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スタッツィオーネ ワゴン

RFCFC-1155NA ナチュラル I

カフェステーション カウンター

W1100×D556 ナチュラル

寸法／幅1100×奥行556×高さ1000㎜

共通スペック：材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　脚部・屋根：スチール

材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　脚部:スチール

キャスター：合成樹脂

RFCFWG-8044NA ナチュラル I

カフェステーション ワゴン 

寸法／幅802(取っ手含む885）×奥行468×高さ745㎜

RFCFC-1155NA-RO ナチュラル I

カフェステーション カウンター

W1100×D556 ナチュラル屋根付

寸法／幅1100×奥行556×高さ1925㎜

カウンターの下に
ぴったりおさまります

幕板の高さが同じなので
すっきりと並べられます

天板は上下で選んで
お取り付けできます

天板(大・小)は上下どちらにもお取り付け
可能です

※必ず壁面もしくはカウンターを対面に設置して使用して下さい。

NEW  PRODUCTS
2016AWの新商品がリリ-スされました！

オフィスにカフェスペースをご提案！

スタッツィオーネ カウンター

¥49,600

¥29,600

¥59,600
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ペルモ スクリーン

フェルトデスクトップパネル デュオ シューホーン

RFFSCR-8415NMBL ブルー

RFFDTP-6040OR
RFFDTP-6040GN

オレンジ

グリーン

RFFSCR-8415KSGN グリーン RFFSCR-8415LGY ライトグレー

フェルトスクリーン

W840×H1568 なみ型

フェルトスクリーン

W840×H1568 くさ型

フェルトスクリーン

W840×H1503

共通スペック：材質/板面：フェルト(ポリエステル)　フレーム・脚部:スチール

フェルトデスクトップパネル 

W596×H400

寸法／幅596×奥行80×高さ400mm

寸法／幅840×奥行400×高さ1568mm 寸法／幅840×奥行400×高さ1568mm 寸法／幅840×奥行400×高さ1503mm

材質/板面：フェルト(ポリエステル)　脚部：アルミ

RFSH-JGWH ホワイト

デュオ シューホーン

寸法／幅72×奥行72×高さ600mm

材質/合成樹脂

※デザイナー商品

プッシュピンが使用できます
※針が反対側へ突き抜けない
ように、必ず8mm以下のものを
ご使用ください

取り外しかんたん♪

脚をクロスさせればL字型にも
設置可能です

脚部にはコードが通せます

厚さ9mmの軽量なフェルトを
使用しています

厚さ9mmの軽量なフェルトを
使用しています
プッシュピンが使用できます
※針が反対側へ突き抜けない
ように、必ず8mm以下のものを
ご使用ください

波と草のシルエットがかわいいフェルトスクリーン

樹脂製のおしゃれなスタンド付き靴べらシンプルな置き型仕切りパネル

¥19,980 ¥19,980 ¥17,980

¥6,800 ¥4,960
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ワークデスク

ワークデスク 上置ハイシェルフ

ワークデスク 3 段ワゴン

LWD-0860NA
Z-LWD-0860WHK

ナチュラル F

ホワイト

ナチュラル F

ホワイト

ナチュラル F

ホワイト

ワークデスク W800×D600

寸法／幅800×奥行600×高さ700mm

材質/天板・幕板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　脚部：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール

LWD-1060NA
Z-LWD-1060WHK

ワークデスク W1000×D600

寸法／幅1000×奥行600×高さ700mm

LWD-1260NA
Z-LWD-1260WHK

ワークデスク W1200×D600

寸法／幅1200×奥行600×高さ700mm

LUSRH-800NA
Z-LUSRH-800WHK

ナチュラル F

ホワイト

ナチュラル F

ホワイト

ナチュラル F

ホワイト

ワークデスク 上置ハイシェルフ

W800

ワークデスク 上置ハイシェルフ

W1000

ワークデスク 上置ハイシェルフ

W1200

寸法／幅790×奥行304×高さ753mm

材質/棚板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　フレーム：スチール　※高さ表記は取り付け後の天板からの高さです

材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　キャスター：合成樹脂

オールロック仕様

LWCA-3NAAL
LWCA-3WHAL

ナチュラル F

ホワイト

ワークデスク 3 段ワゴン オールロック

寸法／幅420×奥行500×高さ650mm

※単体では使用できません。

※必ず壁面にてご使用下さい。

※単体では使用できません。

※必ず壁面にてご使用下さい。

※単体では使用できません。

※必ず壁面にてご使用下さい。

LUSRH-1000NA
Z-LUSRH-1000WHK

寸法／幅990×奥行304×高さ753mm

LUSRH-1200NA
Z-LUSRH-1200WHK

寸法／幅1190×奥行304×高さ753mm

省スペースで高収納力のワークデスクシリーズ

クランプの取り付け可能寸法

デスク
(天板厚さ18～26mm)

有効奥行
40mm以上

¥15,500 ¥15,900 ¥17,600

¥15,960

¥29,600

¥16,960 ¥18,960
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RF 木製デスク 上置きハイシェルフ

