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KEBIN　魅せるアイアンワーク
魅力的な空間づくり

商品を魅力的に演出する

存在感のあるディスプレー什器

にぎやかにヒトの行き交う SHOP になる

ＫＥＢＩＮはそんな存在でありたい。

職人が 1点 1点、丁寧に作りあげるアイアンワーク

鉄だからこそできる、デザインされたカタチとキノウ

良いモノだからこそ、いつの時代にも使ってもらいたい

1つのアイアンワークに想いを込めて創っています。

杉山製作所  は今から 50 年ほど前、岐阜県関市で自動車部
品をつくる会社として創業。現在は従業員 25 名。内 7名の職

人がいます。社内では、企画から製造まで行っており、鉄の店

舗什器・建材・家具を製造しています。ひとつひとつ手作りでも、

量産できる体制となっています。
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鉄という素材がもつ、強さや、しなやかさ。
華美な装飾を無くすことで、
鉄本来の素材感が際立ちます。

「N」は「Neutral」を意味し、
片寄らず、幅広く使えるデザインであること。
商品を陰から支え、商品を美しく際立たせたい。
それがN-series に込めた思いです。
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H-2262　Nハンガーラック A900
H-2263　Nハンガーラック A1200

＞P16

H-2277　Nハンガーラック C900
H-2276　Nハンガーラック C1200

＞P20

H-2279　NハンガーラックD900
H-2278　NハンガーラックD1200

＞P21

H-2264　Nハンガーラック B900
H-2265　Nハンガーラック B1200

＞P17

H-2266　Nスロープハンガー A
＞P18

H-2285　NダブルハンガーD
＞P22

H-2284　Nダブルハンガー C
＞P24

H-2281　NスロープハンガーD
＞P23

D-2268　Nディスプレーツリー支柱
D-2269　Nバッグ用フック　　他

＞P26

H-2283　NミドルハンガーD
＞P23

K-T-1800　Nネストテーブル大
＞P29

R-2291　Nラック 900
K-R-1802　Nラック 1200

＞P31

R-2292　Nラック 450
＞P31

K-T-1801　Nネストテーブル小
＞P29

T-2293　N3 段テーブル
＞P31

H-2267　Nミドルハンガー A
＞P18

T-2286
N ボックスガラスタイプ 400

＞P12

T-2287
N ボックスガラスタイプ 800 横型

＞P12

T-2288
N ボックスガラスタイプ 1200 横型

＞P12

K-T-1818
N ボックス　木タイプ B400

＞P14

CH-2300
N ボックス　張座タイプ 400

＞P15

CH-2301
N ボックス　張座タイプ 800

＞P15

CH-2302
N ボックス　張座タイプ 1200

＞P15

K-T-1819
N ボックス　木タイプ B800

＞P14

K-T-1820
N ボックス　木タイプ B1200

＞P14

T-2289
N ボックスガラスタイプ 800 縦型

＞P13

T-2290
N ボックスガラスタイプ 1200 縦型

＞P13

K-T-1803
Nラウンドテーブルφ600H1000

＞P11

K-T-1804
Nラウンドテーブルφ600H700

＞P11

K-T-1805
Nラウンドテーブルφ600H500

＞P11

K-T-1806
Nラウンドテーブルφ450H1000

＞P10

K-T-1807
Nラウンドテーブルφ450H700

＞P10

K-T-1808
Nラウンドテーブルφ450H500

＞P10

H-2280　Nスロープハンガー C
＞P25

H-2282　Nミドルハンガー C
＞P25

MI-2294　Nスタンドミラー
＞P27

MI-2312　Nスタンドミラー B 片面
MI-2318　Nスタンドミラー B 両面

＞P27

H-2277＋OP-H2277
H-2276＋OP-H2276

＞P20
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K-T-1808 N ラウンドテーブルφ450H500

サイズ　φ450　H500
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥30,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥36,000 (＋税）

配送区分： ｂ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

K-T-1807 N ラウンドテーブルφ450H700
サイズ　φ450　H700
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥31,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥37,000 (＋税）

配送区分： ｂ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

K-T-1806 N ラウンドテーブルφ450H1000
サイズ　φ450　H1000
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥32,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥38,000 (＋税）

配送区分： ｂ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

K-T-1805 N ラウンドテーブルφ600H500
サイズ　φ600　H500
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥38,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥45,000 (＋税）

配送区分： ｂ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

K-T-1804 N ラウンドテーブルφ600H700
サイズ　φ600　H700
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥39,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥46,000 (＋税）

配送区分： ｂ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

K-T-1803 N ラウンドテーブルφ600H1000
サイズ　φ600　H1000
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥40,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥47,000 (＋税）

配送区分： ｃ
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装
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OP-2296　Ｎボックス用固定金具

2個セット

納期　２～３週間

サンドブラック塗装　　   ￥1,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥1,000 (＋税）

配送区分： a

金具

ホーロー
ねじ

T-2286 　Ｎボックスガラスタイプ 400

サイズ　W400　D400　H400
天板　透明ガラス 5mm

納期　２～３週間

サンドブラック塗装 　　  ￥22,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥23,000 (＋税）

配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mm ガラス付

T-2287 　Ｎボックスガラスタイプ 800 横型

W800　D400　H400
天板　透明ガラス ス 5mm

納期　２～３週間

サンドブラック塗装　　   ￥29,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥31,000 (＋税）

配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mm ガラス付

T-2288 　Ｎボックスガラスタイプ 1200 横型

W1200　D400　H400
天板　透明ガラス ス 5mm

納期　２～３週間

サンドブラック塗装　　   ￥38,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥42,000 (＋税）

配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mm ガラス付

T-2289 　Ｎボックスガラスタイプ 800 縦型

W400　D400　H800
天板　透明ガラス ス 5mm

納期　２～３週間

サンドブラック塗装　　   ￥26,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥28,000 (＋税）

配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

T-2290 　Ｎボックスガラスタイプ 1200 縦型

W400　D400　H1200
天板　透明ガラス ス 5mm

納期　２～３週間

サンドブラック塗装　　   ￥33,000 (＋税）

Ｓ色   　　　　　　　　　￥36,000 (＋税）

配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mm ガラス付 5mm ガラス付
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K-T-1818 　Ｎボックス 木タイプ B400

サイズ　W400 　D400　H420
天板　オーク集成材　素地

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥29,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥30,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

オーク集成材付

K-T-1819 　Ｎボックス 木タイプ B800

サイズ　W800 　D400　H420
天板　オーク集成材　素地

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥42,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥44,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

オーク集成材付

K-T-1820 　Ｎボックス 木タイプ B1200

サイズ　W1200 　D400　H420
天板　オーク集成材　素地

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥56,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥59,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

オーク集成材付

CH-2300 　Ｎボックス 張座タイプ 400

サイズ　W400 　D400　H420
座　合板　ウレタン　ファブリック
張地をお選びいただけます ＞P128

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥26,500 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥27,500 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　座　SNV 

張地 FB-A

CH-2301 　Ｎボックス 張座タイプ 800

サイズ　W800 　D400　H420
座　合板　ウレタン　ファブリック
張地をお選びいただけます ＞P128

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥40,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥42,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　座　SNV

張地 FB-A

CH-2302 　Ｎボックス 張座タイプ 1200

サイズ　W1200 　D400　H420
座　合板　ウレタン　ファブリック
張地をお選びいただけます ＞P128

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥47,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥50,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　座　SNV 

張地 FB-A
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OPTION

サンドブラック塗装　￥33,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥39,000 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2262　N ハンガーラックＡ　900

サイズ　Ｗ940  Ｄ520  Ｈ1520
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥29,000(＋税）
S 色　　　　　　   ￥35,000 (＋税）
配送区分：b

Ｈ-2264　N ハンガーラック B　900

サイズ　Ｗ995  Ｄ450  Ｈ1330 ～ 1680
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
スタッキング可能です。
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥32,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥38,000 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2265　N ハンガーラック B　1200

サイズ　Ｗ1295  Ｄ450  Ｈ1330 ～ 1680
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
スタッキング可能です。
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥35,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥42,000 (＋税）
配送区分：b

Ｈ-2263　N ハンガーラックＡ　1200

サイズ　Ｗ1240  Ｄ520  Ｈ1520
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

Ｎ棚板  オーク集成材 ( 素地）
納期　3 ～ 4 週間　
OP-2274  (Ｗ1200 )
1216mm×420 mm 
￥21,500（＋税）
OP-2273 (Ｗ900 )
916mm×420 mm
￥18,000（＋税）

配送区分：a

OP-2272
Ｎフェイスアウトパーツ
L30mm
納期　2～ 3週間
サンドブラック塗装　  ￥2,500（＋税）
S 色　　　　　　　　   ￥2,700（＋税）

配送区分：a

OPTION MUK-1652　ムクＳ字フック（5 個セット）
サイズ　Ｗ53　Ｄ4　Ｈ120
５個セット
納期　2～ 3週間
サンドブラック塗装　￥8,000（＋税）

配送区分：a

コインボルト

≒
13
00

ローレットねじ

ホーローネジ 

≒
11
30
~1
48
0

995 / 1295908 ／ 1208
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H-2267　ＮミドルハンガーＡ
サイズ　Ｗ500  Ｄ450  Ｈ1220 ～ 1470
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
スタッキング可能です。
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥22,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥25,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2266　ＮスロープハンガーＡ
サイズ　Ｗ560  Ｄ450  Ｈ1220 ～ 1470
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
スタッキング可能です。
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥22,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥25,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

194

1070 ～ 1320

470

1070 ～ 1320
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OPTION

サンドブラック塗装　￥39,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥44,000 (＋税）
配送区分：c

Ｈ-2277　N ハンガーラック C 900

サイズ　Ｗ900  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥42,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥48,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2276　N ハンガーラック C 1200

サイズ　Ｗ1200  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

OP-H2277　N ハンガーラック C  Ｗ900 用棚板
サイズ　Ｗ840　Ｄ455　Ｈ50
ホーローねじ付
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　  ￥16,000（＋税）
S 色　　　　　　　　   ￥18,000（＋税）

