
事務用デスク
　CN-FA型    124～129
　NEDH型     200～203
　NED型   190～199
　NELD型     215～217
　NER型     204～213
　TR型    130～143
　XEDH型    164～178
　XED型    164～178
　XEHH型    146～163
　スタンダード     222･223
シャッター式扉
　CW型     347
　NW型     374
シューズボックス     419～423･805
集積保管容器     700
収納家具
　CWL型    321～355
　CWS型    321～355
　CW型    321～355
　NWL型    362～381
　NWS型    362～381
　NW型    362～381
収納キャリー   734
収納庫用　壁面固定金具    445
収納ボックス    591
重量工具キャビネット    777
手動式移動ラック    759
　軽量ボルトレスタイプ    760
　書架タイプ    759
シュレッダー    460･461
ジョイントパネル    220
ジョイントポール    281
上下昇降テーブル   100･469
上下昇降ミーティングテーブル   100･469
昇降テーブル    784･785
床頭台    789
上部カバー    409
　CWL型    354
　CW型    354
　CWS型    355
　NWL型    380
　NWS型    381
　NW型    380
　高級木製    625
上部固定金具    810
上部収納庫    409
上部ボックスタイプ   133
情報コンセント    093･101･165

･191･472･565･680･685
ショーケース    810
食堂用テーブル     493･566
書庫 
　CWL型    321～355
　CWS型    321～355
　CW型    321～355
　NWL型    362～381
　NWS型    362～381
　NW型    362～381
　高級木製    619～625
　スタンダード    396～399
書庫用天板(高級木製)    625
書棚(高級木製)    612･616･621

･627･628･629･631

食器棚(スチール製)    424･583
食器戸棚    804
書類落下防止用棚板(スタンダード)    392

･397･445
人工芝    807
人工樹木    712～714
診察台   795
診察台用カバー   795
新聞架    450･696･708
新聞はさみ    708

ス
すいがら入れ    700
垂直5段書架    804
スイングドア
　ONC型    683
　XC型    677
スカート(ステージ用)    732
スキャナーボード    594
スクールロッカー    418･422･423
スクリーン    318･319･584

･589･590･591･725･795
スクリーン(アコーディオン式)    319
スタッキング台車    543･547
スタンダードデスク    222･223
スタンド    399･593
スチールパーティション    313
スチール引違い書庫
　CWL型    335･336
　CWS型    327･335･336
　CW型    327･335･336･348･349
　NWL型    366
　NWS型    366
　NW型    366･375･376
スツール    095･544･559･578･636～643
スツールワゴン   100･110
スティックファスナー    395
ステージ用スカート    732
ステップ(ステージ用)    734
ストックケース    395
ストレージ    095
ストレッチャー    795
スノコ    412･806
スピーカー    587
スピーカースタンド    587
スペーサー   176･221･358
スベリ止め脚キャップ(折りたたみイス用)    547
スポーツ施設用ロッカー    409
スポットスクリーン    318･584･725
図面庫(マップケース)    399
スライドハンドル式移動ラック    757
スライドボード    356･382
3Dオフィスデザイナー    586
スリットプレート    281
スリムワゴン    111･117･131

･139･198･209･224･227

セ
セキュリティールーム    428
セキュリティポスト    459
設計者用チェアー    265
セパレートストレージ    094･095
セミナーテーブル(CT型)    088･799
セリフト(Selift)    232～239

セルトーク(CellTalk)    082～093
センター脚用配線カバー   108
センターテーブル    634～650
専用オープン書庫    386
専用台車    798

ソ
造花    712～714
掃除用具入れ    423･753･806
　CW型    347
　NW型    374･378
双輪キャスター    264
側当り    766･768･769
袖箱(WK型)   118
ソファー    634～647
ソファーベッド    651･790
ソファーユニット    558･559

タ
耐火金庫    430～437
　CW型    337･429
　NW型    373･429
耐火ファイル    437
対向用スペーサー   101
台車    774･775
　折りたたみイス用    547
　折りたたみテーブル用    509
　会議用チェアー用    543
　キャビネット用    405
　フレーム台車    775
滞留生活用品    449
タオル掛け    794
卓上パンフレットスタンド    708
ダストカート    700
ダストポート(くず入れ)    807
立上配線カバー    068･485
脱衣かご    794
タッチディスプレイ    593
脱着式落下防止バー   766･768･769
縦配線ダクト   159･176
棚板    095･539･541･591･592
　CWL型    354
　CWS型    355
　CW型    354
　NWL型    380
　NWS型    381
　NW型    380
　ONC型    685
　XC型    680
　インフォメーションテーブル用    697
　会議用チェアー用    539
　スタンダード    397
多人数用デスク(NED型)   198
多人数用ロッカー    411･412･806
ダブルベース
　CWS型    355
　CW型    354
　NW型    380
多目的棚
　CW型    332
　NW型    367
多目的テーブル    720･800
単柱書架    762
断熱物置    448
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