
\92,510税込

税込

税込

2021.9

１３０×７５テーブルトップ A

面形状A・４本脚 面形状A・２本脚

■サイズ：W130×D75×H71cm ■サイズ：W150×D80×H71cm ■サイズ：W180×D90×H71cm

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

NR・WBNR

天板サイズを

お選び下さい。

（※上記サイズ表より）

1 2 3 4脚のタイプをお選び下さい。 色をお選び下さい。

長方形

表の価格は、天板と脚を合わせた税込価格です。

※( カッコ )内は税抜価格です。

※長方形タイプは、２本脚・４本脚両タイプを

　 取り付けできる仕様ですが、奥行き70ｃｍ

　 のサイズのみ、取り付けできる脚のタイプは

　 どちらか１つになります。

※

NR２本脚 ４本脚 WBNR
※注
C・D・T面の4本脚の取り付け位置は、天板縁よりも若干内側に入ります。

長方形 耳 付

\100,870

\115,170

\127,270

\138,050
\162,030

\33,660

１５０×８０テーブルトップ A

NR・WBNR

１８０×９０テーブルトップ A

NR・WBNR

オーダー商品はご注文後約５０日が必要です。 < ご注意 > オーダー後のキャンセルはいたしかねますのでご了承願います。

\58,850

面形状

タイプ タイプ

A 面形状
耳付

T

面形状(A･B･C･D･T面)をお選び下さい。

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面 Ｔ面
※注※注※注

天板サイズを

お選び下さい。

（※上記サイズ表より）

1 2 3 4脚のタイプをお選び下さい。 色をお選び下さい。

耳付

NR２本脚 ４本脚 WBNR

オーダー商品はご注文後約５０日が必要です。 < ご注意 > オーダー後のキャンセルはいたしかねますのでご了承願います。

耳付きテーブルの面形状は

のみＴ面

面形状【Aタイプ】通常納期サイズ

長方形テーブル

１３０×８５テーブルトップ T 耳付

■サイズ：W130×D85×H71cm ■サイズ：W150×D90×H71cm ■サイズ：W180×D100×H71cm

NR・WBNR

表の価格は、天板と脚を合わせた税込価格です。

※( カッコ )内は税抜価格です。

オーダー商品はご注文後 納期約50日 が必要です。オーダー商品はご注文後 納期約50日 が必要です。

※耳付きタイプは、２本脚・４本脚両タイプを

　 取り付けできる仕様ですが、奥行き70ｃｍ

　 のサイズのみ、取り付けできる脚のタイプは

　 どちらか１つになります。

１５０×９０テーブルトップ T 耳付

NR・WBNR

１８０×１００テーブルトップ T 耳付

NR・WBNR

面形状【Tタイプ】通常納期サイズ

耳付 耳付 耳付

耳付きテーブル

耳付・面形状T・４本脚 耳付・面形状T・２本脚

《梱包サイズ》

130×75天板：2.9才

150×80天板：3.6才

180×90天板：4.7才

4本脚：0.8才

2本脚：3.8才

《梱包サイズ》

130×85天板：3.3才

150×90天板：4才

180×100天板：5.2才

4本脚：0.8才

2本脚：3.8才

(税抜\84,100)

(税抜\53,500)

(税抜\30,600)

税込\33,660
(税抜\30,600)

税込\33,660
(税抜\30,600)

税込\33,660
(税抜\30,600)

税込\33,660
(税抜\30,600)

税込\33,660
(税抜\30,600)

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

(\147,300)

(\125,500)

(\115,700)

(\104,700)

(\91,700)

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

４本脚 NR・WBNR

２本脚 NR・WBNR

\103,290税込

税込 \69,630

(税抜\93,900)

(税抜\63,300)

\110,550税込

税込 \76,890

(税抜\100,500)

(税抜\69,900)

\97,350税込

税込 \63,690

(税抜\88,500)

(税抜\57,900)

\127,270税込

税込 \93,610

(税抜\115,700)

(税抜\85,100)