配送区分：b

OP-H2276　N ハンガーラック C  Ｗ1200 用棚板
サイズ　Ｗ1140　Ｄ455　Ｈ50
ホーローねじ付
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　  ￥17,000（＋税）
S 色　　　　　　　　   ￥19,000（＋税）

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

≒
11
80
～
15
30

サンドブラック塗装　￥42,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥49,000 (＋税）
配送区分：c

Ｈ-2279　N ハンガーラックＤ 900

サイズ　Ｗ900  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥48,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥56,000 (＋税）
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2278　N ハンガーラックＤ 1200

サイズ　Ｗ1200  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

≒
11
80
～
15
30

863 ／ 1163

863 ／ 1163
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H-2281　Ｎスロープハンガー D
サイズ　Ｗ565  Ｄ500  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥29,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥34,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2283　Ｎミドルハンガー D
サイズ　Ｗ500  Ｄ500  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥29,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥34,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2285　Ｎダブルハンガー D
サイズ　Ｗ620  Ｄ500  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥42,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥48,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

214

Ａ

Ｂ Ａ Ｂ

180°

＊頭部の角度を 90°と 180°に
　設定できます。

Ａ

Ｂ

90°
468

194

1100 ～ 1400

1100 ～ 1400

1100 ～ 1400
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H-2280　Ｎスロープハンガー C
サイズ　Ｗ565  Ｄ400  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥29,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥34,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2282　Ｎミドルハンガー C
サイズ　Ｗ500  Ｄ400  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥29,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥34,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2284　Ｎダブルハンガー C
サイズ　Ｗ620  Ｄ400  Ｈ1200 ～ 1500
50mm ピッチでバーの高さを調整可能です。
アジャスター付
組立式
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   　   ￥42,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥48,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

214

Ａ Ｂ

180°

＊頭部の角度を 90°と 180°に
　設定できます。

Ａ

Ｂ

90°

468

194

1155 ～ 1455

1155 ～ 1455

1155 ～ 1455

Ａ

Ｂ
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MI-2294　Ｎスタンドミラー

サイズ　Ｗ330  Ｄ410  Ｈ1620　ミラーサイズ　Ｗ295　Ｈ1545
キャスター付

納期　３～ 4週間

サンドブラック塗装　　   ￥73,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥78,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

26 27

D-2268　Ｎディスプレーツリー支柱

サイズ　Ｗ460  Ｄ460  Ｈ1840
アジャスター付
支柱のスリットにフックを取り付けられます。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥19,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥22,000 (＋税） 
配送区分：ｃ

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

D-2269　Ｎバッグ用フック (4 本セット）

サイズ　Ｗ250　×4本
抜け止め金具付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥10,800 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥12,800 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

D-2270　Ｎバッグ用フック３連 (4 本セット）

サイズ　W320  H80（フック部分高さ）　×4本
抜け止め金具付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥13,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥16,000 (＋税） 
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

D-2271　Ｎ帽子用フック (4 本セット）

サイズ　W225  D75  H210　×4本

抜け止め金具付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥12,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥14,000 (＋税）
配送区分：a

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

80°

MI-2312　Ｎスタンドミラー B片面
サイズ　Ｗ365  Ｄ400  Ｈ1660　
ミラーサイズ　Ｗ301　Ｈ1566
キャスター付

納期　３～ 4週間

クリア塗装　　　      ￥82,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥74,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥79,000 (＋税） 
配送区分：b

写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装 

MI-2318　Ｎスタンドミラー B両面
サイズ　Ｗ365  Ｄ400  Ｈ1660　
ミラーサイズ　Ｗ301　Ｈ1566
キャスター付

納期　３～ 4週間

クリア塗装　　　      ￥96,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥88,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥93,000 (＋税） 
配送区分：b



K-T-1800　N ネストテーブル大

サイズ　W1200 　D800　H800
アジャスター付
天板　透明ガラス 5mm
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥  91,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥101,000 (＋税） 
配送区分：ｄ 
写真 : フレーム　ツヤありブラック

5mmガラス付

K-T-1801　N ネストテーブル小

サイズ　W1150 　D450　H550
アジャスター付
天板　透明ガラス 5mm
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥54,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥59,000 (＋税） 
配送区分：c 
写真 : フレーム　ツヤありブラック

5mmガラス付

イメージ写真

28 29



400

400

200

400

400

400

100

400

400

400

100

400

400
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400
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R-2291　N ラック 900
サイズ　Ｗ900  Ｄ450  Ｈ1300
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　　   ￥78,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥92,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

K-R-1802　N ラック 1200
サイズ　Ｗ1200  Ｄ450  Ｈ1300
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　　   ￥   99,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥117,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　ツヤありブラック塗装

5mmガラス付

T-2293　N 3 段テーブル

サイズ　Ｗ1200  Ｄ800  Ｈ1000
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　　   ￥114,000 (＋税） 

S 色　　　　　　　　 ￥131,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

Ｒ-2292　N ラック 450
サイズ　Ｗ450  Ｄ450  Ｈ1700
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装    ￥70,000 (＋税）

S 色　　　　　　   ￥84,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付
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華奢でシンプルなライン
こだわりの雑貨店など小さめのショップに…
ちょっぴりコンパクトなサイズのシリーズ。

洋服と雑貨を一緒に扱うお店が使いやすい
ディスプレー什器を目指しています。
フレームは鉄素材の見えるクリア塗装、木板は古材を使って
新しいのにどこか懐かしい、シャビーシックな雰囲気に仕上げました。
お店の雰囲気づくりのお手伝いをしながらも、
使いやすくシンプルなシリーズです。
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K-T-1809
シャビーネストテーブル大

＞P35

K-T-1810
シャビーネストテーブル小

＞P35

C-2192
シャビーベンチ

＞P39

R-2310　他
シャビーラック　各サイズ

＞P36 , 37

K-C-1704
シャビーカフェスツール

＞P38

K-C-1705
シャビーカフェハイスツール

＞P39

H-2216 ハンガースタンドシャビー 600
H-2164 ハンガースタンドシャビー 900

＞P40

H-2165
スロープハンガーシャビー

＞P42

D-2167
バッグツリーシャビー

＞P43

H-2166
ミドルハンガーシャビー

＞P41

D-2168
帽子ツリーシャビー

＞P43

D-2150
ディスプレーツリーオリーブ

＞P42

K-T-1810　シャビーネストテーブル小

サイズ　W1200 　D460　H550
アジャスター付
組立式
天板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥74,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥69,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥74,000 (＋税）
配送区分： b
写真 : フレーム　クリア塗装 

杉無垢古材付

K-T-1809　シャビーネストテーブル大

サイズ　W1500 　D770　H800
アジャスター付
組立式
天板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥120,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥110,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥120,000 (＋税）
配送区分： c
写真 : フレーム　クリア塗装 

杉無垢古材付
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350

350

300

R-2218　シャビーラック 900（木 3 段）

サイズ　W900 　D400　H1100
樹脂キャップ付
棚板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥97,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥87,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥95,000 (＋税）
配送区分：c 

杉無垢古材 3枚付

R-2170　シャビーラック 1200（木 3 段）

サイズ　W1200 　D400　H1100
樹脂キャップ付
棚板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥114,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥103,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥112,000 (＋税）
配送区分：d  

杉無垢古材 3枚付

K-R-1708　シャビーラック 9029（木 3 段）

サイズ　W900 　D295　H1100
樹脂キャップ付
棚板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥91,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥84,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥91,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　クリア塗装 

杉無垢古材 3枚付

R-2308　シャビーラック 1200（木 1 段ガラス 2 段）

サイズ　W1200 　D400　H1100
樹脂キャップ付
上 2段がガラス、最下段が木です
棚板　杉無垢古材　オイル仕上げ
　　　透明ガラス 5mm

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥  97,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥  86,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥  95,000 (＋税） 
配送区分：d

5mmガラス 2枚・杉無垢古材 1枚付

R-2310　シャビーラック 900（木 1 段ガラス 2 段）

サイズ　W900 　D400　H1100
樹脂キャップ付
上 2段がガラス、最下段が木です
棚板　杉無垢古材　オイル仕上げ
　　　透明ガラス 5mm

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥83,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥73,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥81,000 (＋税） 
配送区分：c
写真 : フレーム　クリア塗装

5mmガラス 2枚・杉無垢古材 1枚付

R-2309　シャビーラック 1200（ガラス 3 段）

サイズ　W1200 　D400　H1100
樹脂キャップ付
棚板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥78,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥67,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥76,000 (＋税） 

配送区分：d

5mmガラス 3枚付

R-2311　シャビーラック 900（ガラス 3 段）

サイズ　W900 　D400　H1100
樹脂キャップ付
棚板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥68,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥58,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥66,000 (＋税） 

配送区分：c

5mmガラス 3枚付

350

350

300
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K-C-1704　シャビーカフェスツール

サイズ　W400 　D270　H430
樹脂キャップ付
天板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥21,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥19,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥21,000 (＋税）
配送区分：a

写真 : フレーム　クリア塗装 

K-C-1705　シャビーカフェハイスツール

サイズ　W400 　D300　H720
樹脂キャップ付
天板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥25,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥23,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥25,000 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　クリア塗装 

C-2192　シャビーベンチ

サイズ　W900 　D240　H430
樹脂キャップ付
天板　杉無垢古材　オイル仕上げ

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥30,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥26,500 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥29,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　クリア塗装 
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H-2166　ミドルハンガーシャビー

サイズ　W500 　D400　H1200
樹脂キャップ付

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥23,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥19,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥22,000 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　クリア塗装 

470

1060

H-2164　ハンガースタンドシャビー 900

サイズ　W900 　D400　H1470
樹脂キャップ付

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥32,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥27,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥31,000 (＋税）
配送区分：ｃ

写真 : フレーム　クリア塗装 

H-2216　ハンガースタンドシャビー 600

サイズ　W600 　D400　H1470
樹脂キャップ付

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥29,500 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥26,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥29,000 (＋税）
配送区分：ｃ 

1200
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D-2167　バッグツリーシャビー

サイズ　W400 　D400　H1650 　
フックの有効寸法約 150ｍｍ
1本のフックに、バッグを 3個程度かけられます。
樹脂キャップ付
納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥27,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥23,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥26,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　クリア塗装 

