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受注生産の家具に、このアイコンが表示されます。オフィス用のデスク
や会議室用のテーブルなどが主ですが、Ｔ-7000番など一部チェアも
受注生産となります。納期に関しては当社担当に問い合わせください。

アイコンの解説

張地記号の解説

素材 グレード バリエーション （記号）

布地

A
アネルカ
（A04）

全10色

アメリ
（A02）

全5色

ルーチェ
（A03）

全5色

B
エヌシー
（B01）

全15色

ニューシャモア
（B02）

全5色

マイカG
（B06）

全5色

ミナモ
（B07）

全5色

C
カッセル
（C05）

全10色

コゼット
（C01）

全5色

アトラス
（C07）

全5色

サクソニー
（C02）

全2色

アスカ
（C03）

全1色

D
Tコモン
（D02）

全1色

ナミ
（D03）

全2色

ケニング
（D01）

全2色

スピリット
（D04）

全5色

コリーヌ2
（D06）

全3色

ビニール
レザー V

オールマイティー
（V01）

全13色

マニエラ
（V04）

全5色

合成皮革 S
エーデルスムース

（S01）
全5色

天然皮革 L
リオ

（L01）
全8色

その他
ウィロー（T01）
バタフライスツール

〈S-0048AA-AA〉専用
全2色

・ 表示価格は2022年5月16日現在です。ただし、物価の変動により価格を変更する場合があります。
・ 本カタログの記載価格はすべて税抜表示です。
・ 本カタログに掲載されている、画像及び文章の無断転載や流用を一切禁止しております。

カタログ記載上のお願い
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M-0001WB-NT
コネクター

¥7,000 105
107

T-0008LI-NT
台車

¥67,000 072

T-0009AA-AA
台車

¥84,000 066

T-0030LU-BX
台車

¥63,000 064

T-0031LU-BX
台車（テーブル脚用）

¥66,000 065

T-0032LU-BX
台車（テーブル脚用）

¥66,000 065

T-0033AA-AA
トレイ

¥8,000 065

T-0041WB-NT 
高さ調節ユニット

¥16,000 067

S-0048AA-AA 
クッション

¥10,000 167

T-0051AA-AA 
テーブル移動キャスター

¥14,000 067

T-0054XX-XX 
配線孔ボックス

¥115,000 212

T-0055AA-AA 
ケーブルトレー

¥4,000 212

T-0056AA-AA 
ケーブルトレー

¥8,000 212

T-0058WB-BW
コネクター

¥5,000 111

T-0058WB-NT
コネクター

¥5,000 111

T-0067AA-AA
台車

¥84,000 070

T-0069AA-AA
台車

¥84,000 071

T-0070AA-AA
台車

¥84,000 069

T-0072AA-AA
台車

¥84,000 068

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-0079AA-BL
ケーブルホルダー

¥26,000 212

T-0079AA-NT
ケーブルホルダー

¥26,000 212

T-0080WB-AG
コネクター

¥7,000 109

T-0080WB-NT
コネクター

¥7,000 109

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

S-0228KR-KB
座卓

¥92,000 159

S-0228KY-KB
座卓

¥94,000 159

S-0228KY-NT
座卓

¥94,000 159

S-0228MP-NT
座卓

¥90,000 159

F-0228SG-NT 
座卓

¥113,000 159

M-0251IT-NT
テーブル

¥102,000 105

M-0254IT-NT
テーブル

¥89,000 107

M-0255IT-NT
サイドテーブル

¥70,000 107

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-0082AA-AA
クッション

ー ¥9,500 ¥11,000 ¥12,000 ¥16,000 ¥9,000 ¥12,000 ー 098

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革 天然皮革布地布地

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。

Price List / 価格表
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T-0263KR-KB
座卓

¥83,000 159

T-0263KY-KB
座卓

¥84,000 159

T-0263KY-NT
座卓

¥84,000 159

T-0263MP-NT
座卓

¥81,000 159

F-0263SG-NT 
座卓

¥102,000 159

T-0281NA-NT
テーブル

¥85,000 031

T-0282NA-NT
テーブル

¥97,000 031

T-0295ME-NT
テーブル

¥86,000 024

T-0296ME-NT
テーブル

¥73,000 025

T-0373KR-KB
座卓

¥117,000 159

T-0373KY-KB
座卓

¥121,000 159

T-0373KY-NT
座卓

¥121,000 159

T-0373MP-NT
座卓

¥114,000 159

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ

S-0507NA-NT
チェア

¥35,000 ー ー ー ー ー ー ー 030

S-0508NA-NT
チェア

ー ¥37,500 ¥38,000 ¥38,500 ¥40,000 ¥37,000 ¥38,500 ー 030

S-0521MP-NT
バタフライスツール

¥50,000 ー ー ー ー ー ー ー 167

S-0521RW-ST
バタフライスツール

¥50,000 ー ー ー ー ー ー ー 167

M-0551WB-NT
イージーチェア

ー ¥117,000 ¥120,000 ¥128,000 ¥141,000 ¥114,000 ¥128,000 ¥241,000 104

M-0552WB-NT
イージーチェア

ー ¥106,000 ¥109,000 ¥117,000 ¥130,000 ¥103,000 ¥117,000 ¥230,000 104

M-0553WB-NT
スツール

ー ¥71,000 ¥73,000 ¥79,000 ¥89,000 ¥69,000 ¥79,000 ¥153,000 105

M-0559WB-NT
チェア

ー ¥66,000 ¥67,000 ¥68,000 ¥72,000 ¥65,000 ¥68,000 ¥85,000 033

M-0561WB-NT
イージーチェア

ー ¥123,000 ¥126,000 ¥134,000 ¥147,000 ¥120,000 ¥134,000 ¥247,000 107

M-0562WB-NT
ハイバックチェア

ー ¥189,000 ¥192,000 ¥201,000 ¥216,000 ー ー ー 107

M-0563WB-NT
オットマン

ー ¥90,000 ¥93,000 ¥99,000 ¥110,000 ー ー ー 107

M-0566WB-NT
チェア

ー ¥68,000 ¥70,000 ¥73,000 ¥78,000 ¥66,000 ¥73,000 ¥99,000 033

M-0567WB-NT
イージーチェア

ー ¥112,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥136,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥236,000 104

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。

Price List / 価格表



005

M-0568WB-NT
イージーチェア

ー ¥112,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥136,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥236,000 104

M-0571WB-NT
イージーチェア

ー ¥117,000 ¥120,000 ¥128,000 ¥141,000 ¥114,000 ¥128,000 ¥241,000 106

M-0572WB-NT
イージーチェア

ー ¥106,000 ¥109,000 ¥117,000 ¥130,000 ¥103,000 ¥117,000 ¥230,000 106

M-0573WB-NT
イージーチェア

ー ¥112,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥136,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥236,000 106

M-0574WB-NT
イージーチェア

ー ¥112,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥136,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥236,000 106

T-0635WB-NT
チェア

ー ¥36,000 ¥36,500 ¥37,000 ¥38,500 ¥35,500 ¥37,000 ー 025

T-0678WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥39,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥46,000 ¥38,000 ¥42,000 ー 071

T-0681WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥36,500 ¥37,000 ¥38,000 ¥39,500 ¥36,000 ¥38,000 ー 069

