座/布（ｵﾚﾝｼﾞ） 座/布（ﾚｯﾄﾞ） ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥21,000
CODE 6801008 CODE 6812041 CODE 6832061
数量 在庫：4脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-684 品番 O-682 品番 O-687
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（ﾊﾞﾛﾝ）ｸﾞﾚｰﾒｯｼｭ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾁｪｱ(MYC0686) 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾐﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ（OA-2125）ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

W696 x D696 x H953-1053 (SH422-522) W685 x D655 x H1170-1250(SH450-530) W600 x D545 x H895-1005(SH410-520)

張地/ﾒｯｼｭ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ

単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：¥8,000
CODE 6842061 CODE 6822081 CODE 6871006
数量 在庫：2脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：16脚
備考 備考 備考 ※肘無しになります。

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-688 品番 O-2000 品番 O-697B
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ・ﾐﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ（AJ）ﾚｯﾄﾞ 品名 OAﾁｪｱ（KS-2070）ﾚｯﾄﾞ 品名 ｱﾙﾐﾅﾑﾁｪｱ・ﾊｲﾊﾞｯｸ（ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯﾄ）ﾚｯﾄﾞ

W500 x D605 x H965-1065 (SH415-515) W662 x D605 x H1025-1125(SH420-520) W660 x D660 x H1060-1140 (SH420-500)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ） 背部/ﾒｯｼｭ（ﾚｯﾄﾞ） 張地/合成皮革（ﾚｯﾄﾞ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ）

単価 上代：\9,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥17,000
CODE 6881007 CODE 20002021 CODE 6972031
数量 在庫：5脚 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-2001 品番 O-691 品番 O-692
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（XT580）

W490 x D480 x H750(SH450) W540 x D560 x H840(SH440) W670 x D610 x H940-1010(SH440-510)

背部/P.P.樹脂成形品（ｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/本革（ｼｮｺﾗﾌﾞﾗｳﾝ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾚｯﾄﾞ） 背部/ｴﾗｽﾄﾏｰ樹脂（ﾌﾞﾗｯｸ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥37,000
CODE 20011004 CODE 6911005 CODE 6922082
数量 在庫：42脚 数量 在庫：14脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-693 品番 O-694 品番 WL-3214
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（CG-M） 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾎﾟｺﾞ)ﾌﾞﾗｯｸ 品名 会議用ﾁｪｱ

W557 x D541 x H824-916(SH385-477) W640 x D640 x H800-890 (SH430-520) W650 x D600 x H730 (SH450)

背/ﾒｯｼｭ（ｾｰｼﾞ） 本体ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 張地/ﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｯｸ）
座/布（ｾｰｼﾞ） 座面/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ﾌﾞﾗｳﾝ系) ｷｬｽﾀｰ付

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥9,000
CODE 6932001 CODE 6941055 CODE 32141007
数量 在庫：16脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：6脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-698 品番 O-699 品番 O-2002
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄOAﾁｪｱ 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ｸﾞﾚｰ）肘有 品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（ﾙｼｪ）

W710 x D670 x H915-990(SH430-505) W540xD448xH790-915(SH440-565) W530 x D530 x H805(SH450)

張地/合成皮革（ﾌﾞﾗｯｸ） 張地/合成皮革（ｸﾞﾚｰ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ）
肘跳ね上げ式

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥14,000
CODE 6981007 CODE 6991005 CODE 20022011
数量 在庫：16脚 数量 在庫：14脚 数量 在庫：10脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-647 品番 WL-3046 品番 O-2003
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ（ｸﾞﾚｰ） 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（ﾋﾞｽｷｵ）

W430 x D500 x H750 W570 x D700 x H740 W525 x D545 x H720(SH450)

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ｸﾞﾚｰ） 張地/合成皮革（ｿﾌﾄﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ）
ﾌﾚｰﾑ/木製（ﾅﾁｭﾗﾙ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥6,000
CODE 6471004 CODE 30461054 CODE 20031054
数量 在庫：4脚 数量 在庫：4脚 数量 在庫：8脚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-2004（A・B・C・D） 品番 O-2005 品番 O-2006
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ 品名 ｽﾃﾝﾚｽｽﾂｰﾙ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ

W570 x D495 x H775(SH425) φ450 x H380-500 W565 x D590 x H835(SH435)
（座面：φ310）

背部/樹脂成形品（ﾎﾜｲﾄ） 張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ）
座部/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥9,000
CODE 20041004 CODE 20051053 CODE 20061007
数量 在庫：各4脚 数量 在庫：2脚 数量 在庫：30脚
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽﾁｪｱ(ﾓﾀﾞﾝ)17

① ② ③

品番 O-2007 品番 O-2008 品番 C-170C
品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（MC-891）ﾋﾟﾝｸ 品名 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱ（MC-463） 品名 ﾒﾓ台付ﾁｪｱ

W580 x D545 x H805(SH435) W495 x D455 x H795 (SH425） W560 x D635 x H795 (SH445）

張地/合成皮革（ﾋﾟﾝｸ） 本体/P.P樹脂成形品（ｸﾞﾚｰ） 本体/P.P樹脂成形品（ｸﾞﾚｰ）
ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 座/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾙｰ）　脚/ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥6,000
CODE 20071005 CODE 20081003 CODE 1351054
数量 在庫：6脚 数量 在庫：160脚 数量 在庫：40脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-2011（A・B） 品番 O-2010 品番
品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ（A肘付　B肘無）ﾌﾞﾗｯｸ・ﾊｲﾊﾞｯｸ品名 ｵﾌｨｽﾁｪｱ(ﾛｳﾔ) 品名

W610 x D555 x H895-1000(SH425-530) W630 x D630 x H109～119(SH43～510)

張地/ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｯｸ） ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
座面ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ

単価 上代：（A)￥8,000 （B)￥6,000 単価 上代：￥10,000 単価
CODE （A)20111006 （B)20111054 CODE 20101008 CODE
数量 在庫：4脚 数量 在庫：10脚 数量
備考 ※本体共通 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）1

① ② ③

品番 O-790A 品番 O-790B 品番 O-790C
品名 書庫（A)ｶﾞﾗｽ引違い 品名 書庫（B)ｽﾁｰﾙ引違い 品名 書庫（C)ｶﾞﾗｽ両開き

W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥8,000
CODE 1821004 CODE 1821004 CODE 0301006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 ｻｲｽﾞ違いもございます 備考 ｻｲｽﾞ違いもございます 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-790D 品番 O-790E 品番 O-790F
品名 書庫（D)ｽﾁｰﾙ両開き 品名 書庫（E)ｵｰﾌﾟﾝ 品名 書庫（F)ﾗﾃﾗﾙ3段

W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥10,000
CODE 0301006 CODE 0301004 CODE 0301008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-790G/J 品番 O-790H 品番 O-790I
品名 書庫（G/J)ｽﾁｰﾙ両開き・一体型 品名 書庫（H）雑誌架（一体型） 品名 書庫（I)ﾄﾚｰ

W900 x D450 x H2100 W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050
W900 x D450 x H1800
ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥13,000
CODE 0301009 CODE 0301008 CODE 0302001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）2

① ② ③

品番 O-715A 品番 O-715B 品番 O-715C
品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（A)ｶﾞﾗｽ引違い 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（B)ｽﾁｰﾙ引違い 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（C)ｶﾞﾗｽ両開き

W899 x D400 x H1050 W899 x D400 x H1050 W899 x D400 x H1050

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥8,000
CODE 7151005 CODE 7151005 CODE 7151006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-715D 品番 O-715E 品番 O-715F
品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（D)ｽﾁｰﾙ両開き 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（E)ｵｰﾌﾟﾝ 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（F)ﾗﾃﾗﾙ3段

W899 x D400 x H1050 W899 x D400 x H1050 W899 x D400 x H1050

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥13,000
CODE 7151006 CODE 7151004 CODE 7152001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-715G 品番 O-715H 品番 O-771
品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（G)ﾄﾚｰ 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（H)ｽﾁｰﾙ両開き・一体型 品名 ｵｰﾌﾟﾝ書庫（ﾎﾜｲﾄ）

W899 x D400 x H1050 W899 x D400 x H2100 W450 x D450 x H2060
(ﾍﾞｰｽｻｲｽﾞ：W450 x D427 x H50)

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：¥8,000
CODE 7152001 CODE 7152001 CODE 7711006
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：6台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）3

① ② ③

品番 O-718A 品番 O-718B 品番 O-718C
品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫（A)ｶﾞﾗｽ両開き 品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫（B)ｽﾁｰﾙ両開き 品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫（C)ﾗﾃﾗﾙ3段

W899 x D450 x H1050 W899 x D450 x H1050 W899 x D450 x H1050

本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ 本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ 本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ
扉/木目柄 扉/木目柄 扉/木目柄

単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥30,000
CODE 7182002 CODE 7182002 CODE 7182032
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-718D 品番 O-718E 品番 O-718F
品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫（D)ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ 品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫（E)両開き･一体型 品名 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙ書庫(F)ｵｰﾌﾟﾝ

W899 x D450 x H2100 W899 x D450 x H2100 W899 x D450 x H1050

本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ 本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ
扉/木目柄 扉/木目柄

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥5,500
CODE 7182052 CODE 7182052 CODE 7181004
数量 在庫：1台 数量 在庫：3台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-703A 品番 O-703B 品番 O-703C
品名 書庫（ｶﾞﾗｽ）引違引戸 品名 書庫（ｽﾁｰﾙ）引違引戸 品名 書庫（ｽﾁｰﾙ）引違引戸
ｻｲｽﾞ W1760 x D400 x H880 W1760 x D400 x H880 W1760 x D400 x H440

仕様 ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥5,000
CODE 7031008 CODE 7031008 CODE 7031004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）4

① ② ③

品番 O-709A 品番 O-709B 品番 O-709C
品名 ﾗﾃﾗﾙ書庫 品名 ﾗﾃﾗﾙ書庫 品名 ﾗﾃﾗﾙ書庫

W900 x D450 x H2135 W900 x D450 x H2135 W900 x D450 x H1790

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ｴﾙｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥16,000
CODE 7092021 CODE 7092021 CODE 7092021
数量 在庫：4台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-711A 品番 O-711B 品番 O-711C
品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰTSN(A) W1200xD460xH950 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰTSN(B) W1500xD460xH950 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰTSN(C) W1800xD460xH950

W1200 x D460 x H950 W1500 x D460 x H950 W1800 x D460 x H950

天板/ﾗｲﾄﾊﾞｰﾁ 天板/ﾗｲﾄﾊﾞｰﾁ 天板/ﾗｲﾄﾊﾞｰﾁ
本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ 本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ 本体/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥24,000
CODE 7112051 CODE 7112561 CODE 7112081
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-734 品番 O-735 品番 O-736
品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用ﾗﾃﾗﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用書庫 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用書庫

W900 x D445 x H800 W900 x D455 x H1015 W800 x D360 x H800

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥9,000
CODE 7342011 CODE 7351021 CODE 7361007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）5

① ② ③

品番 O-721 品番 O-720A 品番 O-720B
品名 ｵｰﾌﾟﾝ書庫 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫(ｵｰﾌﾟﾝ) 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫（ｵｰﾌﾟﾝ）
ｻｲｽﾞ A:W870 x D400 x H1850 ｻｲｽﾞ W900 x D450 x H750 ｻｲｽﾞ W900 x D450 x H1050

B:W870 x D400 x H1800
仕様 ｶﾗｰ/A：ﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾚ-　B:：ﾆｭｰｸﾞﾚｰ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：\8,000 単価 上代：\4,500 単価 上代：\5,500
CODE 7211006 CODE 7201053 CODE 7201004
数量 在庫：Ax2台　Bx3台 数量 在庫：3台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-714 品番 O-713 品番 WL-560
品名 ﾒｰﾙﾛｯｶｰ（4人用） 品名 ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ 品名 引き出しﾕﾆｯﾄ（ﾍﾙﾏｰ）

