
商品シート○○年○月○日

○○○○○○○お見積番号

ご提案日

1お申込番号： 7886299

商　品　名　： 翌々4】家)クリエイティブワークテーブル幅4200ナチュラ

メーカー名 ： サンテック

価　　　　格 ： \162,000

商品の特徴： 大会議室にはもちろん、グループで使う執務スペース向けのワークデスクに。日本製の品質と機
能を実感できます。PCを使った大人数の会議やプレゼンテーション用にも適しています。足さば
きのよいT字脚タイプ。天板にはどちら側からも開閉できる配線カバーをセット。F☆☆☆☆
(フォースター)の低ホルムの木材を使用。

商品スペック： ●寸法/幅4200×奥行1330×高さ700mm●カラー/ナチュラル●奥行：mm/1330●高さ：
mm/700●材質/天板：高圧メラミン樹脂化粧板、脚：スチール、木質部分：MDF・パーティクル
ボード●質量/167kg●集約カラー/ベージュ系●幅：mm/4200●ブランド/サンテック●商品区分
/フリーアドレスデスク●その他1（家具用）/●アジャスター：アジャスター付（調節高10mm）●
キャスター：キャスター無し●最大積載質量（等分布）：30kg●製造国：日本製●木質部分：MDF・
パーティクルボード、ホルムアルデヒド放散量0.3mg/l以下●その他2（家具用）/●有効脚内寸
法：幅1811（左右）×高さ646mm●ホルムアルデヒド放散量：木質部分：0.3mg /l以下●天板厚：
25mm

税込
\150,000（本体 ）

2お申込番号： 9422172

商　品　名　： 家）デザイナライン　ラウンド天板　L字脚シルバー　1台

メーカー名 ： DESIGNA

価　　　　格 ： \20,304

商品の特徴： PCワークにおすすめのラウンド天板。

商品スペック： ●カラー/ウォルナット●奥行：mm/700●高さ：mm/720●材質/低圧メラミン樹脂化粧板・パー
ティクルボード、エッジ：低圧メラミン樹脂シート、脚：スチール●質量/31.9kg●集約カラー/ブラ
ウン系●幅：mm/1400●梱包数/2梱包●ブランド/DESIGNA●商品区分/平机●その他1（家具
用）/●最大積載質量：50kg●天板・幕板：デンマーク製、スチール脚／台湾製●特徴：配線用穴
付（1カ所）、アジャスター付●シリーズ名：DESGNA●種別1（家具用）/ラウンド天板

税込
\18,800（本体 ）

3お申込番号： 9422145

商　品　名　： 家）デザイナライン　ラウンド天板　L字脚シルバー　1台

メーカー名 ： DESIGNA

価　　　　格 ： \18,144

商品の特徴： PCワークにおすすめのラウンド天板。

商品スペック： ●カラー/ウォルナット●奥行：mm/700●高さ：mm/720●材質/低圧メラミン樹脂化粧板・パー
ティクルボード、エッジ：低圧メラミン樹脂シート、脚：スチール●質量/27.3kg●集約カラー/ブラ
ウン系●幅：mm/1200●梱包数/2梱包●ブランド/DESIGNA●商品区分/平机●その他1（家具
用）/●最大積載質量：50kg●天板・幕板：デンマーク製、スチール脚／台湾製●特徴：配線用穴
付（1カ所）、アジャスター付●シリーズ名：DESGNA●種別1（家具用）/ラウンド天板

税込
\16,800（本体 ）

4お申込番号： 9671196

商　品　名　： 翌々4】家）デザイナライン　120度天板デスク　ウォルナ

メーカー名 ： DESIGNA

価　　　　格 ： \43,092

商品の特徴： 広々使える天板形状。広い天板面を一目で見渡せ、PCや書類を効率よく配置できます。

商品スペック： ●寸法/幅1732×奥行1106×高さ720mm●カラー/ウォルナット●奥行：mm/1106●高さ：
mm/720●材質/天板／低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ／低圧メラミン樹脂シート、脚／スチー
ル●質量/54kg●集約カラー/ブラウン系●付属品/配線用穴付（1カ所）●幅：mm/1732●ブラン
ド/DESIGNA●商品区分/異型天板机●その他1（家具用）/●アジャスター：あり●最大積載質
量（等分布）：50kg●生産国：デンマーク製●シリーズ名：DESGNA

税込
\39,900（本体 ）
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5お申込番号： 9412167

商　品　名　： 家）デザイナライン　サイドテーブル　ウォルナット

メーカー名 ： DESIGNA

価　　　　格 ： \19,440

商品の特徴： 天板下の空間を有効利用した収納棚付きのテーブル。デスクスペースが広がり、ちょっとした打
ち合わせコーナーにも使えます。

商品スペック： ●寸法/幅400×奥行1200×高さ720mm●カラー/ウォルナット●奥行：mm/1200●高さ：
mm/720●材質/天板／低圧メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード（サイドエッジ／ABS樹
脂）、脚／スチール●質量/23.0kg●集約カラー/ブラウン系●幅：mm/400●ブランド/DESIGNA
●商品区分/デスクサイドテーブル●その他1（家具用）/●最大積載質量：天板／25kg、棚板（1
枚あたり）／15　kg●製造国：デンマーク製●その他：固定棚1枚付●特徴：アジャスター付