T-2001NA-ST
テーブル

¥64,000 084
087

T-2001WB-NT
テーブル

¥64,000 084
087

T-2002NA-ST
テーブル

¥99,000 085

T-2002WB-NT
テーブル

¥99,000 085

T-2068ME-NT
テーブル

¥117,000 045

T-2068WB-BW
テーブル

¥117,000 045

T-2068WB-NT
テーブル

¥117,000 045

T-2078NA-ST
テーブル

¥55,000 084
086

T-2078WB-NT
テーブル

¥55,000 084
086

T-2079ME-NT
テーブル

¥128,000 045
046

T-2079WB-BW
テーブル

¥128,000 045
046

T-2079WB-NT
テーブル

¥128,000 045
046

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-2093ME-NT
ワゴン

¥72,000 024

T-2310ME-NT
テーブル

¥121,000 045

T-2310WB-BW
テーブル

¥121,000 045

T-2310WB-NT
テーブル

¥121,000 045

T-2313MP-NT
テーブル

¥179,000 049

T-2314MP-NT
テーブル

¥156,000 049

T-2316MP-NT
座卓

¥120,000 160

T-2316SP-SR
座卓

¥120,000 160

T-2321NA-BW
テーブル

¥140,000 125

T-2321NA-ST
テーブル

¥140,000 125

F-2321SG-NT 
テーブル

¥173,000 125

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-2497NA-DB
講演台

¥420,000 213

T-2498NA-DB
花台

¥204,000 213

T-2523MP-NT
テーブル

¥133,000 068

T-2524MP-NT
テーブル

¥125,000 068

T-2525MP-NT
テーブル

¥99,000 068

T-2549WB-NT
テーブル

¥56,000 088
092

T-2573MP-BX
座卓

¥155,000 162

T-2573MP-NT
座卓

¥155,000 162

T-2577MP-NT
テーブル

¥107,000 113

T-2606NA-CH
サービステーブル

¥118,000 201

T-2608NA-CH
デスク

¥443,000 200

T-2613WB-NT
テーブル

¥105,000 028

T-2636SH-CH
サイドテーブル

¥93,000 129

T-2637SH-CH
サービステーブル

¥127,000 129

T-2645MP-NT
テーブル

¥62,000 061

F-2656SG-NT 
テーブル

¥132,000 027

T-2656WB-BW
テーブル

¥99,000 027

T-2656WB-NT
テーブル

¥99,000 027

T-2658MD-JB
スタッキングテーブル

¥78,000 065

T-2658MD-JU
スタッキングテーブル

¥78,000 065

T-2659MD-JB
スタッキングテーブル

¥78,000 065

T-2659MD-JU
スタッキングテーブル

¥78,000 065

T-2322NA-BW
サイドテーブル

¥118,000 125

T-2322NA-ST
サイドテーブル

¥118,000 125

T-2336NA-CH
テーブル

¥254,000 051

T-2336NA-ST
テーブル

¥254,000 051

T-2365NA-ST
デスク

¥633,000 198

T-2366NA-ST
デスク

¥495,000 198

T-2367NA-ST
サイドデスク

¥355,000 198

T-2383MP-NT
テーブル

¥105,000 120

T-2385NA-ST
サービステーブル

¥146,000 199

T-2385WN-BW 
サービステーブル

¥186,000 197

T-2394WB-NT
テーブル

¥62,000 093

T-2461NA-CH
テーブル

¥96,000 095
119

T-2461NA-ST
テーブル

¥96,000 095
119

T-2462NA-CH
サイドテーブル

¥86,000 095
119

T-2462NA-ST
サイドテーブル

¥86,000 095
119

T-2463NA-CH
テーブル

¥105,000 094

T-2463NA-ST
テーブル

¥105,000 094

T-2488WB-CH
テーブル

¥80,000 117

T-2488WB-NT
テーブル

¥80,000 117

T-2489WB-CH
サイドテーブル

¥72,000 117

T-2489WB-NT
サイドテーブル

¥72,000 117

T-2496NA-DB
講演台

¥575,000 213

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。

Price List / 価格表
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T-2671AS-NT
テーブル

¥248,000 037

T-2671AS-SP
テーブル

¥248,000 037

T-2672WB-NT
テーブル

¥98,000 096

T-2673WB-NT
テーブル

¥127,000 062

T-2687NA-ST
テーブル

¥67,000 085

T-2693WB-NT 
テーブル

¥96,000 067

T-2697WB-NT 
テーブル

¥122,000 067

T-2699WB-NT 
テーブル

¥133,000 067

T-2701WB-NT 
テーブル

¥145,000 067

T-2706NA-CH
デスク

¥505,000 200

T-2707SH-CH
テーブル

¥121,000 129

T-2708WB-BW
テーブル

¥88,000 027

T-2708WB-NT
テーブル

¥88,000 027

T-2709MP-NT
テーブル

¥98,000 061

T-2710MP-NT
テーブル

¥88,000 061

T-2712MP-NT
テーブル

¥105,000 033

T-2720NA-NT
テーブル

¥110,000 031

T-2721NA-CH
テーブル

¥208,000 051

T-2721NA-ST
テーブル

¥208,000 051

T-2722MP-NT
テーブル

¥114,000 033

T-2723MP-NT
テーブル

¥130,000 033

T-2724NA-BW
テーブル

¥84,000 115

T-2724NA-ST
テーブル

¥84,000 115

T-2725NA-BW
テーブル

¥75,000 115

T-2725NA-ST
テーブル

¥75,000 115

T-2726MP-NT
サイドテーブル

¥90,000 120

T-2727NA-CH
テーブル

¥162,000 121

T-2728NA-CH
サイドテーブル

¥116,000 121

T-2729ME-NT
テーブル

¥120,000 060

T-2729SP-ST
テーブル

¥125,000 060

T-2730ME-NT
テーブル

¥144,000 060

T-2730SP-ST
テーブル

¥154,000 060

T-2731NA-AG
テーブル

¥158,000 035

T-2731NA-NT
テーブル

¥158,000 035

T-2732NA-AG
ワゴン

¥99,000 036

T-2732NA-NT
ワゴン

¥99,000 036

T-2733NA-AG
テーブル

¥147,000 109

T-2733NA-NT
テーブル

¥147,000 109

T-2734NA-AG
テーブル

¥155,000 053

T-2734NA-NT
テーブル

¥155,000 053

T-2735NA-AG
テーブル

¥159,000 053

T-2735NA-NT
テーブル

¥159,000 053

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ
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F-2736SG-NT
テーブル

¥99,000 089

T-2736WB-NT
テーブル

¥90,000 089

F-2737SG-AG
テーブル

¥255,000 023

F-2737SG-NT
テーブル

¥255,000 023

F-2738SG-AG
テーブル

¥225,000 022

F-2738SG-NT
テーブル

¥225,000 022

F-2739SG-NT
テーブル

¥165,000 039

T-2739WB-NT
テーブル

¥148,000 039

F-2740SG-NT
テーブル

¥148,000 039

T-2740WB-NT
テーブル

¥135,000 039

F-2741SG-NT
テーブル

¥314,000 057

F-2742SG-BW
テーブル

¥231,000 102

F-2742SG-NT
テーブル

¥231,000 102

F-2743SG-CH
テーブル

¥97,000 099

F-2743SG-NT
テーブル

¥97,000 099

F-2744SG-CH
テーブル

¥83,000 099

F-2744SG-NT
テーブル

¥83,000 099

W-2745NA-NT
テーブル

¥313,000 041

W-2745WN-BW
テーブル

¥371,000 041

W-2746NA-NT
テーブル

¥320,000 041

W-2746WN-BW
テーブル

¥380,000 041

W-2747NA-NT
テーブル

¥257,000 041

W-2747WN-BW
テーブル

¥308,000 041

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-3013MP-CH
イージーチェア

ー ¥290,000 ¥296,000 ¥310,000 ¥336,000 ¥284,000 ¥310,000 ¥444,000 128

T-3014MP-CH
ソファ

ー ¥610,000 ¥622,000 ¥645,000 ¥693,000 ¥598,000 ¥645,000 ¥891,000 128

T-3035AS-NT
チェア

¥69,000 ー ー ー ー ー ー ー 037

T-3035AS-SP
チェア

¥69,000 ー ー ー ー ー ー ー 037

T-3036SP-ST
チェア

ー ¥96,000 ¥97,000 ¥98,000 ¥99,000 ー ー ー 060

S-3047MP-NT
プライチェア

¥105,000 ー ー ー ー ー ー ー 098

S-3047WN-BW
プライチェア

¥114,000 ー ー ー ー ー ー ー 098

S-3048MP-NT
チェア

¥65,000 ー ー ー ー ー ー ー 061

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地

Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-3064WB-NT
ベンチ

ー ¥112,000 ¥114,000 ¥117,000 ¥125,000 ¥110,000 ¥117,000 ー 146

T-3064WB-SR
ベンチ

ー ¥112,000 ¥114,000 ¥117,000 ¥125,000 ¥110,000 ¥117,000 ー 146

T-3073MP-NT
ベンチ

¥195,000 ー ー ー ー ー ー ー 145

T-3078WB-NT 
ベンチ

ー ¥175,000 ¥180,000 ¥188,000 ¥206,000 ¥170,000 ¥188,000 ー 151

T-3079WB-NT 
ベンチ

ー ¥262,000 ¥269,000 ¥281,000 ¥305,000 ¥255,000 ¥281,000 ー 151

T-3080WB-NT 
ベンチ

ー ¥348,000 ¥357,000 ¥373,000 ¥405,000 ¥339,000 ¥373,000 ー 151

T-3101WB-NT
ベンチ

ー ¥188,000 ¥191,000 ¥199,000 ¥213,000 ¥184,000 ¥199,000 ー 150

T-3102WB-NT
ベンチ

ー ¥232,000 ¥236,000 ¥246,000 ¥266,000 ¥227,000 ¥246,000 ー 150

T-3106WB-CH
ワーキングチェア

ー ¥178,000 ¥182,000 ¥189,000 ¥203,000 ¥174,000 ¥189,000 ¥270,000 202
215

T-3107WB-CH
ワーキングチェア

ー ¥154,000 ¥158,000 ¥163,000 ¥176,000 ¥152,000 ¥163,000 ¥233,000 202
215

T-3111WB-NT 
ベンチ

ー ¥96,000 ¥100,000 ¥104,000 ¥113,000 ¥94,000 ¥104,000 ー 148

T-3112WB-NT 
ベンチ

ー ¥127,000 ¥129,000 ¥135,000 ¥147,000 ¥124,000 ¥135,000 ー 148

T-3113WB-NT 
ベンチ

ー ¥162,000 ¥167,000 ¥177,000 ¥194,000 ¥158,000 ¥177,000 ー 149

T-3114WB-NT 
ベンチ

ー ¥228,000 ¥234,000 ¥246,000 ¥269,000 ¥223,000 ¥246,000 ー 149

T-3117WB-NT
キッズチェア

¥34,000 ー ー ー ー ー ー ー 173

T-3118WB-NT
キッズチェア

ー ¥36,000 ¥36,500 ¥37,000 ¥38,500 ¥35,500 ¥37,000 ー 173

T-3119WB-NT
キッズチェア

ー ¥39,500 ¥40,000 ¥40,500 ¥42,000 ¥39,000 ¥40,500 ー 173

T-3125WB-BX
スタッキングチェア

ー ¥54,000 ¥55,000 ¥56,000 ¥58,000 ¥53,000 ¥56,000 ー 064

T-3126WB-BX
スタッキングアームチェア

ー ¥59,000 ¥60,000 ¥61,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥61,000 ー 064

