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デスクと収納棚が一体の
圧迫感のない便利モノ。
棚は左右どちらでも
付け替え可能です。
キズ汚れに強いメラミン天板
にしてお財布にも優しい。

ターブルタワー Ⅱ  120 デスク
材質
注釈

カラー
メラミン貼り・パーティクルボード・スチール
WH/NA ( スチール部がホワイト ) 色も有り・棚は左右入替え可能・他サイズなし

BK/NA

メーカー希望小売価格  ￥14,685

税込 ¥9,980
サイズ 幅120　奥行53　高さ120.5  天板高 72 (cm)

ランキング
人気

No.1

非常に安価なのに、天板は
メラミン素材で耐熱・耐水・
耐キズの高い安定力。
デスク角にコード穴もあり。

マーキュリー  80 デスク
材質
注釈

カラー
メラミン・パーティクルボード・スチール
NA、WN の全 2 色・100 サイズも有り

NA

メーカー希望小売価格　¥11,517

税込 ¥7,700
サイズ 幅80　奥行50　高さ84 天板高72.5 (cm)

単体ではコンパクトな
キャスター付シンプルデスク。
別売りのW90 デスクを
併用するとL字に組めたり
段差のある奥行 95cm の
デスクになったり、後は発想。

ターブル  W84C デスク
材質
注釈

カラー
天板：メラミン貼り・パーティクルボード　フレーム：スチール・ナイロンキャスター
ホワイト / ナチュラル (WH/NA) 色も有り・幅90 奥行45 高さ75(cm) タイプも有り

ブラック/ ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥11,660

税込 ¥8,500
サイズ 幅84　奥行40　高さ71  (cm)

ランキング
人気

No.2

低コストながらシンプルで
美しいフォルムを持つ人気
強化ガラスデスク。
左右に作業ポイントを分けて
効率のよいデスク環境を
作ってみよう。

ガラス PC デスク L型
材質
注釈

カラー
強化ガラス・スチール ( エポキシ樹脂塗装 )
他色、他サイズなし

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥29,150

税込 ¥14,800
サイズ 幅141　奥行141　高さ75 (cm)
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Ｌ字を選ぶあなたは賢い
効率派。天然ウォールナット
仕様の高級感のあるデスク。
左右のスペースで作業を
切り分けて時間を有効に
使おう。

アベニュー  ウォールナット突板 Ｌ字デスク
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 / MDF ( ラッカー塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
NA( ナチュラル ) 色も有り・ワゴン別売り・他サイズなし

BR ( ブラウン )

メーカー希望小売価格  ￥37,400

税込 ¥19,800
サイズ 幅120　奥行100　高さ72 (cm)

引出に、小物が置ける可動棚、
サイドの収納ボックス。
場所をとりたくないけど整理力
は欲しいのだ !という方に
もってこいのデスク。

リッシュ  100 多収納 デスク
材質
注釈

カラー
天板：PVC ( 真空プレス )・MDF　前板：PVC・MDF　本体・脚部：スチール ( 粉体塗装 )
ブラウン色も有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ¥36,300

税込 ¥19,800
サイズ 幅100　奥行55　高さ87  天板高 74 (cm)

ランキング
人気

No.3

通常のデスクの高さやカウン
ターの高さに切り替え可能。
同シリーズのＬ字デスクと
連結させて「私の牙城」を
作ってしまいましょう。

高 さ を 70cm と 100cm
に切り替えできるＬ字デスク。
スタンディングワークを導入
すれば仕事効率もアップ！
カウンターとしても使え、
マルチな使い方が可能。

アスナー  120 オーク突板 デスク (高さ2 段階)アスナー  オーク突板 Ｌ字デスク (高さ２段階)

材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
オーク突板 / MDF ( ラッカー塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
BR ( ブラウン ) 色も有り・Ｌ字タイプも有り

オーク突板 / MDF ( ラッカー塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
BR ( ブラウン ) 色も有り・120cm 長方形タイプも有り

NA ( ナチュラル )NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥27,000メーカー希望小売価格  ￥48,400

税込税込 ¥¥ 16,00025,000
サイズサイズ 幅120　奥行40　高さ72/102 (cm)幅100　奥行40/100　高さ72/102 (cm)

