
17.レンタル備品カタログ

4.カフェセット（ST-228A）

￥26,800

●チェア
サイズ：W500XD520XH780XSH440
座面： ホワイト、ウッド
フレーム：クロームメッキ
●テーブル
サイズ：φ750xH700
天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

Ⅰ.商談セット ＜CHAIRS&TABLE＞

1.ラウンジセット（ST-265）

￥10,000

●チェア
サイズ：W450XD550XH740XSH350
座面：ホワイト、レザー張
フレーム：クロームメッキ
●テーブル
サイズ：W800XD450XH650
天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

2.カフェセットA,B（ST-047A,B）

￥16,800

●チェア
サイズ：W520XD510XH785XSH440
座面：ポリプロピレン A.ホワイト B.ネイビー
フレーム：クロームメッキ
●テーブル
サイズ：φ600XH650
天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

3.カフェセット（ST-009A）

￥16,000

●チェア
サイズ：W470XD500XH770XSH450
座面：レッド（FRP）
フレーム：クロームメッキ
●テーブル
サイズ：φ600XH710
天板：ホワイト

脚部：ポール/アルミ、ベース/FRP

※上記金額は税抜き価格となります。
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7.カフェチェアA,B,C
（C-009A,B,C）

￥2,800

サイズ：W470XD500XH770XSH450
座面：FRP

A.レッド/B.グリーン/C.ネイビー
脚部：クロームメッキ

Ⅱ.チェア ＜CHAIRS＞

5.折りたたみ椅子（C-370）

￥640

サイズ：W420XD420XH780XSH430
座面：ブルー、レザーシート
フレーム：クロームメッキ

6.スタッキングチェアA,B,C
（C-367A,B,C）

￥2,400
サイズ：W460xD520XH880XSH430
座面：レザーシート

A.ブルー/B.ホワイト/C.シルバー
フレーム：クロームメッキ

10.カフェチェアA,B（C-026A,B）

￥3,200

サイズ：W520xD510xH785xSH440
座面：ポリプロピレン

A.ホワイト/B.ネイビー
フレーム：クロームメッキ

8.カフェチェア（C-218A）

￥5,200

サイズ：W420XD420XH780XSH440
座面：ホワイト、ウッド
フレーム：クロームメッキ

9.ロビーチェア（C-248）

￥2,000

サイズ：W450xD550xH740×SH350
座面：ホワイト、レザー

13.カウンターチェアA,B,C,E
（C-237A,B,C,E）

￥3,200
サイズ：W400xD450

H：A.580/B.650/C.750/E.850
SH：A.430/B.500/C.600/E.700

座面：ホワイト、レザー
フレーム：クロームメッキ

11.カウンターチェアA,B,C
（C-028A,B,C）

￥10,000

サイズ：W450xD450xH690～830
xSH590～730

座面：レザー
A.ホワイト/B.ブラック/C.レッド

フレーム：クロームメッキ

12.カウンターチェアA,B
（C-030A,B）

￥4,000

サイズ：W380xD450xH760～870
xSH565～675

座面：レザー
A.ホワイト/B.ブラック

フレーム：クロームメッキ

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

※上記金額は税抜き価格となります。
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16.ユニットカウンターA,B,C
（A:UN-109、B:UN-111、C:UN-113B）