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-3140MD-BA
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3140MD-GN
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3140MD-OR
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3140MD-PA
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3140MD-WA
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3140MD-YA
スツール

¥30,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3147WB-NT
チェア

¥63,000 ー ー ー ー ー ー ー 062

T-3149WB-NT
チェア

¥66,000 ー ー ー ー ー ー ー 096

T-3153AS-NT
チェア

ー ¥71,000 ¥71,500 ¥72,000 ¥74,000 ー ー ー 037

T-3153AS-SP
チェア

ー ¥71,000 ¥71,500 ¥72,000 ¥74,000 ー ー ー 037

T-3158WB-BW
スツール

ー ¥49,000 ¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 ¥48,000 ¥51,000 ¥61,000 ー

T-3158WB-NT
スツール

ー ¥49,000 ¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 ¥48,000 ¥51,000 ¥61,000 090
171

T-3159WB-BW
オットマン

ー ¥42,000 ¥43,000 ¥44,000 ¥46,000 ¥41,000 ¥44,000 ¥55,000 ー

T-3159WB-NT
オットマン

ー ¥42,000 ¥43,000 ¥44,000 ¥46,000 ¥41,000 ¥44,000 ¥55,000 090

T-3160NA-BW
ソファ

ー ¥239,000 ¥249,000 ¥266,000 ¥302,000 ¥229,000 ¥266,000 ¥449,000 114

T-3160NA-ST
ソファ

ー ¥239,000 ¥249,000 ¥266,000 ¥302,000 ¥229,000 ¥266,000 ¥449,000 114

S-3165MP-NT
リングスツール

ー ー ー ー ー ¥34,000 ー ー 170

T-3169WB-NT
スツール

ー ¥26,500 ¥27,000 ¥27,500 ¥29,000 ¥26,000 ¥27,500 ー 171

T-3187WB-BX
座イス

ー ¥93,000 ¥94,000 ¥95,000 ¥98,000 ¥92,000 ¥95,000 ー 163

T-3187WB-NT
座イス

ー ¥93,000 ¥94,000 ¥95,000 ¥98,000 ¥92,000 ¥95,000 ー 163

T-3190MP-BW
アームチェア

ー ¥198,000 ¥202,000 ¥211,000 ¥227,000 ¥195,000 ¥211,000 ¥293,000 211
220

T-3190MP-NT
アームチェア

ー ¥198,000 ¥202,000 ¥211,000 ¥227,000 ¥195,000 ¥211,000 ¥293,000 211
220

T-3192WB-NT
キッズチェア

¥43,000 ー ー ー ー ー ー ー 173

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-3195WB-NT
リングスツール

¥32,000 ー ー ー ー ー ー ー 170

T-3205MP-BX
チェア

¥135,000 ー ー ー ー ー ー ー 058

T-3205MP-CH
チェア

¥135,000 ー ー ー ー ー ー ー 058

T-3205MP-DW
チェア

¥135,000 ー ー ー ー ー ー ー 058

T-3205MP-NR
チェア

¥135,000 ー ー ー ー ー ー ー 058

T-3206NA-ST
中座イス

ー ¥85,000 ¥87,000 ¥90,000 ¥96,000 ¥84,000 ¥90,000 ー 085

T-3208WB-NT
ハイバックチェア

ー ¥130,000 ¥134,000 ¥140,000 ¥152,000 ¥128,000 ¥140,000 ー 091

T-3210NA-CH
ワーキングチェア

ー ¥204,000 ¥208,000 ¥215,000 ¥230,000 ¥201,000 ¥215,000 ¥297,000 207
219

T-3210NA-ST
ワーキングチェア

ー ¥204,000 ¥208,000 ¥215,000 ¥230,000 ¥201,000 ¥215,000 ¥297,000 199
219

T-3211NA-CH
ワーキングチェア

ー ¥181,000 ¥184,000 ¥190,000 ¥204,000 ¥179,000 ¥190,000 ¥260,000 207
219

T-3211NA-ST
ワーキングチェア

ー ¥181,000 ¥184,000 ¥190,000 ¥204,000 ¥179,000 ¥190,000 ¥260,000 199
219

T-3214AA-AA
ワーキングチェア

ー ¥213,000 ¥219,000 ¥227,000 ¥243,000 ¥208,000 ¥227,000 ¥315,000 197
215

T-3215AA-AA
ワーキングチェア

ー ¥188,000 ¥192,000 ¥199,000 ¥214,000 ¥184,000 ¥199,000 ¥275,000 197
215

T-3219MD-BA
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3219MD-GN
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3219MD-OR
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3219MD-PA
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3219MD-WA
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3219MD-YA
スツール

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 172

T-3221WB-NT
チェア

¥67,000 ー ー ー ー ー ー ー 029

T-3222WB-NT
チェア

ー ¥79,000 ¥80,000 ¥82,000 ¥85,000 ¥78,000 ¥82,000 ー 029

T-3223WB-NT
フォールディングチェア

ー ¥70,000 ¥72,000 ¥75,000 ¥89,000 ¥69,000 ¥75,000 ー 073

T-3228WB-NT
アームチェア

ー ¥84,000 ¥87,000 ¥93,000 ¥99,000 ¥83,000 ¥93,000 ー 049

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-3229WB-NT
フォールディングチェア

ー ¥61,000 ¥61,500 ¥62,000 ¥63,500 ¥60,500 ¥62,000 ¥72,000 073

T-3230NA-AG
アームチェア

ー ¥63,000 ¥65,000 ¥67,000 ¥73,000 ¥62,000 ¥67,000 ¥90,000 035

T-3230NA-NT
アームチェア

ー ¥63,000 ¥65,000 ¥67,000 ¥73,000 ¥62,000 ¥67,000 ¥90,000 035

T-3231NA-AG
チェア

ー ¥58,000 ¥60,000 ¥62,000 ¥68,000 ¥57,000 ¥62,000 ¥85,000 034

T-3231NA-NT
チェア

ー ¥58,000 ¥60,000 ¥62,000 ¥68,000 ¥57,000 ¥62,000 ¥85,000 034

T-3232NA-AG
チェア

ー ¥57,000 ¥59,000 ¥61,000 ¥67,000 ¥56,000 ¥61,000 ¥84,000 034

T-3232NA-NT
チェア

ー ¥57,000 ¥59,000 ¥61,000 ¥67,000 ¥56,000 ¥61,000 ¥84,000 034

T-3233NA-AG
ベンチ

ー ¥111,000 ¥114,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥108,000 ¥118,000 ¥174,000 036
147

T-3233NA-NT
ベンチ

ー ¥111,000 ¥114,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥108,000 ¥118,000 ¥174,000 036
147

T-3234WB-AG
イージーチェア

ー ¥161,000 ¥168,000 ¥175,000 ¥204,000 ¥158,000 ¥175,000 ¥256,000 109

T-3234WB-NT
イージーチェア

ー ¥161,000 ¥168,000 ¥175,000 ¥204,000 ¥158,000 ¥175,000 ¥256,000 109

T-3235WB-AG
イージーチェア

ー ¥150,000 ¥157,000 ¥164,000 ¥193,000 ¥147,000 ¥164,000 ¥245,000 108

T-3235WB-NT
イージーチェア

ー ¥150,000 ¥157,000 ¥164,000 ¥193,000 ¥147,000 ¥164,000 ¥245,000 108

T-3236WB-AG
イージーチェア

ー ¥156,000 ¥163,000 ¥170,000 ¥199,000 ¥153,000 ¥170,000 ¥250,000 108

T-3236WB-NT
イージーチェア

ー ¥156,000 ¥163,000 ¥170,000 ¥199,000 ¥153,000 ¥170,000 ¥250,000 108

T-3237WB-AG
イージーチェア

ー ¥156,000 ¥163,000 ¥170,000 ¥199,000 ¥153,000 ¥170,000 ¥250,000 108

T-3237WB-NT
イージーチェア

ー ¥156,000 ¥163,000 ¥170,000 ¥199,000 ¥153,000 ¥170,000 ¥250,000 108

T-3238WB-AG
ハイバックチェア

ー ¥113,000 ¥119,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥111,000 ¥125,000 ¥194,000 053

T-3238WB-NT
ハイバックチェア

ー ¥113,000 ¥119,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥111,000 ¥125,000 ¥194,000 053