D-2168　帽子ツリーシャビー

サイズ　W485 　D485　H1700
帽子を 10 個かけられます。
樹脂キャップ付

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥38,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥34,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥37,500 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　クリア塗装 

H1470

H1070

H670

120

H1350

H950

H550

H-2165　スロープハンガーシャビー

サイズ　W560 　D400　H1300
樹脂キャップ付
納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥26,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥22,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥25,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　クリア塗装 

190

1160

D-2150　ディスプレーツリーオリーブ

サイズ　φ≒600 　H1800　ベースφ430
3 方向に枝が伸びた、ツリー型のディスプレー什器。バッグやストールのディスプレーに。
ハンドメイド感を重視した製品のため、形状に多少のバラつきが生じます。

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥38,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥33,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥37,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　クリア塗装 
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ディスプレイする商品のテイストや売場の雰囲気に合わせて、
ヘッドのデザインを 4種類からお選びいただけます。
「スタンダード」・「クラシカル」の 2種類のテイストを
ご用意しました。

4 つのタイプからお好みのヘッドをお選びください。
※ヘッドは溶接しています。取替え不可です。

A-type B-type C-type D-type

■お好みのヘッドをお選びください。
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STANDARD

K-T-1815
セレクトネストテーブル ST 大

＞P55

K-T-1816
セレクトネストテーブル ST 小

＞P55

T-2163 A~D
セレクト 3段ガラステーブル

＞P57

R-2071 A~D
セレクトラック 900 ハンガータイプ

＞P58

R-2230 A~D
セレクトラックミドル 900

＞P57

R-2070 A~D
セレクトラックスリム

＞P58

Classical

H-2238 A~D
セレクトスロープハンガー
鉄板脚タイプ　＞P61

T-2113
セレクトネストテーブル CL 大

　＞P63

T-2114
セレクトネストテーブル CL 小

　＞P63

H-2240 A~D
セレクトミドルハンガー
鉄板脚タイプ　＞P61

D-2242 A~D
セレクトバッグツリー
鉄板脚タイプ　＞P62

D-2244 A~D
セレクト帽子ツリー
鉄板脚タイプ　＞P62

H-2233 A~D セレクトハンガースタンド 900 鉄板脚タイプ
H-2236 A~D セレクトハンガースタンド 1200 鉄板脚タイプ

＞P60

K-H-1814 A~D セレクトハンガースタンド B900
K-H-1813 A~D セレクトハンガースタンド B1200

＞P49

H-2231 A~D セレクトハンガースタンド 900
H-2234 A~D セレクトハンガースタンド 1200

＞P51

R-2096 A~D セレクトラック 900
R-2095 A~D セレクトラック 1200

＞P56

K-M-1811 A~D セレクトミラースタンド B片面
K-M-1812 A~D セレクトミラースタンド B両面

＞P59

H-2121 A~D
セレクトスロープハンガー

＞P53

H-2122 A~D
セレクトミドルハンガー

＞P53

D-2159 A~D
セレクトバッグツリー

＞P54

D-2160 A~D
セレクト帽子ツリー

＞P54

H-2316 A~D
セレクトスロープハンガー丸ベース

＞P53

H-2317 A~D
セレクトミドルハンガー丸ベース

＞P53

K-H-1814 A~D ＋ KOP-H1814
K-H-1813 A~D ＋  KOP-H1813

＞P49

K-H-1814 A~D ＋ KOP-H1814M
K-H-1813 A~D ＋  KOP-H1813M

＞P49

46 47



850

1209 ～ 1609

1150

1209 ～ 1609

K-H-1814-A ～ D　セレクトハンガースタンドB900

サイズ　W900 　D450　H1300 ～ 1700（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥43,000 (＋税）    ￥45,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥50,000 (＋税）    ￥52,000 (＋税） 
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

KOP-H1814　セレクトハンガースタンドB900 用鉄棚板

サイズ　W900 　D458　H87
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥20,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥23,000 (＋税）
配送区分：a

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

KOP-H1813　セレクトハンガースタンドB1200 用鉄棚板

サイズ　W1200 　D458　H87
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥21,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥24,000 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

KOP-H1814M　セレクトハンガースタンドB900 用木棚板

サイズ　W900 　D450 　t-25
納期　3～ 4週間

ラバーウッド集成材　塗装色 LB DB WH   ￥17,000 (＋税）
アカシア集成材　塗装色 MS BS             ￥20,000 (＋税）
配送区分：a

写真 : MS 

KOP-H1813M　セレクトハンガースタンドB1200 用木棚板

サイズ　W1200 　D450 　t-25
納期　3～ 4週間

ラバーウッド集成材　塗装色 LB DB WH   ￥20,000 (＋税）
アカシア集成材　塗装色 MS BS             ￥23,000 (＋税）
配送区分：b

写真 : MS 

K-H-1813-A ～ D　セレクトハンガースタンドB1200

サイズ　W1200 　D450　H1300 ～ 1700（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥45,000 (＋税）    ￥47,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥52,000 (＋税）    ￥54,000 (＋税） 
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

Ｈ＋120ｍｍ

OPTION

A・Bタイプ C・Dタイプ A・Bタイプ C・Dタイプ
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850 ／ 1150

1055 ～ 1455

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

H-2231-A ～ D　セレクトハンガースタンド900

サイズ　W900 　D450　H1305 ～ 1705（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥43,500 (＋税）      ￥45,300 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥51,000 (＋税）      ￥52,800 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

H-2234-A ～ D　セレクトハンガースタンド1200

サイズ　W1200 　D450　H1305 ～ 1705（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥53,000 (＋税）      ￥54,800 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥62,500 (＋税）      ￥64,300 (＋税）
配送区分：d

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ
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190

1180 ～ 1480

220

1180 ～ 1480

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

H-2316-A~D　セレクトスロープハンガー丸ベース

サイズ　W565 　D450　H1200 ～ 1500（バー高さ）　ベースφ380
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ウレタンシート付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥36,000 (＋税）      ￥37,200 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥39,000 (＋税）      ￥40,200 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

190

1105 ～ 1405

H-2121-A ～ D　セレクトスロープハンガー

サイズ　W565 　D450　H1205 ～ 1505（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ゴムキャップ付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥37,200 (＋税）      ￥38,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥42,700 (＋税）      ￥43,600 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

220

1105 ～ 1405

H-2122-A ～ D　セレクトミドルハンガー

サイズ　W500 　D450　H1205 ～ 1505（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ゴムキャップ付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥33,200 (＋税）      ￥34,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥38,700 (＋税）      ￥39,600 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

H-2317-A ～ D　セレクトミドルハンガー丸ベース

サイズ　W500 　D380　H1200 ～ 1500（バー高さ）　ベースφ380
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
ウレタンシート付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥33,000 (＋税）      ￥34,200 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥36,000 (＋税）      ￥37,200 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ
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K-T-1816　セレクトネストテーブル ST 小

サイズ　W1150 　D400　H575
組立式
アジャスター付
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

　　　アカシア集成材　塗装色MS BS

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥35,000 (＋税）      ￥57,500 (＋税）      ￥60,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥40,000 (＋税）      ￥62,500 (＋税）      ￥65,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　天板　MS

フレームのみ ラバーウッド集成材付 アカシア集成材付

K-T-1815　セレクトネストテーブル ST 大

サイズ　W1500 　D900　H700
組立式
アジャスター付
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

　　　アカシア集成材　塗装色MS BS

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥38,000 (＋税）      ￥87,000 (＋税）      ￥  94,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥44,000 (＋税）      ￥93,000 (＋税）      ￥100,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　天板　MS

フレームのみ ラバーウッド集成材付 アカシア集成材付

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

H1610

H1185

H770

H1490

H1065

H650

D-2159-A ～ D　セレクトバッグツリー

サイズ　W450 　D450　H1680 ～
フックの有効寸法約 190ｍｍ
１本のフックに、バッグを 5個程度かけられます。
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥32,200 (＋税）      ￥33,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥36,200 (＋税）      ￥37,100 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

D-2160-A ～ D　セレクト帽子ツリー

サイズ　W500 　D500　H1800
帽子を 10 個かけられます。
ゴムキャップ付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥43,200 (＋税）      ￥44,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥47,700 (＋税）      ￥48,600 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ
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350

350

350

295

350

350

295

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

R-2096-A ～ D　セレクトラック 900

サイズ　W900 　D450　H1395 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥79,000 (＋税）    ￥82,500 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥87,000 (＋税）    ￥90,500 (＋税） 

配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ

R-2095-A ～ D　セレクトラック 1200

サイズ　W1200 　D450　H1395 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥  94,500 (＋税）   ￥  98,000 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥104,500 (＋税）   ￥108,000 (＋税） 

配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ

R-2230-A ～ D　セレクトラックミドル 900

サイズ　W900 　D450　H1045 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥69,000 (＋税）      ￥72,500 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥79,000 (＋税）      ￥82,500 (＋税） 

配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ

400

400

300

T-2163-A ～ D　セレクト 3段ガラステーブル

サイズ　W1200 　D850　H1100 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥125,000 (＋税）      ￥128,500 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥135,000 (＋税）      ￥138,500 (＋税） 

配送区分：ｄ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ
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A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

350

350

350

295

1120

R-2071-A ～ D　セレクトラック 900 ハンガータイプ

サイズ　W900 　D450　H1395 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥59,500 (＋税）      ￥63,000 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥66,500 (＋税）      ￥70,000 (＋税） 

配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ

R-2070-A ～ D　セレクトラックスリム

サイズ　W450 　D450　H1395 ～
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥56,500 (＋税）      ￥60,000 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥61,000 (＋税）      ￥64,500 (＋税） 

配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5ｍｍガラス付
A・B タイプ

5ｍｍガラス付
C・D タイプ

K-M-1811-A ～ D　セレクトミラースタンド B 片面

サイズ　W375 　D400　H1690 ～　ミラーサイズ　W300 　H1536
キャスター付

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥73,000 (＋税）      ￥75,000 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥80,000 (＋税）      ￥82,000 (＋税） 

配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

A・B タイプ C・D タイプ

K-M-1812-A ～ D　セレクトミラースタンド B 両面

サイズ　W375 　D400　H1690 ～　ミラーサイズ　W300 　H1536
キャスター付

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥90,000 (＋税）      ￥92,000 (＋税）  

