
ブラックウォールナット　デスク用天板 2~3枚矧ぎ　BWD-****-(W) - (D)　天厚約40mm
W1300~2000

クルミ　デスク用天板 2~3枚矧ぎ　WD-****-(W) - (D)　天厚約40mm
W1300~2000

タモ　デスク用天板 2~3枚矧ぎ　TD-****-(W) - (D)　天厚約40mm
W1300~2000

※ 表示の内寸は床との接地面における内寸です。天板には木製反り止めが付きますので、天板下5cm以内については反り止め内寸をご参照ください。
※ 角脚用のオーダー分の天板でスチール製の反り止めをご希望の場合はスチール反り止めとご明記ください。

BWD-****-150-55 NOIL /
SF-W96 NOIL
W1500×D約550×H700

※H約70cm用です。高さの変更はできません。

BWD-****-150-55 NOIL /
SF-BW94D NOIL
W1500×D約550×H700

BWD-****-150-55 NOIL /
SF-BW95 NOIL
W1500×D約550×H700

※ 各種デスク脚の天板トップまでの高さは通常約70cmです。鉤型脚および角脚で64〜73cmの他の高さをご希望の場合は品番の後にデスク高○cm用とご指定ください。（デスク鉤型脚、デスク角脚は同価格）
    ただし、いずれの高さの場合でも、天板の厚みにより多少の誤差は生じます。ご了承ください。

W1500×D約500×H700 ※天然木のため、木目や風合いは一点一点異なります。
クルミ材 ※ オーダー分の天板は材質・サイズ・塗装以外（木目・色味・節・形状など）の
デスク用天板・デスクボックス脚 　ご希望はお伺いできません。

※ 既存の天板（現品）をお求めの場合は、天板のNO（****部分）を添えてご注文ください。

ブラックウォールナット ¥88,000 ¥80,000
クルミ ¥82,500 ¥75,000SF-W94D

¥110,000 ¥100,000
クルミ ¥104,500 ¥95,000

デスク角脚

樹種 税込み価格 本体価格
ブラックウォールナット ¥82,500 ¥75,000SF-BW95

品番

オーク（ブラック） ¥77,000 ¥70,000

2000

SF-R95-WP
SF-T95

SF-R96-WP
SF-T96
SF-W96
SF-BW96

品番

タモ ¥77,000 ¥70,000

タモ ¥82,500 ¥75,000
オーク（ブラック） ¥82,500

1900

ブラックウォールナット

¥75,000SF-R94D-WP
SF-T94D

1800

1760
1400
1400

1660
1300
1300

1580
1200
1200
1120 1220 1320

1100

1280
900
900
820

1500

1180
800
800
720

ボックス脚　内寸A
鉤型脚　　　内寸A
角脚　　　　内寸A

幅（W）[mm]
反り止め内寸

¥209,000 ¥190,000
¥198,000 ¥180,000

1020
1700

1380
1000
1000
920

1600

1080
700
700

1400
620

1300

1480
1100

510
約600（±50） ¥154,000 ¥140,000 ¥165,000 ¥150,000 ¥187,000 ¥170,000

¥155,000 ¥192,500 ¥175,000
約550（±50） ¥143,000 ¥130,000 ¥154,000 ¥140,000 ¥176,000 ¥160,000

¥150,000 ¥187,000 ¥170,000 410
約500（±50） ¥137,500 ¥125,000 ¥148,500 ¥135,000 ¥170,500
約450（±50） ¥132,000 ¥120,000 ¥143,000 ¥130,000 ¥165,000

幅（W）[mm] 1700 1800 1900 2000

¥121,000 ¥110,000

反り止め幅
奥行（D）[mm] 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格

510
約600（±50） ¥110,000 ¥100,000 ¥121,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥120,000

¥105,000 ¥115,500 ¥105,000
約550（±50） ¥99,000 ¥90,000 ¥110,000 ¥100,000 ¥121,000 ¥110,000

¥132,000 ¥120,000

¥100,000 ¥110,000 ¥100,000 410
約500（±50） ¥93,500 ¥85,000 ¥104,500 ¥95,000 ¥115,500
約450（±50） ¥88,000 ¥80,000 ¥99,000 ¥90,000 ¥110,000