T-3239WB-AG
アームチェア

ー ¥99,000 ¥103,000 ¥107,000 ¥123,000 ¥98,000 ¥107,000 ¥154,000 053

T-3239WB-NT
アームチェア

ー ¥99,000 ¥103,000 ¥107,000 ¥123,000 ¥98,000 ¥107,000 ¥154,000 053

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-3240WB-AG
チェア

ー ¥89,000 ¥93,000 ¥97,000 ¥113,000 ¥88,000 ¥97,000 ¥144,000 053

T-3240WB-NT
チェア

ー ¥89,000 ¥93,000 ¥97,000 ¥113,000 ¥88,000 ¥97,000 ¥144,000 053

T-3241WB-AG
ベンチ

ー ¥107,000 ¥112,000 ¥117,000 ¥135,000 ¥105,000 ¥117,000 ¥167,000 053
147

T-3241WB-NT
ベンチ

ー ¥107,000 ¥112,000 ¥117,000 ¥135,000 ¥105,000 ¥117,000 ¥167,000 053
147

F-3242SG-NT
イージーチェア

ー ¥166,000 ¥168,000 ¥170,000 ¥180,000 ¥165,000 ¥170,000 ¥201,000 089

T-3242WB-NT
イージーチェア

ー ¥142,000 ¥144,000 ¥146,000 ¥156,000 ¥141,000 ¥146,000 ¥177,000 089

T-3243WB-BW
ハイバックチェア

ー ¥94,000 ¥97,000 ¥102,000 ¥115,000 ¥92,000 ¥102,000 ¥176,000 ー

T-3243WB-NT
ハイバックチェア

ー ¥94,000 ¥97,000 ¥102,000 ¥115,000 ¥92,000 ¥102,000 ¥176,000 090

T-3245MP-DW
スタッキングチェア

¥55,000 ー ー ー ー ー ー ー 063

T-3245MP-NR
スタッキングチェア

¥55,000 ー ー ー ー ー ー ー 063

T-3245MP-NT
スタッキングチェア

¥55,000 ー ー ー ー ー ー ー 063

T-3248WB-AG
オットマン

ー ¥75,000 ¥77,000 ¥79,000 ¥92,000 ¥73,000 ¥79,000 ¥115,000 109

T-3248WB-NT
オットマン

ー ¥75,000 ¥77,000 ¥79,000 ¥92,000 ¥73,000 ¥79,000 ¥115,000 109

F-3249SG-AG
チェア

¥64,000 ー ー ー ー ー ー ー 022

F-3249SG-NT
チェア

¥64,000 ー ー ー ー ー ー ー 022

F-3250SG-NT
アームチェア

¥84,000 ー ー ー ー ー ー ー 039

T-3250WB-NT
アームチェア

¥80,000 ー ー ー ー ー ー ー 039

F-3251SG-NT
アームチェア

ー ¥90,000 ¥91,000 ¥93,000 ¥97,000 ¥89,000 ¥93,000 ー 039

T-3251WB-NT
アームチェア

ー ¥86,000 ¥87,000 ¥89,000 ¥93,000 ¥85,000 ¥89,000 ー 039

F-3252SG-NT
スツール

¥108,000 ー ー ー ー ー ー ー
057
172

F-3253SG-NT
スツール

ー ¥114,000 ¥115,000 ¥117,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥117,000 ¥133,000 057
172

F-3254SG-BW
イージーチェア

ー ¥180,000 ¥182,000 ¥185,000 ¥192,000 ¥178,000 ¥185,000 ¥207,000 102

F-3254SG-NT
イージーチェア

ー ¥180,000 ¥182,000 ¥185,000 ¥192,000 ¥178,000 ¥185,000 ¥207,000 102

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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F-3255SG-BW
アームチェア

ー ¥209,000 ¥214,000 ¥221,000 ¥247,000 ¥204,000 ¥221,000 ¥298,000 219

F-3255SG-NT
アームチェア

ー ¥209,000 ¥214,000 ¥221,000 ¥247,000 ¥204,000 ¥221,000 ¥298,000 219

F-3256SG-BW
イージーチェア

ー ¥243,000 ¥249,000 ¥258,000 ¥290,000 ¥237,000 ¥258,000 ¥354,000 103

F-3256SG-NT
イージーチェア

ー ¥243,000 ¥249,000 ¥258,000 ¥290,000 ¥237,000 ¥258,000 ¥354,000 103

F-3257SG-CH
イージーチェア

ー ¥271,000 ¥274,000 ¥279,000 ¥296,000 ¥268,000 ¥279,000 ¥330,000 099

F-3257SG-NT
イージーチェア

ー ¥271,000 ¥274,000 ¥279,000 ¥296,000 ¥268,000 ¥279,000 ¥330,000 099

F-3258SG-CH
ワーキングチェア

ー ¥209,000 ¥213,000 ¥218,000 ¥241,000 ¥205,000 ¥218,000 ¥284,000 205
214

F-3258SG-NT
ワーキングチェア

ー ¥209,000 ¥213,000 ¥218,000 ¥241,000 ¥205,000 ¥218,000 ¥284,000 205
214

T-3261NA-BW
チェア

ー ¥56,000 ¥57,000 ¥59,000 ¥66,000 ¥55,000 ¥59,000 ¥80,000 040

T-3261NA-NT
チェア

ー ¥56,000 ¥57,000 ¥59,000 ¥66,000 ¥55,000 ¥59,000 ¥80,000 040

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地

T-4107MP-BX
コートハンガー

¥172,000 144

T-4107MP-CH
コートハンガー

¥172,000 144

T-4107MP-DW
コートハンガー

¥172,000 144

T-4107MP-NR
コートハンガー

¥172,000 144

T-4107MP-NT
コートハンガー

¥172,000 144

F-4107SG-NT 
コートハンガー

¥196,000 144

T-4108IT-NT
ローボード

¥180,000 105

T-4112NA-ST
ローボード

¥265,000 115

T-4113WN-BW
ローボード

¥422,000 112

T-4114WN-BW 
コートハンガー

¥253,000 189

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-4057NA-ST
キャビネット

¥532,000 199

T-4057WN-BW 
キャビネット

¥674,000 196

T-4058NA-ST
キャビネット

¥805,000 199

T-4058WN-BW 
キャビネット

¥1,056,000 197

T-4059NA-ST
ロッカー

¥406,000 199

T-4059WN-BW 
ロッカー

¥487,000 197

T-4097SH-CH
キャビネット

¥694,000 129

T-4099NA-CH
キャビネット

¥412,000 200

T-4100NA-CH
キャビネット

¥393,000 201

T-4101NA-CH
ロッカー

¥304,000 201

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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S-5007AA-AA
チェア

ー ¥106,000 ¥108,000 ¥115,000 ¥128,000 ¥105,000 ー ー 097

S-5009AA-AA
チェア

ー ¥88,000 ¥91,000 ¥95,000 ¥106,000 ¥87,000 ー ー 061

S-5016NA-ST
低座イス

ー ¥76,000 ¥78,000 ¥81,000 ¥87,000 ¥75,000 ¥81,000 ー 084

S-5026TK-NT
ムライスツール

¥92,000 ー ー ー ー ー ー ー 169

S-5027NA-ST
スポークチェア

ー ¥135,000 ¥137,000 ¥140,000 ¥148,000 ¥133,000 ¥140,000 ¥199,000 086

T-5039NA-ST
アームチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 ¥65,000 ¥56,000 ¥60,000 ー 044

T-5039WB-BW
アームチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 ¥65,000 ¥56,000 ¥60,000 ー 044

T-5039WB-NT
アームチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 ¥65,000 ¥56,000 ¥60,000 ー 044

S-5046KR-KB
座イス

¥22,000 ー ー ー ー ー ー ー 158

S-5046KY-KB
座イス

¥24,000 ー ー ー ー ー ー ー 158

S-5046KY-NT
座イス

¥24,000 ー ー ー ー ー ー ー 158

S-5046MP-NT
座イス

¥22,000 ー ー ー ー ー ー ー 158

F-5046SG-NT
座イス

¥29,000 ー ー ー ー ー ー ー 158

T-5111WB-NT
イージーチェア

ー ¥111,000 ¥113,000 ¥118,000 ¥126,000 ー ー ー 088

S-5226WB-BW
ロッキングチェア

ー ¥97,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥118,000 ¥95,000 ¥105,000 ¥179,000 ー

S-5226WB-NT
ロッキングチェア

ー ¥97,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥118,000 ¥95,000 ¥105,000 ¥179,000 090

T-5268WB-BW
キッズチェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥48,000 ¥51,000 ¥45,000 ¥48,000 ー 174

T-5268WB-NT
キッズチェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥48,000 ¥51,000 ¥45,000 ¥48,000 ー 174

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地

F-4115SG-BW
コートハンガー

¥178,000 144

F-4115SG-NT
コートハンガー

¥178,000 144

品番 / 品名 価格
掲載

ページ
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T-5313MP-NT
座イス

¥35,000 ー ー ー ー ー ー ー 161

T-5313SP-SR
座イス

¥35,000 ー ー ー ー ー ー ー 161

T-5320NA-ST
チェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥45,000 ¥49,000 ー 044

T-5320WB-BW
チェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥45,000 ¥49,000 ー 044

T-5320WB-NT
チェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥45,000 ¥49,000 ー 044

T-5331WB-CH
チェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥45,000 ¥49,000 ー 047

