
●施設長室・事務室 施設長室・事務室 施設長室・事務室

1 2

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー 天板:ﾎﾜｲﾄ 品番 カラー ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ 品番

定価 82,000 数量 4 台 定価 44,100 数量 4 脚

金額 328,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.70 金額 176,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾄｰｷ P.471

施設長室・事務室 施設長室・事務室

3 4

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ 品番 カラー 品番

定価 55,800 数量 1 脚 定価 90,900 数量 1 台

金額 55,800 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾄｰｷ P.471 金額 90,900 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.552

施設長室・事務室 施設長室・事務室 施設長室・事務室 施設長室・事務室

5 6 7 8

仕様 仕様 仕様 仕様

寸法 寸法 寸法 寸法

カラー 品番 カラー 品番 カラー 品番 カラー 品番

定価 52,400 数量 1 台 定価 10,700 数量 2 台 定価 53,200 数量 2 台 定価 10,800 数量 2 台

金額 52,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.551 金額 21,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.588 金額 106,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.551 金額 21,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.588

BWU-HD238SAWNN BWUB-S8SAW BWU-HD239SAWNN BWUB-S9SAW

2枚引き違い戸 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ 2枚引き違い戸 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ

800*450*700 800*450*60 900*450*700 900*450*60

800*450*700

KF-436GB-T1T1S4 BWU-PA338SAWN

書庫 書庫・ベース 書庫 書庫・ベース

DUK-107-A3 KF-440GB-T1T1S4

事務用イス 書庫

ﾙｰﾌﾟ肘 ﾄﾚｰﾕﾆｯﾄA4浅・深ｺﾝﾋﾞ

片袖デスク 事務用イス

A4-3段・L型脚 肘なし

1000*700*720



●施設長・事務室 施設長室・事務室 施設長室・事務室

9 10

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ｸﾞﾚｰ 品番 カラー 品番

定価 48,500 数量 1 台 定価 61,000 数量 1 台

金額 48,500 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.597 金額 61,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ

施設長室・事務室 施設長室・事務室（ユニット用）

11 12

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー 品番 カラー 品番

定価 454,000 数量 1 台 定価 2,800 数量 8 個

金額 454,000 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.455 金額 22,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｽﾏｰﾄ介護

施設長室・事務室（施設管理用）

13

仕様

寸法

カラー 品番

定価 22,000 数量 1 個

金額 22,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.548

BS53-2E M-20

手提金庫

ﾃﾝｷｰﾀｲﾌﾟ・A4判収納ﾀｲﾌﾟ

360*250*150

H-36EN

耐火金庫 コインケース

ﾃﾝｷｰﾀｲﾌﾟ

640*651*1400 198*141*62

ﾊﾝｶﾞｰ5本付 ｸﾛｽｶｯﾄ・最大23枚細断

650*370*1600 380*290*600

CH-AGN OF23

ハンガースタンド シュレッダー



●相談室 相談室 相談室

31 32

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾎﾜｲﾄｼｪﾙ/ﾀｰｺｲｽﾞ 品番 カラー 天板:ﾈｵﾎﾜｲﾄ 品番

定価 31,400 数量 4 脚 定価 46,500 数量 1 台

金額 125,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.323 金額 46,500 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.321

相談室 相談室

33 34

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾍﾞｰｼﾞｭ 品番 カラー 品番

定価 38,500 数量 1 枚 定価 61,100 数量 2 台

金額 38,500 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.389 金額 122,200 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.556

相談室

35

仕様

寸法

カラー 品番

定価 10,700 数量 2 台

金額 21,400 ｶﾀﾛｸﾞ ｺｸﾖ P.588

800*450*60

BWUB-S8SAW

1200*19*900 800*450*1050

KG-M34 BWU-HD258SAWNN

書庫・ベース

ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ

CK-M640PAWGLT4 MT-A112 ﾈｵﾎﾜｲﾄ

掲示板 書庫

3WAY 2枚引き違い戸

スタッキングチェア テーブル

背ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ・肘なし

440*575*805、座面高さ：450 1200*800*700



●セミパブリック談話スペース1－1（相談室前） セミパブリック談話スペース1－1（相談室前） セミパブリック談話スペース1－1（相談室前）

41 42

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー NA 品番 カラー 木部ｶﾗｰ:NB 品番

定価 69,400 数量 4 脚 定価 76,200 数量 1 台

金額 277,600 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ P.35 金額 76,200 ｶﾀﾛｸﾞ ｵﾘﾊﾞｰ P.401