W900 x D450 x H1030 W900 x D400 x H1790 W280 x D430 x H690
(内寸：W415 x D410 x H468) 投入口：W250 x D30
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 素材/ｽﾁｰﾙ
ﾀﾞｲﾔﾙ錠

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥20,000
CODE 7142032 CODE 7132003 CODE 5602051
数量 在庫：3台 数量 在庫：3台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-569 品番 WL-4048 品番 WL-4047
品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑ

W1520 x D520 x H1095 W1530 x D380 x H740 W1525 x D375 x H745

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥47,500 単価 上代：￥40,000 単価 上代：￥34,000
CODE 5692083 CODE 40482013 CODE 40472062
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ) 6

① ② ③

品番 O-716 品番 O-801 品番 O-712
品名 書庫(ﾎﾜｲﾄ/ｸﾞﾚｰ）両開き 品名 ﾚﾀｰｹｰｽ（左）A410段（右）B410段 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ(ACV) W1200xD450xH890

W900 x D450 x H960 W685 x D330 x H880 W1200 x D450 x H890

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥17,000
CODE 7162051 CODE 8011005 CODE 7122031
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-702 品番 O-753 品番 O-775
品名 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾗｯｸ 品名 ﾛｯｶｰ（3人用）ﾎﾜｲﾄ 品名 ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ（扉付き）3列6段
ｻｲｽﾞ W785 x D450 x H890 W900 x D515 x H1790 W900xD400xH1790

仕様 2列2段（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ
18人用　施錠あり

単価 上代：￥3,500　 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥16,000
CODE 7021052 CODE 7531009 CODE 7752021
数量 在庫：4台 数量 在庫：9台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-719 品番 O-717 品番 O-730
品名 保管ﾛｯｶｰ(12人用) 品名 ﾛｯｶｰ（4人用）ﾎﾜｲﾄ 品名 多人数ﾛｯｶｰ

W900xD515xH1790 W900 x D515 x H1790 W880 x D515 x H1790

本体/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：\24,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥12,000
CODE 7192081 CODE 7172001 CODE 7301009
数量 在庫：5台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）7

① ② ③

品番 O-715I 品番 O-715J 品番 O-737A
品名 ﾎﾜｲﾄ書庫(I)ｶﾞﾗｽ引違い・ﾛｰﾀｲﾌﾟ 品名 ﾎﾜｲﾄ書庫(J)ｽﾁｰﾙ引違い・ﾛｰﾀｲﾌﾟ 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰIHC（A)
ｻｲｽﾞ W899 x D400 x H700 ｻｲｽﾞ W899 x D400 x H700 ｻｲｽﾞ W900 x D460 x H950

仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 天板/ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ﾆｭｰｸﾞﾚｰ）
本体/ｽﾁｰﾙ（ﾆｭｰｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥9,000
CODE 7151004 CODE 7151004 CODE 7371007
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：7台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-583 品番 O-746 品番 O-738
品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用ﾛｯｶｰ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用書庫

W775 x D525 x H1790 W600 x D445 x H1800 W800 x D475 x H720

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ｳｪﾝｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥46,000 単価 上代：￥28,000 単価 上代：￥9,500
CODE 5832053 CODE 7462012 CODE 7381057
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-029B 品番 O-765 品番 O-755（A･B）
品名 ﾛｯｶｰ6人用（ﾚｯﾄﾞ/ﾈｲﾋﾞｰ） 品名 書庫（一体型）ｽﾁｰﾙ両開き 品名 ﾄﾛﾌｨｰ台（A）ｶﾞﾗｽ扉（B）ｵｰﾌﾟﾝ

W900 x D515 x H1790 W880 x D380 x H1790 W900 x D450 x H2100(下段：H600)

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ 素材：木製

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥54,000
CODE 0292051 CODE 7651009 CODE 7552024
数量 在庫：3台 数量 在庫：3台 数量 在庫：（A)3台　(B)2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）8

① ② ③

品番 O-747A 品番 O-747Ｂ 品番 O-747Ｃ
品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰＲＶＨＣ(Ａ) 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰＲＶＨＣ(Ｂ) 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰＲＶＨＣ(Ｃ)
ｻｲｽﾞ W1200 x D460 x H990 ｻｲｽﾞ W1500 x D460 x H990 ｻｲｽﾞ W1800 x D460 x H990

仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：\20､000 単価 上代：\21,500 単価 上代：\24,000
CODE 7472051 CODE 7472561 CODE 7472081
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1119 品番 Ｏ-748Ａ 品番 O-748B
品名 ｹﾋﾞﾝﾄ 品名 ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ(扉付） 品名 ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ(ｵｰﾌﾟﾝ）

W900 x D400 x H1790 W900 x D380 x H880 W900 x D400 x H900

ｽﾁｰﾙ　ｱｸﾘﾙ焼付塗装 ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ
鍵付

単価 上代：￥44,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：9,000
CODE 11192043 CODE 7481009 CODE 7481007
数量 在庫：3台 数量 在庫：12台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-749 品番 Ｏ-752 品番 O-758
品名 掃除用具ﾛｯｶｰ 品名 書庫(雑誌架)一体型 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ（ｸﾞﾚｰ）W1800xD460xH950

W455 x D515 x H1790 W1000 x D400 x H1790 W1800 x D460 x H950

ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ 天板/ﾒﾗﾐﾝ化粧板（ｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥24,000
CODE 7491006 CODE 7522001 CODE 7582081
数量 在庫：2台 数量 在庫：8台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）9

① ② ③

品番 O-756A 品番 O-756B 品番 O-756C
品名 収納ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ(GARANT) 品名 ﾛｰﾙﾌﾛﾝﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(GARANT) 品名 ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(GARANT)
ｻｲｽﾞ W1600 x D450 x H2000 ｻｲｽﾞ W800 x D450 x H1200 ｻｲｽﾞ W510 x D450 x H1200

仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ 仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ 仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥39,000 単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥16,000
CODE 7562003 CODE 7562071 CODE 7562021
数量 在庫：4台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-756D 品番 O-807 品番 O-757
品名 ﾛｰﾙﾌﾛﾝﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（GARANT）ﾛｰﾀｲﾌﾟ 品名 ﾎﾞｯｸｽﾌｧｲﾙﾜｺﾞﾝ 品名 絵画整理棚

W800 x D450 x H800 W600 x D350 x H900 W826 x D690 x H1704

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｳﾝ 積載荷重/10.5kg 素材/ｽﾁｰﾙ（ﾒﾗﾐﾝｱｲﾎﾞﾘｰ焼付塗装）

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥5,000 単価 上代：￥26,000
CODE 7562041 CODE 8071004 CODE 7572002
数量 在庫：8台 数量 在庫：6台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-577A 品番 O-759 品番 O-769
品名 ﾍﾞｰｼｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾋﾞｽﾚｰ）ﾌﾞﾙｰ 品名 ﾍﾟｰﾊﾟｰ分別ﾎﾞｯｸｽ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ用書庫

W470 x D470 x H710 W562 x D383 x H914 W900 x D450 x H705

ｶﾗｰ/ﾏﾎｶﾞﾆｰ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：¥13,000
CODE 5572051 CODE 7591004 CODE 7692001
数量 在庫：4台 数量 在庫：3台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）10 

① ② ③

品番 O-700(A・B) 品番 O-038(A・B・C･D) 品番 O-038(D)
品名 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞｼｪﾙﾌ 品名 ｽﾁｰﾙ棚 品名 ｽﾁｰﾙ棚
ｻｲｽﾞ (A)W1850 x D570 x H1930 ｻｲｽﾞ (A)W900 x D300 x H1800 ｻｲｽﾞ (D)W900 x D300 x H2100

【ｷｬｽﾀ-無時】W1750xD425xH1800 (B)W900 x D450 x H1800
仕様 (B)W1380 x D570 x H1930 仕様 (C)W1200 x D450 x H1800 仕様

【ｷｬｽﾀｰ無時】W1260xD425xH1800
単価 (A)上代：￥36,000 (B)上代：￥26,000 単価 (A・B)上代：￥6,500（C)上代：￥8,000 単価 上代：￥7,000
CODE (A)7002072 (B)7002002 CODE (A・B)1831005　(C)1831006 CODE 1831055
数量 (A)在庫：4台　(B)在庫：7台 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-722/O-723 品番 O-760 品番 DA-108（B・C)
品名 ｽﾁｰﾙ棚(ｸﾞﾚｰ) 品名 ｽﾁｰﾙ棚(ｸﾞﾚｰ) 品名 ｽｰﾊﾟｰｴﾚｸﾀｰ（棚）

(O-722)　W900 x D600 x H1800 W1800 x D300 x H1800 （B)W1820 x D460
(O-723)　W900 x D600 x H1200 （C)W605 x D613

単価 上代：(O-722)￥5,500/（O-723）￥4,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：（B)￥2,500　（C)￥2,000
CODE 7221004 / 7231053 CODE 7601005 CODE （B)1081052　（C)1081002
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-790L 品番 O-790M 品番 O-790P
品名 書庫（L）ｽﾁｰﾙ両開き(上置き用) 品名 書庫（M）上置きｶﾊﾞｰ 品名 書庫（P)ｽﾗｲﾄﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ（無地/月行事）

W900 x D450 x H400 W900 x D450 x H60-100 W1800 x D490 x H1050

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ2連2枚（無地/月行事）鍵付き

単価 上代：￥5,000 単価 上代：￥2,000 単価 上代：￥48,000
CODE 0301004 CODE 0301051 CODE 7902093
数量 在庫：15台 数量 在庫：15台 数量 在庫：1ｾｯﾄ
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）11

① ② ③

品番 品番 O-762 品番 WL-4056
品名 品名 書棚・ﾊｲﾀｲﾌﾟ（両開き）ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ﾍﾞｽﾄｰ）
ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ W800 x D380 x H1816 ｻｲｽﾞ W1200 x D400 x H1920

仕様 仕様 ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥21,000
CODE CODE 7622001 CODE 40562061
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-027 品番 O-028 品番 O-029
品名 ﾛｯｶｰ（1人用） 品名 ﾛｯｶｰ（3人用） 品名 ﾛｯｶｰ（6人用）

W455 x D515 x H1790 W900 x D515 x H1790 W900 x D515 x H1790

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥13,000
CODE 1821005 CODE 1821008 CODE 1822001
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-763A 品番 O-763B 品番 O-770
品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ（A)W1200xD450xH1000 品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ（B)W900xD450xH1000 品名 ﾛｯｶｰ（6人用）ﾎﾜｲﾄ

W1200 x D450 x H1000 W900 x D450 x H1000 W900 x D515 x H1800

本体/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板（ﾎﾜｲﾄ） 本体/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：¥20,000
CODE 7632011 CODE 7632001 CODE 7702051
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：6台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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① ② ③

品番 O-033C 品番 O-766 品番 O-764
品名 ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ(4列3段)12人用 品名 ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ(扉付）3列4段 品名 ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ
ｻｲｽﾞ W1200 x D400 x H948 ｻｲｽﾞ W900 x D380 x H880 ｻｲｽﾞ W900 x D380 x H900

仕様 仕様 ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ 仕様 ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ
ｶｷﾞ付き

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥20,000
CODE 0331009 CODE 7662001 CODE 7642051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1117A 品番 WL-1117B 品番 WL-1117C
品名 ﾚﾄﾛ・ﾛｯｶｰ(ｸﾞﾚｰ) 品名 ﾚﾄﾛ・ﾛｯｶｰ(ﾚｯﾄﾞ) 品名 ﾚﾄﾛ・ﾛｯｶｰ(ﾈｲﾋﾞｰ)

W305 x D400 x H1680 W305 x D400 x H1680 W305 x D400 x H1680

ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾚｯﾄﾞ ｶﾗｰ/ﾈｲﾋﾞｰ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥20,000
CODE 11172051 CODE 11172051 CODE 11172051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1114 品番 O-768A 品番 O-768B
品名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｯｶｰ 品名 ﾌﾞﾗｯｸ書庫（A)ｽﾁｰﾙ両扉 品名 ﾌﾞﾗｯｸ書庫（B)ﾗﾃﾗﾙ3段

