
２０２２年ナイキ総合カタログ訂正表

２０２２年総合カタログにおきまして掲載の誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。

ページ 訂正内容 誤 正

※注： (   ) 印のページに関しては、２０２２年総合ミニカタログでは訂正しています。

SIAAマーク表示
Molnote・Bitty の掲載ページ

会議用チェアー
runto・ルントの掲載ページ

018

058

068 レノックス D1200 タイプ 連結型 -BH の納期マーク表示

075

091

089

モルノート カラーサンプルの色品番表示

（104） PCラック TR-PCR-B 外寸法の表示 外寸法／W140×D400×H450 外寸法／W140×D400×H380

（129） デスクライト（デスクライトベース）の品番表示 Z-B16-□□ Z-B16□□（B16の後ろのハイフン削除）

094

ビティー 幕板（両面用）外寸法の表示

ビティー 脚タイプ
キャスター脚 (リフトアップキャスター )の説明変更

ビティー ワークテーブル
両面タイプ D1200 基本型・連結型
片面タイプ D600タイプ 基本型

色品番の表示（3カ所）

ビティー 幕板（片面用）外寸法の表示

（210） 事務用チェアー レセーブ 注意書きの追加

253
フレームパーティション
system plan A の積算に
ジョイントポールを追加

2022年 6月発売予定

P072 P084P074 P086

モルノート ビティー

ルント P513 ルント P508

-BH -BH

-WH -WS

-BH -BS

（本体）

（天板）

タイプ 品番 価格 外寸法
W1100用 BT11M-DGL ¥13,500 Ｗ1010×Ｈ325
W1200用 BT12M-DGL ¥14,800 Ｗ1110×Ｈ325
W1400用 BT14M-DGL ¥19,700 Ｗ1310×Ｈ325

Ｈ300

パネル：フェルト

タイプ 品番 価格 外寸法
W1100用 BT11MK-DGL ¥18,000 Ｗ1090×Ｈ325
W1200用 BT12MK-DGL ¥19,300 Ｗ1190×Ｈ325
W1400用 BT14MK-DGL ¥24,000 Ｗ1390×Ｈ325

Ｗ1010×Ｈ300
Ｗ1110×Ｈ300
Ｗ1310×Ｈ300

パネル：フェルト

品名 品番 価格 数量
①ラダーパネル JPL-1807-B ¥40,500 ×  2  

⑥ジョイントポール JPJ-18-B ¥17,200 ×  1  

②セミオープンパネル JPC-1812-B-MSR ¥65,500 ×  2  

③床固定金具 JPT-F-B ¥ 4,600 ×  2  

④ライングリーン AG530 オープン価格 ×  2  

⑤プラントボックス JPPB0607-B ¥11,600 ×  2  

パネルセット価格 ￥261,600 

両面タイプ D1200 基本型 基本型連結型 片面タイプ D600

-BSO ／-BCA

（ワークテーブル基本型・1200角タイプのみ）の表記を削除

2022年 1月



ページ 訂正内容 誤 正

（398）

（609）

669

シューズボックス (オープンタイプ・中棚付 )
10 人用 SB25NM-SH 質量表示

シューズボックス (オープンタイプ・中棚付 )
15 人用 SB35NM-SH 質量表示

（478）

（593）

ミーティングテーブル（丸型 φ600㎜タイプ）
ハイタイプの品番表示

GRAVITA スツール
NZ3846A-□ 写真下の品番表示

エクセレントシリーズ 600
書棚 WR600-OAK 図面の寸法表示

傘立て
LB3030-ST・LB7530-ST・LB1230-ST
仕様変更により商品が変更になります
(仕様変更通知書 No.21-33)

293

359

シェルフラック R945-18/R945-22□-□ 写真下の品番表示

ワードローブ R945-18WR/R945-22WR□-□ 写真下の品番表示

モバイルトートバック「LEBIMO( レビモ )」
品番表示

（シェルフラック）
品　番 価　格 質量

R94R945- S-18B-MPA R94S-22W-MPB

 

（ワードローブ）
品　番 価　格 質量

R94S-18WRB-MPB R94S-22WRW-MPA

 

R945-

R945-R945-

15 ㎏ 26㎏

26㎏ 37㎏

KLRH90R-□ KLRH60R-□

151-180 151-80

151-181 151-81

NZ3846 -IWFA-JWF

18
00
11
06

56
9

411.5860

450800

900

390

LB7530-ST  LB1230-ST  LB3030-ST  

仕様変更前

仕様変更後

シェルフラック 横連結金具 仕様の追加 スチール製 スチール製　2個入り

シェルフラック 床固定金具 仕様の追加（292） スチール製 スチール製　2個入り

シェルフラック 壁固定金具 仕様の追加

シェルフラック R945-18/R945-22□-□ 付属品の表示 付属品：(H1847)棚板4枚　(H1847)棚板5枚 付属品：(H1847)棚板4枚　(H2266)棚板5枚

シェルフラック R445-18/R445-22□-□ 付属品の表示 付属品：(H1847)棚板4枚　(H1847)棚板5枚 付属品：(H1847)棚板4枚　(H2266)棚板5枚

スチール製 スチール製　2個入り



ページ 訂正内容 誤 正

553

228

レノックス マネージャー用デスク 価格の表示071

PCラック TR-PCR-B 価格の表示

シルエットチェアー (STE 型 )
ランバーサポートの説明追加

マグネットスペース (MSH型 )
ハイテーブル 納期マークの表示

TR-PCR-B　￥26,100 TR-PCR-B　￥26,700104

２０２２年ナイキ総合カタログ訂正表②
２０２２年総合カタログにおきまして掲載の誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。

2022年 3月

外寸法 品番

価格
-WH ／-WS
-WSO ／-WCA
-BH ／-BS
-BSO ／-BCA

-WMW ／-WWN
-BMW ／-BWN

-WHP ／-WSP
-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP

-BMWP ／-BWNP
W1600×D1000×H720 RX1610KST- □ ¥192,600 ¥201,900 ¥234,100
W1800×D1000×H720 RX1810KST- □ ¥202,300 ¥213,200 ¥253,300
W2000×D1000×H720 RX2010KST- □ ¥210,800 ¥222,100 ¥263,300

■マネージャー用デスク

●サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
●中央引出しの取付けが可能です。

¥206,100 ¥216,100
¥217,300 ¥228,200
¥225,600 ¥237,700

●ランバーサポート
骨盤をしっかりと支えることで背中が緩やかな
カーブを描き、良い姿勢を保ちます。



ページ 訂正内容 誤 正

マグネットスペース (MSH型 )
テーブル用天板 納期マークの表示

553

マグネットスペース (MSH型 )
ハイテーブル 納期マークの表示

マグネットスペース (MSH型 )
カウンターテーブル 納期マークの表示

マグネットスペース (MSH型 )
テーブル用天板 納期マークの表示

555

削除
-H ／-S

削除
-H ／-S