LOW LOW
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天板を畳むとデスクに、広げる
とダイニングテーブルになる
2WAYデスク。もしくは
88cm のワイドな奥行をフル
に使った作業台としての使用
もアリ。棚付きです。

モカ  ウォールナット突板 マルチデスク
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット突板 ( ラッカー塗装 )　本体：プリント化粧板　脚：ラバーウッド無垢 ( ラッカー塗装 )

他色、他サイズなし　※棚付き・脚底にアジャスター付き

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥59,400

税込 ¥３４,800
サイズ 幅120　奥行55/80　高さ70 (cm)

こなれ感があり、
木目の表情が豊かに彩る
コーヒーの似合うデスク。
ちなみに引出の中も
可愛いので忘れずに
開けてみてほしい。です。

セージ  90 パイン材 デスク
材質
注釈

カラー
パイン材 ( オイル仕上げ )
ナチュラル・カフェ・ホワイト・ブルー・ブラック/カフェの全 5 色

NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥38,500

税込 ¥38,500
サイズ 幅91　奥行45　高さ72 (cm)

ブラック色の両サイド部は
高さを3 段階に調整すること
ができ、スペース有効活用に
役立つのが特徴。
引出しと上棚付きで収納力も
あるロングセラー。

デイ  デスク
材質
注釈

カラー
天板・前板・上棚：MDF 15mm / PVC　本体・脚部：スチール ( 粉体塗装 )
ブラウン (BR) とナチュラル (NA) の全 2 色

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥41,800

税込 ¥24,800
サイズ 幅134　奥行55　高さ86.5　天板高 73 (cm)

こだわる大人にふさわしい
上質な風格、3年保証の強度。
背面の幕板は高さを調整でき、
下に下げるとモニターアーム
の取付が可能。バッグをかけ
られるフック、コードスリット付。

シリウス II  120 メラミン天板 デスク
材質
注釈

カラー
天板：メラミン・パーティクルボード　脚：スチール ( アジャスター付 )　耐荷重：50kg
120、140 の全 2 サイズ・他色なし・構造体 ：3 年保証、外装・表面仕上げ：1 年保証

グレー

メーカー希望小売価格  ￥29,700

税込 ¥29,700
サイズ 幅120　奥行60　高さ72 (cm)
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セラミック柄シートの天板が
現代らしいインパクト。
天板下にはコードポケットと
4口コンセントが隠されてあり、
天板スリットを通せば配線を
美しく収納できます。

モデルノ  120 セラミック調 デスク (本体のみ)

材質
注釈

強化紙 ( ヒッコリー柄 )・塩ビシート ( セラミック柄 )・コート紙・V シュプラーデ
デスクは幅 100・120・140 の 3サイズ有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥58,300

税込 ¥35,000
サイズ 幅120　奥行50　高さ73 (cm)

深引出しには A4 ファイルも収納可能

モデルノ 43 サイドチェスト
幅43　奥行50　高さ73 (cm)

カラー
材質

注釈

強化紙 ( ヒッコリー柄 )・塩ビシート ( セ
ラミック柄 )・コート紙・V シュプラーデ
他色なし

税込 ¥ 28,500
メーカー希望小売価格  ￥44,440

上台は左右向きを転換できます

モデルノ 30 サイドキャビネット
幅30　奥行50　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

強化紙 ( ヒッコリー柄 )・塩ビシート ( セ
ラミック柄 )・コート紙・V シュプラーデ
他色なし
上台は左右向きを変更可能・可動棚２枚

キャスター付きで移動は楽

モデルノ 43 ワゴン
幅43　奥行44　高さ59 (cm)

カラー
材質

注釈

強化紙 ( ヒッコリー柄 )・塩ビシート ( セ
ラミック柄 )・コート紙・V シュプラーデ
他色なし

税込 ¥ 39,500税込 ¥ 26,000
メーカー希望小売価格  ￥66,000メーカー希望小売価格  ￥43,010

Moderno モデルノ
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ホワイトオークとスチールで
構成されたベストセラー