W920 x D538 x H1985 W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050

ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥22,000
CODE 11142062 CODE 7682001 CODE 7682071
数量 在庫：1台 数量 在庫：6台 数量 在庫：6台
備考 備考 ※天板はﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞになります。 備考 ※天板はﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞになります。

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）13

① ② ③

品番 WL-4086A WL-4086B 品番 WL-4087
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｺﾙｻﾞ）引違い扉 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｺﾙｻﾞ）ﾌﾗｯﾌﾟ扉 品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｴｸｾﾗ）ﾎﾜｲﾄ
ｻｲｽﾞ W803 x D349 x H1612 W803 x D349 x H1612 ｻｲｽﾞ W920 x D335 x H1820

仕様 素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧繊維板 素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧繊維板 仕様 素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ化粧繊維板
ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：¥12,000 上代：¥12,000 単価 上代：¥8,000
CODE 40861009 CODE 40861009 CODE 40871006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-4087B 品番 O-772C 品番 O-773
品名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｴｸｾﾗ）ﾅﾁｭﾅﾙ 品名 ﾏｯﾌﾟｹｰｽ（C)A2 品名 ﾚﾄﾛ書庫（ｽﾁｰﾙ両開き）

W920 x D335 x H1820 W730 x D565 x H917 W880 x D380 x H1790

素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ化粧繊維板 本体ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ
ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：¥8,000 単価 上代：\17,000 単価 上代：￥8,000
CODE 40871006 CODE 7722031 CODE 7731006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-739 品番 O-774 品番 O-776
品名 ｵﾌｨｽ用ｷｯﾁﾝｹｰｽ 品名 ｵﾌｨｽ用ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 木製ｼﾝｸﾞﾙﾛｯｶｰ

W600 x D400 x H1790 W797 x D410 x H1780 W395 x D550 x H1860

ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ 素材/ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧繊維板（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ
素材/ｽﾁｰﾙ　ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥14,000
CODE 7392021 CODE 7742001 CODE 7762011
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）14

① ② ③

品番 O-708(A・B) O-708(C・D) 品番 O-708(E)
品名 ｽﾁｰﾙ棚・ｸﾞﾚｰ（A・B） ｽﾁｰﾙ棚・ｸﾞﾚｰ（C・D） 品名 ｽﾁｰﾙ棚・ｸﾞﾚｰ（E）
ｻｲｽﾞ (A)W1800 x D450 x H1800 (C)W900 x D450 x H1800 ｻｲｽﾞ (E)W1800 x D450 x H1200

(B)W1800 x D450 x H900 (D)W900 x D450 x H900
仕様 ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ 仕様 ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ

単価 (A・B)上代：¥6,500 (C・D)上代：¥5,500 単価 (E)上代：¥6,500
CODE 7081005 CODE 7081004 CODE 7081005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-708F 品番 DA-602 品番 O-777
品名 ｽﾁｰﾙ棚・ｸﾞﾚｰ(F)W900xD300xH1800 品名 ｼｪﾙﾌﾗｯｸ 品名 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾛｯｶｰ（ﾍﾞﾈ）

W900 x D300 x H1800 W660 x D275 x H1260 W800 x D470 x H1800

ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ 素材/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上げ）

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥36,000
CODE 7081004 CODE 6021003 CODE 7772072
数量 在庫：1台 数量 在庫：5台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4111 品番 WL-4112 品番 WL-4132
品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 品名 ﾊﾗｰｼｽﾃﾑｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

W2275 x D525 x H1095 W1525 x D375 x H1795 W2280 x D380 x H740

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥60,000 単価 上代：￥56,000 単価 上代：￥54,000
CODE 41112054 CODE 41122034 CODE 41322024
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）15

① ② ③

品番 O-778A 品番 品番 O-1002A/B
品名 ﾌﾞﾗｯｸ書庫・CW（A）ｽﾁｰﾙ両開き 品名 天板 品名 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ（A・B）
ｻｲｽﾞ W899 x D450 x H1050 ｻｲｽﾞ W899 x D450 x H20 ｻｲｽﾞ （A)W1800 x D700 x H700

（B)W1600 x D700 x H700
仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 仕様 ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥13,000 単価 単価 上代：￥21,000
CODE 7782001 CODE CODE 10022061
数量 在庫：10台 数量 在庫：10枚 数量 在庫：(A)2台 (B)1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-1002C 品番 O-1002D 品番 O-1002E
品名 ｺｰﾅｰｶｳﾝﾀｰ（C) 品名 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ（D) 品名 ｺｰﾅｰﾊｲｶｳﾝﾀｰ（E)

R900 x H700 W1200 x D700 x H700 R655 x H950

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥24,000
CODE 10022081 CODE 10022061 CODE 10022081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-1002F/G 品番 O-780A 品番 O-780B
品名 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ(F・G) 品名 書庫（3枚引違い） 品名 書庫（整理棚）

(F)W1200 x D460 x H950 W900 x D450 x H1050 W900 x D450 x H1050
(G)W900 x D460 x H950 (内寸法/W276 x D449 x H996)
ｶﾗｰ/ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾗｲﾄｽﾓｰｸ ｶﾗｰ/ﾗｲﾄｽﾓｰｸ

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥5,500
CODE 10022051 CODE 7801006 CODE 7801004
数量 (F)在庫：1台 (G)在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）16

① ② ③

品番 O-781A 品番 O-794 品番 O-030(A・B)
品名 ﾌﾞﾗｯｸ書庫・XW(A)ﾛｯｶｰ型 品名 ﾒｰﾙﾛｯｶｰ（8人用） 品名 書庫(A)ｶﾞﾗｽ引戸(B)ｽﾁｰﾙ引戸・Lﾀｲﾌﾟ
ｻｲｽﾞ W900 x D450 x H1050 ｻｲｽﾞ W900 x D450 x H1770 ｻｲｽﾞ W880 x D400 x H880

(内寸：W415 x D410 x H392(中央2段H401）
仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ｱｲﾎﾞﾘｰ

ﾀﾞｲﾔﾙ錠 ﾀﾞｲﾔﾙ錠
単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥36,000 単価 上代：￥5,500
CODE 7812032 CODE 7942072 CODE 1821004
数量 在庫：4台 数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-791A 品番 O-791B 品番 O-792A
品名 書庫(A)ｶﾞﾗｽ引違い・Nﾀｲﾌﾟ 品名 書庫(B)ｽﾁｰﾙ引違い・Nﾀｲﾌﾟ 品名 書庫(A)ｶﾞﾗｽ引違い・Iﾀｲﾌﾟ

W880 x D400 x H880 W880 x D400 x H880 W880 x D400 x H880

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 7911004 CODE 7911004 CODE 7921004
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 O-792B 品番 O-793 品番 O-786
品名 書庫(B)ｽﾁｰﾙ引違い・Iﾀｲﾌﾟ 品名 掃除用具ﾛｯｶｰ 品名 書庫(深型)ｽﾁｰﾙ両開き

W880 x D400 x H880 W700 x D515 x H1790 W880 x D515 x H1790
(右)W395xD485xH1620(左)W215xD485xH1620

ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ ｶﾗｰ/ﾆｭｰｸﾞﾚｰ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥13,000
CODE 7921004 CODE 7931009 CODE 7862001
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台 数量 在庫：8台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽ書庫（ﾓﾀﾞﾝ）17

① ② ③

品番 O-753C 品番 O-784B 品番 O-785B
品名 ﾛｯｶｰ(9人用)ｽﾁｰﾙ両開き 品名 ｽﾁｰﾙ棚・ﾌﾞﾗｯｸ(B)組立式 品名 ｽﾁｰﾙ棚・ﾌﾞﾗｯｸ（B)組立式
ｻｲｽﾞ W900 x D515 x H1790 ｻｲｽﾞ W900 x D450 x H1800 ｻｲｽﾞ W1800 x D450 x H1800

仕様 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 仕様 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥12,000
CODE 7532011 CODE 7841006 CODE 7851009
数量 在庫：4台 数量 在庫：10台 数量 在庫：13台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 DA-108D 品番 DA-108G 品番 O-782
品名 ｽｰﾊﾟｰｴﾚｸﾀｰ・ｿﾘｯﾄﾞ棚　 品名 ｽｰﾊﾟｰｴﾚｸﾀｰ・ｿﾘｯﾄﾞ棚　 品名 ﾛｯｶｰ（6人用）ﾎﾜｲﾄ

W1063 x D614 W1519 x D614 W900 x D515 x H1800

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
材質/鋼板（紛体塗装）

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥20,000
CODE 1081052 CODE 1081052 CODE 7822051
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：20台 数量 在庫：4
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他1

① ② ③

品番 O-055B 品番 O-054B 品番 O-804A
品名 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ(B)木ﾌﾚｰﾑ 品名 新聞掛(B)木ﾌﾚｰﾑ 品名 新聞掛(ﾌﾞﾗｳﾝ)

W650 x D350 x H770 W650 x D350 x H770 W650 x D310 x H850

単価 上代：￥10,000 単価 上代：\11,000 単価 上代：\12,000
CODE 0551008 CODE 0541058 CODE 8041009
数量 在庫：1台 数量 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 O-804B 品番 O-810 品番 WL-1145
品名 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 品名 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ 品名 床頭台・ﾊｲﾀｲﾌﾟ（ﾅﾁｭﾗﾙ）

W650 x D310 x H850 W600 x D345 x H800 W487 x D530 x H1600

ｶｷﾞ付き

単価 上代：\12,000 単価 上代：\10,000 単価 上代：￥22,000
CODE 8041009 CODE 8101008 CODE 11452071
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 U-331C 品番 O-808 品番 O-809
品名 ﾘﾈﾝｶｰﾄC 品名 ﾚｼﾞｽﾀｰ（XE-A107） 品名 ﾚｼﾞｽﾀｰ（XE-A20）

W660 x D640 x H940 W335 x D360 x H190 W300 x D360 x H196

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ 4部門 8部門

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 3311053 CODE 8081005 CODE 8091005
数量 在庫：3台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他2

① ② ③

品番 SC-502 品番 SC-500 品番 SC-505
品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ A4x1列5段 品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ　A4x2列5段 品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ　A4x3列5段

W317 x H1241 W560 x H1241 W803 x H1241

本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ 本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ 本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ
ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

単価 上代：\4,000 単価 上代：\5,500 単価 上代：\6,500
CODE 5021003 CODE 5001004 CODE 5051005
数量 数量 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 SC-503 品番 SC-504 品番 SC-501
品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ A4x1列10段 品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ A4x2列10段 品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ A4x3列10段

W317 x H1541 W560 x H1541 W803 x H1541

本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ 本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ 本体/ｱﾙﾐ押型材化研ｽﾃﾝｶﾗｰ
ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ﾗｯｸ/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

単価 上代：\6,500 単価 上代：￥8,000 単価 上代：\9,000
CODE 5031005 CODE 5041006 CODE 5011007
数量 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 SC-601 品番 SC-701 品番 SC-508
品名 ﾘｰﾌﾚｯﾄﾊﾟﾈﾙｽﾀﾝﾄﾞ 品名 ﾒﾆｭｰｻｲﾝ(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ) 品名 両面ｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ（ｷｬｽﾀｰ付）

W676 x D600 x H1646 W480 x D350 x H1805 W932 x D428 x H1380

面板ｻｲｽﾞ：A1（W594xH841) 本体/ｽﾁｰﾙｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上 28ﾎﾟｹｯﾄx2（A4）
ｶﾀﾛｸﾞ厚み：30mmまで 面板/ｽﾁｰﾙ黒塗装仕上(A3ｻｲｽﾞ対応)

単価 上代：￥20,000 単価 上代:\7,000 単価 上代：￥12,000
CODE 6012051 CODE 7011055 CODE 5081009
数量 在庫：3台 数量 在庫:1台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他3

① ② ③

品番 O-802 品番 O-803 品番 O-806
品名 壁掛式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 品名 掲示板 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