T-5331WB-NT
チェア

ー ¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥45,000 ¥49,000 ー 047

T-5333WB-CH
アームチェア

ー ¥51,000 ¥52,000 ¥54,000 ¥59,000 ¥50,000 ¥54,000 ー 047

T-5333WB-NT
アームチェア

ー ¥51,000 ¥52,000 ¥54,000 ¥59,000 ¥50,000 ¥54,000 ー 047

T-5337NA-BW
イージーチェア

ー ¥212,000 ¥218,000 ¥230,000 ¥255,000 ¥206,000 ¥230,000 ¥360,000 124

T-5337NA-ST
イージーチェア

ー ¥212,000 ¥218,000 ¥230,000 ¥255,000 ¥206,000 ¥230,000 ¥360,000 124

F-5337SG-NT 
イージーチェア

ー ¥250,000 ¥256,000 ¥268,000 ¥293,000 ¥244,000 ¥268,000 ¥398,000 124

T-5338NA-BW
ソファ

ー ¥423,000 ¥435,000 ¥462,000 ¥512,000 ¥412,000 ¥462,000 ¥726,000 125

T-5338NA-ST
ソファ

ー ¥423,000 ¥435,000 ¥462,000 ¥512,000 ¥412,000 ¥462,000 ¥726,000 125

F-5338SG-NT 
ソファ

ー ¥499,000 ¥511,000 ¥538,000 ¥588,000 ¥488,000 ¥538,000 ¥802,000 125

T-5344NA-CH
アームチェア

ー ¥102,000 ¥104,000 ¥108,000 ¥116,000 ¥100,000 ¥108,000 ¥151,000 050

T-5344NA-ST
アームチェア

ー ¥102,000 ¥104,000 ¥108,000 ¥116,000 ¥100,000 ¥108,000 ¥151,000 050

T-5348WB-NT
チェア

ー ¥36,000 ¥36,500 ¥37,000 ¥38,500 ¥35,500 ¥37,000 ー 024

T-5395WB-NT
アームチェア

ー ¥64,000 ¥65,000 ¥67,000 ¥70,000 ¥63,000 ¥67,000 ¥85,000 046

T-5404NA-CH
チェア

ー ¥83,000 ¥85,000 ¥89,000 ¥97,000 ¥81,000 ¥89,000 ¥132,000 050

T-5404NA-ST
チェア

ー ¥83,000 ¥85,000 ¥89,000 ¥97,000 ¥81,000 ¥89,000 ¥132,000 050

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-5451NA-BW
イージーチェア

ー ¥151,000 ¥156,000 ¥167,000 ¥189,000 ¥146,000 ¥167,000 ¥279,000 114

T-5451NA-ST
イージーチェア

ー ¥151,000 ¥156,000 ¥167,000 ¥189,000 ¥146,000 ¥167,000 ¥279,000 114

T-5452NA-BW
ソファ

ー ¥299,000 ¥311,000 ¥334,000 ¥380,000 ¥288,000 ¥334,000 ¥567,000 115

T-5452NA-ST
ソファ

ー ¥299,000 ¥311,000 ¥334,000 ¥380,000 ¥288,000 ¥334,000 ¥567,000 115

T-5480WB-NT
スツール

ー ¥37,000 ¥38,000 ¥40,000 ¥44,000 ¥36,000 ¥40,000 ー 171

T-5500WB-NT
イージーチェア

ー ¥80,000 ¥82,000 ¥86,000 ¥94,000 ¥78,000 ¥86,000 ー 093

T-5505WB-CH
イージーチェア

ー ¥181,000 ¥184,000 ¥192,000 ¥206,000 ¥178,000 ¥192,000 ¥266,000 094

F-5513SG-NT 
チェア

ー ¥61,000 ¥62,000 ¥64,000 ¥67,000 ¥60,000 ¥64,000 ¥88,000 026

T-5513WB-BW
チェア

ー ¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 ¥56,000 ¥49,000 ¥53,000 ¥77,000 026

T-5513WB-BX
チェア

ー ¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 ¥56,000 ¥49,000 ¥53,000 ¥77,000 026

T-5513WB-NT
チェア

ー ¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 ¥56,000 ¥49,000 ¥53,000 ¥77,000 026

T-5526WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥60,000 ¥61,000 ¥63,000 ¥66,000 ー ー ー 070

T-5528WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥87,000 ¥88,000 ¥90,000 ¥93,000 ー ー ー 070

T-5556MP-NT
座イス

ー ¥89,000 ¥91,000 ¥95,000 ¥103,000 ¥88,000 ¥95,000 ー 163

T-5556MP-SR
座イス

ー ¥89,000 ¥91,000 ¥95,000 ¥103,000 ¥88,000 ¥95,000 ー 163

T-5576NA-ST
スツール

ー ¥54,000 ¥54,500 ¥55,000 ¥56,500 ¥53,500 ¥55,000 ー 171

T-5577NA-ST
アームチェア

ー ¥84,000 ¥85,000 ¥89,000 ¥96,000 ー ー ー 051

T-5593NA-SR
アームチェア

ー ¥155,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥192,000 ¥150,000 ¥170,000 ¥280,000 208
219

T-5593NA-ST
アームチェア

ー ¥155,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥192,000 ¥150,000 ¥170,000 ¥280,000 208
219

T-5594WB-NT
ベンチ

ー ¥104,000 ¥107,000 ¥113,000 ¥125,000 ¥101,000 ¥113,000 ー 147

T-5598WB-CH
イージーチェア

ー ¥126,000 ¥129,000 ¥135,000 ¥148,000 ¥123,000 ¥135,000 ー 095

T-5623WB-NT
キッズチェア

¥66,000 ー ー ー ー ー ー ー 175

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-5640WB-NT
イージーチェア

ー ¥100,000 ¥102,000 ¥107,000 ¥116,000 ¥98,000 ¥107,000 ー 092

T-5650MP-NT
脇息

ー ¥25,000 ¥25,500 ¥26,000 ¥27,500 ¥24,500 ¥26,000 ー 160

T-5650MP-SR
脇息

ー ¥25,000 ¥25,500 ¥26,000 ¥27,500 ¥24,500 ¥26,000 ー 160

T-5660WB-NT
チェア

ー ¥38,000 ¥39,000 ¥41,000 ¥45,000 ¥37,000 ¥41,000 ー 048

T-5661WB-NT
チェア

ー ¥33,000 ¥33,500 ¥34,000 ¥35,500 ¥32,500 ¥34,000 ー 048

T-5662MP-NT
ベンチ

¥207,000 ー ー ー ー ー ー ー 145

F-5662SG-NT 
ベンチ

¥228,000 ー ー ー ー ー ー ー 145

T-5665WB-NT
イージーチェア

ー ¥59,000 ¥60,000 ¥63,000 ¥68,000 ¥58,000 ¥63,000 ー 092

T-5688WB-CH
イージーチェア

ー ¥136,000 ¥139,000 ¥152,000 ¥176,000 ¥134,000 ¥152,000 ¥274,000 116

T-5688WB-NT
イージーチェア

ー ¥136,000 ¥139,000 ¥152,000 ¥176,000 ¥134,000 ¥152,000 ¥274,000 116

T-5689WB-CH
ソファ

ー ¥271,000 ¥278,000 ¥300,000 ¥346,000 ¥266,000 ¥300,000 ¥537,000 116

T-5689WB-NT
ソファ

ー ¥271,000 ¥278,000 ¥300,000 ¥346,000 ¥266,000 ¥300,000 ¥537,000 116

T-5691NA-CH
イージーチェア

ー ¥180,000 ¥184,000 ¥196,000 ¥221,000 ¥177,000 ¥196,000 ¥323,000 121

T-5692NA-CH
ソファ

ー ¥361,000 ¥368,000 ¥392,000 ¥441,000 ¥355,000 ¥392,000 ¥645,000 121

T-5745WB-CH
スタッキングチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 ¥64,000 ¥56,000 ¥60,000 ー 071

T-5745WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 ¥64,000 ¥56,000 ¥60,000 ー 071

T-5767MP-NT
イージーチェア

ー ¥200,000 ¥203,000 ¥213,000 ¥232,000 ¥197,000 ¥213,000 ¥311,000 120

T-5768MP-NT
ソファ

ー ¥395,000 ¥400,000 ¥420,000 ¥459,000 ¥390,000 ¥420,000 ¥620,000 120

T-5770MP-NT
座イス

ー ¥40,500 ¥41,000 ¥41,500 ¥43,000 ¥40,000 ¥41,500 ー 161

T-5770SP-SR
座イス

ー ¥40,500 ¥41,000 ¥41,500 ¥43,000 ¥40,000 ¥41,500 ー 161

T-5780AA-AA
ワーキングチェア

ー ¥86,000 ¥90,000 ¥95,000 ¥109,000 ¥84,000 ¥95,000 ¥155,000 203
214

T-5781WB-BX
ワーキングチェア

ー ¥100,000 ¥104,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥98,000 ¥109,000 ¥169,000 203
214

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-5785WB-CH
ワーキングチェア

ー ¥173,000 ¥178,000 ¥184,000 ¥198,000 ¥170,000 ¥184,000 ¥265,000 201
216

T-5786WB-CH
ワーキングチェア

ー ¥150,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥171,000 ¥148,000 ¥159,000 ¥227,000 201
216

