
グリーン購入法適合商品：品番を緑色で表示しています。
※表示価格は税抜き価格です。

クリアー
ホワイト H720 開閉式

配線カバーラッチ付 ダブル
サスペンション

ロング
ストローク仕様

縦配線
対応

横配線
機構

XEHH147F-WH XEHH148F-WH

XEHH187F-□  ￥89,500
外寸法／�Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ720　質量：40㎏

XEHH167F-□  ￥83,200
外寸法／�Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ720　質量：37㎏

XEHH147F-□  ￥76,900
外寸法／�Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ720　質量：34.5㎏

XEHH127F-□  ￥61,200
外寸法／�Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ720　質量：30.5㎏

XEHH117F-□  ￥59,800
外寸法／�Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ720　質量：29㎏

XEHH107F-□  ￥58,200
外寸法／�Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ720　質量：27.5㎏

XEHH087F-□  ￥53,300
外寸法／�Ｗ800×Ｄ700×Ｈ720　質量：23.5㎏

XEHH077F-□  ￥51,700 
外寸法／�Ｗ700×Ｄ700×Ｈ720　質量：22.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WH ／-WS

D
7
0
0

XEHH188F-□  ￥94,700
外寸法／W1800×D800×H720　質量：42㎏

XEHH168F-□  ￥88,200
外寸法／W1600×D800×H720　質量：39.7㎏

XEHH148F-□  ￥81,700
外寸法／W1400×D800×H720　質量：35.9㎏

XEHH128F-□  ￥65,800
外寸法／W1200×D800×H720　質量：32.5㎏

XEHH118F-□  ￥64,300
外寸法／W1100×D800×H720　質量：31.1㎏

XEHH108F-□  ￥62,600
外寸法／W1000×D800×H720　質量：29.7㎏

XEHH088F-□  ￥57,500
外寸法／W1000×D800×H720　質量：25.3㎏

XEHH078F-□  ￥55,800
外寸法／W700×D800×H720　質量：23.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WH ／-WS
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（耐指紋性メラミン） 
XEHH187F-□  ￥99,800
外寸法／�Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ720　質量：40㎏

XEHH167F-□  ￥91,400
外寸法／�Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ720　質量：37㎏

XEHH147F-□  ￥84,100
外寸法／�Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ720　質量：34.5㎏

XEHH127F-□  ￥67,300
外寸法／�Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ720　質量：30.5㎏

XEHH117F-□  ￥65,500
外寸法／�Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ720　質量：29㎏

XEHH107F-□  ￥63,300
外寸法／�Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ720　質量：27.5㎏

XEHH087F-□  ￥57,400
外寸法／�Ｗ800×Ｄ700×Ｈ720　質量：23.5㎏

XEHH077F-□  ￥55,200 
外寸法／�Ｗ700×Ｄ700×Ｈ720　質量：22.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WMW ／-WWN
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（耐指紋性メラミン） 
XEHH188F-□  ￥105,000
外寸法／W1800×D800×H720　質量：42㎏

XEHH168F-□  ￥ 96,400
外寸法／W1600×D800×H720　質量：39.7㎏

XEHH148F-□  ￥ 88,900
外寸法／W1400×D800×H720　質量：35.9㎏

XEHH128F-□  ￥ 71,900
外寸法／W1200×D800×H720　質量：32.5㎏

XEHH118F-□  ￥ 70,000
外寸法／W1100×D800×H720　質量：31.1㎏

XEHH108F-□  ￥ 67,700
外寸法／W1000×D800×H720　質量：29.7㎏

XEHH088F-□  ￥ 61,600
外寸法／W1000×D800×H720　質量：25.3㎏

XEHH078F-□  ￥ 59,500
外寸法／W700×D800×H720　質量：23.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WMW ／-WWN

XEHH187F-S-□　XEHH167F-S-□　XEHH147F-S-□　XEHH127F-S-□　XEHH117F-S-□　XEHH107F-S-□　XEHH087F-S-□　XEHH077F-S-□
XEHH188F-S-□　XEHH168F-S-□　XEHH148F-S-□　XEHH128F-S-□　XEHH118F-S-□　XEHH108F-S-□　XEHH088F-S-□　XEHH078F-S-□

XEHH187F-□　XEHH167F-□　XEHH147F-□　XEHH127F-□　XEHH117F-□　XEHH107F-□　XEHH087F-□　XEHH077F-□
XEHH188F-□　XEHH168F-□　XEHH148F-□　XEHH128F-□　XEHH118F-□　XEHH108F-□　XEHH088F-□　XEHH078F-□
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XEHH127F-S-WH XEHH128F-S-WH