W1805 x D700 x H905 W1200 x H900 W900 x H1200

ﾎﾞｰﾄﾞ/ｽﾁｰﾙ 塗装(ﾎﾜｲﾄ) 板面/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟｲﾙ生地張り ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ枠/ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ仕上

単価 上代：\5,500 単価 上代：\3,000 単価 上代：\4,000
CODE 8021004 CODE 8031002 CODE 8061003
数量 問い合わせ下さい 数量 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1118（A・B） 品番 O-805 品番 O-805B
品名 透明ｱｸﾘﾙﾎﾞｰﾄﾞ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ（月予定表）ﾖｺ書 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ（月予定表）ﾀﾃ書

（A）板面/W1800 x H900 外寸：W1316 x D560 x H1840 W1200 x　D550 x  H1800
（B）板面/W1200 x H900 （板面：1200 x 900） (板面：1200 x 900)
素材/ｱｸﾘﾙ 片面：予定表　片面：ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

単価 上代：（A)￥18,000（B)￥17,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000
CODE （A)11182041（B)11182031 CODE 8051007 CODE 8051007
数量 在庫：（A)2台　（B)1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 EC-502 品番 WL-1034 品番 WL-1035
品名 演台（ｳｨﾙｸﾊｰﾝ） 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ

W500 x D570 x H1145 W540 x D540 x H1750 W540 x D540 x H1750

天板/ﾒﾗﾐﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）
幕板/ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ（ｼﾙﾊﾞｰ塗装）

単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥12,000
CODE 5022081 CODE 10341008 CODE 10351009
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他4

① ② ③

品番 WL-1026 品番 WL-1027 品番 WL-1031（A・B）
品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ（ﾉｰｳﾞｫ） 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ（ﾉｰｳﾞｫ） 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ(MYK0267)

W670 x D580 x H1810 W670 x D580 x H1810 φ400 x H1800

ｶﾗｰ/ｵｰｸ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 素材/ﾘｻｲｸﾙﾚｻﾞｰ（ﾌﾞﾗｳﾝ/ﾍﾞｰｼﾞｭ）

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥9,000
CODE 10261002 CODE 10271002 CODE 10311007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1028 品番 WL-1032 品番 WL-1036
品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ 品名 ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾊﾝｶﾞｰ

W400 x D400 x H1750 幅280

ｶﾗｰ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥500
CODE 10281006 CODE 10321003 CODE 10369004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：20本
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1029 品番 WL-1030 品番 WL-1033
品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ（MUK0044） 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ（MUK0046） 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ(ｱﾙﾀ・ﾃﾝｼｮｰﾈ）

W320 x D320 x H1650 W390 x D390 x H1650 φ40 x H1700

ﾍｯﾄﾞ部/ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ（ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上） ﾍｯﾄﾞ部/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） ﾌｯｸ先端/PMMA（ｸﾘｱ）
支柱・ﾍﾞｰｽ/ｽﾁｰﾙ（ｼﾙﾊﾞｰ塗装） 支柱・ﾍﾞｰｽ/ｽﾁｰﾙ（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ塗装）

単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥13,000
CODE 10292051 CODE 10301009 CODE 10332001
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他5

① ② ③

品番 SC-603A 品番 SC-603B 品番 SC-702
品名 ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟﾈﾙ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ）A3 品名 ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟﾈﾙ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ）B2 品名 ﾎﾟｽﾀｰﾌﾚｰﾑ（B3/ｺﾞｰﾙﾄﾞ）

φ350 x H1119 φ350 x H1423 ﾊﾟﾈﾙ外寸/414 x 565
画面寸法/351 x 502

単価 上代：￥8.000 単価 上代：￥9.000 単価 上代：\4,000
CODE 6031006 CODE 6031007 CODE 7021003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：10台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 SC-604 品番 SC-605 品番 AA-002C
品名 ﾊﾞﾅｰｽﾀﾝﾄﾞ 品名 LED電飾ｽﾀﾝﾄﾞ 品名 液晶専用ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ

W929 x D385 x H1850 W724 x D594 x H1488 W880 x D720 x H1679
ﾊﾞﾅｰ/W900 x H1500～1800
本体/ﾌﾞﾗｯｸ 面板ｻｲｽﾞ：A1（594x841） 70V型くらいまで対応

消費電力：33W　/　照度：3500lx 総耐荷重/110kg (※取付ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：80kg以下)

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥47,000 単価 上代：￥25,000
CODE 6041053 CODE 6052063 CODE 1622091
数量 在庫：4台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 ※ﾊﾞﾅｰ素材、印刷は含まれません 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4078 品番 WL-4078B 品番 WL-4127
品名 液晶用ﾌﾛｽﾀﾝﾄﾞ(ﾊｲﾀｲﾌﾟ)ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 品名 液晶用ﾌﾛｽﾀﾝﾄﾞ(ﾛｰﾀｲﾌﾟ)ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 品名 液晶用ﾌﾛｽﾀﾝﾄﾞ(ﾛｰﾀｲﾌﾟ)ﾎﾜｲﾄ

W700 x D520 x H1240-1690 W600 x D400 x H1015～1215 W600 x D400 x H1015～1215

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
32～60ｲﾝﾁ対応 32～60ｲﾝﾁ対応 32～60ｲﾝﾁ対応

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥9,000
CODE 40781007 CODE 10781007 CODE 41271007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 前面棚取付可 備考 前面棚取付可 備考 前面棚取付可

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他6

① ② ③

品番 DA-705 品番 DA-1202 品番 DA-1203
品名 6面ﾒｶﾞﾈｽﾀﾝﾄﾞ 品名 ﾈｯﾄﾜｺﾞﾝ 品名 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾜｺﾞﾝ

W570 x D570 x H1200-1750 W750 x D500 x H800 W860 x D500 x H1200

ﾒｶﾞﾈ90本陳列可能 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥8,500 単価 上代：¥5,500 単価 上代：¥10,000
CODE 7051056 CODE 12021004 CODE 12031008
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量 在庫：5台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1037 品番 WL-1038 品番 SC-510
品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ(MYK0311AL) 品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ(MYK0309AL) 品名 ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾗｯｸ

W390 x D390 x H1890 W390 x D390 x H1890 W280 x D369 x H1413

1列5面2段平積

単価 上代：¥6,000 単価 上代：¥6,000 単価 上代：￥6,000
CODE 10371054 CODE 10381054 CODE 5101054
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1040 品番 WL-1042 品番 O-812
品名 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ 品名 ｻﾝﾌﾟﾙ生地ｶｰﾄ 品名 ｶﾙﾃﾗｯｸﾜｺﾞﾝ（2段）

W900 x D450 x H1150-1800 W500 x D400 x H510 W603 x D352 x H980

素材/ｽﾁｰﾙ(ﾎﾜｲﾄ/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ) ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 最大積載質量/40kg（1棚あたり)
※生地ｻﾝﾌﾟﾙは付属しません

単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥26,000 単価 上代：￥6,500
CODE 10401002 CODE 10422002 CODE 8121005
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌｨｽその他7

① ② ③

品番 O-811 品番 O-051C 品番 SC-507
品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 品名 案内板（C）両面黒板 品名 壁面用ｶﾀﾛｸﾞﾗｯｸ（A4）

横型/W1525 x D557 x H1435 W450 x H1360（板面ｻｲｽﾞH900） W222 x D610 x H329
縦型/W1225 x D557 x H1735
ﾌﾚｰﾑ/天然木

単価 上代：¥9,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥650
CODE 8111007 CODE 1851003 CODE 5079005
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：90個
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1043 品番 品番
品名 ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ 品名 品名

φ400 x H1700

材質/ｵｰｸ
ｶﾗｰ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

単価 上代：￥6,500 単価 単価
CODE 10431005 CODE CODE
数量 在庫：1台 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ1

① ② ③

品番 P-504/507 品番 P-502/P-503 品番 P-505
品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾙｰ) 品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾜｲﾝ) 品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ｱｸﾘﾙ/ｸﾞﾚｰ)

P-504：W1200 x H1800 W1200 x H1200 W900 x H1200
P-507：W1200 x H1500 W900 x H1200
ｸﾛｽ張り（ﾌﾞﾙｰ・防炎加工布） ｸﾛｽ張り（ﾜｲﾝ・防炎加工布） 上部（ｱｸﾘﾙ）

下部（ｸﾛｽ貼り・ｸﾞﾚｰ・防炎加工）
単価 上代：\8,000 単価 上代：￥8,000/上代：￥7,000 単価 上代：￥8,000
CODE 5041006 CODE 5021006/5031055 CODE 5051006
数量 在庫：P-504 18枚/P-507 5枚 数量 在庫：P-502 2枚/P-503 4枚 数量 在庫：3枚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 P-501 品番 P-506 品番 P-506B
品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ) 品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾙｰ) 品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾙｰ)

W900 x H1460 W900 x H1200 W1200 x H1200

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥7,000
CODE 5011055 CODE 5061054 CODE 5061055
数量 在庫：10枚 数量 在庫：5枚 数量 在庫：8枚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 P-508/509 品番 P-510/P-511 品番 P-512
品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾙｰ) 品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ｸﾞﾚｰ) 品名 ｲﾝﾀｰﾙｰﾄﾞｱｰﾙﾊﾟﾈﾙ

P-508：W900 x H1200 P-510：W900 x H1200 W600 x D95 x H1500
P-509：W1000 x H1200 P-511：W1000 x H1200
ｸﾛｽ張り（ﾌﾞﾙｰ・防炎加工布） ｸﾛｽ張り（ｸﾞﾚｰ・防炎加工布） ﾊﾟﾈﾙ/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ

ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ　樹脂成型品（ABS）
単価 上代：￥7,000 / 上代：\8,000 単価 上代：￥7,000 / 上代：￥8,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5081055 / 5091006 CODE 5101055 / 5111006 CODE 5121007
数量 在庫：5枚 / 3枚 数量 在庫：各5枚 数量 在庫：6台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ2

① ② ③

品番 WL-1136A 品番 WL-1136B 品番 WL-1136C
品名 ﾊﾟﾈﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（半透明） 品名 ﾊﾟﾈﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（半透明） 品名 ﾊﾟﾈﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（半透明）

W1200 x D460 x H1374 W900 x D460 x H1374 W900 x D460 x H1800

ﾊﾟﾈﾙ/半透明（樹脂） ﾊﾟﾈﾙ/半透明（樹脂） ﾊﾟﾈﾙ/半透明（樹脂）
ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ ﾌﾚｰﾑ/ｱﾙﾐ

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥11,000
CODE 11361058 CODE 11361008 CODE 11361058
数量 在庫：15枚 数量 在庫：4枚 数量 在庫：5枚
備考 備考 備考
④ ⑤

品番 WL-1126 品番 P-513
品名 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（ﾊﾞﾌﾞﾙ） 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1350 x D350 x H1425 W900 x D400 x H1780
ﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞ/W1000 x H1320
ﾊﾟﾈﾙ/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（ﾎﾜｲﾄ） ｶﾗｰ/布（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
支柱/ｽﾁｰﾙ紛体塗装（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥3,000
CODE 11262081 CODE 5131002
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：4台
備考 備考
⑥ ⑦ ⑧

品番 WL-1109 品番 WL-1109B 品番 P-046B
品名 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(B)ﾅﾁｭﾗﾙ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1200 x D400 x H1190 W1200 x D400 x H1190 W1250 x D400 x H1500

素材/天然木(桐)ﾗｯｶｰ塗装 素材/天然木(桐)ﾗｯｶｰ塗装 上部/半透明
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 下部/ｱｲﾎﾞﾘｰ

単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥6,500
CODE 11091003 CODE 11091003 CODE 1441005
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

仕様

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ3

① ② ③

品番 P-515 品番 P-516 品番 WL-1155
品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（ﾅﾁｭﾗﾙ）W1000xH1050 品名 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1000 x H1050 W900 x H1540 W1250 x D400 x H1500

ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ 素材/ｽﾁｰﾙ（ｱｲﾎﾞﾘｰ）/ｶﾞﾗｽ 素材/ﾒﾗﾐﾝ（ﾛｰｽﾞ）
脚部/ｱﾙﾐｶﾞｲｶｽﾄ

単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：¥5,500
CODE 5151054 CODE 5161007 CODE 11551004
数量 在庫：8枚 数量 在庫：4枚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 P-519(A・B・C・D) 品番 WL-1125 品番 P-517
品名 ｼｽﾃﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（PSA）ﾜｲﾝ 品名 4つ折りﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾗｯｸ) 品名 衝立（青柳）

（A)W900xH1200　（B)W1000xH1200 W1790 x D74 x H1740 W1200 x D300 x H900
（C)W1200xH1200　（D)W1200xH1800
ｸﾛｽ張り（ﾜｲﾝ・防炎加工） ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ 主材/ｽｷﾞ

単価 (A)￥7,000　(B・C)￥8,000　（D)￥9,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥9,000
CODE (A)5191055　(B・C)5191006　(D)5191007CODE 11251004 CODE 5171007
数量 在庫：(A)26枚　(B)5枚　(C)5枚　（D)2枚 数量 在庫：3枚 数量 在庫：2枚
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1132 品番 WL-1133 品番 WL-1162
品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1200 x H1600 W1260 x H1700 W1050 x H1500

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥10,000
CODE 11321008 CODE 11331057 CODE 11621008
数量 在庫：1枚 数量 在庫：2枚 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ4

①

品番
品名 WL-1102 ｲﾒｰｼﾞ写真

組み合わせにより4ﾊﾟﾀｰﾝのﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ展開
が可能。

単価
CODE
数量
備考
② ③ ④

品番 WL-1102 品番 WL-1102B 品番 WL-1102C
品名 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W200 x H230(1枚あたり） W200 x H230(1枚あたり） W200 x H230(1枚あたり）

1set(25枚入り) 約1㎡ 1set(25枚入り) 約1㎡ 1set(25枚入り) 約1㎡
ｶﾗｰ/ｵﾚﾝｼﾞ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ｵﾚﾝｼﾞ

単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 11021004 CODE 11021004 CODE 11021004
数量 在庫：6ｾｯﾄ 数量 在庫：4ｾｯﾄ 数量 在庫：3ｾｯﾄ
備考 備考 備考
⑤ ⑥ ⑦

品番 WL-1154 品番 WL-1104 品番 WL-1139
品名 ﾋﾞｰｽﾞﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ﾌﾞﾛｯｻﾑ) 品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（ｻﾝﾏﾙｺｽ）

W1195xH1720 W1200 x H1800 W1200 x H1600
(1枚：W395xH1720)
ﾌﾚｰﾑ/ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 素材/天然木（ﾊﾟｲﾝ）

ﾗｯｶｰ塗装　ｽﾁｰﾙ（粉体塗装）
単価 上代：￥9,000 単価 上代：\8,000 単価 上代：￥10,000
CODE 11541007 CODE 11041006 CODE 11391008
数量 在庫：3枚 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ

仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ



ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ5

① ② ③

品番 WL-1138 品番 WL-1140 品番 P-514
品名 ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ（ﾃﾞﾙﾏｰ） 品名 和風ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 品名 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1200 x H1500 W(460x4) x H1200 W1000 x H1200

素材/杉　 ｶﾗｰ/ﾁｰｸ（ﾒｰﾌﾟﾙ系）

単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥8,000
CODE 11382011 CODE 11401007 CODE 5141006
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：12枚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明1

① ② ③

品番 L-502 品番 L-503　imag 品番 L-503
品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ 品名 品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ

φ400 x H1600 W280 x D280 x H1600

本体/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ ｾｰﾄﾞ/ｱｸﾘﾙ（乳白）
ｾｰﾄﾞ/突板（ﾅﾁｭﾗﾙ） 蛍光灯（54W）

単価 上代：￥16,000 単価 単価 上代：￥10,000
CODE 5022021 CODE CODE 5031008
数量 在庫：2台 数量 数量 在庫：16台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 L-001 品番 L-002 品番 L-003
品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ

W2150～2450 x D240 x H2250 φ260 x H1500 φ260 x H1800

60W 三段階調節付 60W 60W

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥12,000
CODE 1702062 CODE 1701008 CODE 1701009
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 L-004 品番 L-006 品番 L-007
品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ

W300 x D300 x H1640 W400 x D400 x H1800 φ300 x H1780

60W 54W x 3灯 60W
ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ球

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥20,000
CODE 1701009 CODE 1711008 CODE 1712051
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明2

① ② ③

品番 L-008 品番 L-009 品番 WG-558
品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(ERF2048K)

W160 x D160 x H1800 φ383 x H1505 φ460 x H1542

72W ｱｰﾑ可動式350° 本体/ｺﾞｰﾙﾄﾞ
ﾊﾛｹﾞﾝ球形ｸﾘﾌﾟﾄﾝ球 ｾｰﾄﾞ/布

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000
CODE 1711009 CODE 1711008 CODE 5581008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 L-010 品番 L-500 品番 L-501
品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ

φ280 x H1536 φ510 x H1600 φ510 x H1600

60W 40W x 5灯 40W x 5灯
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ球

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥15,000 単価 上代：\15,000
CODE 1712021 CODE 5002021 CODE 5012021
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 L-504 品番 L-505 品番 L-506
品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ 品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ 品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ

φ290 x H1500 φ250 x H1572 W220 x D220 x H1600
（ｾｰﾄﾞ：φ310xH286） (ｾｰﾄﾞ：φ355xH250)

40W
ｽﾜﾛﾌｽｷｰ

単価 上代：\21,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥14,000
CODE 5042061 CODE 5052031 CODE 5062011
数量 在庫：6台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明3

① ② ③

品番 WG-514 品番 WG-515 品番 WG-516
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ（ｼﾞﾝｼﾞｬｰ）

W250 x D250 x H1600 W250 x D250 x H1700 W1600 x D650 x H2100

材質/木製（ｵｰｸ無垢材）　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色 材質/木製（ｵｰｸ突板）　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ塗装 素材/ｼﾙﾊﾞｰ色塗装
布（白）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥42,000
CODE 5142001 CODE 5152051 CODE 5162033
数量 在庫：4台 数量 在庫：3台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-517 品番 WG-519 品番 WG-520
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ

φ500 x H1440 R243 x H1750 W361 x D327 x H1600

脚/木製（ﾋﾞｰﾁ） 本体/鋼塗装仕上 本体/鋼塗装仕上
傘/ｱｸﾘﾙ　布（ﾎﾜｲﾄ） ｾｰﾄﾞ/耐熱紙 ｾｰﾄﾞ/布(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ）

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥16,000
CODE 5172001 CODE 5192011 CODE 5202021
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WG-521 品番 WG-522A 品番 WG-522B
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ

φ330 x H1600 W400 x D200 x H1563 W400 x D160 x H473

本体/鋼板・鋼管　ｼﾙﾊﾞｰ塗装 本体/木塗装仕上 本体/木塗装仕上
ｾｰﾄﾞ/布　白（ｺｰﾃｨﾝｸﾞ加工） ｾｰﾄﾞ/布 ｾｰﾄﾞ/布

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥14,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5212021 CODE 5222011 CODE 5221007
数量 在庫：2台 数量 在庫：4台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明4

① ② ③

品番 WG-518 品番 WG-533 品番 WG-534
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(S7174) 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(S2746)

φ370 x H280 φ360 x H490 φ125 x H300

ﾊﾟｲﾝ材（白木） ﾊﾟｲﾝ材（白木）

単価 上代：￥11,000 単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5181058 CODE 5332001 CODE 5341007
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-525 品番 WG-526 品番 WG-527
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（ERF2024U） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（ERF2026C） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（ERF2047K）

φ330 x H513 φ300 x H570 φ380 x H549

本体/合成皮革（ﾌﾞﾗｳﾝ） 本体/透明ｶﾞﾗｽ 40W
40W 40W

単価 上代：￥9,500 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥13,000
CODE 5251057 CODE 5262031 CODE 5272001
数量 在庫：3台 数量 在庫：6台 数量 在庫：4台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WG-528 品番 WG-529 品番 WG-530
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（XRF3004S） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（ERF2030S） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（ERF2043B）

φ137 x H570 φ250 x H505 φ170 x H540

本体/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 本体/ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞﾒｯｷ 本体/ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞﾒｯｷ
40W ｾｰﾄﾞ/糸（ｼﾙﾊﾞｰ）　40W ｾｰﾄﾞ/布（ﾌﾞﾗｯｸﾚｰｽ）　40W

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥17,000
CODE 5281009 CODE 5291007 CODE 5302031
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明5

① ② ③

品番 WG-536 品番 WG-537 品番 WG-538
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(DST-38741) 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(XRF3010S) 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(XRF3011S)

φ250 x H1600 φ245 x H1680 φ140 x H455

LED 15W 本体/ﾒﾀﾘｯｸ仕上げ（ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ） 本体/ﾒﾀﾘｯｸ仕上げ（ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ）
ｾｰﾄﾞ/加工紙  LED 6W ｾｰﾄﾞ/加工紙  LED 5W

単価 上代：￥13,000 単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥9,500
CODE 5362001 CODE 5372041 CODE 5381057
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-539 品番 WG-540 品番 WG-541
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(ERF2016B) 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(ERF2021B) 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(XRF3001S)

φ320 x H570 W280 x D280 x H545 φ200 x H1610

本体/ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞﾒｯｷ　合成皮革（黒） 本体/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ　合成皮革（ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ柄） 本体/ｸﾛｰﾑﾒｯｷ
ｾｰﾄﾞ/布（ｵﾌﾎﾜｲﾄ）  LED 6W ｾｰﾄﾞ/布（ｵﾌﾎﾜｲﾄ）  LED 6W ｾｰﾄﾞ/加工紙  LED 6W

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥17,000
CODE 5391009 CODE 5401009 CODE 5412031
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WG-542 品番 WG-543 品番 WG-544
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(S7154) 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(SS438L) 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ(S7199G)

φ470 x H1700 W400 x D400 x H1550 φ635 x H1225～1495

本体/ｱﾙﾐ　鋼塗装仕上 本体/木塗装仕上 本体/鋼　真鍮塗装仕上
ｾｰﾄﾞ/ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ　樹脂  19W 20W ｾｰﾄﾞ/布 20W

単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥32,000
CODE 5422062 CODE 5432091 CODE 5442042
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明6

① ② ③

品番 WG-535 品番 WG-551A 品番 WG-551B
品名 ﾃﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ（ﾐｰｸ） 品名 卓上ﾗｲﾄ（本体） 品名 卓上ﾗｲﾄ（ｾｰﾄﾞ）ﾌﾞﾗｯｸ

W115 x D337 x H589 W435 x D130 x H523 φ150
(ｾｰﾄﾞ：φ150）

LED 6.2W 25W ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥13,000 単価
CODE 5351005 CODE 5512001 CODE
数量 在庫：4台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-551C 品番 WG-551D 品番 WG-551E
品名 卓上ﾗｲﾄ（ｾｰﾄﾞ）ﾍﾞｰｼﾞｭ 品名 卓上ﾗｲﾄ（ｾｰﾄﾞ）ﾚｯﾄﾞ 品名 卓上ﾗｲﾄ（ｾｰﾄﾞ）ｸﾞﾚｰ

φ150 φ150 φ150

ｶﾗｰ：ﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾗｰ：ﾚｯﾄﾞ ｶﾗｰ：ｸﾞﾚｰ

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WG-524 品番 WG-554 品番 WG-564
品名 ﾓｰｲﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾄ 品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ（ﾊﾞﾙ） 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ（S7167）

φ800 φ260 x H1490 W381 x D431 x H1245
(ｼｪｰﾄﾞ：φ160)
ﾐﾆﾚﾌ球x3　50W 45W

単価 上代：￥88,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：¥34,000
CODE 5242086 CODE 5541009 CODE 5642062
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明7