S 色　　　　　　  ￥97,000 (＋税）      ￥99,000 (＋税） 

配送区分：b

A・B タイプ C・D タイプ
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A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

190

1060 ～ 1360

H-2238-A ～ D　セレクトスロープハンガー 鉄板脚タイプ

サイズ　W565 　D450　H1205 ～ 1505（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥43,200 (＋税）      ￥44,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥49,200 (＋税）      ￥50,100 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

220

1060 ～ 1360

H-2240-A ～ D　セレクトミドルハンガー 鉄板脚タイプ

サイズ　W500 　D450　H1205 ～ 1505（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥40,200 (＋税）      ￥41,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥45,700 (＋税）      ￥46,600 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

850 ／ 1150

1055 ～ 1455

A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

H-2233-A ～ D　セレクトハンガースタンド900 鉄板脚タイプ

サイズ　W900 　D450　H1305 ～ 1705（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥50,500 (＋税）      ￥52,300 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥58,500 (＋税）      ￥60,300 (＋税）
配送区分：c

A・Bタイプ C・Dタイプ

H-2236-A ～ D　セレクトハンガースタンド1200 鉄板脚タイプ

サイズ　W1200 　D450　H1305 ～ 1705（バー高さ）
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
アジャスター付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥56,500 (＋税）      ￥58,300 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥65,000 (＋税）      ￥66,800 (＋税）
配送区分：d

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ
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A タイプ Dタイプ

ディスプレイする商品のテイストに合わせて
スタイルをセレクトできるシリーズです。
ヘッドのパーツを 4 種類からお選びいただけ
ます。（ヘッドは溶接しているので取替え不可です。）

B タイプ

Ｈ＋30ｍｍ Ｈ＋120ｍｍ

C タイプ

Ｈ＋120ｍｍ

H1610

H1185

H770

H1490

H1065

H650

D-2242-A ～ D　セレクトバッグツリー 鉄板脚タイプ

サイズ　W450 　D450　H1680 ～
フックの有効寸法約 190ｍｍ
１本のフックに、バッグを 5個程度かけられます。
アジャスター付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥40,200 (＋税）      ￥41,100 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥45,200 (＋税）      ￥46,100 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

D-2244-A ～ D　セレクト帽子ツリー 鉄板脚タイプ

サイズ　W500 　D500　H1800
帽子を 10 個かけられます。
アジャスター付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥50,700 (＋税）      ￥51,600 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥56,700 (＋税）      ￥57,600 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

A・Bタイプ C・Dタイプ

T-2114　セレクトネストテーブル CL 小

サイズ　W1150 　D400　H575
組立式
アジャスター付
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

　　　アカシア集成材　塗装色MS BS

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥55,000 (＋税）      ￥77,500 (＋税）      ￥80,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥64,000 (＋税）      ￥86,500 (＋税）      ￥89,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　天板　LB

フレームのみ ラバーウッド集成材付 アカシア集成材付

T-2113　セレクトネストテーブル CL 大

サイズ　W1500 　D900　H705
組立式
アジャスター付
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

　　　アカシア集成材　塗装色MS BS

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥74,000 (＋税）      ￥123,000 (＋税）      ￥130,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥86,000 (＋税）      ￥135,000 (＋税）      ￥142,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装　天板　LB

フレームのみ ラバーウッド集成材付 アカシア集成材付
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ディティールへのこだわりを追求した
ノヴェルシリーズ
1点 1点が主役になれる高級感と存在感。

鉄らしい重量感やハード感など
鉄そのものの魅力をお楽しみいただけます。
「機能」だけではなく、
「見た目」の面白さやカッコよさを表現した、
「オブジェ」のような感覚で使っていただけます。
素材感にこだわった商品や、ベーシックで落ち着きのある
メンズファッションとも合わせやすいシリーズです。
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NV-2229
ノヴェルラック ダブル

＞P71

NV-2205
ノヴェルラック シングル

＞P71

K-D-1817
アーティストのモノかけ

＞P70

NV-2089
ノヴェルスタンド

＞P67

NV-2204
ラウンドハンガーノヴェル

＞P68

D-2151
ディスプレーツリーポプラ

＞P69

D-2153
ポプラミニ
＞P69

NV-2089　ノヴェルスタンド

サイズ　W800 　D300　H1600
ハンドメイド感を重視した製品のため、枝の取付位置や角度など
１点ごとに違いができますが予めご了承ください。

納期　２～３週間

クリア塗装　　　    ￥160,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥143,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥158,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　クリア塗装



NV-2204　ラウンドハンガーノヴェル

サイズ　W900 　D900　H1830　ハンガー掛け部分φ800
アジャスター付
組立式　回転式

納期　3～ 4週間

クリア塗装　　　    ￥150,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥135,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥148,000 (＋税）
配送区分：d

写真 : フレーム　クリア塗装 

D-2151　ディスプレーツリーポプラ

サイズ　φ600 　H1800　ベースφ380
アジャスター付
ハンドメイド感を重視した製品のため、形状に多少のバラつきが生じます。

納期　２～３週間

クリア塗装　　　    ￥58,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥50,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥57,000 (＋税） 
配送区分：c
写真 : フレーム　クリア塗装

1150

クリア塗装　　　　 ￥57,500 (＋税）
サンドブラック塗装　￥52,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥56,500 (＋税）
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　クリア塗装

Ｄ-2153　ポプラミニ

サイズ　φ≒900  Ｈ≒1000  ベースφ300
ハンドメイド感を重視した製品のため、形状に多少のバラつきが生じます。
帽子や小さめのバッグ、ソックスやアクセサリー、ポーチなどをディスプレー
して卓上でお使いいただけます。

納期　2～ 3週間
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K-D-1817　アーティストのモノかけ

サイズ　φ380 　H1550
ハンドメイド感を重視した製品のため、形状に多少のバラつきが生じます。

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥65,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥72,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

NV-2205　ノヴェルラック シングル

サイズ　W420 　D440　H1350　ガラスφ420
アジャスター付
棚板　透明ガラス 5ｍｍ

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥83,500 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥76,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥82,000 (＋税） 
配送区分：c
写真 : フレーム　クリア塗装

5mmガラス付

NV-2229　ノヴェルラック ダブル

サイズ　W1200 　D405　H1350
アジャスター付
棚板　透明ガラス 8ｍｍ

納期　2～ 3週間

クリア塗装　　　    ￥148,000 (＋税） 

サンドブラック塗装   ￥134,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥145,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　クリア塗装

8mmガラス付

115

400

400

400

115

400

400

400
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スマートなデザインに「クラフト感」を加えた、
モダンでスタイリッシュな
大人の女性が好むシリーズ。

ディテールにこだわり、
先端は職人が熱を加えて「タタキ」を施し
ひとつひとつ丁寧に仕上げています。
アクセントに「ねじり」を入れ、
スマートなデザインに「クラフト感」を加えました。
「ねじり」を加えることで角棒のエッジのラインを引き立てています。
ひと手間かけたからこそ生まれる魅力を持ったシリーズです。
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VR-2207
ハンガースタンドベローナ B

＞P75

VR-2091
スロープハンガーベローナ

＞P76

VR-1120
バッグツリーベローナ

＞P77

VR-2208
ベローナスツール

＞P79

VR-2209
ベローナテーブル

＞P79

VR-262
ネストテーブルベローナ C（ガラスタイプ）

＞P78

VR-263
ネストテーブルベローナD（ガラスタイプ）

＞P78　

VR-276
ベローナラックスリム 4段

＞P77

870

1420

VR-2207　ハンガースタンドベローナ B

サイズ　W950 　D450　H1535
納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥74,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥80,000 (＋税） 
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装
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VR-1120　バッグツリーベローナ

サイズ　W500 　D500　H1670
フックの有効寸法 175ｍｍ
1本のフックにバッグを 5個程度かけられます。

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥46,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥50,000 (＋税） 
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

175

1035

VR-2091　スロープハンガーベローナ

サイズ　W575 　D450　H1500

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥42,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥46,000 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

H1650

H1120

H815

250

H1530

H1230

H705

360

360

360

400

VR-276　ベローナラックスリム 4 段

サイズ　W450 　D450　H1515
アジャスター付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥77,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥82,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装  

5mmガラス付
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VR-262　ネストテーブルベローナ C [ ガラスタイプ ]

サイズ　W1200 　D800　H845
アジャスター付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥  96,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥106,500 (＋税）
配送区分：d

写真 : フレーム　サンドブラック塗装  

5mmガラス付

VR-263　ネストテーブルベローナ D [ ガラスタイプ ]

サイズ　W1150 　D450　H535
アジャスター付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥58,500 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥64,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装  

5mmガラス付

810

500

VR-2209　ベローナテーブル

サイズ　W500 　D450　H320
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥56,500 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥60,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装  

5mmガラス付

VR-2208　ベローナスツール

サイズ　W500 　D450　H400
座　合板　ウレタン　ファブリック
張地をお選びいただけます ＞P128

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥70,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥74,500 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　座　KMR

張地 FB-A

78 79



やさしい雰囲気で、
「オトナ」のかわいらしさを表現した
パールシリーズ。

“ちょっぴり甘い” テイストのお洋服たちを、
よりオトナかわいく演出するのが、パールシリーズのお仕事です。
でも、「かわいいだけじゃ、ものたりない！」
パールシリーズが目指しているのは雰囲気を大切にしながら
「機能」も兼ね備えているディスプレー什器。
シンプルすぎて物足りなくならないように…、
かわいらしすぎて使い勝手が悪くならないように…
そのバランスが取れた什器をつくりたい。
という想いが込められています。
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H-2143　ハンガースタンドパール 900
H-2213　ハンガースタンドパール 1200