「スプレム」シリーズのデスク。
オーク無垢材の温かさに長く
愛着が持てるデザインです。
引き出し3杯付き。

スプレム  120 オーク無垢材 デスク (L)
材質
注釈

カラー
オーク無垢材・オーク突板・スチールパイプ ( 黒塗装 )
幅 82cm の S サイズも有り・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥60,500

税込 ¥60,500
サイズ 幅120　奥行50　高さ73 (cm)

カラー
材質

注釈

MDF (PVC 真空プレス )・バーチクルボー
ド ( 塩ビ貼り )・スチール ( クリア塗装 )
他色なし

ナチュラルヴィンテージ

ウルバー　ワゴン
幅42.5　奥行40.6　高さ58 (cm)

税込 ¥ 23,000
メーカー希望小売価格  ￥42,900

今を彩る「上品ヴィンテージ」
コーデに寄せた、雰囲気の
ある令和デスク。
小粋なスチール脚が憎い。
本棚にはスマホ充電もできる
USB&電源コンセント付き。

ウルバー  100 ナチュラルヴィンテージ デスク
材質
注釈

MDF (PVC 真空プレス )・バーチクルボード ( 塩ビ貼り )・スチール ( クリア塗装 )
他色・他サイズなし・デスク単体 ( 売価 ¥36,300) ワゴン単体 ( 売価 ¥22,000)

メーカー希望小売価格  ￥71,500

税込 ¥39,800
サイズ 幅100　奥行55　高さ93　天板高 72 (cm)

プロフェッショナルのために設計
された国産デスク。板厚30mm
を誇る世界高ランクのウォール
ナット無垢材を使用し、スチー
ル脚を使うことで現代的なスタ
イリッシュさを表現しています。

シトク  140 国産 高級ウォールナット無垢デスク
材質
注釈

カラー
ウォールナット節有無垢 ( ウレタン塗装 )・スチール
幅 120cm タイプも有り・オーク色も有り・日本製

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥126,500

税込 ¥126,500
サイズ 幅140　奥行60　高さ72  天板厚 3 (cm)

前面

背面 (バックパネル収納有り)
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エールデスク本体下に収容可能

エール デスクワゴン 3段
幅35　奥行45　高さ58 (cm)

カラー
材質

注釈

WFT-1
オーク材 ( オイル仕上げ )・スチール

4 段サイズも有り・他色なし

税込 ¥ 28,600
メーカー希望小売価格  ￥28,600

AILE DESK

「クラッシュ」らしいデザインに
ナチュラルで優しいオーク材と
アイアンパーツを組み合わせ
た全世代向きデスク。
マグネットパーツが取り付けら
れる別売りの上置きとセットで。

エール  150 オーク材 デスク
材質
注釈

カラー
オーク材 ( オイル仕上げ )
120 サイズも有り・他色なし

WFT-1

メーカー希望小売価格  ¥77,000

税込 ¥77,000
サイズ 幅150　奥行50　高さ72 (cm)

マグネットパーツが使えるブラックパネル

エール 150 デスク上置き
幅144　奥行26　高さ85 (cm)

カラー
材質

注釈

WFT-1
オーク材 ( オイル仕上げ )・スチール

120 サイズも有り・他色なし

税込 ¥ 57,200
メーカー希望小売価格  ￥57,200
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カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブラウン
MDF( エポキシ樹脂塗装 )・金属 ( 鋼 )

ブラウン、ホワイトの全 2 色
他サイズなし　　LOT:1

ホワイト
MDF( エポキシ樹脂塗装 )・金属 ( 鋼 )

ブラウン、ホワイトの全 2 色
他サイズなし　　LOT:1

お一人様用の、全部たためる簡易テーブル お一人様用の、全部たためる簡易テーブル

折りたたみテーブルチェアセット 折りたたみテーブルチェアセット
幅70　奥行50　高さ71 (cm) 幅70　奥行50　高さ71 (cm)

