
両面ハイタイプ
（パネル脚）

片面ハイタイプ
（パネル脚）

D1400 タイプ D700タイプ

■連結型 ■連結型

■連結型 ■連結型

■基本型 ■基本型

■ケーブルダクト
　（ハイタイプ用）
HD23T-BK  ￥14,800
外寸法／W165×D165×H1364
樹脂製

■センター脚用配線カバー
　（両面ハイタイプ用）
MFHCHK-W（ホワイト）  ￥9,600  

MFHCHK-B（ブラック） ￥9,600  
スチール製
センター脚用配線カバーを使用しますと、床から
の配線をセンター脚内部を通して天板まで立ち
上げることができます。

■立上配線カバー
　（ハイタイプ用）
FA-EHKH-W（ホワイト）
FA-EHKH- B（ブラック）
￥10,100  
スチール製
マグネット付

-W

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
W1000×H1000 MFH1007K-□ ¥167,500 ¥173,500 ¥175,900
W1200×H1000 MFH1207K-□ ¥176,900 ¥184,100 ¥186,800
W1400×H1000 MFH1407K-□ ¥186,100 ¥194,500 ¥203,800
W1600×H1000 MFH1607K-□ ¥195,400 ¥204,900 ¥213,500
W1800×H1000 MFH1807K-□ ¥204,600 ¥215,300 ¥223,400
W2000×H1000 MFH2007K-□ ¥211,300 ¥223,300 ¥240,200
W2400×H1000 MFH2407K-□ ¥220,400 ¥234,800 ¥251,900

● 「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。

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
W1000×H1000 MFH1007R-□ ¥111,800 ¥117,800 ¥120,200
W1200×H1000 MFH1207R-□ ¥123,800 ¥131,000 ¥133,700
W1400×H1000 MFH1407R-□ ¥135,700 ¥144,100 ¥153,400
W1600×H1000 MFH1607R-□ ¥147,600 ¥157,100 ¥165,700
W1800×H1000 MFH1807R-□ ¥154,700 ¥165,500 ¥173,500
W2000×H1000 MFH2007R-□ ¥162,000 ¥174,000 ¥190,900
W2400×H1000 MFH2407R-□ ¥174,000 ¥188,300 ¥205,600

※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。

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
W1000×H1000 MFH1006R-□ ¥108,700 ¥114,600 ¥116,600

W1200×H1000 MFH1206R-□ ¥120,400 ¥127,600 ¥129,900

W1400×H1000 MFH1406R-□ ¥131,800 ¥140,200 ¥148,800

W1600×H1000 MFH1606R-□ ¥143,400 ¥153,000 ¥160,900

W1800×H1000 MFH1806R-□ ¥150,400 ¥161,200 ¥168,500

W2000×H1000 MFH2006R-□ ¥157,400 ¥169,400 ¥185,600

W2400×H1000 MFH2406R-□ ¥169,100 ¥183,500 ¥200,000

※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。

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
W1000×H1000 MFH1014K-□ ¥239,100 ¥248,700 ¥264,300
W1200×H1000 MFH1214K-□ ¥252,700 ¥264,700 ¥278,300
W1400×H1000 MFH1414K-□ ¥266,500 ¥280,900 ¥303,200
W1600×H1000 MFH1614K-□ ¥279,900 ¥296,700 ¥317,100
W1800×H1000 MFH1814K-□ ¥290,500 ¥309,600 ¥328,300
W2000×H1000 MFH2014K-□ ¥301,100 ¥322,700 ¥349,000
W2400×H1000 MFH2414K-□ ¥317,000 ¥342,100 ¥367,600

● 「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。

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
W1000×H1000 MFH1014R-□ ¥147,100 ¥156,700 ¥172,300
W1200×H1000 MFH1214R-□ ¥165,000 ¥177,000 ¥190,600
W1400×H1000 MFH1414R-□ ¥183,200 ¥197,600 ¥219,900
W1600×H1000 MFH1614R-□ ¥201,400 ¥218,200 ¥238,600
W1800×H1000 MFH1814R-□ ¥212,000 ¥231,100 ¥249,800
W2000×H1000 MFH2014R-□ ¥222,600 ¥244,200 ¥270,500
W2400×H1000 MFH2414R-□ ¥238,600 ¥263,700 ¥289,200

※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。

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
W1000×H1000 MFH1012R-□ ¥143,100 ¥151,500 ¥167,200

W1200×H1000 MFH1212R-□ ¥160,400 ¥171,200 ¥184,800

W1400×H1000 MFH1412R-□ ¥178,000 ¥191,200 ¥213,600

W1600×H1000 MFH1612R-□ ¥195,700 ¥211,300 ¥231,800

W1800×H1000 MFH1812R-□ ¥206,000 ¥223,900 ¥242,800

W2000×H1000 MFH2012R-□ ¥216,300 ¥236,700 ¥263,100

W2400×H1000 MFH2412R-□ ¥231,700 ¥255,600 ¥281,200

※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。

D1200 タイプ D600タイプ

■基本型 ■基本型

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
W1000×H1000 MFH1006K-□ ¥160,800 ¥166,800 ¥168,700
W1200×H1000 MFH1206K-□ ¥169,800 ¥177,000 ¥179,200
W1400×H1000 MFH1406K-□ ¥178,700 ¥187,100 ¥195,700
W1600×H1000 MFH1606K-□ ¥187,600 ¥197,300 ¥205,100
W1800×H1000 MFH1806K-□ ¥196,600 ¥207,500 ¥214,800
W2000×H1000 MFH2006K-□ ¥203,100 ¥215,100 ¥231,300
W2400×H1000 MFH2406K-□ ¥212,000 ¥226,400 ¥242,900

● 「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。

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
W1000×H1000 MFH1012K-□ ¥225,700 ¥234,100 ¥249,800
W1200×H1000 MFH1212K-□ ¥238,900 ¥249,700 ¥263,400
W1400×H1000 MFH1412K-□ ¥252,300 ¥265,400 ¥287,900
W1600×H1000 MFH1612K-□ ¥265,300 ¥280,900 ¥301,300
W1800×H1000 MFH1812K-□ ¥275,500 ¥293,500 ¥312,200
W2000×H1000 MFH2012K-□ ¥285,800 ¥306,100 ¥332,600
W2400×H1000 MFH2412K-□ ¥301,200 ¥325,200 ¥350,700

● 「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。

-B

081

推 奨 商 品 ・・・・・・・・・・・・・・・   お早めにお届けできる商品です。   納入までに2 週間程度必要です。   納入までに3 〜4 週間程度必要です。
  お早めにお届けできる商品です。   納入までに2 週間程度必要です。   納入までに3 〜4 週間程度必要です。 受注生産品のため納期をご確認ください。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。
納期マーク説明

01

ワーク
システム

デスク
システム

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

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

オフィス
ラウンジ

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

モ
ル
ノ
ー
ト
（
ベ
ン
チ
デ
ス
ク
M
F
型
）


