
付属金具

縦置き、横置きできます、２段階に角度調整できます

壁掛け金具付きで、ｳｫｰﾙﾐﾗｰにもできます 高さ調整ができる、拡大鏡付きの二面ミラー

幅４７ ｘ 奥行１５ ｘ 高さ３７cm 幅１９ ｘ 奥行１３ ｘ 高さ３３～４1cm

4966017-241866 重量：約 2.5㎏ 4966017-241811 4966017-268009 重量：約 0.5㎏

MDF材・ウレタン塗装・鏡面加工 MDF材・ウレタン塗装・鏡面加工 スチール・クロームメッキ： 鏡面16ｃｍ・17ｃｍ

３mm厚ミラー　飛散防止加工 ３mm厚ミラー　飛散防止加工 ２mm厚ﾐﾗｰ　　拡大鏡　ｘ２倍

梱包単位　3台　 梱包単位　3台　 梱包ｻｲｽﾞ18ｃｍｘ19cmx4cm：650ｇ

お手軽ミニサイズのスタンド式卓上ミラー

縁起が良い八角型・ゴールドの卓上ミラーです。

幅１７ ｘ 奥行２.２ ｘ 高さ２２㎝ 幅１７ ｘ 奥行２.２ ｘ 高さ２２㎝ 幅１８ ｘ 奥行４.５ ｘ 高さ１８㎝ 幅２０．５ ｘ 奥行2 ｘ 高さ２０．５cm

4979836-882431 重量　約　０．３４㎏ 4979836-882448 重量　約　０．３４㎏ 4979836-88238７ 重量　約０．３４㎏ 4966017-425839 重量：約 0.4㎏ 

ABS樹脂　・　鏡：２mm厚　 ABS樹脂　・　鏡：２mm厚　 ＰＳ樹脂　・　 枠：アルミ　　スタンド：樹脂　

単三電池４本使用（電池別売） ３mm厚ミラー

鏡：φ１３cm　５倍拡大鏡

２４-１８６　アリス卓上L　DBR

42-006 YLD-05　5倍LED拡大鏡 ４２-５８３　開運八角卓上ミラーＧＯ

２６－８００　メイクアップミラー

ミラー台帳

２４-１８１　アリス卓上L　WH

税抜定価￥２，０００

42-007 YLD-06 ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾗｰﾀｯﾁS　BK 42-008 YLD-06 ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾗｰﾀｯﾁS　WH

ﾎﾞﾀﾝ電池CR2032　２個使用（電池別売） ﾎﾞﾀﾝ電池CR2032　２個使用（電池別売）

税抜定価￥２，８００ 税抜定価￥２，８００

税抜定価￥１，３００税抜定価￥２，０００ 税抜定価￥２，０００ 税抜定価￥３，０００
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幅３０ ｘ 奥行３５ ｘ 高さ１５０cm 幅３０ ｘ 奥行40 ｘ 高さ１５０cm 幅３９ ｘ 奥行３５ ｘ 高さ１５０cm 幅３９ ｘ 奥行３５ ｘ 高さ１５０cm

JAN 4966017-245178 重量：約 5kg JAN 4966017-235520 JAN 4966017-247110 重量：約 ７kg JAN 4966017-247165 重量：約 ７kg

素材 スチール JAN 4966017-235537 素材 スチール　　スタンドはφ9㎜ 素材 スチール　　スタンドはφ9㎜

３mm厚ミラー　飛散防止加工 2mm厚ミラー　飛散防止加工 ３mm厚ミラー　飛散防止加工 ３mm厚ミラー　飛散防止加工

外箱入数　３台 外箱入数　３台 外箱入数　３台 外箱入数　３台

幅４４.５ｘ奥行３８ｘ高さ１４２.５㎝ 幅４０ ｘ 奥行３６ ｘ 高さ１５８cm   幅５３ ｘ 奥行４５ ｘ 高さ１６２cm 

JAN 4966017-246021 重量：約 6kg JAN 4966017-267057 重量：約 ７kg JAN 4966017-267088 重量：約 12.5kg

素材 ラバーウッド・ラッカー塗装・キャスター付 素材  ｽﾁｰﾙ・ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 素材  ｽﾁｰﾙ・ 工業用ｷｬｽﾀｰ使用

３mm厚ミラー　飛散防止加工 ３mm厚ミラー　飛散防止加工 ５mm厚ミラー　飛散防止加工

外箱入数　３台 外箱入数　1台 外箱入数　1台

スタンドミラー台帳

２４－６０２セシルミラーＤＢＲ ２６－７０５　キララスタンドミラー

税抜定価￥４，５００

税抜定価\７，２００

税抜定価￥５，２００

税抜定価￥９，８００

２４－７１６ノンフレームミラー３９　BR２４－７１１ノンフレームミラー３９　WH23-552:BR/23-553:WH２４－５１７スチールスタンドミラーWH

税抜定価￥５，２００ 税抜定価￥５，２００

２６－７０８キララワイドスタンドミラー

税抜定価￥１５，０００
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NO 31-711 NO 31-712 NO 31-713 NO 31-714