税込 ¥ 7,980 税込 ¥ 7,980
メーカー希望小売価格  ￥11,770 メーカー希望小売価格  ￥11,770

ホワイト ブラウン

ブラウン ホワイト

プリンターやタブレットを設置可能

フリンク プリンターカート
幅45　奥行45　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

ミディアムブラウン
天板：ウォールナット突板
前板：ウォールナット無垢材
廃盤につき展示品限り

税込 ¥ 19,450
メーカー希望小売価格  ￥オープン価格現品限り特価

¥9,900

ターンテーブルの位置をスラ
イドすることで設置場所に
応じたサイズに伸張できる
チェスト付き書斎デスク。
幅 120 〜 200 cmまで
伸張可能です。

グラト  ウォールナット突板 書斎２点セット
材質
注釈

カラー
主材：ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )
他バリエーション有り・他色なし

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥97,680

税込 ¥65,300
サイズ 幅  約120 〜 200　奥行45.5　高さ72.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブラウン
MDF・スチール

ブラウン、ナチュラルの全 2 色

ナチュラル
MDF・スチール

ブラウン、ナチュラルの全 2 色

A4 紙がギリギリ入ります A4 紙がギリギリ入ります

フローレ  デスクワゴン フローレ  デスクワゴン
幅30　奥行45　高さ66 (cm) 幅30　奥行45　高さ66 (cm)

税込 ¥ 14,800 税込 ¥ 14,800
メーカー希望小売価格  ￥15,880 メーカー希望小売価格  ￥15,880
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DESK CHAIR



ノート PC 作業や読書をよりスマートに

タブレットスタンド (プロ・プロオットマン用)

( 樹脂部分 ) W31 × D21.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ナイロン樹脂・アルミニウム

ベーシック・エンジョイ用も有り
他色なし

税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥33,000

ついつい欲しくなる上着掛け

ジャケットハンガー (プロHAM用)
W41.5 × H13.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ナイロン樹脂

ベーシック HAM 用もあり
他色なし

税込 ¥ 5,500
メーカー希望小売価格  ￥8,250

幅65.5 奥行66 〜 131 高さ116 〜 130 座高 46 〜 55 (cm)
フレーム：アルミダイキャスト　背・座：ポリエステル エラストメリックメッシュ
座面クッションタイプも有り・ヘッドレスト無しタイプは無し・カラー全 12 色

世界的高級オフィスチェア
「エルゴヒューマン」の最上級
モデル。収納型オットマン付きで
リラックスタイムも満喫でき、別売
りのタブレットスタンドを付ければ、
のけぞりながらのワークも可能。

世界的高級オフィスチェア
「エルゴヒューマン」の
スタンダードモデル。
独立したランバーサポートで
腰を優しくフィッティングして
くれるのが特徴。

エルゴヒューマン プロオットマンチェア 座面：メッシュ
シート：エラストメリック

座面：クッション
シート：エラストメリック
ヘッドレスト：無しエルゴヒューマン ベーシックチェア

材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
フレーム：アルミダイキャスト　座：モールドウレタン　背：エラストメリックメッシュ
座面クッションタイプ、ヘッドレスト有りタイプも有り・カラー全 12 色

ブラック (KM-11) ホワイト (KM-16)

メーカー希望小売価格  ￥227,700 メーカー希望小売価格  ￥173,250

税込 税込¥ ¥151,800 115,500
サイズ サイズ 幅65.5　奥行65.5　高さ97 〜 112　座高 46 〜 55 (cm)

もちっとしたシルキータッチ、ポケットコイル入り。とろける座り心地。側面メッシュで通気性も良。

グラント シルキーファイバー デスクチェア (ローバック)グラント リサイクルレザー デスクチェア (ハイバック)

幅67.5　奥行76　高さ102〜107　座高46〜51 (cm)幅67.5　奥行76　高さ102〜107　座高46〜51 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ベージュ / ローバック
[ 表 ] ポリエステル [ 裏 ] PVC
[ 中身 ] ポケットコイル・ウレタン・シリコンフィル

全 6 色 ( 素材は全 2 種 )
ハイバック・ローバックの 2 タイプ有り

DBR ( ダークブラウン ) / ハイバック
[ 表 ] PU・リサイクルレザー [ 裏 ] PVC
[ 中身 ] ポケットコイル・ウレタン・シリコンフィル

全 6 色 ( 素材は全 2 種 )
ハイバック・ローバックの 2 タイプ有り

税込 ¥ 39,600税込 ¥ 40,700
メーカー希望小売価格  ￥39,600メーカー希望小売価格  ￥40,700
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キネマの美容室に出てくるような