税込
\18,000（本体 ）

6お申込番号： 9469606

商　品　名　： 家）チェハ　デザイナライン　サイドキャビ　ウォルナット

メーカー名 ： Ceha

価　　　　格 ： \17,820

商品の特徴： デスク周りの収納力をアップ。全段フルオープンの3段キャビネット。上段にはペントレー付き。

商品スペック： ●寸法/幅380×奥行470×高さ616mm●カラー/ウォルナット●奥行：mm/470●高さ：mm/616
●材質/天板･前板／低圧メラミン樹脂化粧板･パーティクルボード、エッジ／ABS樹脂シート、筐
体／スチール●集約カラー/ブラウン系●付属品/ペントレー、カギ（2本付）、仕切板1枚●幅：
mm/380●ブランド/Ceha●商品区分/サイドキャビネット●その他1（家具用）/●キャスター：キャ
スター付●引き出し内寸法：上段：幅324×奥行408×高さ133mm、中段：幅324×奥行408×高さ
133mm、下段：幅317×奥行408×高さ264mm●製造国：トルコ製●最大積載重量：上段･中段／
10kg、下段／30kg

税込
\16,500（本体 ）

7お申込番号： 4765502

商　品　名　： 家）セイルチェア　アジャスタブルアーム レッド

メーカー名 ： ハーマンミラー

価　　　　格 ： \87,480

商品の特徴： ハーマンミラー革新のサスペンション構造搭載チェア。フレームのない背面全体が体をフレキシ
ブルにサポート。環境に配慮したデザイン設計。製品の保証期間は12年。独特のYタワー(TM)構
造によって、背もたれ全体が脊柱のカーブに合わせてしなり、体をサポートします。3Dインテリ
ジェントTMサスペンション。

商品スペック： ●寸法/脚幅650、座幅500、クッション厚み50mm●カラー/レッド●機能/シート高さ（ガス圧式）、
座面奥行可動、アーム高さ調節、リクライニング硬さ調節、リクライニングの範囲設定、前傾チル
ト設定●材質/背：熱可塑性ポリウレタン、ナイロン樹脂、座：ポリプロピレン、クッション：ウレタン
フォーム、脚：ナイロン樹脂・ナイロン双輪キャスター付、肘：ナイロン樹脂●質量/16.4kg●集約
カラー/レッド系●保証期間/構造体：12年、ガス圧シリンダー：2年●脚幅/650mm●アームレス
ト/付き●ブランド/ハーマンミラー●商品区分/チェア（本体）●その他1（家具用）/●製造国：中
国製●その他：BIFMA認定

税込
\81,000（本体 ）

8お申込番号： 3355386

商　品　名　： 家）ベーシックハイバックエラストメリックメッシュ

メーカー名 ： エルゴヒューマン

価　　　　格 ： \86,184

商品の特徴： 世界50カ国以上で愛されている「エルゴヒューマン」のヘッドレストタイプ。背面や肘、ヘッドレスト
などの各種調節でオーダーメイドのような座り心地を実現。座面には弾力性。耐久性に優れた
メッシュを使用。独立したランバーサポートが腰部を心地よく適正にサポート。人間工学に基づい
た機能性と操作性が融合。

商品スペック： ●寸法/脚幅650、座幅500mm●カラー/ブラック●機能/シンクロリクライニング機能（初期位置
固定可能）、リクライニング強弱調整機能、肘高さ調節機能（80mm・8段階）●材質/背座／エラ
ストメリックメッシュ、クッション／ウレタン、脚／アルミダイキャスト、肘／ポリウレタン●質量
/26kg●集約カラー/ブラック系●付属品/　●保証期間/構造体／5年、可動部／2年、消耗部／
1年●座面タイプ/座メッシュ●脚幅/650mm●製造国/中国製●アームレスト/付き●梱包数/1
梱包●ブランド/Ergohuman（エルゴヒューマン）●商品区分/チェア（本体）●その他1（家具用）/
●種別：ベーシック●その他：チェア●再生プラスチック：プラスチック重量の10％以上使用●座
面高さ：460～550mm●キャスター材質：ウレタン●肘掛け高さ：肘高（床～肘上まで）／620～

税込
\79,800（本体 ）
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9お申込番号： 9417234

商　品　名　： 家）スマート　エラストメリック・メッシュ　グレー　1脚

メーカー名 ： エルゴヒューマン

価　　　　格 ： \41,040

商品の特徴： オートバランスリクライニングが快適なポジションを提供。独立式ランバーサポート付き背もたれ
は上下調節可能。1本のレバー操作で座面の高さ、奥行き、ロッキングを調整。

商品スペック： ●寸法/脚幅660、座幅500mm●カラー/グレー●機能/オートバランスリクライニング（初期位置
固定可能）●材質/背座／エラストメリックメッシュ、クッション／ウレタン、脚／ナイロン樹脂●質
量/19.5kg●集約カラー/グレー系●保証期間/構造体／5年、可動部／2年、消耗部／1年●脚
幅/660mm●製造国/中国製●アームレスト/無し●梱包数/1梱包●ブランド/Ergohuman（エル
ゴヒューマン）●商品区分/チェア（本体）●その他1（家具用）/●再生プラスチック：プラスチック
重量の10％以上使用●キャスター材質：ウレタン●シリーズ名：エルゴヒューマンスマート●種別
1（家具用）/エラストメリックメッシュ

税込
\38,000（本体 ）

10お申込番号： 9933324

商　品　名　： 家）キャスターテーブル　豆型　ナチュラル

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \18,252

商品の特徴： キャスター付きで移動や組み替えが簡単。やわらかな印象の豆型!