① ② ③

品番 WG-555 品番 WG-556 品番 WG-557
品名 行燈 品名 行燈 品名 行燈

φ160 x H440 W210 x D210 x H500 W200 x D200 x H530

40W 60W

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥12,000
CODE 5551005 CODE 5561007 CODE 5571009
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 L-700(A･B) 品番 L-048 品番 L-049（A・B）
品名 HDｽﾀﾝﾄﾞ 品名 灯篭 品名 灯篭

(A)W170xD170xH270 口径400xH717 25W （A)口径400xH1640-2590
(B)W170xD170xH450 （B)口径400xH1640-2300
ﾅﾁｭﾗﾙ 電球型蛍光灯　防雨型 (A)電球型蛍光灯　防雨型
電球E17　(A)25W　・　(B)40W (B)LED電球一般型8.5ｗ　　防雨型

単価 上代：￥4,000 単価 上代：\14,000 単価 上代：\12,000
CODE 7001003 CODE 1762011 CODE 1761009
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 L-050 品番 L-051 品番
品名 街灯 品名 街灯（2灯） 品名

W264ｘD230ｘH2135 W678xD230xH2264

100Wx1 ｸﾘｱ普通球 100Wx2 ｸﾘｱ普通球

単価 上代：\40,000 単価 上代：\46,500 単価
CODE 1762003 CODE 1762053 CODE
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明8

① ② ③

品番 WG-559 品番 WG-560 品番 WG-562
品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ（S7338） 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ（S7249） 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ（618S2937）

φ400 x H1350 φ270 x H1335 φ420 x D2160 x H3325

素材/ﾊﾟｲﾝ材白木 素材/ﾊﾟｲﾝ材白木 本体/ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上げ
ｼｪｰﾄﾞ/ｼﾙｸｻﾃﾝ（布）

単価 上代：¥10,000 単価 上代：¥20,000 単価 上代：¥39,000
CODE 5591008 CODE 5602051 CODE 5622003
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-561 品番 WG-565 品番 L-507
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（756MISS） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ

φ235 x H432 φ250 x H480 φ510 x H1600

ｼｪｰﾄﾞ/布 素材/ｱｸﾘﾙ 40W x 5灯
素材/ﾎﾟﾘｶﾎﾞｰﾈｰﾄ（ｱｸﾘﾙ） ｶﾗｰ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

単価 上代：¥12,000 単価 上代：¥6,500 単価 上代：￥15,000
CODE 5611009 CODE 5651005 CODE 5072021
数量 在庫：3台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WG-566 品番 品番 WG-575
品名 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ（OG 254 423LD） 品名 品名 ﾌﾛｱﾗﾝﾌﾟ（ﾋﾞｴﾘﾉﾊﾞ）

φ150 x H350 φ380 x H1020-1450
（灯部：φ80）
LED電球ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形 ｼｪｰﾄﾞ/布（ﾍﾞｰｼﾞｭ）
5.8W 消費電力/60W

単価 上代：￥9,000 単価 単価 上代：￥16,000
CODE 5661007 CODE CODE 5752021
数量 在庫：3台 数量 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明9

① ② ③

品番 WG-567 品番 WG-568 品番 WG-576
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（OT022225LD) 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ（OT209701LD) 品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ(ERF2019B)

W215 x D282 x H406 φ300 x H375 W220 x D220 x H470

4.8W(40W相当） 6.3W(60W相当） 本体/合成皮革（黒）・ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞﾒｯｷ
ｼｪｰﾄﾞ/布（ｵﾌﾎﾜｲﾄ）　40W

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥12,000
CODE 5671005 CODE 5681053 CODE 5761009
数量 在庫：4台 数量 在庫：2台 数量 在庫：3台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WG-572 品番 WG-573 品番 WG-574
品名 ﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｽｸﾗｲﾄ 品名 ｸﾗﾝﾌﾟﾃﾞｽｸﾗｲﾄ 品名 ﾍﾟﾀｰﾙﾃﾞｽｸﾗｲﾄ

W170 x D170 x H580 W100 x D120 x H320 W100 x D160 x H560

単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥10,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5721008 CODE 5731008 CODE 5741007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 L-508 品番 WG-588 品番 WG-589
品名 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ（ｶﾞｰﾈｯﾄ） 品名 ﾌﾛｱﾗｲﾄ 品名 ﾃｰﾌﾞﾙｼｬﾝﾃﾞﾘｱ

φ510 x H1600 φ400 x H1650 φ150 x H290

40W x 5灯 40W
ｶﾗｰ/ｶﾞｰﾈｯﾄ

単価 上代：￥15,000 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥2,000
CODE 5082021 CODE 5881009 CODE 5891051
数量 在庫：2台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



照明10

① ② ③

品番 WG-590 品番 品番
品名 ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ 品名 品名

φ360 x H600

白熱球40W
本体/ｱｸﾘﾙ

単価 上代：￥14,000 単価 単価
CODE 5902011 CODE CODE
数量 在庫：4台 数量 数量
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



厨房機器1

① ② ③

品番 U-611（B・C） 品番 U-612 品番 U-615（A・B）
品名 調理台 品名 調理台 W1200xD350xH800 品名 調理台

(B)W750 x D450 x H800 W1200 x D350 x H800 （A）W450 x D450 x H800
（C)W750 x D400 x H800 （B)W450 x D600 x H800

単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥7,000
CODE （B・C)6111006 CODE 6121007 CODE 6151055
数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 U-616（A・B） 品番 U-617（A・B） 品番 U-618A
品名 調理台 品名 調理台 品名 調理台

（A)W600 x D450 x H800 （A)W900 x D450 x H800 W1200 x D450 x H800
（B)W600 x D600 x H800 （B)W900 x D600 x H800

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥11,000
CODE 6161055 CODE 6171006 CODE 6181008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 U-619（A・B） 品番 U-620（A・B） 品番 U-624（A・B）
品名 調理台 品名 調理台 品名 調理台（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付）

（A)W1500 x D450 x H800 （A)W1800 x D450 x H800 （A)W600 x D450 x H800
（B)W1500 x D600 x H800 （B)W1800 x D600 x H800 （B)W600 x D600 x H800

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥15,000 単価 上代：￥14,000
CODE 6191009 CODE 6202021 CODE 6242011
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



厨房機器2

① ② ③

品番 U-625（A・B） 品番 U-626（A・B） 品番 U-613(A・B)
品名 調理台（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付） 品名 調理台（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付） 品名 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ（A)LPｶﾞｽ　（B)都市ｶﾞｽ

（A)W900 x D450 x H800 （A)W1200 x D450 x H800 W900 x D600 x H800
（B)W900 x D600 x H800 （B)W1200 x D600 x H800

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥32,000
CODE 6252031 CODE 6262061 CODE 6132042
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 在庫：（A)4台　（B)1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 U-614A 品番 U-056B 品番 U-627B
品名 ｺﾝﾛ台 品名 冷凍冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

W600 x D600 x H635 W1500 x D600 x H800 W1200 x D450 x H800

冷凍104L / 冷蔵110L
単相100V

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥50,000
CODE 6141055 CODE 6272004 CODE 6272004
数量 在庫：1台 数量 在庫1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 U-062B 品番 U-059B 品番
品名 冷蔵ﾘｰﾁｲﾝｹｰｽ 品名 前面扉冷蔵ｼｮｰｹｰｽ 品名

W1200 x D650 x H1900 W760 x D575 x H1130

単価 上代：￥94,000 単価 上代：￥50,000 単価
CODE 2352257 CODE 2352004 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



厨房機器3

① ② ③

品番 U-077(A・B・C） 品番 U-078（A・B） 品番 U-610(A・B)
品名 一槽式流し台 品名 二槽式流し台 品名 二槽流し台

（A)W450 x D450 x H800 (＋100 ) （A)W900 x D450 x H800 (＋100 ) (A)W900 x D600 x H800
（B)W900 x D600 x H800 (＋100 ) （B)W1200 x D450 x H800 (＋100 ) (B)W900 x D600 x H800(ｶﾞｰﾄﾞ無し）
（C)W1200 x D600 x H800 (＋100 )

単価 上代：￥10,000 単価 (A)上代：￥11,000 (B)上代：￥13,000 単価 上代：￥11,000
CODE 2371008 CODE （A)2371008　（B)2372001 CODE 6101008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 U-079 品番 U-608（A・B・C・D） 品番 U-609（A・B・C・D）
品名 三槽式流し台 品名 一槽流し台（蛇口付） 品名 二槽流し台（蛇口付）

W1800 x D600 x H800 (＋100 ) （A)W600 x D450 x H800 （A）W900 x D450 x H800
（B)W600 x D600 x H800 （B)W900 x D600 x H800
（C)W900 x D450 x H800 （C)W1200 x D450 x H800
（D)W900 x D600 x H800 （D)W1200 x D600 x H800

単価 上代：￥15,000 単価 （A・B）￥12,000　（C・D）￥13,000 単価 （A・B）￥13,000　（C・D）￥14,000
CODE 2372021 CODE （A・B）6081009　（C・D）6082001 CODE （A・B）6092001　（C・D）6092011
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 U-609（E・F） 品番 U-621（A・B） 品番 U-622（A・B）
品名 二槽流し台（蛇口付） 品名 二槽ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｼﾝｸ 品名 舟型流し台

（E)W1500 x D450 x H800 （A)W1200 x D450 x H800 （A)W900 x D450 x H800
（F)W1500 x D600 x H800 （B)W1200 x D600 x H800 （B)W900 x D600 x H800

単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥21,000 単価 上代：￥10,000
CODE 6092021 CODE 6212061 CODE 6221008
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



厨房機器4

① ② ③

品番 U-623（A・B） 品番 U-058 品番 U-067
品名 舟型流し台 品名 業務用冷蔵庫 品名 四面冷蔵ｹｰｽ

（A)W1200 x D450 x H800 W1210 x D800 x H2020 W470 x D500 x H1610
（B)W1200 x D450 x H800

使用温度/-6℃-12℃
単相100V　226W

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥90,000 単価 上代：￥65,000
CODE 6231009 CODE 2342027 CODE 2362005
数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 U-904 品番 U-629B 品番 U-628B
品名 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ 品名 一槽流し台（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付） 品名 調理台（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付）

W991 x D614 x H815 W900 x D600 x H800 W1800 x D600 x H800

単価 上代：￥18,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥18,000
CODE 9042041 CODE 6282081 CODE 6292041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｯｽﾞ1

① ② ③

品番 WL-1052 品番 WL-1053 品番 WL-1054
品名 ｽﾄｩｳﾞｧﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ 品名 ｽﾄｩｳﾞｧ収納ﾍﾞﾝﾁ 品名 ｽﾄｩｳﾞｧｼｪﾙﾌﾗｯｸ
ｻｲｽﾞ W600 x D500 x H1280 W900 x D500 x H500 W600 x D500 x H1280

仕様

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥10,000
CODE 10521005 CODE 10541004 CODE 10541008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1055 品番 WL-1056 品番 WL-1057
品名 ｻﾝｻｰﾄﾞｷｯｽﾞﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｱﾝﾑｯﾄｷｯｽﾞﾁｪｱ 品名 ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｰﾄﾕﾆｯﾄｼｪﾙﾌﾗｯｸ
ｻｲｽﾞ W1000 x D600 x H480 W390 x D390 x H670(SH260) 【ﾌﾚｰﾑ】W440xD390xH1850

【引出】W330xD370xH330
仕様

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥600 単価 上代：￥10,000
CODE 10551053 CODE 10569005 CODE 10571008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1ｾｯﾄ
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1058 品番 WL-1051 品番
品名 ｽﾚｲﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ 品名 ｸﾘｯﾃﾙｷｯｽﾞﾍﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ 品名
ｻｲｽﾞ W1400 x D780 x H970 W1650 x D750 x H470

仕様

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥6,500 単価
CODE 10582052 CODE 10511005 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様