ゲイズ  チェア
幅56　奥行61　高さ76〜86　座高45〜55 (cm)

グリーン ブラック ブラウン ネイビー

カラー
材質

注釈

GR ( グリーン )
PU レザー

グリーン・ブラック・ブラウン・ネイビー
の全 4 色

税込 ¥ 19,500
メーカー希望小売価格  ￥22,000

働く女性に向けて開発されたカラフルシリーズ

ロッティ オフィスチェア
幅63　奥行63　高さ85　座高38〜46.5 (cm)

カラー
材質

注釈

樹脂・モールドウレタン

全 6 色

税込 ¥ 24,200
メーカー希望小売価格  ￥36,300

高耐久のFRP素材。高センスな嗄色。

NO-FP キャスターチェア
幅47.5　奥行57　高さ82〜92　座高 46〜56 (cm)

カラー
材質

注釈

インダストリアルグレー
FRP( 繊維強化プラスチック )・綿・
ポリエステル・スチール
張地変更のため現行品は展示品限り
アイボリー・グレー・ブラックの全 3 色

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800現品限り特価

¥17,800

イームズ夫妻へのオマージュ

ミッドセンチュリーチェア
幅61　奥行67　高さ120 座高 42 〜 48 (cm)

カラー
材質

注釈

BK
積層合板・スチール・ウレタン・PU

GR( 張地 : グリーン ) 色も有り

税込 ¥ 26,400
メーカー希望小売価格  ￥38,665

絶妙なブルーカラーと積層合板のバランス

ブロンコ HOMEチェア
幅58　奥行57　高さ79〜86　座高41〜48 (cm)

カラー
材質

注釈

BK/BU ( ブラック / ブルー )
ファブリック・積層合板

ブルー・ブラウン・グレー・ブラックの全４色

税込 ¥ 17,500
メーカー希望小売価格  ￥26,675

絶妙なブルーカラーと積層合板のバランス

ブロンコ HOMEチェア
幅58　奥行57　高さ79〜86　座高41〜48 (cm)

カラー
材質

注釈

WH/SBU ( ホワイト / スモークブルー )
ファブリック・積層合板

全 7 色

税込 ¥ 17,500
メーカー希望小売価格  ￥26,675

カラー
材質
注釈

ブラック
PU/PVC・鋼・ウレタンフォーム・合板
ブラックとブラウンの全 2 色
耐荷重：80kg
リクライニング角度：90 〜 135°

伸びる足置きも付いた高コスパチェア

リクライニングチェア
幅69.5　奥行63　高さ105〜113　座高 42〜50 (cm)

税込 ¥ 24,000
メーカー希望小売価格  ￥32,450
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千鳥格子柄とファブリックの優しさ

ピケ デスクチェア
幅55.5  奥行63.5  高さ76.5〜84.5  座高46〜54 (cm)

カラー
材質

注釈

千鳥格子柄
積層合板・スチール ( 黒粉体塗装 )
ナイロンキャスター
他色なし

税込 ¥ 10,500
メーカー希望小売価格  - Unknown -

カラー
材質

注釈

グリーン
張地：メッシュ　中材：ウレタン・合板
脚：ナイロン樹脂成型
グレー・レッド・グリーン・ブラックの
全 4 色・ロッキング機能付き・肘は跳上げ式

高通気性のメッシュ、肘は跳ね上げ式

メッシュ ホームチェア
幅66　奥行59.5　高さ90〜100　座高42.5〜52.5 (cm)

ホワイト

グリーン
レッド ブラック

税込 ¥ 12,800
メーカー希望小売価格  ￥15,950

カラー
材質

注釈

ライトブルー (LBL)
ウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・コッ
トン
LBL・LRD の 2 色

シンプルで優しい生地感のモダンなチェア

エマ デスクチェア
幅47　奥行56.5　高さ75-83　座高44-52 (cm)

税込 ¥ 14,800
メーカー希望小売価格  ￥16,500

LBL LRD

カラー
材質

注釈

ネイビー
ファブリック・スチール

NV( ネイビー )・CHARCOAL( チャコール )・
レッドブラウン (RBR) の全 3 色

クセのないデザイン、良質な布生地

パネム デスクチェア
幅47　奥行56.5　高さ75 〜 83　座高 44 〜 52 (cm)