商品スペック： ●カラー/ナチュラル●キャスター/キャスター付き●奥行：mm/761●高さ：mm/700●材質/天
板：低圧メラミン樹脂化粧板・木質ボード、脚：スチール、ウレタン巻きキャスター（ストッパー付4
個）●質量/19.2ｋｇ●集約カラー/ベージュ系●幅：mm/1466●ブランド/アール・エフ・ヤマカワ
●その他1（家具用）/●仕様：ウレタン巻きキャスター(ストッパー付4個)●有効脚内寸法：幅
1179×奥行483×高さ642mm●寸法：幅1466×奥行761×高さ700mm●その他2（家具用）/●商
品特徴：移動や組み替えがカンタンなキャスター付きテーブル。同シリーズのオーバルテーブル
と組み合わせてレイアウトできます。●最大積載質量：20ｋｇ●製造国：中国製●種別1（家具用）
/豆型

税込
\16,900（本体 ）

11お申込番号： 2842068

商　品　名　： 家）スタッツィオーネカウンターRFCFC-1155NA

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \26,784

商品の特徴：

商品スペック： ●寸法/幅1100×奥行556×高さ1000mm●カラー/ナチュラル●奥行：mm/556●高さ：
mm/1000●材質/天板・棚板・幕板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム：ス
チール（粉体塗装）●質量/24kg●集約カラー/ベージュ系●幅：mm/1100●保証期間/1年●最
大積載質量/天板：30kg、棚板：5kg●製造国/中国製●梱包数/1梱包●ブランド/アール・エフ・
ヤマカワ●その他1（家具用）/●アジャスター：あり●キャスター：キャスター無し●商品特徴：天
板・棚板入替可能、アジャスター付●組立：有●棚ピッチ・棚板厚：棚板1枚（200mmピッチで取付
可能）●板面有効寸法：1100x496mm●カギ：なし●配線：配線機能無●その他2（家具用）/●シ
リーズ名：スタッツィオーネ●種別1（家具用）/カウンター

税込
\24,800（本体 ）

12お申込番号： 2842676

商　品　名　： 家）スタッツィオーネ カウンター ルーフ付

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \32,184

商品の特徴： スチール部分のルーフに、サインボードをつけたり、オフィスなどをスタイリッシュに彩ります。

商品スペック： ●寸法/幅1100×奥行556×高さ1943mm●カラー/ナチュラル●奥行：mm/556●高さ：
mm/1943●材質/天板・棚板・幕板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム：ス
チール（粉体塗装）●質量/27.8kg●集約カラー/ベージュ系●幅：mm/1100●保証期間/1年●
最大積載質量/天板：30kg、棚板：5kg●製造国/中国製●梱包数/2梱包●ブランド/アール・エ
フ・ヤマカワ●その他1（家具用）/●アジャスター：あり●キャスター：キャスター無し●商品特徴：
天板・棚板入替可能、アジャスター付●組立：有●棚ピッチ・棚板厚：棚板1枚（200mmピッチで取
付可能）●板面有効寸法：1100x496mm●カギ：なし●配線：配線機能無●その他2（家具用）/●
シリーズ名：スタッツィオーネ●種別1（家具用）/カウンター（ルーフ付）

税込
\29,800（本体 ）
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13お申込番号： 2842184

商　品　名　： 家）スタッツィオーネワゴン RFCFWG-8044NA

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \15,984

商品の特徴： 側板が付いているので、隠したいものは隠せて、自由な使い方ができます。

商品スペック： ●寸法/幅885（取っ手部分含む）×奥行468×高さ745mm●カラー/ナチュラル●奥行：mm/468
●高さ：mm/745●材質/天板・棚板・幕板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレー
ム：スチール（粉体塗装）●質量/18.6kg●集約カラー/ベージュ系●幅：mm/885●保証期間/1
年●最大積載質量/天板：30kg、棚板：5kg●製造国/中国製●梱包数/1梱包●ブランド/アー
ル・エフ・ヤマカワ●その他1（家具用）/●アジャスター：あり●キャスター：キャスター付き(ストッ
パー付き)●商品特徴：キャスター付●組立：有●棚ピッチ・棚板厚：棚板1枚（115mmピッチで取
付可能）●板面有効寸法：800x408mm●カギ：なし●配線：配線機能無●シリーズ名：スタッツィ
オーネ●種別1（家具用）/ワゴン

税込
\14,800（本体 ）

14お申込番号： 3578532

商　品　名　： 大】家）オーバルOAテーブル ナチュラル

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \27,972

商品の特徴： 多人数のミーティングに便利。配線用ホールもあり、PCを使ったミーティングにも便利な幅
1800mmテーブル。天板下にはカバンなどが掛けられるフック付き。

商品スペック： ●寸法/幅1800×奥行900×高さ700ｍｍ●カラー/ナチュラル●奥行：mm/900●高さ：mm/700
●材質/天板：メラミン化粧板、脚部：スチール●質量/33.4kg●集約カラー/ベージュ系●付属品
/六角レンチ、 鞄掛けフック×6個●幅：mm/1800●保証期間/1年●最大積載質量/天板40kg
（等分布）●製造国/中国製●梱包数/2梱包●ブランド/アール・エフ・ヤマカワ●その他1（家具
用）/●キャスター：キャスター無し●種別1（家具用）/オーバル幅1800mm

