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Table
テーブル

会場やスタイルに合わせた

テーブルをご提案します。
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LOW（9段）

HIGH（12段）

シェルフボード

LOW HIGH

LOW（8段）

シェルフボード

HIGH（12段）

C021835

XXダブルエックステーブル
天板収納台車 DSTW-1A
□天板収納 1200×900 ・ 900×900用
□スチール粉体塗装仕上　□20台積

￥171,600（税別）

C021835

XXダブルエックステーブル
天板収納台車 DSTW-1B
□天板収納 900φ用
□スチール粉体塗装仕上　□20台積

￥202,000（税別）

C021836

XXダブルエックステーブル
脚収納台車 DSTW-2A
□大型脚 1200×900用（H750）
□スチール粉体塗装仕上　□10台積

￥257,900（税別）

C021836

XXダブルエックステーブル
脚収納台車 DSTW-2B
□小型脚 900×900用（Ｈ750）
□スチール粉体塗装仕上　□10台積

￥257,900（税別）

C021831

XXダブルエックステーブル DST-1290
□外寸法／Ｗ12００×Ｄ9００×Ｈ75０
□天板スクラッチレスメラミン・大型脚スチール粉体塗装仕上
□ストッパー2個付

￥144,400（税別） C021832

XXダブルエックステーブル DST-900
□外寸法／9００φ×Ｈ75０
□天板スクラッチレスメラミン・小型脚スチール粉体塗装仕上
□ストッパー2個付

￥113,800（税別） C021833

XXダブルエックステーブル DST-909
□外寸法／Ｗ9００×Ｄ9００×Ｈ75０
□天板スクラッチレスメラミン・ステンレス脚仕様
□ストッパー2個付

※別注対応にてご相談承ります。

お問い合わせください

C021821

トルネードタワー TNT-101S（LOW9段）
□外寸法／Ｗ600×Ｄ6００×Ｈ996
□本体／メラミン・強化ガラス・スチール（フレーム）・ステンレス
□重量用キャスター付

￥1,120,000（税別）

C021822

トルネードタワー TNT-101H（HIGH12段）
□外寸法／Ｗ600×Ｄ6００×Ｈ1281
□本体／メラミン・強化ガラス・スチール（フレーム）・ステンレス
□重量用キャスター付

￥1,280,000（税別）

C021825

シェルフボード TNT-100
□外寸法／Ｗ2300×Ｄ6００×30t（分割式）
□メラミン（小口樹脂エッジ）両面仕様

￥100,000（税別）

C021823

トルネードタワー TNT-102S（LOW8段）
□外寸法／Ｗ600×Ｄ6００×Ｈ906
□本体／メラミン（小口樹脂エッジ）・スチール（フレーム）
□重量用キャスター付

￥600,000（税別）

C021824

トルネードタワー TNT-102H（HIGH12段）
□外寸法／Ｗ600×Ｄ6００×Ｈ1294
□本体／メラミン（小口樹脂エッジ）・スチール（フレーム）
□重量用キャスター付

￥720,000（税別）

TORNADO TOWER トルネードタワー LINENLESS TABLE リネンレステーブル

回転式で、自由な角度でタワー同士の連結が可能

XXダブルエックステーブルはテーブルクロスやスカート

を使用せず、テーブル自体も楽しんでいただけます。

リネン不要のコストパフォーマンスに優れたバンケット

テーブルの新しいカタチ…XXダブルエックステーブル

天板・脚は脱着式

■天板にはキズのつきにくいスクラッチレスメラミン（大理
石柄）と通常メラミン（木目柄）をご用意しました。
■脚部はH900とH750の2種を組み合わせることで立
体感のある演出を可能にしました。
■天板、脚専用台車により、バックヤード・宴会場間の移動
もスムーズ。効率よく収納できます。
■天板素材、サイズ、木口仕上、脚パイプ径、高さ、脚仕上、
台車等別注対応についてもご相談承ります。

レイアウト例

別注対応OK
サイズ・材質などは
別注対応可能。
お問い合わせください。
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MILLENNIUM TABLE ミレニアムテーブルCUBE TABLE キューブテーブル