A/¥10,000 B/¥12,000 C/¥16,000

サイズ：A/W1200XD600XH940
B/W1500XD600XH940
C/W1800XD700XH940

天板：ホワイト、デコラ

Ⅲ.カウンター/テーブル ＜COUNTER&TABLE＞

14.受付カウンター（UN-106A）

¥6,000

サイズ：W900XD450XH800
天板：ホワイト、デコラ

15.受付カウンター（UN-105）

¥10,000

サイズ：W650XD450XH900
天板：ホワイト、デコラ

19.ダイニングテーブルA,B
（A:T-224A,B:T-227）

A・B/￥6,000

サイズ：A/W750XD750XH685
B/W1200XD750XH685

天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

17.会議テーブルA,B,C
（A:T-232,B:T-233,C:T-234）

A・B/¥3,200 C/¥2,400

サイズ：A/W1800XD600XH730
B/W1500XD600XH730
C/W1200XD600XH730

天板：ホワイト、デコラ
脚部：シルバー、スチール

18.カフェテーブルA,B,C
（A:T-113A,B:T-117A,C:T-121）

A・B・C/￥4,000
サイズ：A/φ600XH650

B/φ750XH650
C/φ900XH650

天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

22.カウンターテーブル（T-129A）

￥6,800

サイズ：Φ600xH1050
天板：ホワイト、デコラ
脚部：クロームメッキ

20.ラウンジテーブルA,B
（A:T-216A,B:T-215A）

A・B/￥2,000

サイズ：A/W450XD450XH650
B/W600XD600XH650

天板：ホワイト、デコラ
脚部：アルミダイキャスト

21.カウンターテーブル（T-128）

￥6,800

サイズ：φ600xH1000
天板：ブラック、デコラ
脚部：ブラック、スチール

※上記金額は税抜き価格となります。
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25.鏡面ケース（G-46）

￥20,000

サイズ：外寸/W1800XD600XH920
内寸/W1750XD550XH630

照明：スリムライン
※鍵付き

Ⅳ.その他 ＜OTHER＞

23.アイランドケース（G-37）

￥24,000

サイズ：外寸/W1500XD600XH920
内寸/W1450XD530XH290

カラー：シルバー
照明：スリムライン
※鍵付き

24.アイランドケース（G-38）

￥34,000

サイズ：外寸/W600XD600XH1900
内寸/W560XD540XH750

カラー：シルバー
照明：ダウンライト
※鍵付き

28.カプセルケース（G-50）

￥8,000

サイズ：外寸/φ635XH1145
内寸/φ585XH270

26.鏡面ハイケース（G-42）

￥20,000

サイズ：外寸/W900XD450XH1500
内寸/W870XD400XH1180

照明：スリムライン
※鍵付き

27.アイランドケース（G-48）

￥14,000

サイズ：外寸/W900XD600XH825
内寸/W840XD550XH270

照明：スリムライン
※鍵付き

29.ディスプレイスタンドA,B
（A:S-71,B:S-70）

A/¥8,000 B/￥10,000
サイズ：A/W900XD900XH700～1050

B/W1200XD900XH700～1050
棚：化粧版、ホワイト
フレーム：クロームメッキ

30.ディスプレイスタンド（S-72）

￥10,000

サイズ：W900XD900XH700～1050
棚：化粧版、ホワイト
フレーム：クロームメッキ

※上記金額は税抜き価格となります。
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Ⅳ.その他 ＜OTHER＞