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥15,400

カラー
材質

注釈

グレー
ファブリック・スチール ( 粉体塗装 )・
ナイロンキャスター
グレー、ベージュの全２色

アンティーク風キルティング デザイン

デスクチェア
幅46　奥行51　高さ71 (cm)

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  UNKNOWN

グレー ベージュ

カラー
材質

注釈

ブラック
ポリウレタン・ファブリック・スチール

肘無タイプも有り ( 売価 ¥6,980)
他色なし

コスパが嬉しい布生地デスクチェア

コム 肘付ガス圧チェアー
幅55　奥行49　高さ85 (cm)

税込 ¥ 7,980
メーカー希望小売価格  ￥7,980

肘付
肘無

両肘が昇降するので PC 作業がラク !

BNR オフィスチェア
幅65  奥行67  高さ84.5〜93.5  座高 43〜52 (cm)

カラー
材質

注釈

LBR ( ライトブラウン )
PU レザー・積層合板・ウレタン

他色なし

税込 ¥ 15,800
メーカー希望小売価格  ￥29,700

カラー
材質

注釈

ブラック
レザーファブリック・スチール・キャスター

他色なし
ガス圧式昇降

格調感じるレザーファブリック

クロム デスクチェア
幅56　奥行56　高さ78.5　座高 45 (cm)

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥15,400
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GAMING GEAR



疲れたときの休息にうれしい
オットマン付きモデル。
座面に非常にヘタれにくい
高反発モールドウレタン内蔵、
新 4Dアームレスト、低座面、
135°リクイライニング機構。

女性ユーザーの声で生まれた、
インテリアに馴染むデザイン。
オフィスチェアとしても遜色な
いルックスです。 "ルセル"ベー
スの上位互換。4D アームレス
ト、135°リクイライニング機構。
V2 バージョンになり、座高の
可変域が広くなりました。

ルセル オットマン  PUレザー ゲーミングチェア

シャスティーナ V2  ファブリック ゲーミングチェア

スペック
注釈

スペック
注釈

カラー

カラー

PU・モールド座面・新 4D アームレスト・160°静音リクライニング
グレー・レッド・ブルー・ピンクの全４色展開・耐荷重 150kg

ファブリック・モールド座面・新 4D アームレスト・160°静音リクライニング
他色なし・耐荷重 150kg

ブルー

グレー

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥37,000

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥40,700

税込

税込

¥

¥

37,000

40,700

サイズ

サイズ

幅71.5 奥行71.5 高さ119.5〜125.5 座高 41 〜47 (cm)

幅71.5 奥行71.5 高さ126 〜134 座高 41 〜48 (cm)

数々の eSports 選手から
愛される、プロゲーマー仕様の
スペック。長時間の血流圧迫を
緩和する坐骨サポートに、背面
パンチング加工により通気性も
良好。着座時間の長い方に。
3Dアームレスト、160°
リクライニング機構。

アイガー  PUレザー ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
PU/ パンチング PU 合皮・モールド座面・3D アームレスト・160°静音リクライニング
グレー・レッド・ブルー・グリーンの全４色展開・耐荷重 150kg

レッド

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥34,760

税込 ¥34,760
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ126.5〜134 座高 42〜49.5 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥39,600

Contieaks 一番人気チェア。
ジャージファブリック生地で
ムレにくさを強調したモデル。
座面に非常にヘタれにくいモー
ルドウレタン内蔵、
新 4Dアームレスト、
160° 静音リクイライニング
機構の高コスパ。

ローザ  ジャージ生地 ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
布地・モールド座面・新 4D アームレスト・160°静音リクライニング
グレー・レッド・ブルー・ピンクの全４色展開・耐荷重 150kg

グレー

税込 ¥39,600
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ126.5〜134 座高 42〜50 (cm)
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座面上であぐらもかけるワイド
サイズ。蒸れにくいソファー
ファブリックが部屋に馴染み、
オフィス用途にも適している。
背面にも三次元成型モールドウ
レタンを使用したリッチ仕様。
3Dアームレスト、
135°リクライニング機構。