キューブ六角形

□外寸法／１辺６３５正六角形×H８００
□フレーム／スチール黒焼付塗装
□アジャスター付　□天板／強化ガラス８t グレー

￥280,000（税別）B０２２５０１

キューブ三角形

□外寸法／１辺１１００正三角形×H８００
□フレーム／スチール黒焼付塗装
□アジャスター付　□天板／強化ガラス８t グレー

￥210,000（税別）B０２２５０２
キューブ四角形

□外寸法／１辺３５０正方形×H１４５０
□フレーム／スチール黒焼付塗装
□アジャスター付
□天板／強化ガラス８t グレー

￥130,000（税別）B０２２５０４

キューブ四角形

□外寸法／１辺７００正方形×H８００
□フレーム／スチール黒焼付塗装
□アジャスター付　□天板／強化ガラス８t グレー

￥160,000（税別）B０２２５０３
別注対応OK 別寸・キャスター付対応可能。

お問い合わせください。

別注対応OK
ご希望のサイズに
合わせて製作対応可能。
お問い合わせください。

TBM-６５７D-GFH
□外寸法／W１２３５×D１０８２×H７００／H８００／H９００
□天板／強化ガラス８t ブロンズ
□フレーム・脚部／スチール焼付塗装仕上

０２２５６１お問い合わせください

TBM-６５７D-GFT
□外寸法／W１１７０×D１０３８×H７００／H８００／H９００
□天板／強化ガラス８t ブロンズ
□フレーム・脚部／スチール焼付塗装仕上

０２２５６３お問い合わせください

収納ケース台車
□外寸法／W９００×D１４２５×H１５５０
※TBM-６５７-GFH ４セット収納タイプ

０２２５７１お問い合わせください

TBM-６５７D-GFR-L
□外寸法／W１１９２×D750×H７００／H８００／H９００
□天板／強化ガラス８t ブロンズ
□フレーム・脚部／スチール焼付塗装仕上

０２２５６２お問い合わせください

TBM-６５７シリーズ
脚ストレートタイプもあります。
お気軽にお問い合わせください。

H900

H700

H500

H900

H800

H700

4XA

お問い合わせください

ミレニアムテーブル4XAシリーズ

会場に合わせてアレンジ

自由自在

テーブルの高さを100mmピッチで調整できます。
使用目的に合わせて会場を自由自在にアレンジ可能 !!
H500/600/700/800/900

宴会場のパーティーレイアウトを

華やかに演出。

様々なアレンジをご提案します。
LED照明を天板内部に

内蔵し「光の演出」にも

こだわりました。

高さ違いの三角形キューブテーブル
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250mm
ストローク

高さ調節
ペダル

天板折り
たたみレバー

無段階高さ調節機構

200㎜
ストローク

AERO TABLE エアロテーブル

KNOCK-DOWN TABLE ノックダウンテーブル

SKY TABLE スカイテーブル

別注対応OK
本体サイズ・縁材は
別注対応可能。
お問い合わせください。

□370φ×H750～1000mm（ベース390φ）

エアロテーブル
□天板／メラミン　側面シート貼り加工
□脚部／スチール黒焼付塗装仕上　
□天板昇降機構付（250mmストローク）

C021801

￥180,000（税別）AT-370

￥260,000（税別）AT-520

￥280,000（税別）AT-630

□520φ×H750～1000mm（ベース500φ）

□630φ×H750～1000mm（ベース500φ）

ノックダウンテーブル ND-900
□外寸法／900φ×H800　□天板／メラミン
□縁材／樹脂エッジ（パネフリ） ※木縁やメラミンにも変更可能
□脚部／ツキ板塗装仕上　
□組立式　□天板と脚部を固定するロック金具付

C021841￥300,000（税別）

□W450×D450×H750～1000mm

エアロテーブル
□天板／メラミン
□脚部／スチール黒焼付塗装仕上（ベース 500φ）
□天板昇降機構付（250mmストローク）

C021802

￥116,000（税別）AT-45

￥140,000（税別）AT-60 □W600×D600×H750～1000mm

□800φ×H740～940mm

スカイテーブル
□天板／メラミン
□脚部／スチールクロームメッキ仕上
　　　　スチール黒焼付塗装仕上
□天板折りたたみ式　□天板昇降機構付（200mmストローク）
□キャスター／50φ　4輪付（ストッパー付）