税込
\25,900（本体 ）

15お申込番号： 5360311

商　品　名　： 翌4】家）ラウンドリフレッシュテーブル ナチュラル

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \10,789

商品の特徴： ちょっとした打ち合わせスペースやカフェコーナーで活躍する丸型テーブル。脚部に鞄などを掛
けられる樹脂フック付。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行800×高さ700ｍｍ●カラー/ナチュラル●キャスター/なし●奥行：mm/800
●高さ：mm/700●材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部：スチール、バッグハン
ガー：合成樹脂●質量/16.9kg●集約カラー/ベージュ系●付属品/六角レンチ●幅：mm/800●
保証期間/1年●容量/-●最大積載質量/天板：約30kg●製造国/中国製●梱包数/1梱包●種
別1（家具用）/直径800mm

税込
\9,990（本体 ）

16お申込番号： 3578926

商　品　名　： 家）ブラックハイフレームテーブル（コンセント付き）

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \21,492

商品の特徴： 雰囲気を和やかに演出する風合いのある木目天板のコンセント付きハイテーブル。シャープな印
象のマット塗装ブラック脚。長側面2面には充電に便利な電源コンセント(2個口)付き。天板は丈
夫なメラミン化粧板。

商品スペック： ●寸法/製品サイズ/幅1200×奥行600×高さ1000mm　脚部有効内寸法/幅1114×奥行261×
高さ963mm　ケーブル長さ2300mm●カラー/ナチュラル●キャスター/キャスター無し●奥行：
mm/600●高さ：mm/1000●材質/天板表面：低圧メラミン樹脂化粧板、脚：スチール●質量
/21kg●集約カラー/ベージュ系●付属品/六角レンチ●幅：mm/1200●最大積載質量/天板：
40kg（等分布）●製造国/台湾製●梱包数/1梱包●ブランド/アスプルンド●その他1（家具用）/
●その他：2つ口コンセントX2回路●種別1（家具用）/ハイテーブル

税込
\19,900（本体 ）

4/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。



商品シート○○年○月○日
○○○○○○○お見積番号

ご提案日

17お申込番号： 3580648

商　品　名　： 家）ダイニングワークテーブル 幅1800×奥行1000×高

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \74,520

商品の特徴： 配線対応付きでミーティングにも執務使いにも便利な幅1800mmテーブル。心地よい空間を演出
するカジュアルなデザインが魅力。天板はキズのつきにくいメラミン化粧板に天然木の手触りを
再現する凹凸加工を施し、シャープなテーパーエッジ仕上げで強度とデザイン性を両立。足さば
きのよい八の字デザインの脚で、座席を固定しないフリーアドレスにもおすすめです。

商品スペック： ●寸法/幅1800mm×奥行1000mm×高さ720mm、有効脚部内寸法Ｗ1450×D799×H672mm●
奥行：mm/1000●高さ：mm/720●材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧板、脚：スチール、木質部
分：ＭＤＦ●質量/48.8kg●幅：mm/1800●保証期間/構造体：3年、外装・表面仕上げ：1年●最
大積載質量/天板60kg（等分布）●製造国/中国製●梱包数/4梱包●ブランド/プラス●種別1
（家具用）/テーブル●種別2（家具用）/幅1800mm

税込
\69,000（本体 ）

18お申込番号： 1975355

商　品　名　： 家）ダイニングワーク　ベンチ

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \21,492

商品の特徴： ダイニングワークテーブルとあわせて使える、ハの字脚が特長のベンチです。並んで座れてコ
ミュニケーションが取りやすい！短時間のワーク、ミーティング、ランチなど様々なシーンでお使
いいただけます。

商品スペック： ●寸法/幅1100×奥行400×高さ411ｍｍ●奥行：mm/400●高さ：mm/411●材質/天板：低圧メ
ラミン樹脂化粧版、脚：スチール●質量/12.9kg●集約カラー/ベージュ系●付属品/六角レンチ
●幅：mm/1100●製造国/中国製●梱包数/1梱包●ブランド/プラス●その他1（家具用）/●ア
ジャスター：有●キャスター：キャスター無し●スタッキング：不可●配線用ホール：無●○人掛：
2●利用人数：2人用●シリーズ名：ダイニングワークシリーズ●種別1（家具用）/ベンチ●種別2
（家具用）/幅1100mm

税込
\19,900（本体 ）

19お申込番号： 2849597

商　品　名　： 家）ピルエット　スイング脚ライム/ホワイト　L122EZ-FS

メーカー名 ： 岡村製作所

価　　　　格 ： \32,292

商品の特徴： 座っているときより腰への負担を、立っているときより足への負担を軽減。体の動きに合わせて
支柱が傾き、働く姿勢をサポートします。

商品スペック： ●寸法/幅350×奥行350×高さ565～815mm●カラー/ライムグリーン●キャスター/キャスター
無し●奥行：mm/350●機能/座面上下調節（ストローク：250ｍｍ）●材質/座／布張り（ポリエス
テル）、ベース／ポリプロピレン樹脂座●質量/8kg●集約カラー/グリーン系●幅：mm/350●保
証期間/構造体：3年、機構・可動部：2年、外装・表面仕上げ：1年●製造国/日本製●梱包数/1
梱包●ブランド/岡村製作所●その他1（家具用）/●再生プラスチック：再生プラスチック10％使
用●座面高さ：565～815mm●シリーズ名：ピルエット　スイング脚タイプ　ホワイトシェル