RFWD-USRH-1000DB
RFWD-USRH-1000NA

ダーク H

ナチュラル I

RF 木製デスク 上置きハイシェルフ

寸法／幅996×奥行281(ブックエンド含む286)×高さ650(ブックエンド含む725)mm

高さ表記は取り付け後の天板からの高さです

材質/棚板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　フレーム・ブックエンド：スチール

※ RF木製デスク W1000×D600（RFWD-1060NA/DB）へのお取り付けについて

本商品は、2016年8月までに製造された旧仕様のRF木製デスクW1000へのお取り付けが出来ません。

旧仕様のRF木製デスクに、本商品をお取り付けになられる場合・・・

デスクの天板裏に貼り付けられている、品質表示シール右下の8桁の数字をご確認の上、弊社「お客様

相談室（☎0120-204-208）」までご連絡ください。

RF木製デスク(カタログP3）専用の机上棚です

付属のブックエンド(4個)は
お好みの位置に取り付けられ
ます

棚板中央に配線切り欠き付き

必ず壁面にてご使用ください

※単体では使用できません。　※必ず壁面にてご使用下さい。

スチール脚机上台 W950

GZSLDR-950WH-WL
GZSLDR-950WH-BL
GZSLDR-950NA-WL
GZSLDR-950NA-BL

スチール脚机上台 W950

寸法／幅950×奥行250×高さ100mm

ホワイト(天板)×　 ホワイト(脚)

ナチュラル K(天板)×　 ホワイト(脚)

ホワイト(天板)×　 ブラック(脚)

ナチュラル K(天板)×　 ブラック(脚)

共通スペック：材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　脚部：スチール

ホワイト(天板)×　 ホワイト(脚) ナチュラル K(天板)×　 ホワイト(脚)

ホワイト(天板)×　 ブラック(脚) ナチュラル K(天板)×　 ブラック(脚) 天板に配線切り欠き付き

中脚の取り付け位置は左右２ヶ所から選べます。

木製収納ワゴン ロー 傾斜棚付き

SHTKWG2-NA
SHTKWG2-WH

ナチュラル A

ホワイト

木製収納ワゴン ロー 傾斜棚付き

寸法／幅510(傾斜ラック含む599)×奥行340

×高さ600(傾斜ラック含む604)㎜

材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ

傾斜ラック:スチール　キャスター：合成樹脂

604mm

木製収納ワゴンが、引出下にも収納しやすいロータイプになりました

スチール脚デスクシリーズ(カタログP10)に机上台が登場！

RF木製デスクの1人用収納ができました！
全サイズ※のRF木製デスクにお取り付けできます

¥17,600

オープン価格

¥19,600
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ハンギングアンブレラスタンド

木製プランターシェルフ

RFHUS-WH ホワイト

ハンギングアンブレラスタンド

寸法／幅520×奥行170×高さ950㎜

材質/本体：スチール、ステンレス　マット:PVC

SHPLS-DW ダーク B　×　　ホワイト

木製プランターシェルフ

寸法／幅800×奥行350×高さ1012mm

材質/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　水受けトレー:合成樹脂

木製カタログスタンドⅡダブル

SHKS2-002D ダーク B　×　　ホワイト

木製カタログスタンドⅡダブル

寸法／幅526×奥行300×高さ1210mm

材質/本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ　カタログ受け:スチール

水受けトレー2枚付き

受け皿にはお手入れしやすい
PVCマットが敷いてあります

おしゃれなマットホワイト

奥行き17cmのスリムなひっかける傘立て

バックスタイル

補充用のパンフレットも置ける
ストック棚

収納部は緩やかにカーブして
おり、前倒れを防止します

※人工樹木ディスプレイ用のプランターです。生花を入れる際は必ず

付属の水受けトレーを使用し、トレーより水があふれないようにご注意下さい。

※必ず壁面にてご使用下さい。

¥15,960

¥31,600

¥29,980
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ファブリックチェア プライウッドキャスターチェア パッド付き

コンパクトソファⅡ

RFC-FPORWF オレンジ

ファブリックチェア

寸法／幅498×奥行530×高さ836(座高460）㎜

材質/本体：合板、ウレタンフォーム　張地：布　脚部：スチール

RFESF2-1WH
RFESF2-1BK

ホワイト

ブラック

コンパクトソファⅡ 1 人用

寸法／幅600×奥行600×高さ705(座高410)mm

共通スペック：材質/本体:天然木、合板、ウレタンフォーム　張地:合成皮革　脚部:スチール

RFESF2-2WH
RFESF2-2BK

ホワイト

ブラック

コンパクトソファⅡ 2 人用

寸法／幅1300×奥行600×高さ705(座高410)mm

コンパクトソファ(カタログP46)がもっとコンパクトに、お求め易くなりました

ファブリックチェア(カタログP44)に新色登場！ プライウッドキャスターチェア パッド付き(カタログP44)に
新色登場！

RFC-FPCADB ダーク

プライウッドキャスターチェア パッド付き

寸法／幅445×奥行590×高さ805（座高450）㎜

材質/本体：合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム　張地：布　脚部：スチール　キャスター:合成樹脂

¥15,180

¥19,980 ¥39,600

¥17,980