￥120,000（税別）ST-800S

￥116,000（税別）ST-800ST □800φ×H740～940mm

□800φ×H900～1100mm

C021803

￥124,000（税別）ST-800H

￥120,000（税別）ST-800HT □800φ×H900～1100mm

クローム脚

黒塗装脚

クローム脚

黒塗装脚

宴会・パーティーを自由に新しいプランでアレンジ出来ます。

脚部に木製フレームを採用した組立式の省スペース設計のテーブル。

天板折りたたみ式高さ調節機構付テーブル。

TRANSFORM TABLE トランスフォームテーブル

CATERING TABLE ケータリングテーブル

一台三形態

ブッフェテーブルから、

様々なカタチで有効活用が可能

高さを変えて、

メリハリの有るパーティ空間に！

C021804

トランスフォームテーブル TFT-1
□外寸法／W160０×D800×Ｈ90０
□オープン時／W4240×D800×Ｈ90０／834／726
□メラミン
□スライドテーブル／棚板ソフトエッジ巻き
□キャスター付

お問い合わせください

C021805

ケータリングテーブル TRT-1
□伸縮式ポールスタンド4本　H1130～1430
□棚板3枚（メラミン天板2枚・スチール焼付塗装1枚）
□高さ調整パイプ付
※専用収納ケースもご用意できます。

お問い合わせください

1,6001,320 1,320
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BRIEFING TABLE ブリーフィングテーブル FOLDING TABLE フォールディングテーブル
ワンランク上のグレードを追求
キャスターがないことで
一般会議テーブルと差別化

フォールディングテーブル
□天板／18ｔメラミン　□小口／PVCエッジ
□脚部／スチール粉体塗装仕上（シルバー色）
□キャスター／65φ双輪（ストッパー付） アジャスト機能付

B021914

￥61,400（税別）ATN-P1860

￥54,700（税別）ATN-P1845

￥49,800（税別）ATN-1860

￥43,100（税別）ATN-1845

□W1800×D600×H720　□重量／35kg

□W1800×D450×H720　□重量／30kg

□W1800×D600×H720　□重量／32kg

□W1800×D450×H720　□重量／27kg

OPTION

ブリーフィングテーブル DBT-S型
□天板／メラミン　□小口／ABS樹脂エッジ　
□脚部／支柱 28.6φスチール丸パイプ粉体塗装 黒
　　　　ベース 31.8φスチール丸パイプ粉体塗装 黒
□取手付

C021911

￥58,200（税別）
￥65,800（税別）

□W18００×D４５０×H720　□重量／14.9kg

□W18００×D600×H720　□重量／17kg

ブリーフィングテーブル DBT型
□天板／メラミン　□小口／ABS樹脂エッジ　
□脚部／支柱 28.6φスチール丸パイプクロムメッキ
　　　　ベース 31.8φスチール丸パイプクロムメッキ
□幕板／メラミン（天板同色）　□取手付

C021912

￥106,000（税別）
￥117,900（税別）

□W18００×D４５０×H720　□重量／18.8kg

□W18００×D600×H720　□重量／22.3kg

ブリーフィングテーブル DSL-G型
□天板／メラミン　□小口／ABS樹脂エッジ　
□脚部／支柱 28.6φスチール丸パイプクロムメッキ
　　　　ベース 31.8φスチール丸パイプクロムメッキ
□幕板／メラミン（天板同色）　□取手付

C021913

￥122,600（税別）
￥132,800（税別）

□W18００×D４５０×H720　□重量／17.5kg

□W18００×D600×H720　□重量／20.5kg

ワンタッチ操作で脚部が
開閉ロック

脚フレームで天板を傷つけることなく
平積み収納可能

脚フレームを外側に設定
脚空間を最大限広くしています。

1684mm

B021914

フォールディングテーブル用 棚 ATNS-18
□外寸法／Ｗ1434×Ｄ120×Ｈ10０　□重量／2kg
□スチール 12.8φパイプ粉体塗装仕上
□D600・D450共通