品名 メラミンテーブル４５ 品名 メラミンテーブル６０ 品名 メラミンテーブル７５ 品名 メラミンテーブル９０

ｻｲｽﾞ 45ｘ30ｘ19 ｻｲｽﾞ 60ｘ45ｘ29.5 ｻｲｽﾞ 75ｘ50ｘ29.5 ｻｲｽﾞ 90ｘ45ｘ29.5

JAN 4966017-317110 JAN 4966017-317127 JAN 4966017-317134 JAN 4966017-317141

品質
表面：合成樹脂化粧繊維版メラミ
ン塗装脚スチール：エッジPVC

表面：合成樹脂化粧繊維版メラミ
ン塗装脚スチール：エッジPVC

品質

税抜定価\１，５００

品質
表面：合成樹脂化粧繊維版メラミ
ン塗装脚スチール：エッジPVC

品質

梱包　10台
税抜定価\２，８００

梱包　５台
税抜定価\４，０００

梱包　3台

表面：合成樹脂化粧繊維版メラミン
塗装脚スチール：エッジPVC

税抜定価\３，２００
梱包　4台
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NO NO 27-345 NO 27-343
品名 レトロな長角サイドテーブル レトロな高さ３９ｃｍ棚付きテーブル

ｻｲｽﾞ W４８ｘD２４ｘH５５ W90ｘD40ｘH39
JAN 4966017-273454 4966017-273430
品質 天板PVC底板MDF脚スチール 天板PVC底板MDF脚スチール

税抜定価

NO

幅８０ ｘ 奥行４５ ｘ 高麻３５cm 幅８０ ｘ 奥行４５ ｘ 高麻３５cm

JAN JAN JAN

天板 / オーク突板　心材：MDF材　ﾗｯｶｰ塗装 天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材　

　脚 /　鉄線・折りたたみ式脚 　脚 /　鉄線・折りたたみ式脚

外箱入数　３台 耐荷重　１０㎏ 外箱入数　３台 耐荷重　１０㎏ 外箱入数　３台 耐荷重　１０㎏

税抜定価￥１２，０００

２７－３２６　フレンズ　NA

税抜定価￥５，８００¥6,800

税抜定価￥５，８００ 税抜定価￥５，８００

4966017-274116

２７－３２７　フレンズ　BR

天板・棚板：MDF＋PVC
脚：パイプ・砂目塗装・アジャス

ター付き

サイズ W45xD30xH55 ｻｲｽﾞ

27411

レトロな４脚サイドテーブル

税抜定価￥５，８００

27-344レトロな折脚テーブル

W80xD40ｘＨ35

4966017-273447

天板PVC底板MDF脚スチール

エンボス加工

4966017-273263 4966017-273270
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NO

品名

JAN

税抜定価

27412

BOX付きセンターテーブル

サイズ W80xD45xH42

4966017-274123

¥12,000

天板：MDF＋PVC
品質

下の棚板までH30.5ｃｍ

エンボス凸凹加工

　脚 / スチール　粉体塗装塗装

4966017-273478

２７－８２３リフティングシェルフ１００ BR

税抜定価￥１７，０００

4966017-27823-7
天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材天板 / PVC　心材：MDF材

耐荷重　20㎏

27-348：レトロなリフティング１２０幅

幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

オイルとガスで無段階高さ調整ができます

耐荷重　20㎏ 耐荷重　20㎏
税抜定価￥２５，０００

オイルとガスで無段階高さ調整ができます

4966017-273485

幅120ｘ奥行き60ｘ高さ11～70ｃｍ

天板 / PVC　心材：MDF材
　脚 / スチール　粉体塗装塗装

オイルとガスで無段階高さ調整ができます

税抜定価￥２４，０００

エンボス凸凹加工

　脚 / スチール　粉体塗装塗装

27-347レトロなリフティング１００幅

幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

脚：ラバーウッド
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幅３９ ｘ 奥行３９ ｘ 高さ５０cm 幅６０ ｘ 奥行４０ ｘ 高さ５０cm 幅８０ ｘ 奥行８０ ｘ 高さ３５．５cm 幅９０ x 奥行４０ x 高さ３９cm

4966017-273058 棚：２８,５㎝角　 4966017-273065 4966017-275120 4966017-273409

天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材 天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材 天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材 天板：ウォールナット突板、

　脚 /　ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ 　脚 /　ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ 　脚 /　ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ 表面：ラッカー塗装

発送単位　　２台 耐荷重　１０㎏ 発送単位　　２台 耐荷重　１０㎏ 耐荷重　２０㎏ 天板：耐荷重　１０㎏

２７－３４０　高さ39cmのソファーテーブル

税抜定価￥１２，０００

２７－３０６　カフェテーブル　ＢＲ ２７－５１２　カレン座卓８０　BR２７－３０５　サイドテーブル　ＢＲ

税抜定価￥１４，５００税抜定価￥６，０００ 税抜定価￥９，０００
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幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm 幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