ティトリス  ファブリック ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
布地・モールド座面・3D アームレスト・135°静音リクライニング
他色なし・耐荷重 150kg

グレー

メーカー希望小売価格  ￥36,182

税込 ¥40,700
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ134 〜142 座高 45 〜53 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥40,700

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥46,860

クリエイターの要望に応えて
前屈みになっても正しい姿勢が
保てる前傾チルト機能を搭載。
オンライン会議用にロゴを目立
たなくさせました。
背面には収納ポケットも装備。
新型 4Dアームレスト・
160°リクライニング構造。

ディアブロ  PUレザー ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
ソフト PU レザー・モールド座面・前傾チルト・背面収納ポケット・新型 4D アームレスト・160°静音リクライニング

ブラック・ホワイトの全４色展開・耐荷重 150kg

ホワイト

税込 ¥46,860
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ128.5〜136.5 座高 47 〜55 (cm)

より体型に馴染む 3Dフォームを
採用した、抜群の座り心地を誇る

「プレラ」。腰クッションを外せば
座面上であぐらがかける広さに。
オフィス使用にも違和感のない、
蒸れにくいファブリック生地。
新型 4Dアームレスト、背・座面
に三次元成型モールドウレタンを
採用。135°リクライニング機構。

プレラ  ファブリック ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
布地・モールド座面・新型 4D アームレスト・135°静音リクライニング
他色なし・耐荷重 150kg

グレー

メーカー希望小売価格  ￥36,182

税込 ¥44,000
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ128〜135.5 座高 45〜52.5 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥44,000

非ゲーマーな方も選びやすい
シャスティーナに座椅子モデル
登場！ リビングでのゲーム用途に
適したスタイリングです。
" ルセル " ベースの上位互換。
4Dアームレスト、
135°リクイライニング機構。

シャスティーナ  ファブリック ゲーミング座椅子
スペック
注釈

カラー
ファブリック・モールド座面・新 4D アームレスト・160°静音リクライニング
他色なし・耐荷重 150kg

グレー

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥39,600

税込 ¥39,600
サイズ 幅71 奥行61 高さ105 座高 23 (cm)
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ゲーミングチェアでリラックス
を求めるユーザーの要望で
開発された足置き。
PUタイプ、ファブリックタイプ
の２種から選べます。
キャスターはロック機構付き。

グレッチャー  オットマンスツール (ファブリックタイプ)

材質
注釈

カラー
ジャージファブリック・高密度ウレタンフォーム・メタルベース ( 静電粉体塗装 )
PU タイプ、ファブリックタイプの全２種・他色、他サイズなし

ブラック

税込 ¥17,600
サイズ 幅44　奥行46.5　高さ40〜47　座高38.5〜45.5 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥17,600

プロプレーヤーの意見を基に
開発されたゲーミングスツール。
背当ては回転させて肘置きと
して使えるのが超ベンリ。
音楽ライブ時の椅子としても
有効利用されているそうです。

アーク  アーケードスツール
材質
注釈

カラー
合皮・モールドウレタン
他色、他サイズなし

ブラック

　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥11,000

税込 ¥11,000
サイズ 幅63.5  奥行63.5  高さ65.5〜72.5  座高 39 〜 46 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥18,700

「人をダメにしすぎない」
適度にステディな固さを持つ
ビーズソファ。リビングでの
ゲームプレイへのフィット感
はもちろん、普段の生活用と
しても遜色のない完成度。

スクウェア  ゲーミング ビーズソファ
材質
注釈

カラー
表面材：ポリエステル100%　反発材：3-5mm ポリスチレン発泡ビーズ
レッド、ブルー、グレーの全 3 色・中材は詰め替え可能

グレー

税込 ¥18,700
サイズ 幅66　奥行66　高さ70  座高 38 (cm)
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天板の高さを 6 段階 [80.4mm 〜
59.4mm] に調整可能なデスク。
身長やプレイスタイルに合わせて
自由な高さにカスタマイズしよう。
ヘッドフォンホルダー付き。天板は
しっかり厚みの 20mm。価格的に
もエントリーモデルとしておすすめ。

