
マルチコンセントユニット   061･069･121
･128･140･161･485･550･559

ミ
ミーティングテーブル
　CT型    086･093
　KLR型    560
　RX型    060
　WK型    471～475･564･565
ミーティングボード    603
ミドルバックソファー    557
ミドルフレームタイプ    133
ミニテーブル(KLR型)    561
ミニロッカー    412

ム
無人受付用カウンター
　ONC型    683･690
　XC型    678･690

メ
メールボックス    417
メガホン    449
メッシュパネル    802

モ
木製家具(高級)    608～631
木製システム書架    801
木製シューズボックス    801
木製棚板    802
木製チェアー   786･787
木製ベッド   785
モジュラユニット    220
モニタースタンド    061･068･485
モニターマウント   108･128･131･133･140
物置    448
モプト(mopt)    484～487
モルノート(Molnote)    062～069

ヤ
薬品戸棚    804
ヤグラ(YAGURA)    279～282

ユ
油圧式上下台車    775
ユーザーカード(CW型)    331･458
床固定金具    443
　NWL型    380
　NW型    380
　NW型    380
　NW型    381
輸入チェアー
　ウィルクハーン    276･277
　ドーファン    275
　ヘイワース    269～274

ヨ
横連結クリップ    089
横配線ダクト    220

ラ
ライトスクリーン    072～075
ライトパネルシステム    306～309
ラウンジチェアー    578

落下防止バー    334･366･392
･444･445･761･766･768･769

ラックワゴン    723･724

リ
リサイクルボックス
　CW型    337
　NW型    367
リサイクル用品    699
リフティーナ(Liftina)    096～101
リフレッシュヨウチェアー    567～574
リフレッシュ用テーブル    483･562･563
両袖デスク
　CHD型   183
　NEDH型    201
　NED型   193
　NELD型    216
　NER型    207
　XEDH型   167
　XED型   171
　XEHH型   151～153
　スタンダード    222
両開き書庫 
　CWL型    330
　CWS型    326･330･332
　CW型    326･330～332･341･348･352
両開き書庫
　NWL型    365
　NWS型    365･375･378
　NW型    365･375･378
　スタンダード    397･399
履歴抽出カード(CW型)    331･458

ル
ループ肘(NCE型)    257

レ
レインカット    702
レールセット    356･382
レールフック   121･140
レザーバッグ    591
レザーベンチ    813
レザーマット    813
レセプションチェアー    735
レノックス(Renox)    052～061
連結金具    559
連結テープ    812
連結天板(NED型)   199･211
連結用天板(WK型)   118
レントゲンファイルキャビネット    405･793
 

ロ
ローカウンター
　ONC型    685
　SNC型    689
　XC型    680
ローパーティション
　BP型    296～301
　ESP型    314
　FP型    310･311
　GP型    283～289
　HP型    290～295
　LPS型    306～309
　NLP3型    312

ローパーティション
　NP型    302～305
　RP型    748～751
ローバックソファー    557
ロッカー    406～425
　ALN型    409
　BLN型    410
　CW型    347
　HLN型    407･408
　NW型    374
　組み合わせミニロッカー    412
　コインロッカー    425
　高級木製    612～631
　小物入れ用    417
　省スペース対応型    412
　スクール用    418･422･423
　多人数用    411･412
ロビーチェアー    652～671
ロングチェアー    559

ワ
ワークテーブル(CT型)    087
ワークデスク
　NER型    210
　TR型   135
　XEHH型   158
ワードローブ    789
　CWL型    347
　CW型    327･347
　NWL型    365
　NW型    365･374･378
ワイヤレスアンテナ    587
ワイヤレスアンプ    587
ワイヤレスマイクロホン    587
脇置デスク(スタンダード)    223
脇デスク
　CHD型   183
　NEDH型    203
　NED型   196
　NELD型    216
　NELD型    216
　NER型    210
　WK型   114
　XEDH型   167
　XED型   172
　XEHH型   151
　XEHH型   151･158
　スタンダード    223
ワゴン    810
　NEDH型    201
　NED型   198
　NELD型    216
　TR型   139
　WK型   111
　高級木製    623
ワゴンドック 
　CW型    337
　NW型    373
和机    507･509
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