￥6,600（税別）

天板カラー

ナチュラル ホワイト ダークウッド

カバン掛け付 操作レバー 天板跳上げ式

天板下に左右2ヶ所レバーが装着されております。どちらか一方
の操作だけで、天板を折畳むことができます。

移動も固定も簡単なストッパー付キャスター式!!POINT

65φキャスター 高さ調整機能付

65φキャスターを採用して
おりますので移動も楽です。

キャスター上部のリングを回転
させることによりレベル調整が
可能です。（最大+10mm）

平行スタッキング

省スペースの収納が可能です。

スタッキングピッチ：D600/157mm スタッキングピッチ：D450/152mm

ATN-P1860（パネル付）
ナチュラル

ATN-1860（パネル無）
ダークウッド

ATN-1845（パネル無）
ナチュラル

ATN-P1845（パネル付）
ホワイト
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NEW
軽 量
タイプ

FRS１８００

FHS１８００

折りたたみ状態

1200

1800

330

折りたたみ状態
330

1130

900

天板固定金具 ロック解除レバー

片方の操作面で天板の開閉が簡単確実に。
１人で操作が可能です。

天板固定解除レバー

解除

ロック

折りたたみ状態

1200

1800

400
FRS１８００N

KA１８６０Ｎ
折りたたみ状態

1280

330

600

KA１８６０ 折りたたみ状態

1280

600

330

KBR１８００ KBH１８００ KB１８４５

ZER１８００S
ZEH１８００S

ZE１８４５S

ワイド脚

１人でのテーブルセッティングが楽々可能なNEWタイプ

フライト円テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t
□重量／１２００φ:２４kg・１５００φ：２６kg・１８００φ：２８kg・２０００φ：３０kg

B０２１１０１

￥100,000（税別）FRS１２００

￥115,000（税別）FRS１５００

￥120,000（税別）FRS１８００

￥138,000（税別）FRS２０００

□１２００φ×H７００

□１５００φ×H７００

□１８００φ×H７００

□２０００φ×H７００

フライト半円テーブル
□天板／シナ合板
□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t
□重量／１２００φ:２０kg・１５００φ：２２kg・１８００φ：２４kg・２０００φ：２７kg

B０２１１０２

￥70,000（税別）FHS１２００

￥86,000（税別）FHS１５００

￥88,000（税別）FHS１８００

￥105,000（税別）FHS２０００

□１２００φ１/２×H７００

□１５００φ１/２×H７００

□１８００φ１/２×H７００

□２０００φ１/２×H７００

□W１８００×D９００×H７００

フライト角テーブル NEW
□天板／シナ合板 ２８t
□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／D４５０:２５kg・D６００：２９kg・D７５０：３１kg・D９００：３５kg

B０２１１１３

￥60,000（税別）KA１８４５N

￥63,000（税別）KA１８６０N

￥80,000（税別）KA１８７５N

□W１８００×D４５０×H７００

□W１８００×D６００×H７００

□W１８００×D７５０×H７００

￥86,000（税別）KA１８９０N

フライト半円テーブル NEW
□天板／シナ合板 ２８t
□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１２００φ:２４kg・１５００φ：３０kg・１８００φ：３３kg・２０００φ：３７kg

B０２１１１２

￥70,000（税別）FHS１２００N

￥86,000（税別）FHS１５００N

￥92,000（税別）FHS１８００N

￥108,000（税別）FHS２０００N

□１２００φ１/２×H７００

□１５００φ１/２×H７００

□１８００φ１/２×H７００

□２０００φ１/２×H７００

フライト円テーブル NEW
□天板／シナ合板 ２８t
□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／１２００φ:３３kg・１５００φ：３９kg・１８００φ：５０kg・２０００φ：５３kg

B０２１１１１

￥100,000（税別）FRS１２００N

￥120,000（税別）FRS１５００N

￥128,000（税別）FRS１８００N

￥142,000（税別）FRS２０００N

□１２００φ×H７００

□１５００φ×H７００

□１８００φ×H７００

□２０００φ×H７００

□W１８００×D９００×H７００

フライト角テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□天板折りたたみ可　□ストッパー付キャスター
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t
□重量／D４５０:１３．５kg・D６００：１６．５kg・D７５０：２１kg・D９００：２３．５kg