税込
\29,900（本体 ）

20お申込番号： 2849640

商　品　名　： 家）ダイニングワークチェア　Dグレー　MB-DI80NH-A　

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \17,172

商品の特徴： スマホなどの使用をサポートする高さのスマートアーム、背と肘に木材を使用。ナチュラルな木
製家具ともしっくり調和。

商品スペック： ●寸法/幅582×奥行575×高さ800ｍｍ●カラー/ブラック●キャスター/キャスター付き●奥行：
mm/575●機能/スマートアーム、防汚･抗菌･耐アルコール･難燃レザー仕様の布柄張地、簡易
スタッキング●高さ：mm/800●材質/背：成形合板･突板･ポリウレタン塗装、座：PVCレザー(防
汚･抗菌･耐アルコール･難燃)･ウレタンフォーム、脚：スチールパイプ･粉体塗装、肘：天然木積層
材･突板、ポリウレタン塗装、ナイロン双輪キャスター付●質量/7.4kg●集約カラー/ブラック系●
幅：mm/582●保証期間/構造体：3年、機構・可動部：2年、外装・表面仕上げ：1年●製造国/台
湾製●梱包数/1梱包●ブランド/プラス●その他1（家具用）/●スタッキング：3脚まで可（簡易ス
タッキングです）●キャスター材質：ナイロン●シリーズ名：ダイニングワークシリーズ

税込
\15,900（本体 ）

5/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。



商品シート○○年○月○日
○○○○○○○お見積番号

ご提案日

21お申込番号： 4681510

商　品　名　： 家）キューブソファ　グリーン

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \3,769

商品の特徴： ガタツキを抑えるアジャスター付き。汚れに強いPVCレザー。

商品スペック： ●寸法/幅400×奥行400×高さ400mm●カラー/グリーン●材質/表面：PVCレザー●質量
/4.5kg●集約カラー/グリーン系●利用人数：○人用/1●張地/ポリエステル●ブランド/アスプ
ルンド●その他1（家具用）/●製造国：中国製●その他：アジャスター付●デザイン：ニーナ・ヨブ
ス

税込
\3,490（本体 ）

22お申込番号： 4681780

商　品　名　： 翌4】家）キューブソファ　アイボリー

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \3,769

商品の特徴： ガタツキを抑えるアジャスター付き。汚れに強いPVCレザー。

商品スペック： ●寸法/幅400×奥行400×高さ400mm●カラー/アイボリー●材質/表面：PVCレザー●質量
/4.5kg●集約カラー/ホワイト系●利用人数：○人用/1●張地/ポリエステル●ブランド/アスプル
ンド●その他1（家具用）/●製造国：中国製●その他：アジャスター付●デザイン：ニーナ・ヨブス

税込
\3,490（本体 ）

23お申込番号： 9484470

商　品　名　： 大】家）パネルソファ　2人掛　サイドパネル付　グリーン

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \64,692

商品の特徴： ほどよい囲まれ感の高さ1230mmのパネルソファ。気軽な会議や商談におすすめ。2人でゆった
り座れるサイズです。

商品スペック： ●寸法/幅1580×奥行640（座面奥行420）×高さ1230（座面高さ430肘高さ730）mm●カラー/グ
リーン●材質/張地：ポリエステル・ウレタンフォーム、脚部：スチール粉体塗装●質量/44.5ｋｇ●
集約カラー/グリーン系●利用人数：○人用/2●張地/ポリエステル●ブランド/アスプルンド●そ
の他1（家具用）/●製造国：中国製●仕様：バック･サイドパネル付●有効内寸：幅1270×奥行
420mm●種別1（家具用）/ソファ バック・サイドパネル付

税込
\59,900（本体 ）

24お申込番号： 2852108

商　品　名　： 家）ビンデンソファ2　1人掛　ベージュ　1脚

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \25,812

商品の特徴： ●PVCレザー張りでお手入れ簡単。汚れに強いPVCレザーを使用しています●背クッションは差
し込み式です。

商品スペック： ●寸法/幅850×奥行700×高さ740ｍｍ●カラー/ベージュ●奥行：mm/700●高さ：mm/740●
材質/背座：ウレタンフォーム・Ｓバネ、張地：PVC、脚：ポリプロピレン●質量/17.5kg●集約カ
ラー/ベージュ系●幅：mm/850●利用人数：○人用/1●製造国/中国製●張地/PVC●梱包数
/1梱包●ブランド/アスプルンド●その他1（家具用）/●アジャスター：無●○人掛：1●座面高さ：
360ｍｍ●種別1（家具用）/1人掛

税込
\23,900（本体 ）

6/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。



商品シート○○年○月○日
○○○○○○○お見積番号

ご提案日

25お申込番号： 2852046

商　品　名　： 家）ビンデンソファ2（分割式）　3人掛　ベージュ

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \64,692

商品の特徴： ●PVCレザー張りでお手入れ簡単。汚れに強いPVCレザーを使用しています●背クッションは差
し込み式です。

商品スペック： ●寸法/幅1950×奥行700×高さ740ｍｍ●カラー/ベージュ●奥行：mm/700●高さ：mm/740●
材質/背座：ウレタンフォーム・Ｓバネ、張地：PVC、脚：ポリプロピレン●質量/38.5kg●集約カ
ラー/ベージュ系●幅：mm/1950●利用人数：○人用/3●製造国/中国製●張地/PVC●梱包数
/3梱包●ブランド/アスプルンド●その他1（家具用）/●アジャスター：無●○人掛：3●座面高さ：
360ｍｍ●種別1（家具用）/3人掛