＞P83

H-2186
ハンガースタンドパール R

＞P83

H-2141
スロープハンガーパール A

＞P84

H-2140
ミドルハンガーパール A

＞P84

D-2156
バッグツリーパール

＞P85

T-2184
ガラステーブルパール大

＞P86

R-2212 パールラック 900
R-2181 パールラック 1200

＞P91

R-2003
カナリアラック

＞P92

EA-1200
A 型イーゼル
＞P92

S-2046
コメットイーゼル

＞P93

K-S-1715
カフェイーゼル

＞P93

T-2185
ガラステーブルパール小

＞P86

T-2180
ディスプレーテーブルパール

＞P87

T-2180
3 段テーブルパール

＞P87

T-2187
ミドルテーブルパールφ600

＞P90

T-2215
ミドルテーブルパールφ450

＞P90

D-2157
帽子ツリーパール

＞P85

T-2032
ポピーテーブル A

＞P89

T-2034
ポピーテーブル C

＞P89

780 ／ 1080

1130 ～ 1480

H-2143　ハンガースタンドパール900

サイズ　W980 　D450　H1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥50,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥58,000 (＋税） 
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2213　ハンガースタンドパール1200

サイズ　W1280 　D450　H1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥57,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥67,000 (＋税）
配送区分：d

875

1130 ～ 1480

H-2186　ハンガースタンドパール R

サイズ　W1100 　D450　H1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
バーの部分がカーブしているので、動きのあるディスプレーが可能です。

納期　２～３週間後出荷

サンドブラック塗装   ￥60,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥69,000 (＋税）
配送区分：d

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

T-2033
ポピーテーブル B

＞P89
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190

1025 ～ 1270

465

1025 ～ 1270

H-2141　スロープハンガーパール A

サイズ　W565 　D450　H1250 ～ 1500
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥43,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥48,500 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

H-2140　ミドルハンガーパール A

サイズ　W500 　D450　H1250 ～ 1500
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥36,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥41,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

D-2156　バッグツリーパール

サイズ　W430 　D430　H1780
フックの有効寸法約 190mm
1本のフックに、バッグを５個程度かけられます。

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥31,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥35,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

H1650
H1530

H1230

H1110

H810

H690

D-2157　帽子ツリーパール

サイズ　W490 　D490　H1800
帽子を 10 個かけられます。

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥40,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥44,000 (＋税）
配送区分：c

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 
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T-2184　ガラステーブルパール大

サイズ　W1200 　D850　H850
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥  97,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥108,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

T-2180　ディスプレーテーブルパール

サイズ　W1200 　D800　H800
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装  ￥102,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥112,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

T-2183　3 段テーブルパール

サイズ　W1200 　D900　H1080
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装  ￥102,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥113,000 (＋税） 
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

T-2185　ガラステーブルパール小

サイズ　W1100 　D400　H550
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥45,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥50,500 (＋税）
配送区分：b

写真 : フレーム　サンドブラック塗装 

5mmガラス付

350

450

300

300

300
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T-2034　ポピーテーブル C

サイズ　W1150 　D400　H325
組立式
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥60,500 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥67,500 (＋税）
配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　天板 LB

ラバーウッド集成材付

T-2033　ポピーテーブル B

サイズ　W1150 　D400　H575
組立式
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥72,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥81,500 (＋税）
配送区分： b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　天板 LB

ラバーウッド集成材付

T-2032　ポピーテーブル A

サイズ　W1500 　D900　H705
組立式
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥125,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥135,000 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　天板 LB

ラバーウッド集成材付
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400

400

300

＊W1200 は中央にもガラス受けのバーが入ります。

T-2215　ミドルテーブルパールφ450

サイズ　φ450 　H750
組立式
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥36,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥38,500 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　天板 LB

ラバーウッド集成材付

T-2187　ミドルテーブルパールφ600

サイズ　φ600 　H750
組立式
天板　ラバーウッド集成材　塗装色 LB  DB  WH

納期　3～ 4週間

サンドブラック塗装   ￥46,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥48,500 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装 　天板 LB

ラバーウッド集成材付

R-2212　パールラック 900

サイズ　W900 　D450　H1100
ゴムキャップ付
棚板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥72,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥79,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

R-2181　パールラック 1200

サイズ　W1200 　D450　H1100
ゴムキャップ付
棚板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥83,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥92,000 (＋税）
配送区分：d

5mmガラス付
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360

360

360

200

R-2003　カナリアラック

サイズ　W350　D350　H1640
ゴムキャップ付
棚板　透明ガラス 5mm

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装   ￥68,000 (＋税）

S 色　　　　　　  ￥75,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

5mmガラス付

EA-1200　A 型イーゼル

サイズ　W650 　H1240　（折りたたみ時）
推奨ボードサイズ A1縦型
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥31,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥36,500 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

S-2046　コメットイーゼル

サイズ　W400 　H1300　（折りたたみ時）
推奨ボードサイズ A2縦型
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥33,500 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥38,500 (＋税） 
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

K-S-1715　カフェイーゼル

サイズ　W400 　H1200　（折りたたみ時）
推奨ボードサイズ A2縦型
ゴムキャップ付

納期　２～３週間

サンドブラック塗装   ￥30,000 (＋税） 

S 色　　　　　　  ￥36,000 (＋税） 
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装
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コンセプトは「シンプル＆リラックス」。
柔らかで軽やかなラインやリングの
モチーフが特徴です。

シルエットはシンプルでベーシック。
でも、どこか遊び心が感じられる、
ほどよく緊張感を持ちながらリラックスしたデザイン。
トレンドを取り入れたお洋服にもあわせやすく、
シンプルなのに飽きのこない使いやすいシリーズです。
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Ｒ-2295　ピコラック 900
Ｒ-2220　ピコラック 1200

＞P104

T-2196
ピコ３段テーブル

＞P105

Ｈ-2199
ハンガースタンドピコ 900

＞P99

Ｈ-2145
ハンガースタンドピコＲ

＞P99

Ｈ-2194
スロープハンガーピコ

＞P100

Ｄ-2018
バッグツリーボスコ

＞P101

Ｄ-2019
帽子ツリーボスコ

＞P101

Ｄ-2198
バッグツリーマーチＢ

＞P103

Ｈ-2195
ミドルハンガーピコ

＞P100

Ｄ-2197
バッグツリーピコ

＞P102

Ｄ-2193
帽子ツリーピコ
＞P103

H-2201　プラムハンガー B 900
Ｈ-2200　プラムハンガー B 1200

＞P97

H-2116　レクトハンガー 900
Ｈ-2117　レクトハンガー 1200

＞P98

サンドブラック塗装　￥36,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥43,000 (＋税）
配送区分：d

Ｈ-2201　プラムハンガーＢ 900

サイズ　Ｗ1100  Ｄ450  Ｈ1515
アジャスター付
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥41,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥48,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2200　プラムハンガーＢ 1200

サイズ　Ｗ1400  Ｄ450  Ｈ1515
アジャスター付
納期　2～ 3週間

1340

870 ／ 1170
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サンドブラック塗装　￥28,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥32,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2116　レクトハンガー 900

サイズ　Ｗ990  Ｄ400  Ｈ1410
アジャスター付
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥34,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥39,000 (＋税）
配送区分：d

Ｈ-2117　レクトハンガー 1200

サイズ　Ｗ1290  Ｄ400  Ｈ1410
アジャスター付
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥50,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥58,000 (＋税）
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2199　ハンガースタンドピコ 900

サイズ　Ｗ900  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
納期　2～ 3週間

1140

755 ／ 1055

860

1275 ～ 1625

サンドブラック塗装　￥68,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥78,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2145　ハンガースタンドピコＲ

サイズ　Ｗ1100  Ｄ450  Ｈ1350 ～ 1700
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
納期　2～ 3週間

860

1275 ～ 1625
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サンドブラック塗装　￥29,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥33,000 (＋税）
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

D-2018　バッグツリーボスコ

サイズ　Ｗ520  Ｄ520  Ｈ1800
フックの有効寸法約 240ｍｍ
１本のフックに、バッグを 5個程度かけられます。
ゴムキャップ付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥39,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥43,500 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｄ-2019　帽子ツリーボスコ

サイズ　Ｗ490  Ｄ490  Ｈ1800
帽子を 10 個かけられます。
ゴムキャップ付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥41,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥47,000 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2194　スロープハンガーピコ

サイズ　Ｗ565  Ｄ450  Ｈ1250 ～ 1500
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
納期　2～ 3週間

190

1170 ～ 1420

サンドブラック塗装　￥34,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥39,000 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｈ-2195　ミドルハンガーピコ

サイズ　Ｗ500  Ｄ450  Ｈ1250 ～ 1500
50mmピッチでバーの高さを調整可能です。
組立式
納期　2～ 3週間

465

1170 ～ 1420

H1650

H1530

H1230

H1110

H810

H690
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サンドブラック塗装　￥25,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥29,500 (＋税）
配送区分：ｃ
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

D-2197　バッグツリーピコ

サイズ　Ｗ450  Ｄ450  Ｈ1770　フックの有効寸法約 180ｍｍ
１本のフックに、バッグを 5個程度かけられます。
納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥27,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥31,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｄ-2198　バッグツリーマーチ B

サイズ　Ｗ540  Ｄ440  Ｈ1705  ベースφ380　
フックの有効寸法 1~4 段目約 190ｍｍ　5・6段目約 230ｍｍ
１本のフックに、バッグを 5個程度かけられます。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥37,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥42,000 (＋税）
配送区分：c
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｄ-2193　帽子ツリーピコ

サイズ　Ｗ490  Ｄ490  Ｈ1800
帽子を 10 個かけられます。
納期　2～ 3週間

H1650

H1530

H1230

H1110

H810

H690

H1625

H1505

H1200

H1080

H785

H665
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400

400

300

サンドブラック塗装　￥70,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥78,000 (＋税）
配送区分：c

R-2295　ピコラック 900

サイズ　Ｗ900  Ｄ450  Ｈ1100
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

５ｍｍガラス付

サンドブラック塗装　￥79,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥87,500 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

R-2220　ピコラック 1200

サイズ　Ｗ1200  Ｄ450  Ｈ1100
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5ｍｍ
納期　2～ 3週間

５ｍｍガラス付

300

300

300
サンドブラック塗装　￥   96,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥105,000 (＋税）
配送区分：d
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

Ｔ-2196　ピコ３段テーブル

サイズ　Ｗ1200  Ｄ790  Ｈ900
棚奥行き　１段目 530mm、2段目 640mm、3段目 755mm
ゴムキャップ付
天板　透明ガラス 5ｍｍ
陳列した商品が見やすく、下の段の商品も取り出しやすい形状です。