B０２１１０３

￥60,000（税別）KA１８４５

￥66,000（税別）KA１８６０

￥86,000（税別）KA１８７５

□W１８００×D４５０×H７００

□W１８００×D６００×H７００

□W１８００×D７５０×H７００

￥90,000（税別）KA１８９０

□９００φ×H７００

KB型円テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□幕板付は別途見積り　□天板／２８t
□重量／９００φ:１９．５kg・１２００φ:２１kg・１５００φ：２６kg・
　　　　１８００φ：２８kg・２０００φ：３０kg

B０２１２０１

￥34,000（税別）KBR９００

￥46,000（税別）KBR１２００

￥77,000（税別）KBR１５００

￥82,000（税別）KBR１８００

￥98,000（税別）KBR２０００

□１２００φ×H７００

□１５００φ×H７００

□１８００φ×H７００

□２０００φ×H７００

□W１８００×D４５０×H７００

KB型角テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□幕板付は別途見積り　□天板／２８t
□重量／D４５０:１４kg・D６００：１７kg・D７５０：２２kg・D９００：２４kg

B０２１２０３

￥25,000（税別）KB１８４５

￥32,000（税別）KB１８６０

￥40,000（税別）KB１８７５

￥42,000（税別）KB１８９０

□W１８００×D６００×H７００

□W１８００×D７５０×H７００

□W１８００×D９００×H７００

□W１８００×D４５０×H７００

LW型角テーブル（軽量タイプ）
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□ワイド脚　□天板／２5t
□重量／D４５０:１1.6kg・D６００：１3.4kg・D９００：16.8kg
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￥38,200（税別）LW１８４５

￥42,600（税別）LW１８６０

￥53,900（税別）LW１８90

□W１８００×D６００×H７００

□W１８００×D90０×H７００

□９００φ×H７００

ZE型円テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□幕板付　□天板／２８t
□重量／９００φ:２１．５kg・１２００φ:２６kg・１５００φ：２９kg・
　　　　１８００φ：３１kg・２０００φ：３３kg

B０２１３０１

￥42,000（税別）ZER９００S

￥58,000（税別）ZER１２００S

￥88,000（税別）ZER１５００S

￥95,000（税別）ZER１８００S

￥110,000（税別）ZER２０００S

□１２００φ×H７００

□１５００φ×H７００

□１８００φ×H７００

□２０００φ×H７００

KB型半円テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□幕板付は別途見積り　□天板／２８t
□重量／１２００φ:２０kg・１５００φ：２２kg・１８００φ：２４kg・
　　　　２０００φ：２７kg

B０２１２０２

￥33,000（税別）
￥42,000（税別）
￥48,000（税別）
￥58,000（税別）

□１２００φ１/２×H７００

□１５００φ１/２×H７００

□１８００φ１/２×H７００

□２０００φ１/２×H７００

ＫＢH１２００

ＫＢH１５００

ＫＢH１８００

ＫＢH２０００

□１２００φ１/２×H７００

□１５００φ１/２×H７００

□１８００φ１/２×H７００

□２０００φ１/２×H７００

ZE型半円テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□幕板付　□天板／２８t
□重量／１２００φ:２２kg・１５００φ：２４kg・１８００φ：２６．５kg・
　　　　２０００φ：３０kg

B０２１３０２

￥42,000（税別）ZEH１２００S

￥58,000（税別）ZEH１５００S

￥60,000（税別）ZEH１８００S

￥70,000（税別）ZEH２０００S

□W１８００×D４５０×H７００

□W１８００×D６００×H７００

□W１８００×D７５０×H７００

□W１８００×D９００×H７００

ZE型角テーブル
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□幕板付　□天板／２８t
□重量／D４５０:１６kg・D６００：２１kg・D７５０：２４kg・D９００：２６kg

B０２１３０３

ZE１８４５S

ZE１８６０S

ZE１８７５S

ZE１８９０S

￥38,000（税別）
￥43,000（税別）
￥52,500（税別）
￥54,000（税別）

別注対応OK 天板交換・脚部交換など修理承ります。
別寸対応も可能。お問い合わせください。
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H３３０時