税込
\59,900（本体 ）

26お申込番号： 2851728

商　品　名　： 家）シット＆フィールドソファ　３人掛　背無1個背付２個

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \50,652

商品の特徴： ●使用シーンにあわせて、背部分を好きな向きに組立設置できます。●仕事にぴったりの座面
高さ430mm。●長時間座っても疲れにくい、やや固めの座面。●モノトーンなので様々な空間に
合わせやすく、背部分のチェック柄がおしゃれです。

商品スペック： ●寸法/幅1800×奥行600×高さ430ｍｍ●カラー/ブラック●奥行：mm/600●高さ：mm/430●
材質/クッション張地：ポリエステル･アクリル、ウレタンフォーム、脚：スチール（粉体塗装）●質量
/39.1kg●集約カラー/ブラック系●幅：mm/1800●保証期間/構造体：３年、機構・可動部：２年、
外装・表面仕上げ：１年●利用人数：○人用/3●製造国/台湾製●張地/ポリエステル●梱包数
/4梱包●ブランド/プラス●その他1（家具用）/●アジャスター：有●その他：背クッションの向き
変更可●○人掛：3●シリーズ名：シット＆フィールド●種別1（家具用）/3人掛 背無1個背付２個

税込
\46,900（本体 ）

27お申込番号： 2851693

商　品　名　： 家）シット＆フィールドソファ　3人掛　背付3個　ブラック

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \52,812

商品の特徴： ●使用シーンにあわせて、背部分を好きな向きに組立設置できます。●仕事にぴったりの座面
高さ430mm。●長時間座っても疲れにくい、やや固めの座面。●モノトーンなので様々な空間に
合わせやすく、背部分のチェック柄がおしゃれです。

商品スペック： ●寸法/幅1800×奥行600×高さ630ｍｍ●カラー/ブラック●奥行：mm/600●高さ：mm/630●
材質/クッション張地：ポリエステル･アクリル、ウレタンフォーム、脚：スチール（粉体塗装）●質量
/41.6kg●集約カラー/ブラック系●幅：mm/1800●保証期間/構造体：３年、機構・可動部：２年、
外装・表面仕上げ：１年●利用人数：○人用/3●製造国/台湾製●張地/ポリエステル●梱包数
/4梱包●ブランド/プラス●その他1（家具用）/●アジャスター：有●その他：背クッションの向き
変更可●○人掛：3●シリーズ名：シット＆フィールド●種別1（家具用）/3人掛 背付3個

税込
\48,900（本体 ）

28お申込番号： 5786356

商　品　名　： 家）応接サイドテーブル　RFCFT-5555DA

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \6,372

商品の特徴： 飲み物などをサービスしやすい高さ450mm。コンパクトな応接コーナーを作れるサイドテーブル。

商品スペック： ●寸法/幅550×奥行550×高さ450mm●カラー/ダーク●奥行：mm/550●高さ：mm/450●材質
/天板：低圧メラミン樹脂化粧板木質ボード、脚：PVCシート木質ボード●質量/7.1kg●集約カ
ラー/ブラウン系●幅：mm/550●ブランド/アール・エフ・ヤマカワ●その他1（家具用）/●キャス
ター：キャスター無し●製造国：中国製●有効脚内寸法：幅446×奥行446×高さ370mm●その
他：サイドテーブル●種類：サイドテーブル●種別1（家具用）/サイドテーブル

税込
\5,900（本体 ）

7/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。



商品シート○○年○月○日
○○○○○○○お見積番号

ご提案日

29お申込番号： 2847592

商　品　名　： 大】家）ブラックフレームホワイトボド1200WBC-S1218D

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \35,424

商品の特徴： 足元までホワイトボードだから、たっぷり書けてミーティングもはかどる！スマホ専用アプリで盤
面を見やすく自動補正できます。下までの盤面だから、空間を仕切るスクリーンとしても使えま
す。

商品スペック： ●寸法/幅1250×奥行560×高さ1840mm　※1台あたり●カラー/ブラック●キャスター/キャス
ター付き(ストッパー付き)●奥行：mm/560●機能/パーティション兼用両面ホワイトボード●高さ：
mm/1840●材質/板面：鋼板（スチール）、フレーム：アルミ（粉体塗装）、コーナー：ABS、脚：ス
チール（粉体塗装）、粉受け：ＡＢＳ、ストッパー：ＡＢＳ●質量/15.2kg●集約カラー/ブラック系●
付属品/イレーザー1個、マーカー（黒・赤）、マグネットトレイ●幅：mm/1250●保証期間/外観・
表面仕上げ：1年、機械部・可動部：2年、構造体：3年●製造国/中国製●ホワイトボード材質/ス
チール●梱包数/1梱包　※1台あたり●ブランド/プラス●ホワイトボード面数/両面（無地／無
地）●その他1（家具用）/●マグネット：両面●板面有効寸法：幅1176×高さ1643mm●粉受け奥

