
W4-****-180-90 NOIL / SF-W91 NOIL
W1800×D約900×H700

※D約1000mm以下の天板にのみ対応しております。
BW4-****-180-90 NOIL / SF-R92 WP
W1800×D約900×H700

※移動時は天板と脚を外して別々に動かしてください。
T4-****-180-90 NOIL / SF-T93 NOIL
W1800×D約900×H700

※W約1500mm以上の天板にのみ対応しております。
BW4-****-180-85 NOIL / SF-BW94 NOIL ※移動時は天板と脚を外して別々に動かしてください。
W1800×D約850×H700

※80mm角（W1900m以上は90mm角）
W4-****-180-90 NOIL / SF-W95 NOIL ※既存の天板（木製反り止め）に取り付ける場合は、工場での天板の再加工が必要
W1800×D約900×H700 　です。（要送料）

※ 各種ダイニング脚の天板トップまでの高さは、通常約70cmです。
64～73cmの他の高さをご希望の場合はテーブル高〇cm用とご指定ください。（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誤差は生じます。ご了承下さい。

ダイニング角脚

dining table

SF-T95 タモ

SF-R95-WP オーク（ブラック） ¥77,000 ¥70,000

¥77,000 ¥70,000

SF-W95 クルミ

ダイニングパネル脚

¥77,000 ¥70,000

税込み価格 本体価格

SF-BW95 ブラックウォールナット ¥82,500 ¥75,000

品番 樹種

¥75,000

SF-R94-WP オーク（ブラック） ¥82,500 ¥75,000

税込み価格 本体価格

SF-BW94 ブラックウォールナット ¥88,000 ¥80,000

¥75,000

品番 樹種

SF-T94 タモ

クルミ ¥82,500

¥80,000

SF-BW93 ブラックウォールナット ¥88,000 ¥80,000

ダイニング山型脚

SF-R92-WP オーク（ブラック）

¥75,000

樹種

品番 樹種 税込み価格

¥82,500 ¥75,000オーク（ブラック）

タモ

クルミ

ブラックウォールナット

¥82,500 ¥75,000

SF-T91

¥88,000SF-BW91

SF-W91

¥82,500

SF-W94

¥82,500

SF-W93 クルミ ¥82,500

SF-R93-WP オーク（ブラック） ¥82,500

品番 樹種 税込み価格

ダイニング鉤型脚

¥75,000

SF-T93 タモ ¥82,500 ¥75,000

¥88,000 ¥80,000

SF-W92 クルミ ¥82,500 ¥75,000

¥75,000

本体価格
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SF-T92 タモ

ダイニングB型脚

table leg

¥82,500 ¥75,000

SF-BW92 ブラックウォールナット

本体価格

SF-R91-WP

¥82,500 ¥75,000

本体価格税込み価格品番



※天板トップまでの高さは、座卓約35cm・酒卓約23cmです。
W4-****-180-90 NOIL / SF-W81 NOIL 　高さの変更はできません。
W1800×D約900×H350/230

※D約1000mm以下の天板にのみ対応しております。
W4-****-180-90 NOIL / SF-W82 NOIL
W1800×D約900×H350

※移動時は天板と脚を外して別々に動かしてください。
BW4-****-160-90 NOIL / SF-BW83 NOIL
W1600×D約900×H350

※W約1500mm以上の天板にのみ対応しております。
W4-****-180-90 NOIL / SF-W84 NOIL ※移動時は天板と脚を外して別々に動かしてください。
W1800×D約900×H350

※80mm角（W1900m以上は90mm角）
BW4-****-180-90 NOIL（スチール反り止め） / SF-BW85 NOIL ※既存の天板（木製反り止め）に取り付ける場合は、工場での天板の再加工が必要
W1800×D約900×H350 　です。（要送料）

※ 各種座卓脚（酒卓・座卓脚を除く）の天板トップまでの高さは、通常約35cmです。
25～40cmの他の高さをご希望の場合はテーブル高○cm用とご指定ください。（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誤差は生じます。ご了承ください。

low table

酒卓・座卓脚

座卓パネル脚

座卓山型脚

座卓鉤型脚

座卓角脚

SF-R82-WP オーク（ブラック）

SF-R83-WP オーク（ブラック）

品番 樹種

品番 樹種

¥52,800 ¥48,000

SF-T85 タモ ¥52,800 ¥48,000

SF-W85 クルミ ¥52,800 ¥48,000

SF-R85-WP オーク（ブラック）

¥51,000

品番 樹種 税込み価格

¥58,300

SF-T84 タモ ¥58,300 ¥53,000

本体価格

SF-BW85 ブラックウォールナット ¥56,100

SF-R84-WP オーク（ブラック）

¥58,300 ¥53,000

¥53,000

¥61,600 ¥56,000

品番 樹種 税込み価格 本体価格

SF-BW84 ブラックウォールナット

SF-W84 クルミ

¥58,300 ¥53,000

¥58,300 ¥53,000

SF-T83 タモ ¥58,300

税込み価格 本体価格

¥53,000

SF-W83 クルミ

SF-BW83 ブラックウォールナット ¥56,000¥61,600

¥58,300 ¥53,000

SF-T82 タモ ¥58,300 ¥53,000

SF-W82 クルミ ¥58,300 ¥53,000

税込み価格 本体価格

SF-BW82 ブラックウォールナット ¥61,600 ¥56,000

¥58,300 ¥53,000

SF-R81-WP オーク（ブラック） ¥58,300

品番 樹種

¥53,000

SF-T81 タモ

¥58,300 ¥53,000

SF-BW81 ブラックウォールナット ¥61,600 ¥56,000

SF-W81 クルミ

税込み価格 本体価格

table leg
2204

座卓時

酒卓時

通常、天板には木製反り止めが付きますが、
角脚用のオーダー分の天板はスチール製の
反り止めでの製作も可能です。ご希望の場
合はスチール反り止めとご明記ください。


	テーブル脚