H７００時

H７００時

H９００時

折りたたみ状態

和机兼用テーブル

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上（H700クランク式 ・ H330バネ脚）
□天板／２８t

B０２１４０１

￥34,000（税別）KB７３４５

￥40,000（税別）KB７３６０

□W１８００×D４５０×H３３０/７００

□W１８００×D６００×H３３０/７００

ティーテーブル

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t

B０２１５０１

￥25,000（税別）KB９４５

￥28,000（税別）KB９６０

□W９００×D４５０×H５００

□W９００×D６００×H５００

KBL型円テーブル（両Lバネ脚）

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t

￥66,000（税別）KBLR1200

￥100,000（税別）KBLR1500

□1200φ×H7００

□1500φ×H7００

B０２１204

￥105,000（税別）KBLR1800 □1800φ×H7００

KBL型半円テーブル（片Lバネ脚）

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t

￥55,000（税別）KBLH1200

￥62,000（税別）KBLH1500

□1200φ1/2×H7００

□1500φ1/2×H7００

B０２１205

￥72,000（税別）KBLH1800 □1800φ1/2×H7００

KBL型角テーブル（両・片Lバネ脚）
□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t
※D450・600（片Lバネ脚）　※D750・900（両Lバネ脚）

￥38,000（税別）KBL1845

￥45,000（税別）KBL1860

□W1800×D450×H7００

□W1800×D600×H7００

￥60,000（税別）KBL1875 □W1800×D750×H7００

B０２１206

￥62,000（税別）KBL1890 □W1800×D900×H7００

ターンテーブル

□天板／メラミン
□縁材／ソフトエッヂ巻き
□天板／２１t　□回転板TT-K１付

B０２２１０１

￥40,000（税別）TT-７５０

￥40,000（税別）TT-９００

￥58,000（税別）TT-１２００

□７５０φ（回転板４３５φ）×H49

□９００φ（回転板４３５φ）×H49

□１２００φ（回転板５８０φ）×H５２

ガラスターンテーブル
□強化ガラス８t（グレー）
□アルミ回転板TT-K２付

B０２２２０１

￥90,000（税別）TTTP-９００

￥180,000（税別）TTTP-１２００

□９００φ（回転板４５０φ）

□１２００φ（回転板６００φ）

B０２２３０１

￥16,000（税別）TT-K１A

￥21,000（税別）TT-K１B

￥50,000（税別）TT-K１C

□４３５φ

□５８０φ

□８５０φ

回転板

B０２２３０２

￥24,000（税別）□TT-K２A

￥60,000（税別）□TT-K２B

□４５０φ

□６００φ

アルミ回転板

角テーブル台車（折りたたみ式） TW-２６

□外寸法／W１６３５×D７５０×H８５０
□フレーム／スチール塗装仕上
□移動用キャスター付・クッション付
□１０台積

￥220,000（税別）B０２３１０１

ターンテーブル台車 TW-２５

□外寸法／W１２８０×D７００×H８４９
□キャスター／自在１００φ×２（ストッパー付） 固定１００φ×２
□材質／スチール焼付塗装仕上
□１０台積（900φ～1200φのテーブル対応）

￥140,000（税別）B０２２４０１

縦積テーブル台車 TD-６００

□外寸法／W７００×D６５０×H１５２０
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□組立式　□６台積（D450～620のテーブル対応）

￥63,700（税別）B０２３１０５

平積テーブル台車 TD-４5０D

□外寸法／W１９7０×D760×H１40０
□フレーム／スチール焼付塗装仕上
□組立式　□１０台積（D450～620のテーブル対応）

￥122,000（税別）B０２３１０４

KB型円テーブル（高さ兼用式）

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t

B０２１２０１

￥50,000（税別）KBR９７９

￥62,000（税別）KBR１２７９

□９００φ×H７００/９００

□１２００φ×H７００/９００

KB型角テーブル（別注脚・四方向着席可能）

□天板／シナ合板　□縁材／ソフトエッヂ巻き（木縁も可）
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／２８t

B０２１２０３

￥40,000（税別）KB０９０９□W９００×D９００×H７００