496617-278190 4966017-278220 4966017-278275 4966017-278282

天板 / PVC　心材：MDF材 天板 / PVC　心材：MDF材 天板 / オーク突板　心材：MDF材 天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材

２７－８２３リフティングシェルフ１００ BR

4966017-278237

　脚 / スチール　粉体塗装塗装 　脚 / スチール　粉体塗装塗装

税抜定価￥２５，０００

幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm 幅120ｘ奥行き60ｘ高さ11～70ｃｍ 幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

耐荷重　20㎏ 耐荷重　20㎏ 耐荷重　20㎏

天板 / PVC　心材：MDF材 天板 / PVC　心材：MDF材 天板 / PVC　心材：MDF材 天板 / ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板　心材：MDF材

　脚 / スチール　粉体塗装塗装 　脚 / スチール　粉体塗装塗装

4966017-274178

幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

オイルとガスで無段階高さ調整ができます

4966017-273478 4966017-273485

※　天板・突き板仕様の為、柄が異なります。

２７－８２２ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ ルイーズ WH27-819リフティングOAKホワイト

税抜定価￥１７，０００ 税抜定価￥１７，０００

２７－８２７ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ ルイーズ NA

※　天板・突き板仕様の為、柄が異なります。

幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm 幅１００ ｘ 奥行５５ ｘ 高さ１１～７０cm

２７－８２８　ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ ルイーズ ＢＲ

税抜定価￥１７，０００ 税抜定価￥１７，０００

オイルとガスで無段階高さ調整ができます オイルとガスで無段階高さ調整ができます オイルとガスで無段階高さ調整ができます

耐荷重　20㎏
税抜定価￥１７，０００ 税抜定価￥１７，０００ 税抜定価￥２４，０００

オイルとガスの圧力で軽々昇降、無段階で高さ調整ができます

27-417石目リフティングテーブル 27-347レトロなリフティング１００幅 27-348：レトロなリフティング１２０幅
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幅９５ｘ奥行４２ｘ高さ１７９㎝ 幅２９ｘ奥行２９ｘ高さ１７６㎝

4966017-305230 4966017-305223 4966017-305254 4966017-305247

スチール・エポキシ樹脂粉体塗装　　 アジャスター付き スチール・エポキシ樹脂粉体塗装　　

木製ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 木製フックﾟ

ﾊﾝｶﾞｰ最大荷重20㎏　目安 梱包単位　２台　 1ﾌｯｸ最大荷重３㎏ 目安

５㎝サイズ工業用キャスター 幅９０ｘ奥行４０ｘ高さ１８０㎝ 幅９０ｘ奥行４０ｘ高さ１８０㎝

4966017-305186 4966017-305209 4966017-305216

ｷｬｽﾀｰは工業用ｷｬｽﾀｰ使用 スチール・エポキシ樹脂粉体塗装　　 スチール・エポキシ樹脂粉体塗装　　

発注単位　4個1セット 棚：PVC・心材/MDF材　（アジャスター付） 耐荷重約　20ｋｇ/棚板１０ｋｇ

　　　　（ストッパー付x２個、ストッパー無x２個） 棚サイズ：70ｘ25ｃｍ
本体価格　１，０００ +税 税抜定価￥９，０００ 税抜定価￥９，０００

税抜定価￥９，０００ 税抜定価￥５，６００ 税抜定価￥５，６００

ラック・スツール台帳

ハンガー下から棚まで１６０㎝のロングタイプ　

３０－５２３　ハンガーラックスチール棚付 ３０－５２２　ハンガーラックスチール棚付 ３０－５２５　ハンガーラック木製斜めフック　BK ３０－５２４　ハンガーラック木製斜めフック　WH

税抜定価￥９，０００

３０－５１８ ブティクハンガー用キャスター ３０－５２０ ブティクハンガーNA ３０－５２１ ブティクハンガーBR
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ｻｲｽﾞ 幅６４x奥行７x高さ１６８～２８８㎝

JAN 4966017-303601

素材 (パイプ部分) スチール・エポキシ樹脂粉体塗装

(樹脂部分) ABS樹脂・合成ゴム

(ネット) スチール・エポキシ樹脂粉体塗装

耐荷重 ネット　1枚当たり　８ｋｇ　

フック　1個　　2kg

幅３０ x 奥行３０ x 高さ５５cm

4966017-302222

座面：ｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板・心材MDF材完成品

脚：ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ、ﾗｯｶｰ塗装　

耐荷重　約30ｋｇ　

床傷防止ｷｬｯﾌﾟ ・ 天井ゴムｷｬｯﾌﾟ付

BRはウォールナット突板仕様です

３０－２２２　木製スツール　BR

税抜定価￥５，６００

３０－３６０　ツッパリポールネット６４　WH

税抜定価￥６，０００

３０－３６０　ツッパリポールネット６４　WH
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