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展示パネル

絵画・画材

多目的パネル（縦横両方向使用可能）
A サイズ 1800 × 1200㎜（アルミ製枠、銀色）
13950 ビニールレザーグレー A--------- ¥54,450 ￥49,500

デザイン

13952 ビニールレザーグリーン A------ ¥54,450 ￥49,500

工芸・民芸

13964 クロスグリーン A------------------- ¥54,450 ￥49,500
13968 クロスグレー A---------------------- ¥54,450 ￥49,500
13956 両面有孔ボード A------------------ ¥54,450 ￥49,500
13970 両面ホワイトボード A------------ ¥57,200 ￥52,000
B サイズ 1800 × 900㎜（アルミ製枠、銀色）

版画・染色

13949 ビニールレザーグレー B--------- ¥48,400 ￥44,000
13954 ビニールレザーグリーン B------- ¥48,400 ￥44,000
13963 クロスグリーン B------------------- ¥48,400 ￥44,000
13967 クロスグレー B---------------------- ¥48,400 ￥44,000

ヒニールレザー（両面）

木彫・木工芸

13955 両面有孔ボード B------------------- ¥48,400 ￥44,000
13969 両面ホワイトボード B------------- ¥50,600 ￥46,000

グレー

グリーン

クロス（両面）

有孔ボード

グリーン

ホワイトボード

グレー

てん刻

多目的パネルは、様々な場所で、色々な形でお使い
いただけるマルチタイプのパネルです。縦でも横で
13958 多目的パネル用脚 ----------------- ¥20,790 ￥18,900 も組み合わせが自由自在なうえ、ジョイント金具を
サ イ ズ：H1916 ㎜、 パ イ プ 31 ㎜ 角、 脚 44 × 550 ㎜、3kg 使用していますので、取り付け、取り外しが簡単に
材質：スチールパイプ製、焼付塗装、キャスター（アジャスター付属） 行えます。注意：多目的パネルはセット価格ではあ
りません。パネルも脚部も単品価格です。組み合わ
※多目的パネルの価格は送料込の価格です。
せ方によって、パネルと脚部の必要個数が変わって
（ただし、北海道、沖縄、離島は実費になります）
きますので、それに応じて御購入下さい。

多目的パネルの組み合わせパターン

彫塑・彫刻

13510 A 型（パネルサイズ 1800 × 900 × 30㎜）--- ¥69,300 ￥63,000

陶

展示板（連結式縦横兼用）（パネル 1、支柱 2 のセット）

パネル仕様：上記いずれも片面白色有孔ボード
片面緑色スポンジ PP レザー、アルミ枠付

13520 B 型（パネルサイズ 1800 × 1200 × 30㎜）-- ¥82,500 ￥75,000

芸

支柱仕様：長さ 1920㎜、スチール製 32㎜角柱 2 本
グレー焼き付け塗装、キャスター付き、未組み立て

ガラス工芸

＜特長＞
リバーシブルで、しかも縦にも横にも連結できる展示板ですので、用途
に応じて自由にレイアウトができます。取り付け金具はパネルに埋め込
み式になっています。