570*595*770*SH445 1200*600*450

ｽﾄｰﾙｲｽNA STL-82･NB･B

アームチェア ローテーブル

張地:C・ｽﾘﾝｸﾞ19 ｸﾞﾘｰﾝ 楕円形

張地カラー



●セミパブリック談話スペース1－2（職員玄関前） セミパブリック談話スペース1－2（職員玄関前）

51

仕様

寸法

カラー 木部ｶﾗｰ:5N 品番

定価 70,600 数量 1 台

金額 70,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｸﾚｽ P.286

1200*480*400、座面高さ：400

ｺﾙﾌﾟｽASM 5N

長イス

張地:B-15-9 ｵﾚﾝｼﾞ

張地カラー



●地域交流パブリックスペース 地域交流パブリックスペース 地域交流パブリックスペース

61 62

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾎﾜｲﾄ 品番 カラー ﾛｰｽﾞ 品番

定価 81,000 数量 6 台 定価 15,000 数量 20 脚

金額 486,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｱｲﾘｽ P.181 金額 300,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.297

地域交流パブリックスペース 地域交流パブリックスペース

63 64

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー 品番 カラー 品番

定価 63,500 数量 1 台 定価 38,600 数量 1 台

金額 63,500 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.389 金額 38,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.297

脚付回転両面ﾀｲﾌﾟ 30脚積載可能

1200*560*1800 605*723*487

W-KR340 CD-16

1472*650*720 510*525*758、座面高さ：430

CALWT-1565D BT404 PC-161F ﾛｰｽﾞ

ホワイトボード スタッキング専用台車

台形テーブル スタッキングチェア

ｷｬｽﾀｰ脚・積み重ね収納3台 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ脚・布張り



●応接室 応接室 応接室

71 72

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品番 カラー ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 品番

定価 69,500 数量 2 脚 定価 119,800 数量 1 台

金額 139,000 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.500 金額 119,800 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.500

応接室 応接室

73 74

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 品番 カラー 品番

定価 45,900 数量 1 台 定価 40,900 数量 1 台

金額 45,900 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.500 金額 40,900 ｶﾀﾛｸﾞ ｵﾘﾊﾞｰ P.713

1100*550*420

CT-80

アームチェア ソファ

440*440*1885

SOC-2000A

コートハンガーセンターテーブル

650*630*720、座面高さ：400 1300*630*720、座面高さ：400

RS-80 RS-802



●会議・休憩室 会議・休憩室 会議・休憩室

81 82

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾍﾟｰﾙｳｯﾄﾞ 品番 カラー ﾈｲﾋﾞｰ 品番

定価 70,800 数量 6 台 定価 15,000 数量 20 脚

金額 424,800 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.355 金額 300,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.297

会議・休憩室 会議・休憩室

83 84

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー 品番 カラー ﾎﾜｲﾄ 品番

定価 76,200 数量 1 台 定価 47,500 数量 1 台

金額 76,200 ｶﾀﾛｸﾞ ﾌﾟﾗｽ P.389 金額 47,500 ｶﾀﾛｸﾞ ABF P.297

会議・休憩室

85

仕様

寸法

カラー 品番

定価 38,600 数量 1 台

金額 38,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.297

605*723*487

CD-16

1890*560*1800 1045*447*930

W-KR360 ｼﾞｪﾗｰﾄⅡ 105ｶｳﾝﾀｰ ﾎﾜｲﾄ

スタッキング専用台車

30脚積載可能

BT-9184HP PC-161F ﾈｲﾋﾞｰ

ホワイトボード 食器棚

脚付回転両面ﾀｲﾌﾟ ｶｳﾝﾀｰ

1800*450*720 510*525*758、座面高さ：430

会議用テーブル スタッキングチェア

平行ｽﾀｯｷﾝｸﾞ、幕板付 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ脚・布張り



●セミパブリック談話スペース2－1(会議室隣） セミパブリック談話スペース2－1(会議室隣） セミパブリック談話スペース2－1(会議室隣）

91 92

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー ﾎﾜｲﾄ 品番 カラー ﾈｲﾋﾞｰ 品番

定価 81,000 数量 4 台 定価 15,000 数量 10 脚

金額 324,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｱｲﾘｽ P.181 金額 150,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｲﾅﾊﾞ P.297

CALWT-1565D BT404 PC-161F ﾈｲﾋﾞｰ

台形テーブル スタッキングチェア

ｷｬｽﾀｰ脚・積み重ね収納3台 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ脚・布張り

1472*650*720 510*525*758、座面高さ：430



●セミパブリック談話スペース2－2(汚物室前） セミパブリック談話スペース2－2(汚物室前) セミパブリック談話スペース2－2(汚物室前)

101 102

仕様 仕様

寸法 寸法

カラー 木部ｶﾗｰ:NB 品番 カラー 木部ｶﾗｰ:NB 品番

定価 85,000 数量 2 台 定価 43,200 数量 8 脚

金額 170,000 ｶﾀﾛｸﾞ ｵﾘﾊﾞｰ P.394 金額 345,600 ｶﾀﾛｸﾞ ｵﾘﾊﾞｰ P.308

STW-7981･NB･M SCW-520D･NB･AL

テーブル チェア

張地:AL-07I ｵﾚﾝｼﾞ

1200*850*700 470*550*840、座面高さ：430

張地カラー