税込
\32,800（本体 ）

30お申込番号： 2856466

商　品　名　： 家）ESストレージ　3段オープンシェルフ

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \15,012

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で棚板耐荷重50kg。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行425(クロスバー含む)×高さ1175mm●カラー/ダークグレー●奥行：
mm/425●高さ：mm/1175●材質/スチール（粉体塗装）●質量/15.0kg●集約カラー/グレー系
●付属品/アジャスター●幅：mm/800●最大積載質量/棚板1枚あたり50kg（等分布）●製造国/
中国製●梱包数/1梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/オープンタイプ●その他1（家具用）
/●内寸法：（1棚あたり）幅760×奥行420×高さ360mm●棚ピッチ・棚板厚：棚板厚20mm●配線
用ホール：無●カギ：なし●可動棚：なし●種別1（家具用）/3段オープン

税込
\13,900（本体 ）

31お申込番号： 2856420

商　品　名　： 家）ESストレージ　5段オープンシェルフ

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \19,332

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で棚板耐荷重50kg。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行425(クロスバー含む)×高さ1935mm●カラー/ダークグレー●奥行：
mm/425●高さ：mm/1935●材質/スチール（粉体塗装）●質量/27.0kg●集約カラー/グレー系
●付属品/アジャスター●幅：mm/800●最大積載質量/棚板1枚あたり50kg（等分布）●製造国/
中国製●梱包数/2梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/オープンタイプ●その他1（家具用）
/●内寸法：（1棚あたり）幅760×奥行420×高さ360mm●棚ピッチ・棚板厚：棚板厚20mm●配線
用ホール：無●カギ：なし●可動棚：なし●種別1（家具用）/5段オープン

税込
\17,900（本体 ）

32お申込番号： 2850650

商　品　名　： 家）ESストレージ　3段両開きパンチング扉

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \30,132

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で棚板耐荷重50kg。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行430(バックパネル含む)×高さ1175mm●カラー/ダークグレー●奥行：
mm/430●高さ：mm/1175●材質/スチール（粉体塗装）●質量/36.4kg●集約カラー/グレー系
●付属品/アジャスター●幅：mm/800●最大積載質量/棚板1枚あたり50kg（等分布）●製造国/
中国製●梱包数/2梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/両開き扉タイプ●その他1（家具
用）/●内寸法：（1棚あたり）幅760×奥行395×高さ360mm●棚ピッチ・棚板厚：棚板厚20mm●
配線用ホール：有●カギ：2本●可動棚：なし●扉：パンチング両開き扉、スチール●種別1（家具
用）/3段両開きパンチング扉

税込
\27,900（本体 ）

8/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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33お申込番号： 2856377

商　品　名　： 家）ESストレージ　5段両開きパンチング扉

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \39,852

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で棚板耐荷重50kg。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行430(バックパネル含む)×高さ1935mm●カラー/ダークグレー●奥行：
mm/430●高さ：mm/1935●材質/スチール（粉体塗装）●質量/56.9kg●集約カラー/グレー系
●付属品/アジャスター●幅：mm/800●最大積載質量/棚板1枚あたり50kg（等分布）●製造国/
中国製●梱包数/3梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/両開き扉タイプ●その他1（家具
用）/●内寸法：（1棚あたり）幅760×奥行395×高さ360mm●棚ピッチ・棚板厚：棚板厚20mm●
配線用ホール：有●カギ：2本●可動棚：なし●扉：パンチング両開き扉、スチール●種別1（家具
用）/5段両開きパンチング扉

税込
\36,900（本体 ）

34お申込番号： 2856297

商　品　名　： 家）ESストレージ　3段ロッカー

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \21,492

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で配線用ホール付き。

商品スペック： ●寸法/幅350×奥行420×高さ1175mm●カラー/ダークグレー●奥行：mm/420●高さ：
mm/1175●材質/スチール●質量/20kg●集約カラー/グレー系●幅：mm/350●製造国/中国
製●梱包数/1梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/両開き扉タイプ●その他1（家具用）/●
配線用ホール：有●○連○段○人用：1連3段3人用●カギ：2本●有効内寸法（1扉あたり）：幅
280x奥行393x高さ：上335、中335、下332mm●種別1（家具用）/3段ロッカー

税込
\19,900（本体 ）

35お申込番号： 2849944

商　品　名　： 家）ESストレージ　5段ロッカー　幅350×奥行420×高さ

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \35,532

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使え、オフィスでも使
いやすいようにA4対応で配線用ホール付き。

商品スペック： ●寸法/幅350×奥行420×高さ1935mm●カラー/ダークグレー●奥行：mm/420●高さ：
mm/1935●材質/スチール●質量/33.8kg●集約カラー/グレー系●幅：mm/350●製造国/中国
製●梱包数/2梱包●ブランド/アスプルンド●商品区分/ロッカータイプ●その他1（家具用）/●
配線用ホール：有●○連○段○人用：1連5段5人用●カギ：2本●有効内寸法（1扉あたり）：幅
280x奥行393x高さ：1番上340、2番目335、3番目335、4番目335、5番目332mm●種別1（家具用）
/5段ロッカー