T-5804MP-NT
スタッキングチェア

ー ¥83,500 ¥84,000 ¥84,500 ¥86,000 ¥83,000 ¥84,500 ー 068

T-5812MR-BX
座イス

¥21,000 ー ー ー ー ー ー ー 160

T-5812MR-UB
座イス

¥21,000 ー ー ー ー ー ー ー 160

T-5836NA-ST
イージーチェア

ー ¥169,000 ¥176,000 ¥185,000 ¥205,000 ¥165,000 ¥185,000 ¥289,000 094

T-5837WB-NT
ベンチ

ー ¥153,000 ¥155,000 ¥158,000 ¥164,000 ¥151,000 ¥158,000 ー 146

T-5837WB-SR
ベンチ

ー ¥153,000 ¥155,000 ¥158,000 ¥164,000 ¥151,000 ¥158,000 ー 146

T-5843WB-BX
スタッキングアームチェア

ー ¥63,000 ¥65,000 ¥68,000 ¥74,000 ¥61,000 ¥68,000 ー 072

T-5843WB-NT
スタッキングアームチェア

ー ¥63,000 ¥65,000 ¥68,000 ¥74,000 ¥61,000 ¥68,000 ー 072

T-5844WB-BX
スタッキングチェア

ー ¥57,000 ¥59,000 ¥62,000 ¥68,000 ¥55,000 ¥62,000 ー 072

T-5844WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥57,000 ¥59,000 ¥62,000 ¥68,000 ¥55,000 ¥62,000 ー 072

T-5845WB-BX
座イス

¥47,000 ー ー ー ー ー ー ー 162

T-5845WB-NT
座イス

¥47,000 ー ー ー ー ー ー ー 162

T-5861NA-ST 
ベンチ

ー ¥191,000 ¥194,000 ¥200,000 ¥211,000 ¥189,000 ¥200,000 ー 152

T-5865NA-ST 
ベンチ

ー ¥327,000 ¥332,000 ¥342,000 ¥359,000 ¥323,000 ¥342,000 ー 152

T-5867NA-ST 
ベンチ

ー ¥362,000 ¥367,000 ¥377,000 ¥394,000 ¥358,000 ¥377,000 ー 152

T-5869MP-NT
イージーチェア

ー ¥196,000 ¥200,000 ¥206,000 ¥220,000 ¥193,000 ¥206,000 ¥275,000 113

T-5870MP-NT
ソファ

ー ¥375,000 ¥381,000 ¥395,000 ¥421,000 ¥370,000 ¥395,000 ¥530,000 113

T-5885WB-NT
スタッキングチェア

ー ¥57,000 ¥58,000 ¥59,000 ¥63,000 ¥56,000 ¥59,000 ー 066

T-5886WB-NT
スタッキングアームチェア

ー ¥63,000 ¥64,000 ¥65,000 ¥69,000 ¥62,000 ¥65,000 ー 066

T-5895NA-ST
スタッキングチェア

ー ¥73,000 ¥74,000 ¥76,000 ¥79,000 ¥72,000 ¥76,000 ー 069

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-5897AA-AA
ワーキングチェア

ー ¥313,000 ¥318,000 ¥325,000 ¥340,000 ¥310,000 ¥325,000 ¥410,000
189
195
206
216

T-5901AA-AA
ワーキングチェア

ー ¥298,000 ¥302,000 ¥308,000 ¥321,000 ¥296,000 ¥308,000 ¥380,000
189
195
206
216

T-5930WB-NT
チェア

ー ¥37,000 ¥37,500 ¥38,000 ¥39,500 ¥36,500 ¥38,000 ー 028

T-5941WB-NT
イージーチェア

ー ¥103,000 ¥104,000 ¥108,000 ¥113,000 ¥102,000 ¥108,000 ー 087

T-5986WB-NT
ベンチ

ー ¥258,000 ¥264,000 ¥272,000 ¥301,000 ¥255,000 ¥272,000 ー 153

T-5988WB-NT
ベンチ

ー ¥286,000 ¥293,000 ¥301,000 ¥329,000 ¥283,000 ¥301,000 ー 153

T-5990WB-NT
ベンチ

ー ¥311,000 ¥319,000 ¥329,000 ¥368,000 ¥306,000 ¥329,000 ー 153

T-5992WB-NT
ベンチ

ー ¥363,000 ¥372,000 ¥382,000 ¥421,000 ¥359,000 ¥382,000 ー 153

T-5995MP-BW
アームチェア

ー ¥104,000 ¥106,000 ¥109,000 ¥122,000 ¥102,000 ¥109,000 ¥148,000 055

T-5995MP-NT
アームチェア

ー ¥104,000 ¥106,000 ¥109,000 ¥122,000 ¥102,000 ¥109,000 ¥148,000 055

T-5996MP-BW
チェア

ー ¥94,000 ¥96,000 ¥99,000 ¥112,000 ¥92,000 ¥99,000 ¥138,000 055

T-5996MP-NT
チェア

ー ¥94,000 ¥96,000 ¥99,000 ¥112,000 ¥92,000 ¥99,000 ¥138,000 055

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地

T-6002NA-ST
テーブル

¥208,000 123

S-6002RW-ST 
テーブル

¥224,000 123

T-6003NA-ST
サイドテーブル

¥168,000 123

S-6003RW-ST 
サイドテーブル

¥180,000 123

S-6026CP-ST 
座卓

¥583,000 157

T-6049CP-ST 
サイドテーブル

¥260,000 139
187

T-6053CP-ST 
サービステーブル

¥337,000 139
187

T-6060CP-ST 
テーブル

¥470,000 139
187

T-6121LI-JB 
テーブル

¥312,000 133

T-6138SA-NT 
テーブル

¥373,000 143
185

T-6140SA-NT 
サービステーブル

¥275,000 143
185

T-6142SA-NT 
デスク

¥1,645,000 184

T-6143SA-NT 
デスク

¥2,035,000 184

T-6144CP-ST 
デスク

¥1,920,000 186

T-6145CP-ST 
デスク

¥1,560,000 186

T-6160SA-NT 
テーブル

¥506,000 141

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。

Price List / 価格表
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T-6161SA-NT 
サイドテーブル