A 型（横）・B 型（縦）の連結例

増設用セット

13530 C 型（両面ポリエステル製白色有孔ボード）- ¥67,100 ￥61,000

金属工芸

（パネル 1、支柱 1 のセット）

パネル仕様：両面ポリエステル製白色有孔ボード、アルミ枠付
パネルサイズ：1800 × 900 × 30㎜

13511 A 型用 -------- ¥53,900 ￥49,000
13521 B 型用 -------- ¥66,000 ￥60,000
13531 C 型用 -------- ¥52,800 ￥48,000

＜支柱仕様＞
長さ 1920㎜、スチール製 32㎜角柱 2 本、グレー焼き付け
塗装、4 接続用穴付き、キャスター付き、未組み立て

皮革工芸

両面がポリエステル製ですので、耐水性があり、水洗いが
可能です。付属品：パネルフック 10 個付き
C 型（縦）

三つ折り展示板

七宝焼

13491 ---------------------------- ¥198,000 ￥180,000
サイズ：外寸

2780 × 1900 × 32㎜

高さ

1900㎜

資料

＜セット内容＞
パネル：片面有孔アイボリー（ベニヤ）
片面グリーン（ビニールレザー）
パネルサイズ：1800 × 900 × 32㎜ 1 枚
1800 × 890 × 32㎜ 2 枚
支柱：角型、スチール製（グレー）
キャスターアジャスター付
L 型フック 10 個付き

備品

360 度自在に動く展示パネルですので、会場スペースに合
わせて自由にレイアウトできます。支柱は、ハンマートン
焼付け塗装ですので、キズの心配がありません。

A 型（縦）・B 型（縦）の連結例

展示パネル
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展示板

13470 J 型（片面有孔板）----- ¥30,635 ￥27,850

13540 N-1 型４面孔なし ------------------------------ ¥82,500 ￥75,000

13471 JA 型（両面有孔板）--- ¥32,835 ￥29,850

＜支柱仕様＞
高さ 2145㎜、スチール製、キャスター付き

13472 -------------------------------- ¥495 ￥450
長さ 100㎜溝幅 30㎜

展示板 ( 高さ 3 段階調節式）
13474 JC 型（両面有孔板）--- ¥43,835 ￥39,850
＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 ×厚さ 30㎜

J 型用 T 字型接続金具
150 × 135㎜、溝幅 30㎜
展示板を L 字型や T 字型に連結することができます。

13477 JE 型（両面有孔板）--------------------------------- ¥53,735 ￥48,850

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本キャスター
付き、未組み立て
高さは上下 30㎝調節することができます。
N-2 型

N-3 型 片面孔なし
13560 -------------------- ¥55,000 ￥50,000

＜支柱仕様＞
スチール製、キャスター付き
高さ：横使用時 1386㎜
縦使用時 1836㎜

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
1800 × 900 × 30㎜

高さは上下 30㎝調節することができます。
N-3 型

13594 N-4 型 -------------------------------------------- ¥66,000 ￥60,000
パネルサイズ：1800 × 900 × 38㎜

13595 N-5 型 --------------------------------------------- ¥79,200 ￥72,000
パネルサイズ：1800 × 1200 × 38㎜

七宝焼

13480 かぎ型 10 個 --------------------------------------- ¥1,870 ￥1,700

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本キャスター
付き、未組み立て

皮革工芸

有孔展示板用フック

廃止

金属工芸

N-3 型 両面孔あき
13561 -------------------- ¥61,600 ￥56,000

ガラス工芸

＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1350 × W1800 ×厚さ 30㎜

パネルの長辺、短辺のどちらにも支
柱が差し込める縦横兼用展示板で
す。
また、高さも 150㎜間隔で調節でき
ます。

廃止

芸

13476 JD 型（片面有孔板）----------------------------------- ¥51,535 ￥46,850

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
1800 × 1200 × 30㎜

陶

展示板 ( 高さ 3 段階調節式）

N-2 型 両面孔あき
13551 -------------------- ¥89,100 ￥81,000

彫塑・彫刻

13475 ----------------------------- ¥3,850 ￥3,500

N-2 型 片面孔なし
13550 -------------------- ¥71,500 ￥65,000

てん刻

＜支柱仕様＞
高さ 1856 、スチール製、キャスター付き

N-1 型（二つ折れタイプ）

木彫・木工芸

13473 JB 型㎜（片面有孔板）- ¥41,635 ￥37,850

広い展示面をもつパネルです。二つ折れですの
で折りたたむと従来の大きさで収納することが
可能です。
また、高さは上下 30㎝調節することができます。

版画・染色

展示板の上に取り付けて展示板どうしをつないでいき
ます。

廃止

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本
キャスター付き、未組み立て

工芸・民芸

J 型用 I 字型接続金具

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
2 連折りたたみ式
全開時 1800 × 1800 × 30㎜

