
配線ボックス    220
配線ワゴン    220
ハイチェアー    569
ハイテーブル    551･553
ハイバックソファー    557
パイプ式ファイル    394
パイプチェアー    515～543569～577
バインダーケース(スタンダード)    396
パソコンテーブル    722･723
バックアップバッテリー    456
バッテリー    456
パネル    281
パネルエンドカバー    280
パネルトレー    061･109･121

･140･161･203･213
パネルバックソファー    557
パネルホルダー    709
バランスウェイト(NW型)    329･343･345

･355･369･371･381
ハンガー    412･701
　BCE型    245
　PAE型    254
　SLE型    239
　VE型    259
　WE型    247
　会議用チェアー用    532
ハンガーフレーム    395
ハンガーレール    404･405
ハンドル式移動ラック(書架タイプ)    758
パンフレットケース    400～403
パンフレットスタンド    696･697･706～708

ヒ
B型ボックス棚    770
PCラック    061･068･101･108･161
ピーステーブル    559
ビーム    281
引出し    791
引違い書庫(スタンダード)    396･397
備蓄保管庫    449
ビックパッド    593
ひな段    734
避難用品    332･449
標本展示戸棚    804
平台棚板    802
平デスク
　CHD型   183
　NEDH型     202
　NED型   194･195
　NELD型    216
　NER型    209
　TR型   136･137
　XEDH型   168
　XED型   173
　XEHH型   151
　XEHH型   151･156･157
　高級木製    623
平デスク(スタンダード)    222
ピンレスクリーナー    604
ピンレスボード    604

フ
ファイリングキャビネット    404･405

ファイル引出し
　CWL型    342
　CWS型    329･343･345
　CW型    328･342･344

･345･346･350･353
　NWL型    368
　NWS型    369･371･377
　NW型    368･370･371･377
　高級木製    619･624･625
ファイルボックス    721
ファッションパネル(シャフリーⅡ)    316･317
ブィアーレ(VIALE)    258～261
フィーモ(Feemo)    250･251
フィットチェッカー    806
フィルライン(Filline)    070～073
フォルダーラベル    395
複柱書架    761
物品棚
　軽中量ラック    768
　軽中量ステンレスラック    773
　軽量ラック    769～772
　中量ラック    767
踏台    774
フライトテーブル    735
プライムキーボックス    457
フラットファイル
　A4判E型    394
　A4判S型    394
　B4判E型    394
フラワーボックス    712
プラントボックス    704
フリーアドレスデスク(CN-FA型)   124～129
プリンター    594
プリンター台    723
　NED型   199
　NER型    211
　XED型   174
プリンタスタンド    723
プレイブロック    813
フレーム台車    775
フロアーマット   101
フロアタイプスクリーン    589
フロア畳    811
 プロジェクター    588
プロジェクター台    588
プロジェクターブラケット    281
文書保存箱    395
 

ヘ
並行移動書庫
　CW・CWS型    359～361
　NW・NWS型    385～391
ベース    095･399･419
　CWL型    354
　CWS型    329･355
　CW型    329･354
　NWL型    380
　NWS型    381
　NW型    380
　コンセント付(NW型)    380
　コンセント付(NWS型)    381
　スタンダード    396･397
ベース脚    606
ベースカバー    592

ベースセット    360･386～391
ベースプレート    766･768･769
ペーパークリップ    602
ペーパーロック    061･109･121

･140･203･213
壁面固定金具    766･768
ベッド    785･788･790
　2段式    790
　ソファーベッド    651
ペルビックランバーサポート    239
変形テーブル(WK型)   116
ベンチ    095･671
ベンチテーブル(RX型)    052～061
ベンチデスク(MF型)    062～069
ベンチベッド    669
ペントレー    092･129･159

･176･185･188･221･223
ペントレー(ホワイトボード用)    602

ホ
防炎マット    813
繃帯交換車    794
防盗金庫    436
ポータブルステージ    734
ポール    280
保管庫    449
歩行補助器    785
ボックス型ファイル(シスボックス)    393
ボックスファイル    393
ホテルセーフ    437
ホワイトボード    596～602

マ

マイクロホン    587
マイナンバー関連書類収納耐火金庫    430
マガジンラック    555･696･697･708
マガジンラック(CW型)    337
マガジンラック(NW型)    367
幕板
　CN-FA型   128
　CT型    089
　MF型    068
　TR型   141
　WK-FA型   108
　WK型   115
マグネットスペース    548～553
マグネットボード    061･069
マクラ    795
マクラ用カバー    795
間仕切り
　シャフリーⅡ    316･317
　ローパーティション    278～319
マジック扉
　CW型    347
　NW型    374
マット    807･812･813
マットレス    788･790
マップケース    399
マップケーストップ    399
マネージメントチェアー    266～268
マネージャー用テーブル(WK型)   110
マネージャー用デスク(TR型)   131
丸イス    265･544･791･792
丸型キーリング    457
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