31.冷蔵庫A,B,C（A:UE-29,B:UE-30,C:UE-31）

A:大/¥20,000 B:中/¥16,000 C:小/¥12,000

A:（大）サイズ：W525～545XD580～630XH1360～1445
スペック：170ℓ、消費電力150W

B:（中）サイズ：W415～475XD500～560XH1100～1200
スペック：100～106ℓ、消費電力100W

C:（小）サイズ：W405～440XD430～520XH790～840
スペック：70～74ℓ、消費電力70W

35.卓上カタログスタンド（PS-93）

￥1,600

サイズ：W230XD200XH415（A4縦3段）
材質：クロームメッキ、スモークアクリル

33.コーヒーメーカー（UE-34）

¥14,000

サイズ：W200XD320XH470
スペック：2ℓ、消費電力1300W

34.コーヒーセット（UE-35）

￥9,600

※100杯単位
セット：コーヒー豆、シュガー、紙コップ

マドラー、フレッシュミルク

38.LEDライトパネルA,B,C
（PS-010A,B,C）

Ａ.A1/￥20,000
Ｂ.A2/¥16,000
Ｃ.A3/¥12,000

電源コード：パネル本体コード1Ｍ
電源アダプター1.6Ｍ

付属品：Sカン（4個）チェーン（1ＭX2本）
※グラフィックシート別
サイズ：A.A1 /B.A2 /C.A3

36.カタログスタンドA,B,C
（PS-91A,B,C）

A/￥4,800 B・C/¥5,600

サイズ：A/A4、6段 B/A4、12段
C/B4、12段

フレーム：クロームメッキ

37.サインスタンド（PS-36B）

￥2,400

サイズ：250□XH900～1700
フレーム：クロームメッキ
パネル取付方法：木ねじ又は両面テープ

32.A:ウォーターサーバー卓上タイプ本体（UE-61A）
B:ミネラルウォーター（UE-62）

Ａ.本体/¥12,000 Ｂ.ミネラルウォーター/¥2,800

●A.ウォーターサーバー
サイズ：W270XD460XH510（ボトル装着時：H790）
スペック：重量14.5kg、電源AC100V、冷水75W、温水350W

●B.ミネラルウォーター
容量：3ガロン(11.4ℓ）

Ａ Ｂ Ｃ

※上記金額は税抜き価格となります。
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41.シングルハンガー（M-57）

￥2,400

サイズ：W950xD450xH950～1700
フレーム：クロームメッキ

Ⅳ.その他 ＜OTHER＞

39.白布（UT-21A）

￥1,200

サイズ：2200X1000

40.貴名受（UA-4）

￥1,600

サイズ：W115ｘD70ｘH130
材質：アクリル

45.液晶ディスプレイA,B
（A:20インチ,B:32インチ）

A:￥60,000 B:¥120,000

●A/20インチLCD
自立式 スピーカー・アンプ付 DVD対応

●B/32インチLCD（自立）
自立スタンド付 スピーカー・アンプ付
パソコン・DVD対応

42.ハンガー（M-61）

￥600（5本）

44.多目的ボックス（UO-162）

￥6,000

サイズ：W900XD600XH740
※鍵付き

48.可動マネキンA,B（M-35A,35B）

￥9,200
A/紳士 B/婦人
サイズ：A/H1815 B/H1700
カラー：黒
スタンド：クロームメッキ

46.DVDプレーヤー

￥22,000

サイズ：W420XD283XH55

47.トルソーA,B（M-32A,32B）

￥6,800
A/紳士 B/婦人
カラー：黒
スタンド：クロームメッキ

43.クリーンボックス（UO-131A）

￥640

※上記金額は税抜き価格となります。

17.レンタル備品カタログ

5

サイズ：φ240ｘH290
※ホワイト



51.ディスプレイスタンド（S-83）

￥18,000

サイズ：W900XD450XH2100
フレーム：クロームメッキ

Ⅳ.その他 ＜OTHER＞

49.ディスプレイスタンド（S-81）

￥12,000

サイズ：W900XD450XH2050
フレーム：クロームメッキ

50.ディスプレイスタンドA,B
（A:S-82A,B:S-82B）

A/￥12,000 B/¥14,000

サイズ：A/W1200ＸD400XH1350
B/W1200XD400XH1950

フレーム：クロームメッキ

54.フックA,B（A:S-79C,B:S-79E）

￥250

サイズ：A/ℓ150 B/ℓ200
フレーム：クロームメッキ

52.マルチラダースタンド（PS-81）

￥12,000

サイズ：W215XD335XH1260
フレーム：クロームメッキ
付属：アクリルケースＸ4

53.傾斜ハンガー（M-58）

￥2,400

サイズ：W400ＸＤ480ＸH1020～1700
フレーム：クロームメッキ

57.メッシュパネルA,B
（A:S-77A,B:S-77B）

A:￥4,000 B:¥4,800

サイズ：A/W400ＸH1800
B/W900ＸH1800

フレーム：クロームメッキ

55.シューズフック（S-79G）

￥400

フレーム：クロームメッキ

56.フレキシブルハンガー（M-49）

￥1,200

サイズ：Ｈ450～700
フレーム：クロームメッキ

※上記金額は税抜き価格となります。
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60.植栽【小】

￥1,000

Ⅴ.植栽

58.植栽【大】

￥3,500

59.植栽【中】

￥2,500

61.植栽【花】

￥1,000

※上記金額は税抜き価格となります。
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