反り止め幅
奥行（D）[mm] 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格

¥253,000 ¥230,000

幅（W）[mm] 1300 1400 1500 1600

¥190,000 ¥242,000 ¥220,000

410
約500（±50） ¥181,500 ¥165,000 ¥192,500 ¥175,000

510
約600（±50） ¥198,000 ¥180,000 ¥209,000 ¥190,000 ¥220,000

¥203,500 ¥185,000 ¥236,500 ¥215,000
約550（±50） ¥187,000 ¥170,000 ¥198,000 ¥180,000 ¥209,000

¥200,000

本体価格
¥198,000 ¥180,000

幅（W）[mm] 1700 1800 1900 2000 反り止め幅
奥行（D）[mm] 税込み価格 本体価格 税込み価格

約450（±50） ¥176,000 ¥160,000 ¥187,000 ¥170,000
本体価格 税込み価格 本体価格 税込み価格

¥231,000 ¥210,000

¥150,000 ¥176,000 ¥160,000 510約550（±50） ¥143,000 ¥130,000 ¥154,000 ¥140,000 ¥165,000
約600（±50） ¥154,000 ¥140,000 ¥165,000 ¥150,000 ¥176,000 ¥160,000 ¥187,000 ¥170,000

税込み価格 本体価格

約500（±50） ¥137,500 ¥125,000 ¥148,500 ¥135,000 ¥159,500 ¥145,000 ¥170,500
¥154,000 ¥140,000 ¥165,000 ¥150,000 410

¥155,000

反り止め幅
奥行（D）[mm] 税込み価格 本体価格

1400 1500 1600

約450（±50） ¥132,000 ¥120,000 ¥143,000 ¥130,000
税込み価格 本体価格税込み価格 本体価格

幅（W）[mm]

¥280,000
¥275,000 ¥250,000 ¥297,000 ¥270,000 ¥319,000 ¥290,000

約550（±50） ¥253,000 ¥230,000 ¥264,000 ¥240,000 ¥286,000

税込み価格

1300

¥260,000 410
約500（±50） ¥242,000 ¥220,000 ¥253,000 ¥230,000 ¥275,000 ¥250,000 ¥297,000
約450（±50） ¥231,000 ¥210,000 ¥242,000 ¥220,000 ¥264,000

510
約600（±50） ¥264,000 ¥240,000

¥260,000 ¥308,000

¥209,000
¥210,000¥231,000
¥200,000¥220,000

幅（W）[mm] 1700 1800
奥行（D）[mm] 税込み価格 本体価格 税込み価格 本体価格

約450（±50） ¥190,000¥209,000¥180,000¥198,000

1300 1400
本体価格税込み価格本体価格税込み価格

¥170,000¥187,000

デスク鉤型脚

樹種 税込み価格 本体価格品番

本体価格

約600（±50）
約550（±50）
約500（±50） ¥198,000

¥242,000
¥231,000

¥220,000
¥210,000
¥200,000¥220,000¥190,000

本体価格 税込み価格 本体価格

¥180,000

¥220,000 ¥200,000
¥190,000

¥210,000
¥200,000

¥253,000
¥242,000
¥231,000
¥220,000

○ 天板：WD - **** - 150-50 NOIL　￥135,000（税込み価格￥148,500）
○ 脚　：SF-W96 NOIL                      ￥  90,000（税込み価格￥  99,000）

デスク　オーダー例

desk leg BW･W･T･R
デスクボックス脚

樹種 税込み価格

¥70,000クルミ ¥77,000SF-W95

タモ ¥104,500 ¥95,000
オーク（ブラック）

SF-BW94D

¥104,500 ¥95,000

2204

反り止め幅
本体価格税込み価格

desk top BW･W･T

幅（W）[mm]
奥行（D）[mm]

1500 1600
本体価格税込み価格

2204

¥270,000
¥240,000 ¥286,000

1900 2000 反り止め幅

¥230,000
¥220,000

¥209,000
510

410


	デスク

