
ア
アームチェアー    613･634～648
アームレスチェアー    559･647･648
IDカード用名刺    459
アコーディオンスクリーン    319
脚(WK-FA型)   108･118
脚(WK型)   118
足元棚   161･176･185･215･220･529
アジャスター   159･176･185･221
アジャスターカバー   165･187･214･443
アルミ収納ケース    587
安定脚    095
安定板(NW型)    379･381
案内板    580･605･697･717
卓上型アンプルケース    793

イ
E型ボックス棚    771
イス
　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
　事務用    228～277
　マネージメント    266～268
　丸イス    265･544･793･790
移動スクリーン    281
移動ラック
　オープン手動式書架タイプ    760
　手動式軽量ボルトレスタイプ    760
　手動式書架タイプ    759
　ハンドル式    757
　ハンドル式書架タイプ    758
インナーボックス    429･430
インフォメーションカウンター
　ONC型    683･690
　XC型    678･690
インフォメーションスタンド    706
インフォメーションテーブル     580･690･697

ウ
ヴィアーレ(VIALE)    258～261
ウエイク(WAKE)   102～111
ウェーブルーバー    585
ウォールパネル    202･217
受付用カウンター
　ONC型    683･684
　SNC型    688
　XC型    678
薄型ディスプレイスタンド    592
上棚板    591
上枠付踏台    774

エ
A4トレー    061･069･121･140
H型ボード棚    772

A4判対応書庫    398
AVキャビネット    592
A型オープン棚    770
ACコンセント    220
液晶プロジェクター    588
エクセレントシリーズ    608～631
エディット(EDIT)    306～309
F型引出し付棚    772
L型デスク
　NED型   196
　NER型    211
宴会用テーブル    506･735
演台   732･733
エンドキャビネット
　CW型    069･561
　NED型   199
　XEHH型   159
エンドテーブル(CT型)    087
エンドデスク
　NEDH型    203
　NED型   197･211
　XEDH型   168
　XED型   175
エンドパネル    220
　ONC型    683
　XC型    675
　高級木製    612
エンド連結金具    087

オ
応接会議    512～514
応接セット    632～651
OAワゴン(NTS型)    591
オープンキャビネット    554
オープン手動式移動ラック(書架タイプ)    760
オープン書庫
　CWL型    334
　CWS型    326･334
　CW型    326･334･335･348
　NWL型    366
　NWS型    366･375･379
　NW型    366･375･379
　学校用    804
　スタンダード    397･398
奥深オープン書庫    397
奥深引違い書庫    397
オセディア(osedia)    517～519
オフィスキッチン    424･583･584
オフィスプランニングソフト    586
オフィスワークワゴン    724
オペレーションデスク
　NED型   197
　NER型    208
折りたたみイス    545～547
折りたたみ式アルミ観覧台    734
折りたたみ式アルミひな段    734
折りたたみテーブル    507～509
折りたたみパネル    319･601

カ
カードキャビネット    405
会議用チェアー    510～547
会議用テーブル    462～509
　KDF型    464･465

会議用テーブル
　KDN型    483
　KDX型    466･467
　KFB型    494
　KFH型    498･499
　KFN型    506
　KFT型    501
　KFT型    500･501
　KGE型    489
　KGJ型    482
　KGT型    481
　KGU型    480
　KGV型    468
　KHC型    476～479
　KHE型    488
　KLM型    483
　KMA型    492
　KMD型    492
　KMN型    491
　KMR型    490
　KM-ST型    491
　KM型    491
　KUG型    504
　KUN型    505
　KUV型    497
　KUW型    496
　KUXN型    495
　KUY型    502･503
　LT型   100･469
　MP型    484～487
　TSN型    489
　WK型    470～475
回転黒板    596～602
カウンター
　ONC型    682～685
　SNC型    686～689
　XC型    673～681
カウンターチェアー    569～573
カウンターテーブル    555
掛時計    705
かご    794
傘立て    702～704
傘袋装着機(傘ぽん)    702
傘ぽん用替袋    702
カセッターキャビネット    793
花台    732
片袖テーブル(WK型)   114
片袖デスク
　CHD型   183
　NEDH型    201
　NED型   193
　NELD型    216
　NER型    208
　XEDH型   167
　XED型   172
　XEHH型   151･153～155
　スタンダード    222
片開き書庫 
　CW型    351
　NW型    378
　スタンダード    399
片面黒板    596～601
学校用チェアー    796･797
学校用デスク    796･797

アイウエオ索引

 
 

ア
イ
ウ
エ
オ
索
引 

 

004

--ア カ


