
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。

外寸法 品番
価格

-WH /-WS /-WSO /-WCA
-BH /-BS ／-WSO /-WCA

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP /-WSP /-WMWP /-WWNP
-BHP /-BSP /-BMWP /-BWNP

W1500×D1000×H720 BT1510KHST-□ ¥135,000 ¥145,000 ¥164,900

W1600×D1000×H720 BT1610KHST-□ ¥137,500 ¥148,000 ¥168,000

W1800×D1000×H720 BT1810KHST-□ ¥147,700 ¥159,500 ¥184,900

外寸法 品番
価格

-WH /-WS /-WSO /-WCA
-BH /-BS /-WSO /-WCA

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP /-WSP /-WMWP /-WWNP
-BHP /-BSP /-BMWP /-BWNP

W400×D1000×H720 BT104ST-□ ¥59,700 ¥63,100 ¥80,100

アジャスター

BTMP1875H-WS

長方形タイプ

L型テーブル

ミーティングテーブル

BT1810KHST-BWN

BTMP1890H-WH

BTMP1590HC-BMW

BT104ST-WS

■サイドミーティング用テーブル（左右兼用）

●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。

●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。

カラーサンプルはP087を参照ください。
ビティー（ライトワークテーブルBT型）  

（配線ボックスなし） 

外寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 品番
価格

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

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP ／-WSP ／-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP ／-BMWP ／-BWNP

 900×900×720 BTMP0990-□ ￥69,400 ￥ 76,300 ￥ 85,300

1200×750×720 BTMP1275-□ ￥76,000 ￥ 84,400 ￥ 98,200

1500×750×720 BTMP1575-□ ￥88,500 ￥ 98,700 ￥111,400

1500×900×720 BTMP1590-□ ￥90,800 ￥101,300 ￥119,100

1800×750×720 BTMP1875-□ ￥96,400 ￥108,900 ￥120,100

1800×900×720 BTMP1890-□ ￥105,200 ￥119,000 ￥129,600

（配線ボックスなし／キャスター付）  

外寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 品番
価格

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

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP ／-WSP ／-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP ／-BMWP ／-BWNP

 900×900×720 BTMP0990C-□ ￥ 80,500 ￥ 87,400 ￥ 96,400

1200×750×720 BTMP1275C-□ ￥ 87,100 ￥ 95,500 ￥109,300

1500×750×720 BTMP1575C-□ ￥ 99,600 ￥109,800 ￥122,500

1500×900×720 BTMP1590C-□ ￥101,900 ￥112,400 ￥130,200

1800×750×720 BTMP1875C-□ ￥107,500 ￥120,000 ￥131,200

1800×900×720 BTMP1890C-□ ￥116,300 ￥130,100 ￥140,700

付属品： 横渡配線フック4個（6個まで取付可能）

（キャスター付） 

外寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 品番
価格

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

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP ／-WSP ／-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP ／-BMWP ／-BWNP

1200×1200×720 BT1212KHC-□ ￥119,000 ￥133,500 ￥140,300

（配線ボックス付） 

外寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 品番
価格

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

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP ／-WSP ／-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP ／-BMWP ／-BWNP

 900×900×720 BTMP0990H-□ ￥ 75,200 ￥ 82,100 ￥ 91,000

1200×750×720 BTMP1275H-□ ￥ 81,700 ￥ 90,100 ￥103,900

1500×750×720 BTMP1575H-□ ￥ 94,400 ￥104,400 ￥117,200

1500×900×720 BTMP1590H-□ ￥ 96,600 ￥107,100 ￥124,900

1800×750×720 BTMP1875H-□ ￥102,100 ￥114,600 ￥125,800

1800×900×720 BTMP1890H-□ ￥110,900 ￥124,700 ￥135,300

付属品：横渡配線フック4個（6個まで取付け可能）

（配線ボックス付／キャスター付）  

外寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 品番
価格

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

-WMW /-WWN
-BMW /-BWN

-WHP ／-WSP ／-WMWP ／-WWNP
-BHP ／-BSP ／-BMWP ／-BWNP

 900×900×720 BTMP0990HC-□ ￥ 86,300 ￥ 93,200 ￥102,100

1200×750×720 BTMP1275HC-□ ￥ 92,800 ￥101,200 ￥115,000

1500×750×720 BTMP1575HC-□ ￥105,500 ￥115,500 ￥128,300

1500×900×720 BTMP1590HC-□ ￥107,700 ￥118,200 ￥136,000

1800×750×720 BTMP1875HC-□ ￥113,200 ￥125,700 ￥136,900

1800×900×720 BTMP1890HC-□ ￥122,000 ￥135,800 ￥146,400

付属品：横渡配線フック4個（6個まで取付け可能）

BT1610KHST-WH

BT1212KHC-WS

アジャスター
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