税込
\32,900（本体 ）

36お申込番号： 2850749

商　品　名　： 家）ESストレージ　ハンガーシェルフ

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \18,252

商品の特徴： クールな印象を与えるインダストリアルデザインだから色々な場所・用途で使えます。

商品スペック： ●寸法/幅800×奥行425(クロスバー含む)×高さ1935mm●カラー/ダークグレー●奥行：
mm/425●高さ：mm/1935●材質/スチール（粉体塗装）●質量/16.5kg●集約カラー/グレー系
●付属品/アジャスター、ハンガーパイプ●幅：mm/800●最大積載質量/ハンガーパイプ50kg
（等分布）、棚板1枚あたり50kg（等分布）●製造国/中国製●梱包数/1梱包●ブランド/アスプル
ンド●商品区分/オープンタイプ●その他1（家具用）/●内寸法：（1棚あたり）幅760×奥行420×

 高さ360mm●ハンガー部収納寸法/幅760×高さ1407ｍｍ●棚ピッチ・棚板厚：棚板厚20mm●
配線用ホール：無●カギ：なし●可動棚：なし●種別1（家具用）/ハンガーシェルフ

税込
\16,900（本体 ）

9/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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37お申込番号： 2850239

商　品　名　： 家）ESストレージ　小物ボックス　1セット（3個入）

メーカー名 ： アスプルンド

価　　　　格 ： \8,532

商品の特徴： 文具や各種ストックなど小物の整理に便利で、シェルフにすっきり収まります。

商品スペック： ●寸法/幅240×奥行430(ハンドル含む)×高さ160mm●カラー/オーク●奥行：mm/430●高さ：
mm/160●材質/本体：強化紙化粧板、ハンドル：スチール（粉体塗装）●質量/2.2kg●集約カ
ラー/ブラウン系●幅：mm/240●最大積載質量/5kg（等分布）●製造国/台湾製●梱包数/1梱
包●ブランド/アスプルンド●商品区分/オプション●その他1（家具用）/●内寸法：幅214×奥行
375×高さ148mm●種別：小物ボックス●配線用ホール：無●カギ：なし●可動棚：なし

税込
\7,900（本体 ）

38お申込番号： 2850201

商　品　名　： 家）ダイニングワークシェルフ　幅1200×奥行410×高1

メーカー名 ： プラス

価　　　　格 ： \30,132

商品の特徴： 心地よい空間を演出するカジュアルなデザインが魅力。棚板はキズのつきにくいメラミン化粧板
に天然木の手触りを再現する凹凸加工。

商品スペック： ●寸法/幅1200×奥行410×高さ1023ｍｍ●カラー/ブラック/ナチュラル●奥行：mm/410●高
さ：mm/1023●材質/本体：スチール･紛体塗装、棚板：低圧メラミン化粧版･パーティクルボード
●質量/28kg●集約カラー/ベージュ系●付属品/棚板3枚●幅：mm/1200●保証期間/構造体：
3年、機構・可動部：2年、外装・表面仕上げ：1年●最大積載質量/棚板1枚あたり40kg●製造国/
中国製●梱包数/1梱包●ブランド/プラス●その他1（家具用）/●内寸法：幅1152×奥行400×
高さ936ｍｍ●アジャスター：あり●ホルムアルデヒド放散量：0.5mg/L以下●棚ピッチ・棚板厚：
194mmピッチ●列・段：１列3段●可動棚：2枚●型番：SDI‐1012 NA/BK●シリーズ名：ダイニン
グワークシリーズ●その他2（家具用）/●商品区分：オープンタイプ●ホルムアルデヒド等級区

税込
\27,900（本体 ）

39お申込番号： 1606450

商　品　名　： 家）スチール電話台　幅500mm　ナチュラル　RFTC-5

メーカー名 ： アール・エフ・ヤマカワ

価　　　　格 ： \6,469

商品の特徴： 仕事効率アップのために、使いやすさを追求した棚板付きの電話台です。A4書類なども併せて
置けるワイドタイプ。いろいろな場面で使えるシンプルなウッド天板・棚板とスチール脚の組み合
わせ。電話台だけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台にもオススメです。

商品スペック： ●寸法/幅500×奥行350×高さ730mm●カラー/ナチュラル●奥行：mm/350●高さ：mm/730●
材質/天板・棚板：低圧メラミン樹脂化粧板、脚部：スチール●質量/7.5kg●集約カラー/ベージュ
系●幅：mm/500●ブランド/アール・エフ・ヤマカワ●その他1（家具用）/●最大積載質量：天板：
5kg、棚板：5kg●その他：中国製●機能：アジャスター付●原産国：中華人民共和国

税込
\5,990（本体 ）

40お申込番号： 577371

商　品　名　： 人工樹木　フィカスベンジャミン　1.8M　AGA-1801N

メーカー名 ： アイコム

価　　　　格 ： \16,200

商品の特徴： 手軽に使えるグリーンも多彩に揃えました。水やり不要、葉も落ちない。手間もコストもかからず
におトク。スタンダードに使えるベンジャミン。

商品スペック： ●寸法/高さ約1800mm、鉢：直径300×高さ310mm●材質/葉：ポリエステル、幹：天然素材、鉢：
ポリプロピレン●質量/約6kg●ブランド/アイコム●その他1（家具用）/●製造国：日本製●種別
1（家具用）/フィカスベンジャミン

税込
\15,000（本体 ）

10/10 ページ商品画像はイメージですので、実際の商品と色、形状、素材感等が異なる場合がございますのでご了承ください。


