カラーサンプルはP164、
配線機能はP167を参照ください。
-AWH

-AWL

縦配線機構

引出し無しタイプはさらにリーズナブル。
キャスター付は移動もラクラク。

NED147FDN-AWL

平デスク
（引出し無し・キャスター仕様）

デスクシステム︵NED型︶

平デスク
（引出し無し）

02
平デスク
（キャスター仕様）

NED147FCDN-AWH

NED147FC-AWL

NED207FDN-□ ￥81,100

NED187FCDN-□ ￥66,100

NED187FC-□ ￥78,700

外寸法／Ｗ2000×Ｄ700×Ｈ700 質量：37kg

外寸法／Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ700 質量：34.5kg

外寸法／Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ700 質量：43kg

-AWH

／-AWL

NED187FDN-□ ￥62,200
外寸法／Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ700 質量：34.5kg

NED167FDN-□ ￥57,100
外寸法／Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ700 質量：32kg

NED147FDN-□ ￥52,400
外寸法／Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ700 質量：29.5kg

D
□ ￥39,400
7 NED127FDN0 外寸法／Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ700 質量：26.5kg
0

NED117FDN-□ ￥38,500

外寸法／Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ700 質量：25.5kg

NED107FDN-□ ￥36,900
外寸法／Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ700 質量：24kg

NED087FDN-□ ￥36,500

NED167FCDN-□ ￥60,900

NED167FC-□ ￥72,900

外寸法／Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ700 質量：32kg

外寸法／Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ700 質量：40kg

NED147FCDN-□ ￥56,300

NED147FC-□ ￥67,700

外寸法／Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ700 質量：29.5kg

外寸法／Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ700 質量：37kg

D
7 NED127FCDN-□ ￥43,200
0 外寸法／Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ700 質量：26.5kg
0

D NED127FC-□ ￥53,400
7 外寸法／Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ700 質量：32kg
0
0 NED117FC-□ ￥51,900