ｷｯｽﾞ2

① ② ③

品番 WL-1059 品番 WL-1060 品番 WL-1061
品名 ｷｯｽﾞﾃﾞｽｸ（ｱﾝﾌｧﾝ） 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ｱﾝﾌｧﾝ） 品名 ｷｯｽﾞｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ（ｱﾝﾌｧﾝ）

ﾃﾞｽｸ：W1200 x D570 x H750 W490 x D480 x H625-690(SH385-450) W780 x D450 x H720
ﾁｪｽﾄ：W300 x D550 x H650

単価 上代：￥30,000 単価 上代：￥16,000 単価 上代：￥20,000
CODE 10592032 CODE 10602021 CODE 10612051
数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1062 品番 WL-1063 品番 WL-1064
品名 ｷｯｽﾞﾁｪｽﾄ（ｱﾝﾌｧﾝ） 品名 ｷｯｽﾞﾄﾞｱｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ｱﾝﾌｧﾝ） 品名 ｷｯｽﾞﾃｰﾌﾞﾙ（ｴﾎﾝ）

W780 x D450 x H720 W780 x D450 x H720 W1200 x D500 x H340

単価 上代：￥29,000 単価 上代：￥34,000 単価 上代：￥17,000
CODE 10622022 CODE 10632062 CODE 10642031
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1065 品番 WL-1066 品番 WL-1067
品名 ﾌﾟﾚｲﾄﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ﾓﾆｶ） 品名 ｷｯｽﾞﾊﾝｶﾞｰ

W700 x D700 x H400 W330 x D330 x H480(SH270) W500 x D500 x H1370

本体/ｵｰｸ材（ﾅﾁｭﾗﾙ） ｶﾗｰ/ﾅﾁｭﾗﾙ

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥600
CODE 10652031 CODE 10661053 CODE 10679005
数量 在庫：2台 数量 在庫：4脚 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｯｽﾞ3

① ② ③

品番 WL-1068 品番 WL-1070 品番 WL-1069
品名 ｷｯｽﾞﾃｰﾌﾞﾙ(ｱｷﾓｸ） 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ｱｷﾓｸ）ﾚｯﾄﾞ 品名 ｷｯｽﾞﾁｪｱ（ｱｷﾓｸ）ｱｲﾎﾞﾘｰ

φ600 x H380 W320 x D340 x H390 W320 x D340 x H390

張地：合成皮革（ﾚｯﾄﾞ） 張地：合成皮革（ｱｲﾎﾞﾘｰ）

単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥5,500
CODE 10681009 CODE 10701004 CODE 10691004
数量 在庫：1台 数量 在庫：1脚 数量 在庫：1脚
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 U-502A 品番 U-502B 品番
品名 学童机（RX） 品名 学童ｲｽ（RX） 品名 WL-1073ｲﾒｰｼﾞ画像

天板ｻｲｽﾞ/W650 x D450 本体ｻｲｽﾞ/W390 x D372

高さ/H520・550・580・610・640・670・700・730・760 座面高/H300・320・340・360・380・400・420・440・460

物入れ/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ） 背・座/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ）

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥4,500 単価
CODE 5021005 CODE 5021053 CODE
数量 在庫：24台 数量 在庫：24脚 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1073A 品番 WL-1073B 品番 WL-1073C
品名 ｷｯｽﾞﾕﾆｯﾄﾗｯｸ（ﾊﾝｶﾞｰ） 品名 ｷｯｽﾞﾕﾆｯﾄﾗｯｸ（ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ） 品名 ｷｯｽﾞﾕﾆｯﾄﾗｯｸ（ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ）

W450 x D450 x H1400 W350 x D300 x H900 W680 x D300 x H900

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
素材/天然木 MDF 素材/天然木 MDF 素材/天然木 MDF

単価 上代：¥18,000 単価 上代：14,000 単価 上代：¥18,000
CODE 10732041 CODE 10732011 CODE 10732041
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｷｯｽﾞ4

① ② ③

品番 品番 WL-1073D 品番 WL-1073E
品名 WL-1073ｲﾒｰｼﾞ画像 品名 ｷｯｽﾞ絵本ﾗｯｸ 品名 ｷｯｽﾞ収納ﾗｯｸ

W600 x D300 x H900 W750 x D400 x H650 (SH350)

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
素材/天然木 MDF 素材/天然木 MDF 

単価 単価 上代：¥18,000 単価 上代：¥18,000
CODE CODE 10732041 CODE 10732041
数量 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌﾞｼﾞｪ1

① ② ③

品番 WC-520 品番 WC-521 品番 WC-522
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪA 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪB 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪC

W430 x D310 x H470 W400 x D250 x H710 W470 x D440 x H180

単価 上代：\13,000 単価 上代：\17,000 単価 上代：\8,000
CODE 5202001 CODE 5212031 CODE 5221006
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WC-523（A・B） 品番 WC-536 品番 WC-537
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪD 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪP 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪQ

（A：大）W255 x D120 x H470 W480 x D300 x H1200 W790 x D280 x H1610
（B：小）W200 x D80 x H360 (ﾍﾞｰｽｻｲｽﾞ：W250 x D250 x H250) (ﾍﾞｰｽｻｲｽﾞ：W330 x D270 x H80)

単価 上代：(A)\5,500　(B)\4,000 単価 上代：￥50,000 単価 上代：￥78,000
CODE (A)5231004　(B)5231003 CODE 5362004 CODE 5372006
数量 在庫：各1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WC-524(A・B) 品番 WC-525(A・B・C) 品番 WC-526(A・B・C）
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪE 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪF 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪG

大：φ340 x H475 (A)：H460/(B)：H370/(C)：H380 (A)：H460/(B)：H370/（C)：H380
小：φ150 x H220
素材/木製（ｼﾙﾊﾞｰ） 素材/ｶﾞﾗｽ（ﾌﾞﾗｯｸ） 素材/ｶﾞﾗｽ（ﾎﾜｲﾄ）

単価 上代：(A)\6,500 (B)\6,000 単価 上代：(A)\4,000 (B)\4,000 (C)\4,000 単価 上代：(A)\4,000 (B)\4,000 （C)\4,000
CODE (A)5241005　(B)5241054 CODE (A)5251003 (B)5251003 (C）5251003 CODE (A)5261003 (B)5261003 （C)5261003
数量 在庫：各1台 数量 在庫：各1台 数量 在庫：各1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌﾞｼﾞｪ2

① ② ③

品番 WC-527B 品番 WC-528(A・B) 品番 WC-529(A・B)
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪH(ｺﾞｰﾙﾄﾞ) 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪI 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪJ

W370 x D90 x H320 大：W270 x D110 x H500 大：W270 x D110 x H500
小：W220 x D80 x H410 小：W220 x D80 x H410

素材/ｾﾗﾐｯｸ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ） 素材/ｾﾗﾐｯｸ（ｼﾙﾊﾞｰ） 素材/ｾﾗﾐｯｸ（ｺﾞｰﾙﾄﾞ）

単価 上代： \6,000 単価 上代：(A)\7,000 (B)\6,000 単価 上代：(A)\7,000 (B)\6,000
CODE 5271054 CODE (A)5281055 (B)5281054 CODE (A)5291055 (B)5291054
数量 在庫：1台 数量 在庫：各1台 数量 在庫：各2台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WC-530(A・Ｂ） 品番 WC-531（A・B・C） 品番 WC-532（A・B）
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪ（ﾌｫｯｸｽﾄﾛｯﾄ） 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪK 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪL

Ａ：W350 x D350 x H1800 （A)W125 x D125 x H210 （A)φ140 x H480
Ｂ：W260 x D260 x H1400 （B)W70 x D55 x H260 （B)φ170 x H230
素材/ｽﾁｰﾙ（ﾌﾞﾗｳﾝ） （C)W55 x D45 x H210

単価 上代：（Ａ）￥29,000（Ｂ）￥21,000 単価 上代：（A)￥3,000（B)￥2,000（C)￥1,500 単価 上代：（Ａ）￥5,500（Ｂ）￥4,500
CODE （Ａ）5302022　（Ｂ）5302061 CODE （A)5311002（B)5311051（C)5311001 CODE (A)5321004 (B)5321053
数量 在庫：各1台 数量 在庫：（A)2個　（B)1個　（C)1個 数量 在庫：（A)1個　（B)1個
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WC-533（A・B） 品番 WC-534（A・B） 品番 WC-535
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪM 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪN 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪO

（A)φ240 x H240 （A)W330 x D150 x H460 W300 x D115 x H490
（B)φ170 x H170 （B)W260 x D130 x H390

単価 上代：（A)￥6,000（B)￥4,500 単価 上代：（A)￥6,500（B)5,500 単価 上代：￥4,000
CODE （A)5331054（B)5331053 CODE （A)5341005　（B)5341004 CODE 5351003
数量 在庫：（A)2個　（B)2個 数量 在庫：（A)2個　（B)2個 数量 在庫：1個
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌﾞｼﾞｪ3

① ② ③

品番 WC-519 品番 WC-538（A・B） 品番 WC-539（A・B）
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪ（ｴﾝﾊﾟｲｱｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ） 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪR 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪS

W210 x D140 x H510 (左)φ120 x H510 (左)W180 x D295 x H270
(右)φ170 x H340 (右)φ255 x H345

素材/陶器 素材/ｶﾞﾗｽ 素材/ｶﾞﾗｽ

単価 上代：￥4,500 単価 （A)¥8,500　（B)8,000 単価 （A)¥12,000　（B)¥10,000
CODE 5191053 CODE （A)5381056　（B)5381006 CODE （A)5391009　（B)5391008
数量 在庫：1台 数量 在庫：各1個 数量 在庫：各1個
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WC-540 品番 WC-541 品番 WC-542
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪT 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪU 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪV

φ400 x H75（皿寸法） φ375 x H85（皿寸法） φ375 x H85（皿寸法）

ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ付属 ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ付属 ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ付属

単価 上代：¥10,000 単価 上代：¥8,500 単価 上代：¥8,500
CODE 5401008 CODE 5411056 CODE 5421056
数量 在庫：1個 数量 在庫：1個 数量 在庫：1個
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WC-543 品番 WC-544（A・B） 品番 WC-545
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪW 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪX 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪY

φ300 x H20（皿寸法） (左)φ150 x H300 φ210 x H350
(右)φ135 x H200

ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ付属 素材/ｶﾞﾗｽ 素材/ｶﾞﾗｽ

単価 上代：¥7,000 単価 （A)¥6,000　（B)¥4,500 単価 上代：¥6,000
CODE 5431055 CODE （A)5441054　（B)5441053 CODE 5451054
数量 在庫：1個 数量 在庫：各1個 数量 在庫：1個
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ｵﾌﾞｼﾞｪ4

① ② ③

品番 WC-546（A・B） 品番 WC-547（A・B） 品番 WC-548
品名 ｵﾌﾞｼﾞｪZ 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪ 品名 ﾓﾋﾞｰﾙ（ﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾃｨﾌﾞ)

(左)W230 x D150 x H345 （A)φ140 x H480 W450 x H500
(右)W250 x D155 x H260 （B)φ170 x H230
素材/ｶﾞﾗｽ 素材/桧

ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
単価 （A)¥6,000　(B)¥4,500 単価 （A)¥5,500　（B)¥4,000 単価 上代：¥9,000
CODE （A)5461054　（B)5461053 CODE （A)5471004　（B)5471053 CODE 5481007
数量 在庫：各1個 数量 在庫：各1個 数量 在庫：2個
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WC-549 品番 WC-550 品番 WC-551
品名 ﾓﾋﾞｰﾙ（ﾌﾚｰﾑ) 品名 ｵﾌﾞｼﾞｪ 品名 地球儀（ｳﾞｨｼﾞｮﾝ）

W100-250 x D100-250 x H400 W330 x D130 x H240 W300 x D300 x H380

素材/桧（塗装仕上） 材質/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ、塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂
ｶﾗｰ/ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ･ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ 台、軸/ｱﾙﾐﾆｳﾑ　

