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講演台／司会者台／花台
受付カウンター

Wooden
Furniture

Ａ040235

司会者台 ＭＤ-100
□外寸法／Ｗ6００×Ｄ6００×Ｈ１１7０
□カリンツキ板
□真ちゅう目地　□キャスター付

￥540,000（税別）Ａ040136

講演台 LＤ-100A
□外寸法／Ｗ14００×Ｄ7００×Ｈ１１7０
□カリンツキ板
□真ちゅう目地　□キャスター付

￥700,000（税別）

Ａ040138

講演台 LＤ-90
□外寸法／Ｗ11００×Ｄ7００×Ｈ１20０
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥760,000（税別） Ａ040236

司会者台 MＤ-90
□外寸法／Ｗ7００×Ｄ65０×Ｈ１20０
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥700,000（税別） Ａ040320

花台 FＤ-90
□外寸法／Ｗ5００×Ｄ50０×Ｈ65０
□メラミン

￥310,000（税別）

Ａ040137

講演台 LＤ-100B
□外寸法／Ｗ12００×Ｄ65０×Ｈ１１7０
□カリンツキ板
□真ちゅう目地　□キャスター付

￥660,000（税別）

Ａ０40135

講演台 LD-80
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ7００×Ｈ１０85
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥720,000（税別） Ａ040237

司会者台 MD-120
□外寸法／Ｗ7００×Ｄ55０×Ｈ１150
□天板/強化ガラス
□スチール焼付塗装仕上
□アジャスター付

￥1,280,000（税別）

Ａ０40335

花台 FD-80
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ7００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥240,000（税別）
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Ａ０４０１３３

講演台 LＤ-５０
□外寸法／Ｗ８００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□照明付　□キャスター付

￥900,000（税別）

Ａ040141

講演台 LＤ-110
□外寸法／Ｗ10００×Ｄ790×Ｈ1120～1310
□オークツキ板
□キャスター付

￥1,200,000（税別）

Ａ０４１２３２

司会者台 ＭＤ-６０
□外寸法／Ｗ８００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥760,000（税別）Ａ０４０１３２

講演台 LＤ-６０
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ７００×Ｈ１１００
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥820,000（税別）

Ａ040238

司会者台 ＭＤ-６０B
□外寸法／Ｗ8００×Ｄ6００×Ｈ11００
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥700,000（税別）

Ａ040140

講演台 LＤ-６０B
□外寸法／Ｗ12００×Ｄ7００×Ｈ11００
□メラミン
□LED照明付　□キャスター付

￥760,000（税別）

Ａ040234

司会者台 ＭＤ-7０
□外寸法／Ｗ6００×Ｄ55０×Ｈ１１００
□マホガニツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥700,000（税別） Ａ040134

講演台 LＤ-7０
□外寸法／Ｗ9００×Ｄ6００×Ｈ１１００
□マホガニツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥780,000（税別） Ａ０40334

花台 FＤ-7０
□外寸法／Ｗ45０×Ｄ45０×Ｈ6００
□マホガニツキ板ウレタン塗装

￥240,000（税別）

Ａ０４０１０１

講演台 LD-２０
□外寸法／Ｗ１６００×Ｄ６５０×Ｈ１０５０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□照明付　□キャスター付

￥920,000（税別） Ａ０４０２０１

司会者台 MD-２０
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５5０×Ｈ１０５０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□照明付　□キャスター付

￥740,000（税別） Ａ０４０３０１

花台 FD-２０
□外寸法／Ｗ４００×Ｄ４００×Ｈ６５０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥320,000（税別）

Ａ０４０１３１

講演台 ＬＤ-４０
□外寸法／Ｗ１０００×Ｄ600×Ｈ１０６０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□照明付　□キャスター付

￥640,000（税別） Ａ０４０２３１

司会者台 ＭＤ-４０
□外寸法／Ｗ８００×Ｄ５5０×Ｈ１０６０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□照明付　□キャスター付

￥520,000（税別）

※書見台はオプション

※書見台はオプション
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Ａ０４０１１０

講演台 LD-２３
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１０２０
□ナラリブ貼ウレタン塗装
□キャスター付