デザイン

＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 ×厚さ 27㎜

13541 N-1 型２面孔なし ------------------------------ ¥86,900 ￥79,000
13542 N-1 型４面孔あき ------------------------------ ¥90,200 ￥82,000

絵画・画材

展示板

材質：スチール製

＜支柱仕様＞
高さ 400㎜スチール製 2 本
キャスター付き
表面はベルフォーム張りですの
で、テープの貼りあとやピンの
穴が残りません。

廃止

備品

取り付けは簡単で、小さく曲がった方を
穴にひねりながら入れるだけで固定され
ます。

資料

どのメーカーの有孔展示板にも使用可能
なフックです。

＜パネル仕様＞
上記いずれも、両面黄緑色ベル
フォーム張り、アルミ枠付き

N-4 型

N-5 型
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展示パネル・作業用机

絵画・画材

展示板 ABS-05 型（縦型連結式）
13581 有孔×有孔 ------------- ¥60,170 ￥54,700
13582 有孔×レザー ---------- ¥66,220 ￥60,200

デザイン

13583 レザー×レザー ------- ¥73,920 ￥67,200
パネルサイズ：H1800 × W900 ×厚さ 33㎜
高さ：2050㎜
＜色＞

工芸・民芸

有孔ボード：アイボリー
レザー：グリーン

＜支柱仕様＞
スチール製、焼き付け塗装仕上げ
40㎜ゴムキャスター付き

版画・染色

＜付属品＞
基本型パネル・アルミ
枠・脚 2 個付

木彫・木工芸

連結ジョイントは頭部にセットしてある金具を差し込むだけ、パネルの中に脚部を差し込むだけで一人で
セッティング可能。立てたまま保管できるので、寝かすよりも場所をとりません。

展示板 AB 型
てん刻

13575 両面カラーベニヤ -- ¥40,370 ￥36,700
13576 片面有孔ベニヤ ---- ¥42,790 ￥38,900
13577 両面有孔ベニヤ --- ¥45,210 ￥41,100

サイズ：W1200 × D750 × H700㎜

79151~6 TSW-670 ------ 各 ¥121,000 ￥110,000
79161~6 TSW-661 ------ 各 ¥117,700 ￥107,000
サイズ：W1500 × D750 × H700㎜

陶
芸
ガラス工芸

写真は２セット連結です。

彫塑・彫刻

＜付属品＞
直線接続用プラスチッ
クジョイント 1 個

79141~6 TSW-660 ------ 各 ¥115,500 ￥105,000

サイズ：W1200 × D900 × H700㎜

＜パネル仕様＞
色アイボリー、フラッシュ仕上げ
サイズ：H1800 × W900 ×厚さ 27㎜
高さ：2050㎜
＜支柱仕様＞
スチール製角パイプ
ハンマートン焼き付け
塗装仕上げ
キャスター付き、
H500 × W418㎜

テーブル

79171~6 TSW-671 ------ 各 ¥122,100 ￥111,000
サイズ：W1500 × D900 × H700㎜

甲板：メラミン化粧板（６色）

79181~6 TSW-662 ------- 各 ¥126,500 ￥115,000
サイズ：W1800 × D750 × H700㎜

79191~6 TSW-672 ------- 各 ¥132,000 ￥120,000
サイズ：W1800 × D900 × H700㎜

脚部：堅木材、クリア樹脂塗装
木脚を使用した温かみのあるテーブルです。
天板は６色から選択できます。
組み立てが必要です。
（プラスドライバーがあれば組み立て可能）