納期　2～ 3週間

５ｍｍガラス付
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アクセサリーや帽子・靴・バッグなどの服飾雑貨を
卓上で華やかに演出します。

シンプルなフォルムから個性的なフォルムのモノまで。
卓上でのディスプレーに最適のミニディスプレー什器を集めました。
アイアンの落ち着いたディスプレー什器で、高級感の漂う売場に。
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サンドブラック塗装　￥11,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥13,500 (＋税）
配送区分：b
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

DS-603　DSP テーブルセット

サイズ　＜大＞Ｗ475  D250  H450  ベースφ200
　 　　   ＜小＞Ｗ250  D250  H150  ベースφ200
大と小のセットです。
ポーチや小さめのバッグなどのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥  8,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥10,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2058　ミニディスプレー バー

サイズ　W300  D200  Ｈ490 ～ 840  ベースφ200
高さを調整可能です。
アクセサリーやストール、バッグなどのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥12,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥13,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2057　ミニディスプレー 1 点掛け

サイズ　φ200  Ｈ580 ～ 930  ベースφ200
高さを調整可能です。
バッグや帽子などのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥7,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥8,200 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2226　卓上バッグスタンド

サイズ　φ200  Ｈ400 ～ 600  ベースφ200
高さを調整可能です。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥  9,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥10,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2059　ミニディスプレー トレー

サイズ　φ200  Ｈ250 ～ 400  ベースφ200
高さを調整可能です。
アクセサリーやバッグなどのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥  9,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥10,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2060　ミニディスプレー バッグ

サイズ　W355  Ｄ200  Ｈ465 ～ 815  ベースφ200
高さを調整可能です。
バーの両サイドにバッグをかけられます。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥8,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥9,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2221　卓上帽子スタンド

サイズ　Ｗ150  Ｄ150  Ｈ370  ベースφ100

納期　2～ 3週間
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サンドブラック塗装　￥  8,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥10,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2062　ミニディスプレー アクセサリーＴ型

サイズ　W270  Ｄ200  Ｈ270 ～ 400  ベースφ200
高さを調整可能です。
アクセサリーを約 8個かけられます。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥18,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥20,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2054　アクセサリーブランチＡ

サイズ　W500  D400  Ｈ480  ベースφ200
４方向にバーがついています。
ネックレスなどのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥  8,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

MUK-1652　ムクＳ字フック（5 個セット）

サイズ　W53  Ｄ4  Ｈ120
5 個セット

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥15,500 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥17,500 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2055　アクセサリーブランチＢ（２個セット）

サイズ　Ｗ300  Ｄ100  Ｈ335  ベースφ100
２個セット
フックが前後についているのでアクセサリーをたっぷりかけられます。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥15,000 (＋税）
S 色　　　　　　   ￥17,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

M-2056　アクセサリーブランチ C（3 個セット）

サイズ　Ｗ200  Ｄ100  Ｈ180  ベースφ100
3 個セット
ブレスレットやシュシュなど、小さめのアクセサリーや
ストラップ、キーホルダーなどのディスプレーに。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥11,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

MUK-1465　ムクブラケット B（2 個セット）

サイズ　W250  Ｄ32 Ｈ250
2 個セット
ビス付
棒の部分は異形鉄筋を使用しています。

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥15,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

MUK-1651　ムクタオルバー C400

サイズ　W480  Ｄ65 Ｈ50
組立式（壁に取付ける際、プレートの位置を調節可）
バー１本　取付金具２個　バー固定用ホーローネジ、ビス付

納期　2～ 3週間
サンドブラック塗装　￥8,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

MUK-1462　ムクタオルバーＢ400

サイズ　W480  Ｄ70 Ｈ50
ビス付

納期　2～ 3週間

サンドブラック塗装　￥8,000 (＋税）
配送区分：a
写真 : フレーム　サンドブラック塗装

YOR-1488　ヨークミニブラケットC（2 個セット）

サイズ　W150  Ｄ32 Ｈ200
2 個セット
ビス付

納期　2～ 3週間
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H-2201　プラムハンガー B 900
サンドブラック塗装　￥36,000
>P97

H-2143　ハンガースタンドパール 900
サンドブラック塗装　￥50,000
>P83

H-2116　レクトハンガー 900
サンドブラック塗装　￥28,500
>P98

H-2279　NハンガーラックD 900
サンドブラック塗装　￥42,000
>P21

H-2277+OP-H2277
サンドブラック塗装　￥55,000
>P20

H-2262　Nハンガーラック A
サンドブラック塗装　￥33,000
>P16

H-2264　Nハンガーラック B 900
サンドブラック塗装　￥29,000
>P17

VR-2207　ハンガースタンドベローナ B
サンドブラック塗装　￥74,000
>P75

H-2216　ハンガースタンドシャビー 600
サンドブラック塗装　￥26,000

H-2164　ハンガースタンドシャビー 900
サンドブラック塗装　￥27,000
>P40

HANGER RACK W900 ＊表示価格は全て税別 HANGER RACK W900 ＊表示価格は全て税別

H-2277　Nハンガーラック C 900
サンドブラック塗装　￥39,000
>P20

H-2262＋OP-2273
サンドブラック塗装　￥51,000
>P16

K-H-1814 A~D ＋ KOP-H1814
サンドブラック塗装　￥63,000 ～
>P49

K-H-1814 A~D ＋ KOP-H1814M
サンドブラック塗装　￥60,000 ～
>P49

H-2199　ハンガースタンドピコ 900
サンドブラック塗装　￥50,000
>P99

H-2231 A~D　セレクトハンガースタンド 900
サンドブラック塗装　￥43,500 ～
>P51

H-2233 A~D　セレクトハンガースタンド 900 [ 鉄板脚タイプ ]
サンドブラック塗装　￥50,500 ～
>P60

￥20,000 ～

￥40,000 ～

￥30,000 ～

￥50,000 ～

￥60,000 ～

K-H-1814 A~D　セレクトハンガースタンド B900
サンドブラック塗装　￥43,000 ～
＞P49
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H-2200　プラムハンガー B 1200
サンドブラック塗装　￥41,000
>P97

K-H-1813 A~D ＋ KOP-H1813M
サンドブラック塗装　￥65,000 ～
>P49

K-H-1813 A~D ＋ KOP-H1813
サンドブラック塗装　￥66,000 ～
>P49

H-2213　ハンガースタンドパール 1200
サンドブラック塗装　￥57,000
>P83

H-2117 レクトハンガー 1200
サンドブラック塗装　￥34,000
>P98

H-2278　NハンガーラックD 1200
サンドブラック塗装　￥48,000
>P20

H-2276+OP-H2276
サンドブラック塗装　￥59,000
>P20

H-2263　Nハンガーラック A 1200
サンドブラック塗装　￥35,000
>P16

H-2265　Nハンガーラック B 1200
サンドブラック塗装　￥32,000
>P17

HANGER RACK W1200 ＊表示価格は全て税別 HANGER RACK W1200

HANGER RACK OTHER

＊表示価格は全て税別

H-2276　Nハンガーラック C 1200
サンドブラック塗装　￥42,000
>P20

H-2263＋OP-2274
サンドブラック塗装　￥56,500
>P16

H-2234 A~D　セレクトハンガースタンド 1200
サンドブラック塗装　￥53,000 ～
>P51

H-2236 A~D　セレクトハンガースタンド 1200 [ 鉄板脚タイプ ]
サンドブラック塗装　￥56,500 ～
>P60

H-2186　ハンガースタンドパール R
サンドブラック塗装　￥60,000
>P99

H-2145　ハンガースタンドピコ R
サンドブラック塗装　￥68,000
>P83

NV-2204　ラウンドハンガーノヴェル
サンドブラック塗装　￥135,000
>P68

￥30,000 ～

￥40,000 ～ ￥50,000 ～

￥40,000 ～

￥50,000 ～

￥60,000 ～

K-H-1813 A~D　セレクトハンガースタンド B1200
サンドブラック塗装　￥45,000 ～
＞P49
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H-2266　Nスロープハンガー A
サンドブラック塗装　￥22,000
>P18

H-2141　スロープハンガーパール A
サンドブラック塗装　￥43,000
>P84

H-2140　ミドルハンガーパール A
サンドブラック塗装　￥36,000
>P84

H-2194　スロープハンガーピコ
サンドブラック塗装　￥41,000
>P100

H-2195　ミドルハンガーピコ
サンドブラック塗装　￥34,000
>P100

H-2316 A~D　セレクトスロープハンガー丸ベース
サンドブラック塗装　￥36,000 ～
>P53

H-2317 A~D　セレクトミドルハンガー丸ベース
サンドブラック塗装　￥33,000 ～
>P53

H-2281　NスロープハンガーD
サンドブラック塗装　￥29,000
>P23

H-2280　Nスロープハンガー C
サンドブラック塗装　￥29,000
>P25

H-2165　スロープハンガーシャビー
サンドブラック塗装　￥22,000
>P41

H-2267　Nミドルハンガー A
サンドブラック塗装　￥22,000
>P18

H-2283　NミドルハンガーD
サンドブラック塗装　￥29,000
>P23

H-2282　Nミドルハンガー C
サンドブラック塗装　￥29,000
>P25

H-2285　NダブルハンガーD
サンドブラック塗装　￥42,000
>P00

H-2284　Nミドルハンガー C
サンドブラック塗装　￥42,000
>P00

H-2166　ミドルハンガーシャビー
サンドブラック塗装　￥19,000
>P41

SLOPE HANGER ＊表示価格は全て税別 MIDDLE HANGER

DOUBLE HANGER

＊表示価格は全て税別

H-2238 A~D　セレクトスロープハンガー［鉄板脚タイプ ]
サンドブラック塗装　￥43,200
>P61

H-2240 A~D　セレクトミドルハンガー［鉄板脚タイプ ]
サンドブラック塗装　￥40,200
>P61

H-2121 A~D　セレクトスロープハンガー
サンドブラック塗装　￥37,200 ～
>P53

H-2122 A~D　セレクトミドルハンガー
サンドブラック塗装　￥33,200 ～
>P53

VR-2091　スロープハンガーベローナ
サンドブラック塗装　￥42,000
>P76

￥20,000 ～

￥40,000 ～

￥30,000 ～

￥20,000 ～

￥30,000 ～

￥40,000 ～
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K-D-1817 　アーティストのモノかけ
サンドブラック塗装　￥65,000
>P70