￥400,000（税別） Ａ０４０２１０

司会者台 MD-２３
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５5０×Ｈ１０２０
□ナラリブ貼ウレタン塗装
□キャスター付

￥340,000（税別） Ａ０４０３０８

花台 FD-２３
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６００
□ナラリブ貼ウレタン塗装

￥240,000（税別）

Ａ０４０１０３

講演台 LD-１０
□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ６５０×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥640,000（税別） Ａ０４０２０５

司会者台 MD-１０
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ5５０×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥480,000（税別） Ａ０４０３０５

花台 FD-１０
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６５０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥280,000（税別）

Ａ０４０１０４

講演台 LD-１A
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１０２０
□チークツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥320,000（税別） Ａ０４０２０６

司会者台 MD-１B
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ５5０×Ｈ１０２０
□チークツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥300,000（税別） Ａ０４０３０６

花台 FD-１
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６００
□チークツキ板ウレタン塗装

￥180,000（税別）

Ａ０４０１０２

講演台 LD-２１
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□書見台付　□キャスター付

￥580,000（税別） Ａ０４０２０３

司会者台 MD-２１A
□外寸法／Ｗ６５０×Ｄ6００×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥480,000（税別） Ａ０４０３０３

花台 FD-２１
□外寸法／Ｗ５００×Ｄ５００×Ｈ７５０
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥240,000（税別）

指定ロゴマーク取付対応可能

Ａ０４０１１９

講演台 LD-１１
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１０６０
□ベルビアンシート貼り
□キャスター付

￥600,000（税別） Ａ０４０２２１

司会者台 MD-１１
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ６００×Ｈ１０６０
□ベルビアンシート貼り
□キャスター付

￥500,000（税別） Ａ０４０３１９

花台 FD-１１
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６００
□ベルビアンシート貼り
□天板：ナラウレタン塗装

￥340,000（税別）

保護収納カバー
□生地／ダブルラッセル

大きさに合わせて製作致します。

Ａ０４０４１０お問い合わせください Ａ０４０４０１

書見台 LDS-０１
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ３３０×Ｈ１００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥54,000（税別）

Ａ０４０１０９

講演台 LD-２２
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ１０２０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥340,000（税別） Ａ０４０２０９

司会者台 MD-２２
□外寸法／Ｗ６００×Ｄ５5０×Ｈ１０２０
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

￥300,000（税別） Ａ０４０３０７

花台 FD-２２
□外寸法／Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ６００
□ナラツキ板ウレタン塗装

￥200,000（税別）

素材

真ちゅうプレート（ミガキ・HL） 腐蝕（エッチング）加工・着色仕上
シルク印刷仕上

インクジェット印刷仕上
カッティングシート貼り仕上
各素材切り抜き加工

ステンレスプレート（ミガキ・HL）

アクリルプレート（指定カラー）

カッティングシート（指定カラー）

表示方法

製品本体にご指定のサイズで
取り付けて完成。

詳しくは、お問い合わせください。

※製品本体の材質により
　取付方法が変わります。
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2台組合せ使用時

A B

受付カウンター RBＷ-2０１
□外寸法／W１８5０×D6００×H９００
□ナラツキ板ウレタン塗装　□天板／メラミン
□キャスター付

A０４０１５0￥680,000（税別）

受付カウンター RBＷ-3０１
□外寸法／W180０×D7００×H9００/700
□メラミン　□キャスター付

A040155￥920,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０３
□外寸法／W１５００×D９００×H１２４０
□メラミン　□キャスター付

A０４０１５３￥900,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０１
□外寸法／W１８００×D９００×H９００
□ナラツキ板ウレタン塗装　□キャスター付

A０４０１５１￥740,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０２
□外寸法／W１８００×D９００×H９００
□ナラツキ板ウレタン塗装
□脚部ステンレス

A０４０１５２￥950,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０４
□外寸法／W１５００×D６００×H９００
□メラミン　□キャスター付

A０４０１５４￥800,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０5
□外寸法／W2045×D900×H730
□ナラツキ板ウレタン塗装
□キャスター付

A040156￥900,000（税別）

受付カウンター RBＷ-１０6
□外寸法／W180０×D9００×H9００
□スチール焼付塗装仕上
□天板／強化ガラス8t　□キャスター付

A040157￥350,000（税別）