XEHH187F-S-□  ￥89,500
外寸法／�Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ720　質量：40㎏

XEHH167F-S-□  ￥83,200
外寸法／�Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ720　質量：37㎏

XEHH147F-S-□  ￥76,900
外寸法／�Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ720　質量：34.5㎏

XEHH127F-S-□  ￥61,200
外寸法／�Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ720　質量：30.5㎏

XEHH117F-S-□  ￥59,800
外寸法／�Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ720　質量：29㎏

XEHH107F-S-□  ￥58,200
外寸法／�Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ720　質量：27.5㎏

XEHH087F-S-□  ￥53,300
外寸法／�Ｗ800×Ｄ700×Ｈ720　質量：23.5㎏

XEHH077F-S-□  ￥51,700 
外寸法／�Ｗ700×Ｄ700×Ｈ720　質量：22.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WH ／-WS

XEHH188F-S-□  ￥94,700
外寸法／W1800×D800×H720　質量：42㎏

XEHH168F-S-□  ￥88,200
外寸法／W1600×D800×H720　質量：39.7㎏

XEHH148F-S-□  ￥81,700
外寸法／W1400×D800×H720　質量：35.9㎏

XEHH128F-S-□  ￥65,800
外寸法／W1200×D800×H720　質量：32.5㎏

XEHH118F-S-□  ￥64,300
外寸法／W1100×D800×H720　質量：31.1㎏

XEHH108F-S-□  ￥62,600
外寸法／W1000×D800×H720　質量：29.7㎏

XEHH088F-S-□  ￥57,500
外寸法／W800×D800×H720　質量：25.3㎏

XEHH078F-S-□  ￥55,800
外寸法／�Ｗ700×Ｄ800×Ｈ720　質量：23.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WH ／-WS
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（耐指紋性メラミン） 
XEHH187F-S-□  ￥99,800
外寸法／�Ｗ1800×Ｄ700×Ｈ720　質量：40㎏

XEHH167F-S-□  ￥91,400
外寸法／�Ｗ1600×Ｄ700×Ｈ720　質量：37㎏

XEHH147F-S-□  ￥84,100
外寸法／�Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ720　質量：34.5㎏

XEHH127F-S-□  ￥67,300
外寸法／�Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ720　質量：30.5㎏

XEHH117F-S-□  ￥65,500
外寸法／�Ｗ1100×Ｄ700×Ｈ720　質量：29㎏

XEHH107F-S-□  ￥63,300
外寸法／�Ｗ1000×Ｄ700×Ｈ720　質量：27.5㎏

XEHH087F-S-□  ￥57,400
外寸法／�Ｗ800×Ｄ700×Ｈ720　質量：23.5㎏

XEHH077F-S-□  ￥55,200 
外寸法／�Ｗ700×Ｄ700×Ｈ720　質量：22.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WMW ／-WWN

（耐指紋性メラミン） 
XEHH188F-S-□  ￥105,000
外寸法／W1800×D800×H720　質量：42㎏

XEHH168F-S-□  ￥ 96,400
外寸法／W1600×D800×H720　質量：39.7㎏

XEHH148F-S-□  ￥ 88,900
外寸法／W1400×D800×H720　質量：35.9㎏

XEHH128F-S-□  ￥ 71,900
外寸法／W1200×D800×H720　質量：32.5㎏

XEHH118F-S-□  ￥ 70,000
外寸法／W1100×D800×H720　質量：31.1㎏

XEHH108F-S-□  ￥ 67,700
外寸法／W1000×D800×H720　質量：29.7㎏

XEHH088F-S-□  ￥ 61,600
外寸法／W800×D800×H720　質量：25.3㎏

XEHH078F-S-□  ￥ 59,500
外寸法／W700×D800×H720　質量：23.3㎏
付属品：ケーブルトレー1個　ラッチ付
-WMW ／-WWN

平デスク（浅型引出し付） 
    

平デスク（浅型引出し付）  
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事務用チェアー
・輸入チェアー

ローパー
ティション

収納家具・
ファイリング用品

書庫・
キャビネット

ロッカー

金　庫

防災・
地震対策用品

セキュリティー
用品

会議用
テーブル

会議用
チェアー

コミュニケーション・
リフレッシュ用家具

プレゼンテーション
機器・黒板

役員室用家具

応接セット

ロビー
チェアー

カウンター

オフィス・
ロビー用品

オフィス
周辺什器

レセプション
用家具

間仕切り

移動ラック・
シェルビング

ラック・
工場備品

高齢者福祉施設・
病院用家具

学校用家具

店舗用家具
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