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Reception
Chair
レセプションチェア
ウッドチェア

レセプションチェア CA555G
□外寸法／Ｗ４7５×Ｄ５55×Ｈ８75（ＳＨ４4０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／5角形アルミパイプ・アクリル焼付塗装仕上（ゴールド）
□重量／3.6ｋｇ

￥45,000（税別） C031002ビニールレザー

￥47,000（税別） C031052布

レセプションチェア CB348K
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ550×Ｈ885（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（ゴールド）
□重量／4.5ｋｇ

￥35,000（税別） C031003ビニールレザー

￥37,000（税別） C031053布

レセプションチェア CB345N
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ560×Ｈ860（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（シルバー）
□重量／4.6ｋｇ

￥35,000（税別） C031006ビニールレザー

￥37,000（税別） C031056布

レセプションチェア CB342N
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ560×Ｈ870（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（シルバー）
□重量／4.3ｋｇ

￥35,000（税別） C031007ビニールレザー

￥37,000（税別） C031057布

レセプションチェア CB342K
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ560×Ｈ870（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（ゴールド）
□重量／4.3ｋｇ

￥35,000（税別） C031009ビニールレザー

￥37,000（税別） C031059布

レセプションチェア CB345K
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ555×Ｈ860（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（ゴールド）
□重量／4.6ｋｇ

￥35,000（税別） C031005ビニールレザー

￥37,000（税別） C031055布

レセプションチェア CB343K
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ560×Ｈ855（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（ゴールド）
□重量／4.4ｋｇ

￥35,000（税別） C031008ビニールレザー

￥37,000（税別） C031058布

レセプションチェア CB348N
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ550×Ｈ885（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／19□／ハイテンションパイプ・粉体塗装仕上（シルバー）
□重量／4.5ｋｇ

￥35,000（税別） C031004ビニールレザー

￥37,000（税別） C031054布
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stacking trolley スタッキング台車

conference chair 会議用チェア

スタッキングチェア台車 ＴＳＣ-１7
□外寸法／Ｗ５２０×Ｄ８００×Ｈ９６０
□材質／２２.２φスチール丸パイプ塗装仕上
□収納台数／8脚

￥39,100（税別） C031233

スタッキングチェア台車 MP-75-SV
□外寸法／Ｗ48０×Ｄ75０×Ｈ1080
□材質／スチール丸パイプ塗装仕上
□収納台数／8脚　□重量／5.0kg
□キャスター／100φ

￥53,900（税別） C031235

スタッキングチェア台車 EKP203
□外寸法／Ｗ450～510×Ｄ430～510×Ｈ150
□材質／ユニクロームメッキ仕上・ナイロンキャスター
□収納台数／8～10脚　□タテ・ヨコ伸縮式

￥38,000（税別） C031234

スタッキングチェア台車 SK-１2
□外寸法／Ｗ５４０×Ｄ７７０×Ｈ１３０
□材質／２５.４φスチール丸パイプ塗装仕上
□収納台数／８～１０脚　□キャスター／７５φ

￥38,000（税別） C031307

NSC-B50L 会議用チェア専用台車 
DN-30
□外寸法／Ｗ588×Ｄ682×Ｈ752
□材質／２５.４φスチールパイプ焼付塗装仕上
□キャスター／100φ　□収納台数／30脚
□重量／7.8kg

￥51,000（税別） C031218

レセプションチェア MR-18-M
□外寸法／Ｗ４60×Ｄ520×Ｈ885（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16□／ハイテンションパイプ・クロームメッキ
□重量／5.0ｋｇ

￥29,600（税別） C031244

レセプションチェア MR-12-M
□外寸法／Ｗ４60×Ｄ520×Ｈ815（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16□／ハイテンションパイプ・クロームメッキ
□重量／4.7ｋｇ

￥27,800（税別） C031246

レセプションチェア MR-28-GA
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ560×Ｈ890（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／アルミパイプ・ゴールド塗装
□重量／5.0ｋｇ

￥39,500（税別） C031241

レセプションチェア MR-16-M
□外寸法／Ｗ４60×Ｄ520×Ｈ885（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16□／ハイテンションパイプ・クロームメッキ
□重量／5.0ｋｇ

￥29,600（税別） C031243

レセプションチェア MR-16-GA
□外寸法／Ｗ４60×Ｄ520×Ｈ885（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16□／ハイテンションパイプ・ゴールド塗装
□重量／5.0ｋｇ

￥31,100（税別） C031245

レセプションチェア MR-26-SA
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ560×Ｈ890（ＳＨ４45）
□張地／布張り
□脚部／19□／アルミパイプ・シルバー塗装
□重量／5.0ｋｇ

￥40,500（税別） C031242

レセプションチェア MR-9-M
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ535×Ｈ815（ＳＨ４25）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／スチールパイプ・クロームメッキ
□重量／4.8ｋｇ

￥20,100（税別） C031247

レセプションチェア MR-1H-SA
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ555×Ｈ910（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／スチールパイプ・シルバー塗装
□重量／6.3ｋｇ

￥29,600（税別） C031248

レセプションチェア MR-48-GA
□外寸法／Ｗ４６０×Ｄ４７０×Ｈ５９５（ＳＨ４４５）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／アルミパイプ・ゴールド塗装仕上
□重量／４.０ｋｇ

￥37,000（税別） C０３１２２５

レセプションチェア MR-2-GA
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ535×Ｈ815（ＳＨ４45）
□張地／布張り
□脚部／19□／スチールパイプ・ゴールド塗装
□重量／5.8ｋｇ

￥28,500（税別） C031250

レセプションチェア MR-1-M
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ535×Ｈ815（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／スチールパイプ・クロームメッキ
□重量／5.2ｋｇ