NED117FCDN-□ ￥42,300

外寸法／Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ700 質量：25.5kg

外寸法／Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ700 質量：31kg

NED107FCDN-□ ￥40,700

NED107FC-□ ￥50,100

外寸法／Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ700 質量：24kg

外寸法／Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ700 質量：29kg

NED087FCDN-□ ￥40,200

NED087FC-□ ￥49,400

外寸法／Ｗ800×Ｄ700×Ｈ700 質量：20.5kg

外寸法／Ｗ800×Ｄ700×Ｈ700 質量：24kg

-AWH ／-AWL

ワーク
システム
デスク
システム

-AWH ／-AWL

事務用チェアー
・輸入チェアー

ラッチ付

ローパー
ティション

外寸法／Ｗ800×Ｄ700×Ｈ700 質量：20.5kg

-AWH ／-AWL

収納家具・
ファイリング用品

NED077FDN-□ ￥36,300

外寸法／Ｗ700×Ｄ700×Ｈ700

書庫・
キャビネット

-AWH ／-AWL

ロッカー

NED188FDN-□ ￥68,600

NED188FCDN-□ ￥72,400

NED188FC-□ ￥85,000

金 庫

外寸法／Ｗ1800×Ｄ800×Ｈ700 質量：39.5kg

外寸法／Ｗ1800×Ｄ800×Ｈ700 質量：39.5kg

外寸法／Ｗ1800×Ｄ800×Ｈ700 質量：48kg

防災・
地震対策用品

NED168FDN-□ ￥60,200

NED168FCDN-□ ￥64,100

NED168FC-□ ￥76,100

外寸法／Ｗ1600×Ｄ800×Ｈ700 質量：36kg

外寸法／Ｗ1600×Ｄ800×Ｈ700 質量：36kg

外寸法／Ｗ1600×Ｄ800×Ｈ700 質量：44kg

NED148FDN-□ ￥55,600

NED148FCDN-□ ￥59,400

NED148FC-□ ￥70,700

外寸法／Ｗ1400×Ｄ800×Ｈ700 質量：33.5kg

外寸法／Ｗ1400×Ｄ800×Ｈ700 質量：33.5kg

外寸法／Ｗ1400×Ｄ800×Ｈ700 質量：41kg

D
8 NED128FDN-□ ￥42,600
0 外寸法／Ｗ1200×Ｄ800×Ｈ700 質量：29.5kg
0

D
8 NED128FCDN-□ ￥46,500
0 外寸法／Ｗ1200×Ｄ800×Ｈ700 質量：29.5kg
0

D NED128FC-□ ￥56,500
8 外寸法／Ｗ1200×Ｄ800×Ｈ700 質量：35kg
0
0 NED118FC-□ ￥55,100

外寸法／Ｗ1100×Ｄ800×Ｈ700 質量：28.5kg

外寸法／Ｗ1100×Ｄ800×Ｈ700 質量：28.5kg

外寸法／Ｗ1100×Ｄ800×Ｈ700 質量：34kg

NED108FDN-□ ￥40,100

NED108FCDN-□ ￥43,900

NED108FC-□ ￥53,400

外寸法／Ｗ1000×Ｄ800×Ｈ700 質量：27kg

外寸法／Ｗ1000×Ｄ800×Ｈ700 質量：27kg

外寸法／Ｗ1000×Ｄ800×Ｈ700 質量：32kg

NED088FDN-□ ￥39,600

NED088FCDN-□ ￥43,400

NED088FC-□ ￥52,500

外寸法／Ｗ800×Ｄ800×Ｈ700 質量：23.5kg

外寸法／Ｗ800×Ｄ800×Ｈ700 質量：23.5kg

外寸法／Ｗ800×Ｄ800×Ｈ700 質量：27kg

-AWH ／-AWL

-AWH ／-AWL

-AWH ／-AWL

NED118FCDN-□ ￥45,300

1200・1100・1000・800

30

1800・1600・1400

700・800

1694・1494・1294

NED127FCDN-

□ NED117FCDN-□
NED107FCDN-□

NED116FDN-□ ￥38,300

NED087FCDN-□
NED188FCDN-□
NED168FCDN-□
1800・1600・1400

NED148FCDN-

□ NED128FCDN-□
NED118FCDN-□
30

NED187FCDN-□
NED167FCDN-□
NED147FCDN-□

1094・994・894・694

オフィス
周辺什器
561・661

540

NED108FCDN-□
NED088FCDN-□

1200・1100・1000・800

800

700

620
700

620
700

高齢者福祉施設・
病院用家具

外寸法／Ｗ1000×Ｄ600×Ｈ700 質量：21.5kg

NED086FDN-□ ￥36,300

推 奨 商 品 ・・・・・・・・・・・・・・・
お早めにお届けできる商品です。

1694・1494・1294

NED187FC-□
NED167FC-□
NED147FC-□

NED127FC-□
NED117FC-□
NED107FC-□

NED087FC-□
NED188FC-□
NED168FC-□

お早めにお届けできる商品です。
納入までに 2 週間程度必要です。

NED148FC-□
NED128FC-□
NED118FC-□

1094・994・894・694

734

634

NED108FC-□
NED088FC-□

納入までに 2 週間程度必要です。
納入までに 3 週間程度必要です。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

移動ラック・
シェルビング
ラック・
工場備品

外寸法／Ｗ1100×Ｄ600×Ｈ700 質量：23kg

NED106FDN-□ ￥36,700

レセプション
用家具
間仕切り

30

NED146FDN-□ ￥49,900

納期マーク説明

役員室用家具

オフィス・
ロビー用品

670
700

670
700

NED166FDN-□ ￥54,500

-AWH ／-AWL

プレゼンテーション
機器・黒板

600

外寸法／Ｗ1600×Ｄ600×Ｈ700 質量：28.5kg

外寸法／Ｗ800×Ｄ600×Ｈ700 質量：19kg

コミュニケーション・
リフレッシュ用家具

ロビー
チェアー

外寸法／Ｗ1800×Ｄ600×Ｈ700 質量：31.5kg

D
6 NED126FDN-□ ￥39,200
0 外寸法／Ｗ1200×Ｄ600×Ｈ700 質量：24kg
0

会議用
チェアー

カウンター

NED186FDN-□ ￥59,700

外寸法／Ｗ1400×Ｄ600×Ｈ700 質量：26.5kg

会議用
テーブル

応接セット

ラッチ付

30

NED118FDN-□ ￥41,600

セキュリティー
用品

学校用家具
店舗用家具

納入までに 3 週間程度必要です。
受注生産品のため納期をご確認ください。
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