D-2156　バッグツリーパール
サンドブラック塗装　￥31,000
>P85

D-2197　バッグツリーピコ
サンドブラック塗装　￥25,500
>P102

D-2018　バッグツリーボスコ
サンドブラック塗装　￥29,000
>P101

D-2159 A~D　セレクトバッグツリー
サンドブラック塗装　￥32,200 ～
>P54

D-2198　バッグツリーマーチ B
サンドブラック塗装　￥27,000
>P103

D-2242 A~D　セレクトバッグツリー
　　　　　［鉄板脚タイプ］　
サンドブラック塗装　￥40,200 ～
>P62

D-2167　バッグツリーシャビー
サンドブラック塗装　￥23,000
>P43

VR-1120　バッグツリーベローナ
サンドブラック塗装　￥46,000
>P77

DISPLAY < バッグツリー＞ ＊表示価格は全て税別

￥20,000 ～

￥30,000 ～ ￥40,000 ～

D-2157　
帽子ツリーパール
サンドブラック塗装　￥40,000
>P85

D-2193　
帽子ツリーピコ
サンドブラック塗装　￥37,500
>P103

D-2019　
帽子ツリーボスコ
サンドブラック塗装　￥39,500
>P101

D-2160 A~D　
セレクト帽子ツリー
サンドブラック塗装　￥43,200 ～
>P54

D-2244 A~D
セレクト帽子ツリー
［鉄板脚タイプ］　
サンドブラック塗装　￥50,700 ～
>P62

D-2168　 
帽子ツリーシャビー
サンドブラック塗装　￥34,000
>P43

D-2151　ディスプレーツリーポプラ
サンドブラック塗装　￥50,000
>P69

D-2150　ディスプレーツリーオリーブ
サンドブラック塗装　￥33,000
>P42

NV-2089　ノヴェルスタンド
サンドブラック塗装　￥143,000
>P67

D-2153　ポプラミニ
サンドブラック塗装　￥52,000
>P69

DISPLAY < 帽子ツリー＞

DISPLAY < その他＞

＊表示価格は全て税別

￥30,000 ～ ￥40,000 ～ ￥50,000 ～
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T-2184　ガラステーブルパール大
サンドブラック塗装　￥97,000
>P86

D-2269　Nバッグ用フック
4本セット
サンドブラック塗装　￥10,800
>P26

D-2271　N帽子用フック
4本セット
サンドブラック塗装　￥12,000
>P26

D-2270　Nバッグ用フック 3連
4本セット
サンドブラック塗装　￥13,000
>P26

D-2268　Nディプレーツリー支柱
サンドブラック塗装　￥19,000
>P26

DISPLAY < その他 >

TABLE < ネストテーブル ガラス天板 >

＊表示価格は全て税別 TABLE < ネストテーブル 木天板 >

TABLE < ディスプレーテーブル > 

＊表示価格は全て税別

VR-262　ネストテーブルベローナ C
サンドブラック塗装　￥96,000
>P78

VR-263　ネストテーブルベローナD
サンドブラック塗装　￥58,500
>P78

K-T-1810　シャビーネストテーブル小
サンドブラック塗装　￥69,000
>P35

K-T-1800　Nネストテーブル大
サンドブラック塗装　￥91,000
>P29

K-T-1801　Nネストテーブル小
サンドブラック塗装　￥54,000
>P29

T-2185　ガラステーブルパール小
サンドブラック塗装　￥45,000
>P86

T-2113　セレクトネストテーブル CL 大
サンドブラック塗装　￥123,000
>P63

T-2114　セレクトネストテーブル CL 小
サンドブラック塗装　￥77,500
>P63

T-2033　ポピーテーブル B
サンドブラック塗装　￥72,000
>P89

T-2032　ポピーテーブル A
サンドブラック塗装　￥125,000
>P89

T-2034　ポピーテーブル C
サンドブラック塗装　￥60,500
>P89

K-T-1816　セレクトネストテーブル ST 小
サンドブラック塗装　￥57,500
>P55

K-T-1815　セレクトネストテーブル ST 大
サンドブラック塗装　￥87,000
>P55

T-2180　ディスプレーテーブルパール
サンドブラック塗装　￥102,000
>P87

T-2183　３段テーブルパール
サンドブラック塗装　￥102,000
>P87

T-2196　ピコ３段テーブル
サンドブラック塗装　￥96,000
>P105

T-2163 A~D　セレクト３段ガラステーブル
サンドブラック塗装　￥125,000 ～
>P57

T-2293　N３段テーブル
サンドブラック塗装　￥114,000 ～
>P31

K-T-1809　シャビーネストテーブル大
サンドブラック塗装　￥110,000
>P35
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TABLE ＊表示価格は全て税別 RACK < W900 > 

RACK < W1200 > 

RACK < W1200 > 

RACK < SLIM > 

RACK < SLIM > 

＊表示価格は全て税別

K-T-1805　Nラウンドテーブルφ600H500
サンドブラック塗装　￥38,000
>P11

K-T-1808　Nラウンドテーブルφ450H500
サンドブラック塗装　￥30,000
>P10

T-2286　Nボックスガラスタイプ 400
サンドブラック塗装　￥22,000
>P12

T-2304　Nボックス木タイプ 400
サンドブラック塗装　￥29,000
>P14

T-2305　Nボックス木タイプ 800
サンドブラック塗装　￥42,000
>P14

T-2215　ミドルテーブルパールφ450
サンドブラック塗装　￥36,000
>P90

T-2187　ミドルテーブルパールφ600
サンドブラック塗装　￥36,000
>P90

VR-2209　ベローナテーブル
サンドブラック塗装　￥56,500
>P79

T-2306　Nボックス木タイプ 1200
サンドブラック塗装　￥56,000
>P14

T-2289　Nボックスガラスタイプ 800 縦型
サンドブラック塗装　￥26,000
>P13

T-2290　Nボックスガラスタイプ 1200 縦型
サンドブラック塗装　￥33,000
>P13

T-2287　Nボックスガラスタイプ 800 横型
サンドブラック塗装　￥29,000
>P12

T-2288　Nボックスガラスタイプ 1200 横型
サンドブラック塗装　￥38,000
>P12

K-T-1807　Nラウンドテーブルφ450H700
サンドブラック塗装　￥31,000
>P10

K-T-1806　Nラウンドテーブルφ450H1000
サンドブラック塗装　￥32,000
>P10

K-T-1804　Nラウンドテーブルφ600H700
サンドブラック塗装　￥39,000
>P11

K-T-1803　Nラウンドテーブルφ600H1000
サンドブラック塗装　￥40,000
>P11

R-2291　Nラック 900
サンドブラック塗装　￥78,000
>P31

K-R-1802　
Nラック 1200
サンドブラック塗装　￥99,000
>P31

R-2292　
Nラック 450
サンドブラック塗装　￥70,000
>P71

R-2212　
パールラック 900
サンドブラック塗装　￥72,000
＞P91

R-2181
パールラック 1200
サンドブラック塗装　￥83,000
＞P91

R-2003　
カナリアラック
サンドブラック塗装　￥68,000
＞P92

VR-276 　
ベローナラックスリム 4段
サンドブラック塗装　￥77,000
>P77

R-2070 A~D　
セレクトラックスリム
サンドブラック塗装　￥56,500 ～
>P58

R-2071 A~D　
セレクトラック 900 ハンガータイプ
サンドブラック塗装　￥59,500 ～
>P58

R-2230 A~D　
セレクトラックミドル 900
サンドブラック塗装　￥69,000 ～
>P57

R-2095 A~D
セレクトラック 1200
サンドブラック塗装　￥94,500 ～
>P56

R-2096 A~D　セレクトラック 900
サンドブラック塗装　￥79,000 ～
>P56

Ｒ-2295
ピコラック 900
サンドブラック塗装　￥70,000
>P104

Ｒ-2220　
ピコラック 1200
サンドブラック塗装　￥79,000
>P104
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R-2311　他　
シャビーラック各仕様
サンドブラック塗装　￥58,000 ～
>P37

K-R-1708　他　
シャビーラック各仕様
サンドブラック塗装　￥84,000 ～
>P36

NV-2229
ノヴェルラック ダブル
サンドブラック塗装　￥134,000
>P71

NV-2205
ノヴェルラック シングル
サンドブラック塗装　￥76,000
>P71



BENCH　STOOL

EASEL

MILLER

＊表示価格は全て税別 MINI DISPLAY ＊表示価格は全て税別

C-2192　シャビーベンチ
サンドブラック塗装　￥26,500
>P39

EA-1200　A型イーゼル
サンドブラック塗装　￥31,000
>P92

DS-603　DSP テーブルセット
サンドブラック塗装　￥11,500
>P108

M-2059　ミニディスプレー トレー
サンドブラック塗装　￥9,000
>P109

M-2056　アクセサリーブランチ C
　　　　（3個セット）
サンドブラック塗装　￥15,000
>P110

M-2055　アクセサリーブランチＢ
　　　　（２個セット）
サンドブラック塗装　￥15,500 
>P110

M-2054　アクセサリーブランチＡ
サンドブラック塗装　￥18,500
>P110

MUK-1465　ムクブラケット B
　　　　　  （2 個セット）
サンドブラック塗装　￥11,000
>P111

YOR-1488　ヨークミニブラケット C
　　　　　  （2 個セット）
サンドブラック塗装　￥8,000 
>P111

MUK-1652　ムクＳ字フック
　　　　　   （5 個セット）
サンドブラック塗装　￥8,000 
>P111

MUK-1462　ムクタオルバーＢ400
サンドブラック塗装　￥8,000 
>P111

MUK-1651　ムクタオルバー C400
サンドブラック塗装　￥15,000 
>P111

M-2226　卓上バッグスタンド
サンドブラック塗装　￥7,000 
>P109

M-2060　ミニディスプレー バッグ
サンドブラック塗装　￥9,000
>P109

M-2062　ミニディスプレー アクセサリーＴ型
サンドブラック塗装　￥8,500
>P110

M-2221　卓上帽子スタンド
サンドブラック塗装　￥8,500
>P109

M-2057　ミニディスプレー 1 点掛け
サンドブラック塗装　￥12,000
>P109

M-2058　ミニディスプレー バー
サンドブラック塗装　￥8,500 
>P108

MI-2294　Nスタンドミラー
サンドブラック塗装　￥73,000
>P27

MI-2312　Nスタンドミラー B 片面
サンドブラック塗装　￥74,000
MI-2318　Nスタンドミラー B 両面
サンドブラック塗装　￥88,000
>P27

