
単輪キャスター    264

チ
チェアー
　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
　ウィルクハーン    276･277
　応接会議用    512～514
　折りたたみイス    545～547
　会議用    510～547
　カウンター用    569･570
　学校用    796･797
　事務用    228～277
　ドーファン    275
　ヘイワース    269～274
　マネージメント    266～268
　丸イス    265･544･791･792
　木製    575･786･787
　リフレッシュ用    567～574
　レセプション用    735
　ロビー用    652～671
チェスト    789
蓄電池    449
茶がら入れ    424･583･700
中央引出し    060･068･092

･108･117･128･138
中型物置    448
中間脚用配線カバー    068
中間ビーム    281
注射台    795
中量工具キャビネット    777
中量ラック(ボルトレスタイプ)    767
チューナーユニット    587
調整ベース    356･382
帳簿立て    714
治療台    795
陳列台    809

ツ
つい立て    318
机
　CHD型   170～187
　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
図面架    708
吊掛黒板    596～602

テ
D型ボックス棚    771

ディスプレイスタンド    591･592
ディスプレイビーム   108･128･131･140
データファイル    394
テーブル
　KLR型    560･561
　RX型    058･059
　WK型   114～118･471～475･564･565
　応接用    634～650
　折りたたみ式    494～509
　会議用    462～509
　高級木製    612
　高齢者福祉施設用    782～784
　昇降式    784
　食堂用    566
　リフレッシュ用    562･563
　レセプション用    735
　ロビー用    651･655
テーブルシステム   102～123
デザイン金庫    432
手提金庫    437
デジタルキャリングアンプ    587
デスク
　CHD型   170～187
　MF型    062～069
　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
　学校用    796･797
　高級木製    611～631
　講義用    798･800
デスクトップパネル    721
　CHD型   129
　CN-FA型   129
　CT型    089
　LT型   100
　MF型    069
　NED型    203
　NER型    213
　RX型    061
　TR型   141
　WK-FA型   109
　WK型   121
　XEHH型   161
デスクマット    218･219
デスク連結金具    443
テレビドアホン    460
電源コンセント    093
展示架    802
展示用パネル    711
天つり金具    588
電動昇降座イス    785
転倒防止金具    591
転倒防止連結バー    392･406･444
電波掛時計    705
電波時計    705
天板    095･555
　CWL型    354
　CWS型    355
　CW型    354

天板
　NWL型    380
　NWS型    381
　NW型    380
　スタンダード    396
天板昇降ワゴン(WK型)   110･224
天板セット    391
電話台   176･221･705

ト
ドアホン    460
トートバック(tote back)    240～245
特殊耐火金庫    437
時計    705
トップジャックパネル    220
扉付キャビネット    555
トラッシュボックス(CW型)    551･553
取付金具セット   121
取付用マグネット    602
トレー書庫
　CWL型    341
　CWS型    340･341
　CW型    340･341･349
　NWL型    372
　NWS型    372･376
　NW型    372･376

ナ
ナーステーブル    791
長イス    668～671
名札掛    604

ニ
2段ベッド    790
2段用ラック(パンフレットスタンド用)    697
ニューエルバーマット    807

ハ
パーソナルロッカー(CW型)    327･339･416
パーティション
　FLP型    070～073
　シャフリーⅡ    316･317
　スチール製    313
　ローパーティション    278～319
パーティションスタンド    709
　ベルトタイプ    709･710
パーティションスタンド用サイン    711
パーティションフック    600･708
パーティションロープ    709
ハイカウンター
　ONC型    683･684
　SNC型    687･688
　XC型    675･678･679
灰皿    701･704
配線カバー    093･472
　MF型    068
　TR型   108
　WK-FA型   108
配膳台    800
配線棚   108
配線トレー   101
配線ベース
　CW型    327･339
　NW型    373
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