
カットフォルダー    395
可動仕切り    766･768･769
可動肘    239･245･247

250･254･257･259･263
カバーリングキャビネット    432
カバンフック    089
壁エンド    280
カメラスタンド    592
ガラス引違い書庫
　CWL型    333
　CWS型    333
　CW型    333･349
　NWL型    367
　NWS型    367･376
　NW型    367･376･379
ガラス両開き書庫
　CWS型    333
　CW型    333･349･352
　NWS型    367･376
　NW型    367･376･379
カルテ収納庫    793
カルテワゴン    793
感震式落下防止バー    761
観覧台    734
管理者カード(CW型)    331･458

キ
キーボックス    456･457･715･716
キーリング    457
器械卓子    793
記載台    450･690･691･696
机上棚   160
机上テーブル    089･133･160･177
貴重品ロッカー    417
喫煙カウンター    582
喫煙テーブル    582
キッチンキャビネット    555
キッチンケース
　CW型    347
　NW型    374･378
キャスター    239･245･247･250･257･264
ギャッチベッド    788
キャビネット    789
キャビネット台車    405
旧JISデスク    222･223
吸盤フック    442
教卓    800
教壇    800
金庫    426～437
　耐火金庫    429～436
　耐火ファイル    437
　防盗金庫    436
金屏風    733

ク
空気清浄機    582
くず入れ    698～700･704･807
クッション    559
クッションブロック    812
クッションベンチ    812
グラヴィータ(GRAVITA)    610～613
グランドコーナー    807

ケ
掲示パネル    605･606
掲示板    604･802
掲示ボード    691
傾斜2段書架    804
傾斜5段書架    804
傾斜棚板    802
軽中量ステンレスラック    773
軽中量ラック(ボルトレスタイプ)    768
軽量ステンレスラック    773
軽量ラック    770～772
　ボルトレスタイプ    769
ケーブルダクト    061･068･089･121･128
･140･185･464･467･471･472･473･481
ケーブルトレー    061･068･121

･159･176･185･191･212

コ
コインロッカー    425
講演台    732･733
講義用デスク    798･800
工具キャビネット    777
行動予定表    604
コートハンガー    701
コーナーテーブル    634～650
コーナーデスク
　NED型   199
　NER型    211
　TR型   134･135
コーナーマット    812
小型物置    448
黒板    595～603
　回転式    596～601
　片面式    596～601
　吊掛式    596～602
　壁面専用脚付式    601
腰掛ベンチ    671
固定脚    263
固定シェルビング    761･762
固定肘
　NCE型    257
　SLE型    239
コピーボード    594
個別フォルダー    395
ゴミ箱    698～700･807
ゴミ箱キャビネット    555
ゴミ分別容器    699
小物入れ用ロッカー    417
小物ケース    401
コラボレーションブース    279～282
コンサルティングカウンター(XC型)    681
コンセント   101･165･191

･220･565･680･685
コンセントポール    280
コンパクトリ    423･753･806
コンビネーション書庫    399

サ
サーバーラック    726
サービステーブル    611
座椅子   785
サイドテーブル    634～650
　TR型   137

　WK型   116
　XEHH型   159
　高級木製    615･621～623
サイドデスク
　NED型   197
　NER型    210
　XED型   174
　XEHH型   159
サイドパネル    220
　高級木製    619･625
サイドプレート    356･382
サイドボード(高級木製)    611～631
サイドミーティング用テーブル
　CHD型   183
　NEDH型    203
　NED型   197･211
　XEDH型   168
　XED型   174
サイドワゴン
　TR型   135
　WK型   116
　高級木製    623
サインスタンド    716
作業台    776･794
座卓    507･509･785
雑誌架   714･802
サブテーブル    588･720
座布団   785
サローナ(Salona)    558･559
三脚スタンド式スクリーン    591
3連折りたたみパネル    319･601

シ
G型金網付棚    772
C型ボックス棚    771
CPUワゴン    723
シェルビング    761･762
シェルビングシステム    765
司会者台    732･733
仕切板    092･129･159･176･185

･221･223･399･400･401･404･405
地震対策用金具    443～447
システムプレート   118
シスボックス    393
下置棚    724
事務用チェアー    228～277
　事務用チェアー    264
　80型    265
　BCE型    240～245
　ME型    250･251
　NAE型    794
　NCE型    256･257
　PAE型    252～255
　SER型    263
　SLE型    232～239
　VE型    258～261
　WE型    246～249
　YE型    262
　ウィルクハーン    276･277
　ドーファン    275
　ヘイワース    269～274
事務用デスク
　CHD型   179～187
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