K-M-1811　セレクトミラースタンド B片面
サンドブラック塗装　￥60,000
K-M-1812　セレクトミラースタンド B両面
サンドブラック塗装　￥64,000
>P59

S-2046　コメットイーゼル
サンドブラック塗装　￥33,500
>P93

K-S-1715　カフェイーゼル
サンドブラック塗装　￥30,000
>P93

K-C-1705　シャビーカフェハイスツール
サンドブラック塗装　￥23,000
>P39

K-C-1704　シャビーカフェスツール
サンドブラック塗装　￥19,000
>P38

VR-2208　ベローナスツール
サンドブラック塗装　￥70,000
>P79

CH-2300　Nボックス　張座タイプ 400
サンドブラック塗装　￥26,500
＞P15

CH-2301　Nボックス　張座タイプ 800
サンドブラック塗装　￥40,000
＞P15

CH-2302　Nボックス　張座タイプ 1200
サンドブラック塗装　￥47,000
＞P15
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COLOR & MATERIAL

● 配送区分 a. に該当する商品は、　右記の料金でお急ぎ便対応します。北海道（札幌・函館・室蘭）　送料表 ＋1, 500 円　　北海道以外の地域　送料表 ＋600 円

送料表 1商品の送料（税別） 下記の注意事項を必ずお読み下さい。

※送料表 a. に該当する商品を大口でご注文の場合、送料はお問い合せ下さい。 

※別注サイズ・別注品等はすべて送料を別途申し受けます。

・沖縄・北海道（札幌・函館・室蘭除く）・離島・特別地域などはお問い合せください。
・上記はカタログ掲載品を発送する際の目安の送料表となります。ご注文いただく前にお見積りをさせていただきますので、弊社までご確認下さい。
・配送は運送便になります。また商品のお届けは、玄関でのお引渡し（軒先渡し）となります。搬入・組立・設置量は含まれません。
・配達希望日をご指定頂く場合は、可能かどうか必ず事前にお問い合わせください。ご希望に添えない場合がございます。
・物量が多い場合、分納となる場合がございます。
・土・日・祝日のお届けをご希望の場合は、別途料金がかかります。また、ご希望に添えない場合がございます。
・チャーター（貸切）便は、別途料金がかかります。
・特別地域（ショッピングセンター内、地下街、ビル上階　建築中または改装中の工事現場　など）や個人宅への配送は別途料金がかかる場合がございます。
・お客様で運送会社をご指定になる場合の配送手数料については別途料金が加算されますので、ご注文の際にご確認下さい。
・天災・天候不良・事故などによる運送事情悪化の場合、お届けが遅れるまたはお届けできない場合がございます。

・１回のご注文でお届け先を分ける場合は、各お届け先ごとに配送料金が必要です。

■ 納　期
・納期は商品によって異なります。各商品の出荷日はお問い合わせにてご確認下さい。
・大口のご注文の場合、生産が混み合う場合などは、通常より納期がかかる場合がございますので随時ご確認下さい。
・祝日・年末年始・夏季休業・GWにおいては、通常より納期がかかる場合がございますのでご確認下さい。

寸法表示
すべてmm（ミリメートル）単位で表示しています。
Ｗ：横幅　Ｄ：奥行き　Ｈ：高さ　ＳＨ：座高　
ＡＨ：アーム高　t：厚み

価格について
本カタログに表示された価格は 2018 年 7月現在の価格です。
表示価格には、消費税は含まれておりません。別途申し受けます。
表示価格には、組立設置料などは含まれておりません。
製品の価格は予告なしに変更することがございます。

保証期間
製品の保証期間は、納品日より１年間です。この期間中、製品の欠陥により損傷が生じた場合には、
無償で修理させていただきます。それ以外の場合には、実費にて修理をお受けいたします。以下に
起因する損傷に関しては、弊社はその責任を負いかねます。
・直射日光・冷暖房器具・電気製品の熱などによる変形、変色。
・納品後の移動・輸送により生じた損傷・故障。
・その他不適切な取り扱い、不注意によって生じた損傷・故障。
・製品の使用目的以外のご使用・改造等により生じた事故や破損。

ご返品・交換
・製品が届きましたら、ただちに点検をお願いいたしま す。万が一お届けした製品がご注文とは異
なる、または製品・部材が不足している、破損・汚損があるなどの不備がございましたら、恐れ入
りますが３日以内に弊社までご連絡ください。製品をご使用後に傷や汚損が生じた場合の返品・交
換は、お受けいたしかねます。

安全上の注意
・製品のご使用にあたっては、事前に取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・取付及び組立は、確実に行ってください。転倒、落下及び破損しケガの原因になります。
・製品の上に立ったり、踏んだり、踏み台代わりに使用したりしないで下さい。安全性がなくなり転倒、
落下  及び破損しケガの原因となります。
・製品を移動する際、手でしっかりと持ち運んでください。転倒、落下及び破損しケガの原因となります。
・安全のため、破損、変形した製品は使用しないで下さい。
･熱の近くでの使用は避けてください。過熱により火災、変形及び変色の原因となります。
・ガラスを使用している製品は、乱暴な扱いをしないでください。ガラスが割れてケガをすることがあ
ります。
・本来の目的以外にはご使用にならないでください。誤った使用方法で万が一トラブルが生じても責任
は負いかねますのでご了承下さい。

おことわり
・手づくりのため、サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。また素材の都合上、同一の製品でも、
仕上がりに若干の差異がございます。予めご了承ください。
・天然木は、気候や湿度の変化により、反りや伸縮を起こす場合がございます。また、木目や色調によ
り色のばらつきが生じます。予めご了承ください。
・杉古材は建築現場籐等の足場板を使用しているため、木目・色味やキズ・割れの状態が１枚１枚異なり、
ペンキ等が付着している場合がございます。また、サイズに多少のバラつきが生じます。経年使用により、
割れが発生する場合がございます。予めご了承ください。
・豚革は、革本来のキズやシミが残っており、１点ずつ色味や表情が異なります。また、経年使用によ
り風合いの変化が起こります。予めご了承ください。
・製品は改良のため予告なくデザイン及び仕様変更、価格変更、製造中止となる場合がございます。
・印刷された写真と実際の製品は、色・質感において多少異なる場合がございます。
・屋外・湿気の多い場所でのご使用は、避けて下さい。やむを得ず屋外でご使用になる場合は、予めサ
ビにくくする加工を施せるものもございますので、ご相談下さい。

Information

製造元

〒501-3829　岐阜県関市旭ヶ丘 3-13　
TEL ：0575-22-0554　FAX ：0575-22-4035　E-mail ：info@kebin.jp
営業時間：月～金曜日　9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始・夏季休業・ＧＷを除く）
http://www.kebin.jp　　http://www.facebook.com/kebin2000

発行年月 2018年 7月 発行

本カタログの無断複写・転載は固くお断りします。

張地　FB-A（A ランク）

KMS : カノアミモザ KGRG : カノアグレージュ KMR : カノアマルーン KOR : カノアオレンジKLR : カノアローリエ

SBE : ソレイユベージュ SGR : ソレイユグレー SLB : ソレイユライトブルーSNV : ソレイユネイビー

カノア

組成：ポリエステル 100％

ソレイユ

組成：ポリエステル 100％

ファブリック

お届け先
配送区分

新潟・栃木・ 城・埼玉・千葉・
群馬・広島・島根・高知・愛媛

山口・福島

福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮城・山形

宮崎・鹿児島・秋田・岩手・青森

北海道（札幌・函館・室蘭）

北海道（上記を除く）・沖縄・離島・特別地域

￥2,700

￥1,300

￥900

￥3，300

￥4，600

￥5，300

￥6，400

￥7，700

￥5,400

￥2,500

￥1,700

￥6，600

￥9，200

￥10，600

￥13，000

￥15，800

￥500

￥500

￥600

￥600

￥600

￥600

￥600

￥900

ｄ

富山・兵庫・和歌山・山梨・神奈川・
長野・東京・岡山・鳥取・徳島・香川

福井・滋賀・京都・愛知・岐阜

￥800

￥600

￥1，600

￥2，000

￥2，600

￥3，000

￥3，500

￥4，200

お問合せ下さい

石川・大阪・奈良・三重・静岡

ca b鉄塗装色

天板・棚板

ガラス透明

［ 5mm／ 8mm ］

ラバーウッド集成材　ウレタン塗装［ 天板：25mm／棚板 : 20mm ］

塗装色によって価格が異なります。ご希望の塗装色の価格が掲載されていない場合はお問い合わせください。

WH（ホワイト） LB（ライトブラウン） DB（ダークブラウン）

杉無垢古材［ 天板・棚板 : 35mm ］

木目・色味やキズ・割れの状態が
1枚1枚異なり、サイズに多少のバ
ラつきが生じます。また製作できる
サイズに制限があります。

鉄の素地の上にクリアの塗装を施
しています。素材の色・かすり傷・
溶接跡・削り跡を生かしたまま塗
装を施すため、製品によって鉄の
見え方が異なります。

SB ／サンドブラック（粉体）

SW／スノーホワイト（粉体）

GL ／ゴールド（溶剤）

CG ／クラウドグレー（粉体）

PCL ／クリア（粉体）鉄素地材PCL ／クリア（粉体）黒皮材

SSG ／スマイルグレー（粉体）BL ／ツヤありブラック（粉体）

Ｓ色

SL ／シルバー（溶剤）

SBR ／サンドブラウン（粉体）

アカシア集成材　ウレタン塗装［ 天板：25mm／棚板 : 20mm ］

MS BS

※ご指定の張地での製作も承ります。詳しくはお問い合わせください。
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