￥24,000（税別） C031251

レセプションチェア MR-2H-M
□外寸法／Ｗ４65×Ｄ555×Ｈ910（ＳＨ４45）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／19□／スチールパイプ・クロームメッキ
□重量／6.9ｋｇ

￥25,100（税別） C031249

レセプションチェア CA561E
□外寸法／Ｗ４70×Ｄ550×Ｈ850（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／20□／アルミパイプ・アクリル焼付塗装仕上（シルバー）
□重量／4.7ｋｇ

￥46,000（税別） C031010ビニールレザー

￥48,000（税別） C031060布

レセプションチェア CA561G
□外寸法／Ｗ４70×Ｄ550×Ｈ850（ＳＨ４3０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／20□／アルミパイプ・アクリル焼付塗装仕上（ゴールド）
□重量／4.7ｋｇ

￥46,000（税別） C031011ビニールレザー

￥48,000（税別） C031061布

レセプションチェア CA518E
□外寸法／Ｗ４55×Ｄ530×Ｈ895（ＳＨ４5０）
□張地／ビニールレザー張り・布張り
□脚部／20□／アルミパイプ・アクリル焼付塗装仕上（シルバー）
□重量／4.7ｋｇ

￥41,500（税別） C031012ビニールレザー

￥43,500（税別） C031062布

会議用チェア MR-31-M
□外寸法／Ｗ５０５×Ｄ５３５×Ｈ８５０（ＳＨ４３０）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16φスチールパイプクロームメッキ
□重量／５.８ｋｇ　※スタッキング可能

￥28,000（税別） C０３１２２８

会議用チェア NSC-B50L
□外寸法／Ｗ479×Ｄ536×Ｈ798（ＳＨ４３０）
□張地／ビニールレザー張り（ブルー・ブラック・グリーン）
□背・座部／PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
□脚部／12.8φスチールパイプ粉体塗装　□重量／4.0ｋｇ

￥11,800（税別） C031217

会議用チェア MR-31H-M
□外寸法／Ｗ５０５×Ｄ５５０×Ｈ９３０（ＳＨ４３０）
□張地／ビニールレザー張り
□脚部／16φスチールパイプクロームメッキ
□重量／６.２ｋｇ　※スタッキング可能

￥29,900（税別） C０３１２２９

会議用チェア ＲＬ-６１５ＣＮ
□張地／布地
□連結機能付　□重量／４.５ｋｇ
※スタッキング可能

￥19,400（税別） C０３１２３０

会議用チェア ＲＬ-６１５ＬＮ
□張地／ビニールレザー張り
□連結機能付　□重量／４.５ｋｇ
※スタッキング可能

￥18,300（税別） C０３１２３１

ビニールレザー

※張地はこの中からお選びください。

ブルー

グリーン

ネオブラック

フレームカラー

ブラック

ホワイト

スタッキング例 連結 取手付
（平積み4脚まで） 連結樹脂により、しっかりと

連結固定することができます。
移動に便利な取手付。
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ウッドチェア

子供イス

木製チェア テネル 11N
□外寸法／Ｗ４75×Ｄ５7０×Ｈ８75（ＳＨ４5５）
□張地／布地：C-56（アイボリー）　□スタッキング可能
□主材／ラバーウッド成形合板　□重量／7.2kg

￥36,900（税別） C032315

木製チェア メルカW 1N
□外寸法／Ｗ520×Ｄ575×Ｈ905（ＳＨ450）
□張地／レザー：A-10（No.8）
□主材／ブナ無垢材　□重量／6.5kg

￥43,200（税別） C032319

木製チェア セルタス 5N
□外寸法／Ｗ470×Ｄ565×Ｈ860（ＳＨ445）
□張地／布地：C-27（ライトグレー）　□スタッキング可能
□主材／ブナ無垢材　□重量／5.5kg

￥50,900（税別） C032316

木製チェア クレートン 5NL
□外寸法／Ｗ480×Ｄ550×Ｈ890（ＳＨ435）
□張地／布地：B-31（ブルー）　□スタッキング可能
□主材／ラバーウッド無垢材　□重量／6.8kg

￥46,300（税別） C032317

木製チェア メルカM 5N
□外寸法／Ｗ455×Ｄ575×Ｈ905（ＳＨ450）
□張地／レザー：A-10（No.41）
□主材／ブナ無垢材　□重量／5.5kg

￥32,800（税別） C032318

子供イス ＪＲＣ-２
□外寸法／Ｗ４１０×Ｄ５１５×Ｈ７８５（ＳＨ５３０）
□張地／ビニールレザー張り　□スタッキング可能
□脚部／スチール角パイプ１９□／クロームメッキ仕上
□重量／6.7kg

￥34,000（税別） C031110

子供イス チルコ 5NL
□外寸法／Ｗ４１5×Ｄ470×Ｈ750（ＳＨ475）
□張地／レザー：B-15（No.16）　□スタッキング可能
□脚部／ラバーウッド成形合板　□重量／6.5kg

￥28,600（税別） C031113

子供イス ピッケA NA
□外寸法／Ｗ４80×Ｄ460×Ｈ715（ＳＨ475）
□スタッキング可能　□脚部／ラバーウッド無垢材
□座／ラバーウッド成形合板　□重量／5.0kg

￥25,400（税別） C031112

子供イス プチ 5NL
□外寸法／Ｗ４40×Ｄ460×Ｈ750（ＳＨ500）
□張地／レザー：B-15（No.6）
□脚部／ラバーウッド無垢材　□重量／6.3kg

￥31,800（税別） C031114