\134,530税込

税込 \100,870

(税抜\122,300)

(税抜\91,700)

長方形タイプの通常納期サイズ

(130×75、150×80、180×90cmの

面形状 【A タイプ】 ) 以外は

全て左表の価格となります。

※耳付きタイプの通常納期サイズ

(耳付130×85、150×90、180×100cmの

面形状 【T タイプ】 ) 以外は

全て左表の価格となります。

\162,030
(\147,300)\138,050

(\125,500)

\127,270
(\115,700)

\115,170
(\104,700)

\100,870 (\91,700)



\102,080税込

税込

2021.9

１３０×７５テーブルトップ A

■サイズ：W130×D75×H71cm ■サイズ：W150×D80×H71cm ■サイズ：W180×D90×H71cm

口脚 BK

NR・WBNR

天板サイズを

お選び下さい。

（※上記サイズ表より）

1 2 3 4 5口脚

口脚

表の価格は、天板と脚を合わせた税込価格です。

※( カッコ )内は税抜価格です。

※通常２本脚・４本脚・口脚全タイプを
　 取り付けできる仕様ですが、奥行き70ｃｍ
　 のサイズのみ、取り付けできる脚のタイプは
　 『２本脚と口脚のみ』になります。

※通常納期サイズのアイテムは、こちらの表の価格
　 とは異なります。左記の価格をご確認ください。

NR

口脚 WBNR

長方形 耳 付

長方形

耳 付

１５０×８０テーブルトップ A

NR・WBNR

１８０×９０テーブルトップ A

NR・WBNR

オーダー商品はご注文後約５０日が必要です。 < ご注意 > オーダー後のキャンセルはいたしかねますのでご了承願います。

面形状

鉄製の『口脚』が新たに仲間入りしました。

オーク無垢材の天板と異素材との組み合わせが、お部屋の雰囲気をぐっと引き締めます。

タイプ

タイプ

A

面形状
耳付

T

天板形状を

お選び下さい。

面形状を

お選び下さい。

　天板色を

お選び下さい。

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

面形状【Aタイプ】通常納期サイズ

長方形テーブル＋

１３０×８５テーブルトップ T 耳付

■サイズ：W130×D85×H71cm ■サイズ：W150×D90×H71cm ■サイズ：W180×D100×H71cm

NR・WBNR

オーダー商品はご注文後 納期約50日 が必要です。

１５０×９０テーブルトップ T 耳付

NR・WBNR

１８０×１００テーブルトップ T 耳付

NR・WBNR

面形状【Tタイプ】通常納期サイズ

耳付 耳付 耳付

耳付きテーブル

《梱包サイズ》
130×75天板：2.9才
150×80天板：3.6才
180×90天板：4.7才

130×85天板：3.3才
150×90天板：4才
180×100天板：5.2才

口脚：3.6才

(税抜\92,800)

口脚 BK 口脚 BK

口脚 BK 口脚 BK 口脚 BK

\171,600
(\156,000)\147,620

(\134,200)

\136,840
(\124,400)

\124,740
(\113,400)

\110,440 (\100,400)

口 脚

＋ 口 脚

口脚

耳付・面形状T・口脚

面形状A・口脚

Ｔ面
※耳付天板の面
形状は選べません。
(Ｔ面のみとなります)

口脚テーブル 106
chair

X

\209,220１５０×８０テーブルトップA NR＋口脚
１０６サイドチェア NR/XBR×４

税込￥112,860
　税込￥24,090×4 セット価格 税込 (税抜\190,200)

\112,860税込

税込

(税抜\102,600) \136,840税込

税込

税込税込税込

(税抜\124,400)

\106,920税込 (税抜\97,200) \120,120税込 (税抜\109,200) \144,100税込 (税抜\131,000)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

税込 \43,230
(税抜\39,300)

\58,850
(税抜\53,500)

\69,630
(税抜\63,300)

\76,890
(税抜\69,900)

\63,690
(税抜\57,900)

\93,610
(税抜\85,100)

\100,870
(税抜\91,700)