単価 上代：¥16,000 単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥13,000
CODE 5492021 CODE 5501053 CODE 5512001
数量 在庫：3個 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WE-040A 品番 WE-040B 品番
品名 木彫りﾏｽｸ 品名 木彫りﾏｽｸ 品名

W140 x H500 W110 x H300

木彫り 木彫り

単価 上代：￥2,500 単価 上代：￥2,500 単価
CODE 0401002 CODE 0401002 CODE
数量 在庫：1個 数量 在庫：1個 数量
備考 備考 備考

仕様 使用 仕様

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾐﾗｰ1

① ② ③

品番 WL-1107 品番 WL-1152 品番 WL-1129
品名 ﾐﾗｰ(ﾓｻﾞｲｸ) 品名 ﾊﾘｳｯﾄﾞﾐﾗｰ 品名 壁掛けﾐﾗｰ

W430 x H630 □480　厚み/100 800 x 800

壁掛けﾌｯｸ付 ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ
壁掛け式

単価 上代：\4,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥9,000
CODE 11071003 CODE 11522031 CODE 11291007
数量 在庫：1台 数量 在庫：2台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-1105 品番 WL-1130 品番 WL-1131
品名 ﾄﾞｱﾐﾗｰ(ﾙｰｱﾝ) 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾊﾞｳﾑ） 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾄﾘｺ）

W450 x D450 x H1340 W500 x D380 x H1550 W450 x D430 x H1470

素材/天然木(杉) 水性ﾗｯｶｰ塗装

単価 上代：\4,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥4,500
CODE 11051003 CODE 11301005 CODE 11311053
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1134 品番 WL-1135 品番 WL-1141
品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ｵﾋﾟｽ） 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾊｳｴﾙ） 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾊｳｴﾙ）

W600 x D420 x H1580 W400 x D500 x H1460 W630 x D380 x H1610

素材/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 素材/ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ｶﾗｰ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥5,500 単価 上代：￥8,500
CODE 11341005 CODE 11351004 CODE 11411056
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



ﾐﾗｰ2

① ② ③

品番 WL-1142 品番 WL-1143 品番 WL-1158
品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾚｸｴ） 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ（ﾅﾁｭﾗﾙ）

W600 x D40 x H1600 W700 x D20 x H1450 W600 x D800 x H1700

ｶﾗｰ/ｼﾙﾊﾞｰ ｶﾗｰ/ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾚｰﾑ/天然ﾊﾟｲﾝ材 NC塗装
裏板/天然ﾍﾞﾆﾔ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥12,000 単価 上代：￥4,000
CODE 11421005 CODE 11431009 CODE 11581003
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WL-548 品番 WL-538 品番 WL-4091
品名 ﾄﾞﾚｯｻｰ(ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ) 品名 ﾄﾞﾚｯｻｰ(ｻﾗ) 品名 ﾄﾞﾚｯｻｰ/ｽﾂｰﾙ

W700 x D450 x H1285 ﾃﾞｽｸ/W860 x D415 x H720 ﾃﾞｽｸ：W650 x D390 x H720
ﾐﾗｰ/W840 x D140 x H460 ﾐﾗｰ：W490 x D130 x H460

素材/ﾗｲﾄｳｪﾝｹﾞ(ｵｰｸ天然木突板・ｽﾃｲﾝ) ｽﾂｰﾙ：W470 x D430 x H425
ｳﾚﾀﾝ塗装 ﾃﾞｽｸｶﾗｰ：ﾅﾁｭﾗﾙ　ｽﾂｰﾙ：ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ（ﾌﾞﾗｳﾝ）

単価 上代：￥33,000 単価 上代：￥33,000 単価 上代：\12,000
CODE 5482052 CODE 5382052 CODE 40911009
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-4049 image 品番 WL-4049L 品番
品名 品名 卓上ﾐﾗｰ（ｱｽﾀｰ） 品名

W550 x D140 x H400

ｶﾗｰ/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

単価 単価 上代：￥6,500 単価
CODE CODE 40491005 CODE
数量 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



その他1

① ② ③

品番 WL-1106 品番 WL-1108 品番 WL-1120
品名 洗面台 品名 冷蔵庫（GENERAL ELECTRIC) 品名 ﾈｵﾝｻｲﾝ(ｳｪﾙｶﾑ)

W710 x D570 x H910 W790 x D730 x H1680 W540 x H330

単価 上代：\30,000 単価 上代：￥85,000 単価 上代：￥14,000
CODE 11062032 CODE 11082056 CODE 11202011
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 DA-1408 品番 WL-1115 品番 WL-1116
品名 ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾎﾞｰﾙ 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｽﾄ(ﾌｫｰﾘｱ) 品名 ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｽﾄ(ﾎﾞﾋﾞ)

φ200 W531 x D320 x H1130 W490 x D110 x H1400

AC-DC電源使用 ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾗｰ/ﾎﾜｲﾄ

単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥16,000
CODE 14081005 CODE 11151005 CODE 11162021
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1128 品番 WL-1127 品番 U-224B
品名 6ﾄﾞｱ冷蔵庫 品名 ｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ（ﾉｰﾑ） 品名 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ(B)2列2段

W740 x D733 x H1828 W320 x D460 x H800 W300 x D440 x H230

ｶﾗｰ/ｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 棚板/天然木化粧繊維板（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ）
本体/ｽﾁｰﾙ（紛体塗装）

単価 上代：￥76,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥3,900
CODE 11282085 CODE 11271005 CODE 2241003
数量 在庫：1台 数量 問い合わせ下さい 数量 問い合わせ下さい
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



その他2

① ② ③

品番 WH-500A 品番 WH-500B 品番 WH-500C
品名 CDﾌﾟﾚｰﾔｰ 品名 AVﾒｲﾝｱﾝﾌﾟ 品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ

W435 x D313.3 x H96 W435 x D315 x H161 W224 x D349 X H981
W435 x D327 x H221(無線ｱﾝﾃﾅ装着時）

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾗｰ/ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥41,000
CODE 5002071 CODE 5002031 CODE 5002023
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：2ｾｯﾄ
備考 備考 備考
④ ⑤ ⑥

品番 WH-503 品番 WH-504 品番 AA-602
品名 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ 品名 ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ 品名 ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚ-ﾔｰ

W106 x D186.5 x H1030 W360 x D357 x H97 W406 x D360 x H88

単価 上代：￥22,000 単価 上代：￥6,500 単価 上代：￥6,500
CODE 5032071 CODE 5041005 CODE 6021005
数量 在庫：1ｾｯﾄ 数量 在庫：1台 数量 在庫：1ｾｯﾄ
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WH-501 品番 WH-502A 品番 WH-502B
品名 ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ 品名 ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ（J-4560） 品名 ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ・連結ﾕﾆｯﾄ（JV-4260)

W604 x D580 x H992 W660 x D550 x H568 W660 x D550 x H249

ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ

単価 上代：￥25,000 単価 上代：￥20,000 単価 上代：￥9,000
CODE 5012091 CODE 5022051 CODE 5021007
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



その他3

① ② ⑧

品番 WL-4050A 品番 WL-4050B 品番 WL-1124
品名 ﾊﾞｹﾞｰｼﾞﾗｯｸ 品名 ﾊﾞｹﾞｰｼﾞﾗｯｸ 品名 ﾊｼｺﾞ（ﾘｺ）

W470 x D410 x H455 W610 x D390 x H510 W390 x D26 x H2500

ﾌﾚｰﾑ：ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ ﾌﾚｰﾑ：天然木（ﾌﾞﾗｳﾝ）
ﾍﾞﾙﾄ：ﾅｲﾛﾝ（黒） ﾍﾞﾙﾄ：ﾅｲﾛﾝ（茶色）

単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥6,000 単価 上代：￥7,000
CODE 40501003 CODE 40501054 CODE 11241055
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑨ ⑤ ⑥

品番 WL-1110 品番 SC-703 品番 WL-1157
品名 ｱｲｱﾝ脚立 品名 ｲｰｾﾞﾙ（白木） 品名 ﾃｰﾌﾞﾙｻｯｶｰ

W740 x D420 x H860 W590 x D650 x H1250 W1400 x D720 x H860

素材/木製 色は青と黄になります

単価 上代：￥7,000 単価 上代：￥5,000 単価 上代：￥33,000
CODE 11101055 CODE 7031004 CODE 11572052
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1121 品番 WL-1122 品番 WL-1153
品名 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ（5枚ｾｯﾄ） 品名 ﾗｼﾞｵﾌﾗｲﾔｰｸﾗｼｯｸﾜｺﾞﾝ 品名 ｱｲｱﾝｲｰｾﾞﾙ

300x150 W910 x D450 x H110 W450 x H1400

単価 上代：￥2,000 単価 上代：￥8,000 単価 上代：￥10,000
CODE 11211051 CODE 11221006 CODE 11531008
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：1台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



その他4

① ② ⑧

品番 U-1202（A） 品番 U-1202（B) 品番 U-1203A
品名 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 品名 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 品名 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ（窓付き）もえるゴミ

φ433 x H630 φ433 x H630 W420 x D420 x H860

素材/ｽﾁｰﾙ（ｲｴﾛｰ） 素材/ｽﾁｰﾙ（ｸﾞﾘｰﾝ） 本体：ｽﾃﾝﾚｽﾍｱｰﾗｲﾝ
65ﾘｯﾄﾙ 65ﾘｯﾄﾙ 窓：再生PET80%　容量：60L

単価 上代：\4,500 単価 上代：\4,500 単価 上代：￥17,000
CODE 12021053 CODE 12021053 CODE 12032031
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑨ ⑤ ⑥

品番 U-1203B 品番 U-1101A 品番 U-1101B
品名 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ（窓付き）缶・ﾋﾞﾝ 品名 ｽﾓｰｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ（壁置き） 品名 ｽﾓｰｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ用背面ﾊﾟﾈﾙ

W420 x D420 x H860 W450 x D300 x H1100 W450 x D30 x H500

本体：ｽﾃﾝﾚｽﾍｱｰﾗｲﾝ ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上 ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上
窓：再生PET80%　容量：60L

単価 上代：￥17,000 単価 上代：￥24,000 単価 上代：￥6,500
CODE 12032031 CODE 11012081 CODE 11021005
数量 在庫：2台 数量 在庫：2台 数量 在庫：2台
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 WL-1159 品番 U-1027 品番 U-1028
品名 ｷｯﾁﾝﾜｺﾞﾝ 品名 脱衣ｶｺﾞ（2段） 品名 空港用手荷物ｶｰﾄ

W300 x D560 x H700 W548 x D360 x H655 W1038 x D592 x H953
（収納部内寸：W240 x D440 x H560）
ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ ｶｺﾞ/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（ﾎﾜｲﾄ） 耐荷重/150kg

ﾌﾚｰﾑ/ｽﾁｰﾙ（粉体塗装）
単価 上代：￥3,000 単価 上代：￥4,000 単価 上代：￥24,000
CODE 11591002 CODE 10271003 CODE 10282081
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量 在庫：10台
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様



その他5

① ② ⑧

品番 WL-1111 品番 WL-1151 品番
品名 譜面台 品名 木製譜面台 品名

譜面台/W480 x H350 譜面台：W450xD310
H620～1180 H960-1320

単価 上代：￥4,500 単価 上代：￥6,500 単価
CODE 11111053 CODE 11511005 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：4台 数量
備考 備考 備考
⑨ ⑤ ⑥

品番 AA-605A 品番 AA-605B 品番
品名 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ 品名 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ用ｽﾀﾝﾄﾞ 品名

単価 上代：￥9,000 単価 上代：￥3,000 単価
CODE 6051007 CODE 6051002 CODE
数量 在庫：1台 数量 在庫：1台 数量
備考 備考 備考
⑦ ⑧ ⑨

品番 品番 品番
品名 品名 品名

単価 単価 単価
CODE CODE CODE
数量 数量 数量
備考 備考 備考

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様

ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ ｻｲｽﾞ

仕様 仕様 仕様
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