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平面図や、立面図などCADからCGにいたるまで、

また、パースなどによる実施プランなど、

完成イメージをプレゼンテーションします。

Ａ１０１２００

聖書台・聖卓台・花台 CD-７A
□外寸法／聖書台Ｗ５００×Ｄ３７０×Ｈ１０５０
□外寸法／聖卓台Ｗ１２００×Ｄ４５０×Ｈ１０１０
□外寸法／花台Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６１０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□大理石貼り

聖書台：￥760,000（税別）
聖卓台：￥1,000,000（税別）

花台：￥600,000（税別）
セット価格：￥2,960,000（税別）

Ａ１０１２００

聖卓台・花台3点セット CD-７B
□外寸法／聖卓台Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１０００
□外寸法／花台Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６００
□外寸法／書見台Ｗ３７０×Ｄ２３０×Ｈ７０
□ナラツキ板ウレタン塗装

聖卓台（書見台込）：￥500,000（税別）
花台：￥300,000（税別）

セット価格：￥1,100,000（税別）

Ａ１０１２０２

聖卓台 CD-２P
□外寸法／Ｗ２０００×Ｄ５７０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装　□大理石貼り

￥1,900,000（税別） Ａ１０１２０１

聖卓台 CD-１N
□外寸法／Ｗ１６００×Ｄ６００×Ｈ７５０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□大理石貼り

￥1,300,000（税別） Ａ１０１２０４

Ａ１０１２０５ Ａ１０１２０６ Ａ１０１２０３

聖卓台 CD-７U-A
□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ７００×Ｈ８００
□チークツキ板ウレタン塗装

￥1,300,000（税別）

聖卓台 CD-７U-B
□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ７００×Ｈ８００
□チークツキ板ウレタン塗装

￥1,200,000（税別）

聖卓台 CD-７L
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ４５０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥500,000（税別）

聖卓台 CD-７K
□外寸法／Ｗ１３５０×Ｄ５８０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥1,000,000（税別）
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説教台 CD-２E
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥850,000（税別） Ａ１０１３０４

説教台 CD-２F
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装　□大理石貼り

￥920,000（税別） Ａ１０１３０５

説教台 CD-２T
□外寸法／Ｗ６６０×Ｄ５２０×Ｈ１０２５
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥820,000（税別） Ａ１０１３１２

説教台 CD-２M
□外寸法／Ｗ７００×Ｄ６００×Ｈ１０３０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥630,000（税別） Ａ１０１３０９

署名台 CD-８D
□外寸法／Ｗ５００×Ｄ４５０×Ｈ９３０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥480,000（税別） Ａ１０１４０６

指輪置台 CD-４M
□外寸法／Ｗ３５０×Ｄ３５０×Ｈ９１０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥460,000（税別） Ａ１０１５０２

花台 CD-５M
□外寸法／Ｗ３５０×Ｄ３５０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥340,000（税別） Ａ１０１６０２

署名台 CD-８C
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ８６５
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥600,000（税別） Ａ１０１４０５

署名台 CD-８B
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５５０×Ｈ９３０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥600,000（税別） Ａ１０１４０４

指輪置台 CD-９A
□外寸法／Ｗ４６０×Ｄ４６０×Ｈ９１０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥570,000（税別） Ａ１０１５０３

花台 CD-１０A
□外寸法／Ｗ４６０×Ｄ４６０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥500,000（税別） Ａ１０１６０４

説教台 CD-２S
□外寸法／Ｗ８５０×Ｄ６００×Ｈ１１１５
□本体／ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥600,000（税別） Ａ１０１３１１

説教台 CD-２D
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ４５０×Ｈ１０７５
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥570,000（税別） Ａ１０１３０３

指輪置台 CD-９B
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ８６５
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥600,000（税別） Ａ１０１５０４

花台 CD-１０B
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥330,000（税別） Ａ１０１６０５

説教台 CD-２K
□外寸法／Ｗ７５０×Ｄ５５０×Ｈ１０２０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥600,000（税別） Ａ１０１３０８

署名台 CD-８E
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５５０×Ｈ９３０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥410,000（税別） Ａ１０１４０７

説教台 CD-２N
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ６００×Ｈ１０５０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥580,000（税別） Ａ１０１３１０

署名台 CD-３N
□外寸法／Ｗ５００×Ｄ５００×Ｈ１０１０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥410,000（税別） Ａ１０１４０２

指輪置台 CD-９C
□外寸法／Ｗ４２０×Ｄ４２０×Ｈ９１０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥440,000（税別） Ａ１０１５０５

花台 CD-１０C
□外寸法／Ｗ４２０×Ｄ４２０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥330,000（税別） Ａ１０１６０６

説教台 CD-２Z
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□ステンレス　□天板／強化ガラス8t