¥240,000 141

T-6163MP-NT 
テーブル

¥305,000 135

T-6164MP-NT 
サイドテーブル

¥210,000 135

T-6174MP-NT 
テーブル

¥175,000 126

F-6174SG-NT 
テーブル

¥205,000 126

T-6181SH-CH 
デスク

¥1,192,000 194

T-6204SH-CH 
デスク

¥993,000 194

T-6222MP-CH 
テーブル

¥314,000 131
194

T-6222MP-NT 
テーブル

¥314,000 131

T-6223MP-CH 
サイドテーブル

¥150,000 131
194

T-6223MP-NT 
サイドテーブル

¥150,000 131

T-6816WN-BW 
デスク

¥833,000 196

T-6817WN-BW 
デスク

¥890,000 196

T-6818SH-CH 
サイドデスク

¥536,000 195

T-6823KY-NT 
テーブル

¥563,000 100

T-6825WB-BW
テーブル

¥173,000 111

T-6825WB-NT
テーブル

¥173,000 111

T-6827WN-BW
テーブル

¥322,000 043
211

W-6827WN-BW
テーブル

¥412,000 043
211

T-6828WN-BW
テーブル

¥345,000 043
211

W-6828WN-BW
テーブル

¥460,000 043
211

T-6829WN-BW
テーブル

¥380,000 043
211

W-6829WN-BW
テーブル

¥525,000 043
211

T-6830WN-BW
テーブル

¥180,000 112

T-6831MP-NT 
サイドテーブル

¥100,000 126

T-6832SA-NT 
サイドテーブル

¥240,000 143
185

T-6834WN-BW 
デスク

¥857,000 188

T-6835WN-BW 
サイドデスク

¥821,000 188

T-6836WN-BW 
ワゴン

¥363,000 189

T-6837WN-BW 
テーブル

¥338,000 132
188

T-6838WN-BW 
サイドテーブル

¥253,000 132
188

T-6839MP-BW
テーブル

¥280,000 055

T-6839MP-NT
テーブル

¥280,000 055

T-6840MP-BW
テーブル

¥310,000 055

T-6840MP-NT
テーブル

¥310,000 055

F-6841SG-CH 
デスク

¥1,796,000 192

F-6841SG-NT 
デスク

¥1,796,000 190

F-6842SG-CH 
ワゴン

¥308,000 193

F-6842SG-NT 
ワゴン

¥308,000 191

F-6843SG-CH 
テーブル

¥325,000 137
193

F-6843SG-NT 
テーブル

¥325,000 137

F-6844SG-CH 
サイドテーブル

¥227,000 137
193

F-6844SG-NT 
サイドテーブル

¥227,000 137

品番 / 品名 価格
掲載

ページ品番 / 品名 価格
掲載

ページ
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T-7008NA-ST
イージーチェア

ー ¥212,000 ¥215,000 ¥223,000 ¥239,000 ¥209,000 ¥223,000 ¥310,000 122

S-7008RW-ST 
イージーチェア

ー ¥236,000 ¥239,000 ¥247,000 ¥263,000 ¥233,000 ¥247,000 ¥334,000 122

T-7009NA-ST
ソファ

ー ¥467,000 ¥475,000 ¥491,000 ¥528,000 ¥460,000 ¥491,000 ¥683,000 122

T-7093CP-ST 
イージーチェア

ー ¥326,000 ¥331,000 ¥345,000 ¥372,000 ¥323,000 ¥345,000 ¥490,000 138
187

T-7094CP-ST 
ソファ

ー ¥719,000 ¥728,000 ¥756,000 ¥811,000 ¥711,000 ¥756,000 ¥1,035,000 138
187

T-7120NA-BX 
イージーチェア

ー ¥345,000 ¥355,000 ¥373,000 ¥407,000 ¥335,000 ¥373,000 ¥579,000 132

T-7121NA-BX 
ソファ

ー ¥717,000 ¥739,000 ¥775,000 ¥848,000 ¥699,000 ¥775,000 ¥1,205,000 132

S-7122SA-BL 
モンローチェア

ー ¥466,000 ¥467,000 ¥468,000 ¥469,000 ¥465,000 ¥468,000 ¥495,000 059

T-7153MP-NT 
アームチェア

ー ¥177,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥202,000 ¥174,000 ¥185,000 ¥236,000 056

T-7153WN-BW 
アームチェア

ー ¥177,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥202,000 ¥174,000 ¥185,000 ¥236,000 056

T-7154MP-NT 
アームチェア

ー ¥196,000 ¥200,000 ¥205,000 ¥230,000 ¥192,000 ¥205,000 ¥280,000 056

T-7154WN-BW 
アームチェア

ー ¥196,000 ¥200,000 ¥205,000 ¥230,000 ¥192,000 ¥205,000 ¥280,000 056

T-7156NA-CH 
イージーチェア

ー ¥181,000 ¥184,000 ¥193,000 ¥213,000 ¥178,000 ¥193,000 ¥297,000 118

T-7157NA-CH 
ソファ

ー ¥370,000 ¥376,000 ¥398,000 ¥449,000 ¥365,000 ¥398,000 ¥652,000 118

T-7160SA-BX 
イージーチェア

ー ¥394,000 ¥399,000 ¥406,000 ¥423,000 ¥390,000 ¥406,000 ¥488,000 133

T-7161SA-BX 
ソファ

ー ¥768,000 ¥777,000 ¥795,000 ¥829,000 ¥760,000 ¥795,000 ¥967,000 133

S-7165SG-NT 
柏戸イス

¥715,000 ー ー ー ー ー ー ー 101

T-7221MP-NT 
イージーチェア

ー ¥355,000 ¥359,000 ¥368,000 ¥388,000 ¥351,000 ¥368,000 ¥467,000 134

T-7222MP-NT 
ソファ

ー ¥704,000 ¥712,000 ¥731,000 ¥769,000 ¥696,000 ¥731,000 ¥925,000 134

T-7230WB-BL 
イージーチェア

ー ¥435,000 ¥443,000 ¥463,000 ¥508,000 ¥430,000 ¥463,000 ¥713,000 142
185

T-7231WB-BL 
ソファ

ー ¥905,000 ¥922,000 ¥961,000 ¥1,058,000 ¥896,000 ¥961,000 ¥1,485,000 142
185

T-7232SA-NT 
イージーチェア

ー ¥351,000 ¥365,000 ¥394,000 ¥448,000 ¥346,000 ¥394,000 ¥586,000 140

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。
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T-7233SA-NT 
ソファ

ー ¥730,000 ¥760,000 ¥814,000 ¥933,000 ¥721,000 ¥814,000 ¥1,219,000 140

T-7234MP-NT 
イージーチェア

ー ¥229,000 ¥237,000 ¥248,000 ¥272,000 ¥224,000 ¥248,000 ¥368,000 126

F-7234SG-NT 
イージーチェア

ー ¥276,000 ¥284,000 ¥295,000 ¥319,000 ¥271,000 ¥295,000 ¥415,000 126

T-7235MP-NT 
ソファ

ー ¥499,000 ¥517,000 ¥541,000 ¥593,000 ¥488,000 ¥541,000 ¥802,000 126

F-7235SG-NT 
ソファ

ー ¥601,000 ¥619,000 ¥643,000 ¥695,000 ¥590,000 ¥643,000 ¥904,000 126

T-7236NA-ST 
ワーキングチェア

ー ¥386,000 ¥392,000 ¥400,000 ¥417,000 ¥381,000 ¥400,000 ¥485,000 218

T-7237NA-ST 
ワーキングチェア

ー ¥357,000 ¥362,000 ¥369,000 ¥385,000 ¥353,000 ¥369,000 ¥445,000 218

T-7278AA-AA 
ワーキングチェア

ー ¥305,000 ¥313,000 ¥328,000 ¥357,000 ¥297,000 ¥328,000 ¥474,000
184
186
217

T-7279AA-AA 
ワーキングチェア

ー ¥261,000 ¥267,000 ¥281,000 ¥306,000 ¥255,000 ¥281,000 ¥411,000
184
186
217

T-7285MP-CH 
イージーチェア

ー ¥290,000 ¥293,000 ¥306,000 ¥330,000 ¥287,000 ¥306,000 ¥449,000 130
194

T-7285MP-NT 
イージーチェア

ー ¥290,000 ¥293,000 ¥306,000 ¥330,000 ¥287,000 ¥306,000 ¥449,000 130

S-7297AS-NT
マッシュルームスツール

¥69,000 ー ー ー ー ー ー ー 168

S-7297KS-ST
マッシュルームスツール

¥82,000 ー ー ー ー ー ー ー 168

S-7297NA-AG
マッシュルームスツール

¥69,000 ー ー ー ー ー ー ー 168

S-7297TK-NT
マッシュルームスツール

¥69,000 ー ー ー ー ー ー ー 168

T-7304KY-NT 
イージーチェア

ー ¥490,000 ¥500,000 ¥520,000 ー ー ー ー 100

T-7307WN-BW
ソファ

ー ¥588,000 ¥611,000 ¥635,000 ¥730,000 ¥578,000 ¥635,000 ¥930,000 112

T-7308MK-RC
イージーチェア

ー ¥195,000 ¥202,000 ¥207,000 ¥232,000 ¥193,000 ¥207,000 ¥292,000 091

T-7308NA-ST
イージーチェア

ー ¥195,000 ¥202,000 ¥207,000 ¥232,000 ¥193,000 ¥207,000 ¥292,000 091

T-7308WN-BW
イージーチェア

ー ¥195,000 ¥202,000 ¥207,000 ¥232,000 ¥193,000 ¥207,000 ¥292,000 091

T-7309WN-BL
チェア

ー ¥92,000 ¥94,000 ¥96,000 ¥107,000 ¥91,000 ¥96,000 ¥127,000 042

T-7309WN-BW
チェア

ー ¥92,000 ¥94,000 ¥96,000 ¥107,000 ¥91,000 ¥96,000 ¥127,000 042

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
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T-7310MK-RC
オットマン

ー ¥86,000 ¥88,000 ¥90,000 ¥101,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥119,000 091

T-7310NA-ST
オットマン

ー ¥86,000 ¥88,000 ¥90,000 ¥101,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥119,000 091

T-7310WN-BW
オットマン

ー ¥86,000 ¥88,000 ¥90,000 ¥101,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥119,000 091