2 枚のパネルが簡単に
L 字形に連結できます。

金属工芸

1 アイボリー

2 ブルー

3 グリーン

4 イエロー

5 ピンク

6 木目

皮革工芸
七宝焼

美術机

MT-18A 型

79074 ---------------------- ¥198,000
資料

サイズ：W1800 × D900 × H760㎜

備品

＜仕様＞
天板：積層合板、クリア樹脂塗装
脚部：角パイプ、ポリエステル粉末塗装
アジャスター付き

美術机
￥180,000

MT-211 型

79075 K（カバ化粧合板）--- ¥407,000 ￥370,000

作業台
79060 H-500 型 ------------ ¥93,500 ￥85,000

79076 S（ナラ集成材）----- ¥473,000 ￥430,000

サイズ：W1800 × D900 × H500㎜

サイズ：いずれも、W1800 × D900 × H760㎜

79061 H-750 型 ------------ ¥93,500 ￥85,000

＜天板＞
カバ化粧合板（K）、ナラ集成材（S）
クリヤー樹脂塗装
＜脚部＞
角パイプ（45 × 45㎜）
ポリエステル粉体塗装、アジャスター付き

サイズ：W1800 × D900 × H750㎜
＜仕様＞
天板：積層合板（25㎜厚）、クリアラッカー塗装
脚部：スチール製、メラミン焼き付け塗装 組み立て式
収納時：W1800 × D900 × H75㎜

作業用椅子
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

木製丸椅子 R-TM45R

木製丸椅子 R-TM50R

79136 ----------- ¥33,660

79128 ----------- ¥14,190

79129 ----------- ¥14,520 ￥13,200

￥30,600

79127 ----------- ¥11,110

￥10,100

￥12,900

サイズ：座φ 300 × H455㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

サイズ：座φ 300 × H505㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

低位置作業用チェア

低位置作業用チェア

低位置作業用チェア

丸イス S-14

TAC-H33-Z 型アイボリー
79130 ----------- ¥21,450 ￥19,500
TAC-H33-Z 型オレンジ
79131 ---------- ¥21,450 ￥19,500

TAC-33H-200 型アイボリー
79132 ------------- ¥9,020 ￥8,200
TAC-33H-200 型オレンジ
79133 ------------- ¥9,020 ￥8,200

TAC-33H-300 型アイボリー
79134 --------------¥9,020 ￥8,200
TAC-33H-300 型オレンジ
79135 ------------- ¥9,020 ￥8,200

79033 ------------ ¥16,500 ￥15,000

サイズ：φ 330 × H310 〜 400㎜
美術工芸の技術者に好評の、ワンタッ
チで高さ調整が可能（85㎜）なワーク
チェアです。

サイズ：φ 330 × H200㎜
低位置作業に好評な高さのワークチェ
アです。

サイズ：φ 330 × H300㎜
低位置作業に好評な高さのワークチェ
アです。

積み重ねが出来ます。

角イス S-110-N

角イス S-113-N

角イス S-114-N

角椅子 F-1 型

てん刻

サイズ：座φ 300 × H430㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座のスツール、スタッキング（積
み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

木彫・木工芸

サイズ：座φ 350 × H575㎜
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。エラストマー
製の脚キャップを採用し床に優しい。
575㎜の少し高めの座イスです。
リングの高さ 180㎜

版画・染色

木製スツール R-N458T 木製丸椅子 R-TS303

彫塑・彫刻

陶
ガラス工芸

金属工芸

収納時に場所をとらず便利です

芸

サイズ：φ 320 × H450
仕様：ブナ成型合板、ウレタン塗装

皮革工芸
七宝焼

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：前板：丸穴付き
ナラ材、クリア樹脂塗装

79047 ----------- ¥16,500

￥15,000

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材、クリア樹脂塗装

79040 ----------- ¥12,100 ￥11,000
サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材

備品

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材、クリア樹脂塗装

79046 ----------- ¥19,250

￥17,500

資料

79043 ----------- ¥17,600

￥16,000