￥660,000（税別） Ａ１０１３１５

署名台 CD-３Z
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５００×Ｈ９５０
□ステンレス　□天板／強化ガラス8t

￥550,000（税別） Ａ１０１４０９

花台 CD-５Z
□外寸法／Ｗ３００×Ｄ３００×Ｈ１０００
□ステンレス　□天板／強化ガラス8t

￥480,000（税別） Ａ１０１６０７

指輪置台 CD-４N
□外寸法／Ｗ３００×Ｄ３００×Ｈ９１０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥330,000（税別） Ａ１０１５０１

花台 CD-５N
□外寸法／Ｗ５００×Ｄ５００×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥360,000（税別） Ａ１０１６０１

説教台 CD-２G
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ６３０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥630,000（税別） Ａ１０１３０６

署名台 CD-８A
□外寸法／Ｗ８００×Ｄ５００×Ｈ１２８０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥430,000（税別） Ａ１０１４０３

指輪置台 CD-９D
□外寸法／Ｗ６５０×Ｄ４５０×Ｈ９２０
□ナラツキ板ウレタン塗装　□TOP／大理石

￥580,000（税別） Ａ１０１５０６

花台 CD-７F
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ９００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥360,000（税別） Ａ１０１６０３



111 112WEDDING CHAPELWEDDING CHAPEL

スタッキング時▲

チャペルチェア CD-３H
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ８００（SH４２０）
□ナラツキ板ウレタン塗装　
□座板／ビニールレザー貼り　□アジャスター付

￥540,000（税別） Ａ１０１７０６

チャペルチェア CD-３
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ５５０×Ｈ７８０（SH４２０）
□ナラ集成材ウレタン塗装　
□アジャスター付

￥960,000（税別） Ａ１０１７０７

チャペルチェア CD-３J
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ１０００（SH４２０）
□ナラツキ板ウレタン塗装
□アジャスター付

￥540,000（税別） Ａ１０１７０８

チャペルチェア CD-３G
□外寸法／Ｗ２４００×Ｄ５５０×Ｈ８５０（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装　□アジャスター付

￥780,000（税別） Ａ１０１７０５

チャペルチェア CD-３F
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ６５０×Ｈ８００（SH４００）
□ナラツキ板　□側面／バーズアイメープル　□アジャスター付

￥700,000（税別） Ａ１０１７０４

チャペルチェア CD-３E
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ８００（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装　□アジャスター付

￥540,000（税別） Ａ１０１７０３

チャペルチェア CD-３U
□外寸法／Ｗ２９００×Ｄ５５０×Ｈ８５０（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装　□アジャスター付

￥1,160,000（税別） Ａ１０１７１６

チャペルチェア CD-３V
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ８５０（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装　□アジャスター付

￥1,030,000（税別） Ａ１０１７１７

チャペルチェア CD-３A
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ９００（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装（集成材柄）
□組み立て式と固定式の２タイプ

￥560,000（税別） Ａ１０１７０１

チャペルチェア CD-３W
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ５５０×Ｈ８５０（SH４００）
□ナラツキ板ウレタン塗装　□アジャスター付

￥560,000（税別） Ａ１０１７１８

B１０１９０１

チャペルチェア用花器 CC-F
□外寸法／Ｗ１１５×Ｄ３８×Ｈ１３５
□ステンレスゴールドメッキ仕上

お問い合わせください

チャペルチェア CD-３S
□外寸法／Ｗ５００×Ｄ５００×Ｈ８５０（SH４２０）
□スタッキングタイプ　□レッドオークウレタン塗装

￥90,000（税別） Ａ１０１７１４

A１０２４０７

ホワイトリボンテープ
□２4m/m巾×29M　□１ケース１０本入

￥12,000（税別）

ベル CD-B２００
□２００φ　□真ちゅうミガキ

お問い合わせください B１０２１０４

十字架 CD-J１０
□Ｈ７００×Ｗ４４０　□真ちゅうミガキクリアー仕上

￥90,000（税別） B１０２１１１

毛せん（赤）
□MR-１ Ｗ１８００×１t,  MR-２ Ｗ１８００×２t,  MR-３ Ｗ１８００×３t
　MR-５ Ｗ１８００×５t,  MRM-５（ラバー付） Ｗ１８００×３t

MR-1　￥10,000/m（税別）
MR-2　￥18,000/m（税別）
MR-3　￥30,000/m（税別）
MR-5　￥72,000/m（税別）

MRM-5　￥42,000/m（税別）
B０８２１０３

毛せん（白）
□MW-１ Ｗ１８００×１t,  MW-２ Ｗ１８００×２t,
　MW-３ Ｗ１８００×３t

MW-1　　￥9,000/m（税別）
MW-2　￥16,000/m（税別）
MW-3　￥26,000/m（税別）

B１０２５０２