T-7312AA-AA 
アームチェア

ー ¥315,000 ¥322,000 ¥335,000 ¥365,000 ¥309,000 ¥335,000 ¥515,000 204
220

T-7313WB-BW
ソファ

ー ¥310,000 ¥316,000 ¥325,000 ¥349,000 ¥304,000 ¥325,000 ¥424,000 110

T-7313WB-NT
ソファ

ー ¥310,000 ¥316,000 ¥325,000 ¥349,000 ¥304,000 ¥325,000 ¥424,000 110

T-7314WB-BW
イージーチェア

ー ¥236,000 ¥241,000 ¥248,000 ¥266,000 ¥231,000 ¥248,000 ¥317,000 110

T-7314WB-NT
イージーチェア

ー ¥236,000 ¥241,000 ¥248,000 ¥266,000 ¥231,000 ¥248,000 ¥317,000 110

T-7315WB-BW
ソファ

ー ¥310,000 ¥316,000 ¥325,000 ¥349,000 ¥304,000 ¥325,000 ¥424,000 110

T-7315WB-NT
ソファ

ー ¥310,000 ¥316,000 ¥325,000 ¥349,000 ¥304,000 ¥325,000 ¥424,000 110

F-7316SG-CH 
ワーキングチェア

ー ¥335,000 ¥340,000 ¥347,000 ¥377,000 ¥330,000 ¥347,000 ¥431,000 192
218

F-7316SG-NT 
ワーキングチェア

ー ¥335,000 ¥340,000 ¥347,000 ¥377,000 ¥330,000 ¥347,000 ¥431,000 190
218

F-7317SG-CH 
ワーキングチェア

ー ¥304,000 ¥308,000 ¥314,000 ¥338,000 ¥300,000 ¥314,000 ¥383,000 192
218

F-7317SG-NT 
ワーキングチェア

ー ¥304,000 ¥308,000 ¥314,000 ¥338,000 ¥300,000 ¥314,000 ¥383,000 190
218

F-7318SG-CH 
イージーチェア

ー ¥328,000 ¥336,000 ¥349,000 ¥397,000 ¥320,000 ¥349,000 ¥488,000 136
193

F-7318SG-NT 
イージーチェア

ー ¥328,000 ¥336,000 ¥349,000 ¥397,000 ¥320,000 ¥349,000 ¥488,000 136

F-7319SG-CH 
ソファ

ー ¥665,000 ¥675,000 ¥692,000 ¥754,000 ¥655,000 ¥692,000 ¥874,000 136
193

F-7319SG-NT 
ソファ

ー ¥665,000 ¥675,000 ¥692,000 ¥754,000 ¥655,000 ¥692,000 ¥874,000 136

F-7320SG-CH 
アームチェア

ー ¥233,000 ¥241,000 ¥251,000 ¥297,000 ¥225,000 ¥251,000 ¥385,000 220

F-7320SG-NT 
アームチェア

ー ¥233,000 ¥241,000 ¥251,000 ¥297,000 ¥225,000 ¥251,000 ¥385,000 191
220

T-7321NA-ST 
ワーキングチェア

ー ¥317,000 ¥324,000 ¥334,000 ¥378,000 ¥310,000 ¥334,000 ¥462,000 217

T-7322NA-ST 
ワーキングチェア

ー ¥290,000 ¥296,000 ¥305,000 ¥346,000 ¥284,000 ¥305,000 ¥425,000 217

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地
Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。



025

T-8048SA-NT 
キャビネット ( ロッカー付）

¥2,077,000 185

T-8050SA-NT 
キャビネット

¥860,000 185

T-8051CP-ST 
キャビネット ( ロッカー付）

¥1,900,000 187

T-8052CP-ST 
キャビネット

¥1,120,000 187

T-8057MP-NT 
キャビネット

¥1,043,000 135

T-8064SH-CH 
キャビネット

¥758,000 195

T-8073SA-NT 
キャビネット

¥728,000 141

T-8078WN-BW 
キャビネット

¥810,000 189

T-8079WN-BW 
キャビネット ( ロッカー付）

¥2,718,000 189

F-8080SG-CH 
キャビネット ( ロッカー付）

¥1,955,000 193

F-8080SG-NT 
キャビネット ( ロッカー付）

¥1,955,000 191

F-8081SG-CH 
キャビネット

¥828,000 193

F-8081SG-NT 
キャビネット

¥828,000 191

T-8082SH-CH 
キャビネット ( ロッカー付）

¥1,708,000 195

T-8083SH-CH 
キャビネット ( ロッカー付）

¥1,240,000 195

T-9143NA-DB 
会議テーブル

¥260,000 203

T-9144NA-DB 
会議テーブル

¥293,000 203

T-9146NA-DB 
会議テーブル（コーナー用）

¥338,000 203

T-9270SH-CH 
会議テーブル

¥498,000 207

T-9271SH-CH 
会議テーブル

¥605,000 207

T-9272SH-CH 
会議テーブル

¥943,000 207

T-9273SH-CH 
会議テーブル

¥1,251,000 207

T-9274SH-CH 
会議テーブル

¥1,591,000 207

T-9275SH-CH 
会議テーブル

¥1,885,000 207

T-9276SH-CH 
会議テーブル

¥2,258,000 207

T-9277SH-CH 
会議テーブル

¥2,729,000 207

T-9278SH-CH 
会議テーブル

¥3,072,000 207

T-9280NA-DB 
会議テーブル

¥668,000 206

T-9281NA-DB 
会議テーブル

¥829,000 206

T-9282NA-DB 
会議テーブル

¥1,203,000 206

T-9283NA-DB 
会議テーブル

¥1,624,000 206

T-9284NA-DB 
会議テーブル

¥2,080,000 206

T-9285NA-DB 
会議テーブル

¥2,454,000 206

T-9286NA-DB 
会議テーブル

¥2,938,000 206

T-9287NA-DB 
会議テーブル

¥3,560,000 206

T-9288NA-DB 
会議テーブル

¥3,995,000 206

品番 / 品名 価格
掲載

ページ 品番 / 品名 価格
掲載

ページ

T-7323MP-CH 
ソファ

ー ¥622,000 ¥630,000 ¥656,000 ¥710,000 ¥615,000 ¥656,000 ¥967,000 130
194

T-7323MP-NT 
ソファ

ー ¥622,000 ¥630,000 ¥656,000 ¥710,000 ¥615,000 ¥656,000 ¥967,000 130

品番 / 品名
掲載

ページ張地なし A B C D V S L

ビニールレザー 合成皮革布地 天然皮革布地



026

T-9290NA-SR 
会議テーブル（ロータイプ）

¥900,000 208

T-9290NA-ST 
会議テーブル（ロータイプ）

¥900,000 208

T-9291NA-SR 
会議テーブル（ロータイプ）

¥1,200,000 208

T-9291NA-ST 
会議テーブル（ロータイプ）

¥1,200,000 208

T-9292NA-SR 
会議テーブル（ロータイプ）

¥1,520,000 208

T-9292NA-ST 
会議テーブル（ロータイプ）

¥1,520,000 208

T-9400SH-CH 
会議テーブル（キャスター付）

¥377,000 202

T-9402SH-CH 
会議テーブル（キャスター付）

¥467,000 202

T-9403SH-CH 
会議テーブル（キャスター付）

¥542,000 202

T-9405SH-CH 
会議テーブル

（キャスター付コーナー用）
¥572,000 202

T-9411MP-NT 
会議テーブル

¥760,000 209

T-9412MP-NT 
会議テーブル

¥1,028,000 209

T-9420WN-BW 
会議テーブル

廃番 210

T-9421WN-BW 
会議テーブル

廃番 210

T-9422WN-BW 
会議テーブル

¥1,360,000 204

T-9423WN-BW 
会議テーブル

¥1,590,000 204

F-9424SG-CH 
会議テーブル

¥863,000 205

F-9424SG-NT 
会議テーブル

¥863,000 191
205

品番 / 品名 価格
掲載

ページ

Price List / 価格表

表示価格は税抜表記です。価格表示のないグレードの張地は、製品や張地の特性上、張加工できません。



ご案内

会社概要

社 名

創 設

資 本 金

従業員数

代 表 者

営業種目

生産品目

株式会社 天童木工

1940年（昭和15年）6月12日

3億円

300名

取締役社長 加藤昌宏

家具・インテリア用品の設計製造および販売
成形合板家具の設計および施工の請負
室内装飾の設計および施工の請負
製材業および木製品の販売
造作材・合板の製造
前記の各項に附帯する事業

家具、成形合板、合成樹脂家具、
自動車木製内装部品、各種木製品、
室内装飾一般

ホームページ

カタログだけでは伝えられない、天童木工の想いがつまったサイトです。
ぜひ、ご利用ください。

www.tendo-mokko.co.jp

お客様相談室

Eメール ： info@tendo-mokko.co.jp
受付時間 / 24時間受付

［本社］ フリーダイヤル 0120- 01-3121

［東京支店］ フリーダイヤル 0120-24-0401

［大阪支店］ フリーダイヤル 0120-53-4131

ショールーム＆ストアご案内

本社･工場･ショールーム＆ストア
〒994-8601 山形県天童市乱川1-3-10
TEL.023-653-3121（代表）
FAX.023-653-3454

東北支店
〒994-8601 山形県天童市乱川1-3-10
TEL.023-654-9005
FAX.023-653-3454
E-mail：t-tohoku@tendo-mokko.co.jp

東京支店･ショールーム＆ストア
〒105-0013 東京都港区浜松町1-19-2
TEL.03-3432-0401（代表）
FAX.03-3437-9238
E-mail：t-tokyo@tendo-mokko.co.jp

大阪支店･ショールーム&ストア
〒550-0015 大阪市西区南堀江2-13-28
TEL.06-6531-4131（代表）
FAX.06-6531-4935
E-mail：t-osaka@tendo-mokko.co.jp

福岡営業所
〒810-0022 福岡市中央区薬院3-12-41

 （ナビールコート薬院 203号室）
TEL.092-534-7070（代表）
FAX.092-534-7071
E-mail：t-fukuoka@tendo-mokko.co.jp

名古屋連絡所・・・ ご連絡は東京支店へ

※ショールーム＆ストアを除き、
　土曜・日曜・祝祭日は休ませていただきます。 

お問い合わせ・ご相談はこちらまで

〈アクセス〉
JR天童駅から車で10分
東北中央道 天童I.C.から車で10分

本社ショールーム&ストア

〈アクセス〉
JR浜松町駅 北口より徒歩3分
地下鉄大門駅 B4出口、またはA2出口より徒歩3分

東京ショールーム&ストア

〈アクセス〉
地下鉄四ツ橋駅 6番出口より徒歩10分
地下鉄西大橋駅 3番出口より徒歩6分

大阪ショールーム&ストア