ストライク  120 昇降デスク
材質
注釈

カラー
天板：合成樹脂化粧繊維板 ( 塩ビ )　構造：MDF・スチール ( 静電粉体塗装 )
幅 90cm タイプも有り・他色なし・設定可能高さ 59.4/63.6/67.8/72.0/76.2/80.4(mm)

ブラック

税込 ¥27,500
サイズ 幅120　奥行60　高さ59.5 〜 80.4 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥27,500

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥36,300

棚板 (2種) を組み替えるこ
とでフリーラックは勿論、
デスクや TV ボードとしても
変形可能。スチール棚板は
有孔バックパネル縦型として
背面にも取り付けできます。

セクター  120 ラック
材質
注釈

カラー
合成樹脂化粧繊維板・MDF・スチール・棚板可動式・樹脂アジャスター付き
幅 140 タイプ ( 売価 ¥33,000) も有り・他色なし

ブラック

税込 ¥36,300
サイズ 幅120　奥行40　高さ140 (cm)

デスクの全てのフチにモニターアー
ム、マイクアームを取り付け可能。
脚には磁石付き電源タップ取付可。
横揺れしにくく、タワー型 PC が
足元に出っ張らず置けます。
クリエイターやゲーミング用に。
※PJS2020大会デスクサイズ。

グラウンズ  120 デスク
材質
注釈

カラー
MDF・スチール・天板厚 25mm・モニターアーム対応
幅 140 タイプ ( 売価 ¥35,000) も有り・他色なし

ブラック

税込 ¥31,900
サイズ 幅120　奥行60　高さ70 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥31,900

MIDI キーボードやオーディオイン
ターフェースなどが配置しやすい
DTMer 向けのデスク。
デスクサイドはヘッドフォン等が
引っかけられるメッシュパネル式。
20mm厚のキズに強い木目調
メラミン天板が高級感あり。

DTM  120 デスク
材質
注釈

カラー
天板：合板樹脂化粧繊維板 ( メラミン )　構造：MDF・スチール ( 静電粉体塗装 )
他色、他サイズなし

ブラック

税込 ¥39,600
サイズ 幅124　奥行50　高さ149 (cm)

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥39,600
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ゲーミングブランド「Contieaks」ロゴ入り

コンティークス 160x160 チェアマット
幅160　奥行160　高さ0.2 (cm)

カラー
サイズ

注釈

ブラック
φ90cm：¥6,600
100x160cm: ¥11,000
160x160cm: ¥15,400
ブラック、ホワイトの全 2 色

ゲーミングブランド「Contieaks」ロゴ入り

コンティークス φ90 チェアマット
φ90　高さ0.2 (cm)

カラー
サイズ

注釈

ホワイト
φ90cm：¥6,600
100x160cm: ¥11,000
160x160cm: ¥15,400
ブラック、ホワイトの全 2 色

税込 ¥ 21,780 税込 ¥ 11,440
メーカー希望小売価格  ￥21,780 メーカー希望小売価格  ￥11,440

ホワイトブラック ブラックホワイト

高さが 40 〜 60cm の間で
5段階調節(5cm刻み)できる
作業デスク。床であぐらをかき
ながら、ソファに座りながら...
と色んな場面で活用できます。
大きめのサイドテーブルとして
使うのもOK。
ドリンクホルダー付き。

ロースタイル ゲーミングデスク
材質
注釈

カラー
合成樹脂化粧合板・スチール ( 粉体塗装 )
他色、他サイズなし・高さ５段階調整可能・ドリンクホルダー、アジャスター付き

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥28,050

税込 ¥19,800
サイズ 幅90　奥行45　高さ40/45/50/55/60 (cm)
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　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥24,200

「セクター」ラックシリーズ
にデザインを合わせた収納
ワゴン。PCワゴンや収納ラッ
クとして便利なサイズ。

クラスタ  40 ワゴン
材質
注釈

カラー
天板：合成樹脂化粧繊維板 ( 塩ビ )　構造：MDF・スチール ( 静電粉体塗装 )
他色、他サイズなし

ブラック

税込 ¥24,200
サイズ 幅90　奥行40　高さ70 (cm)
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STUDY DESK & CHAIR



木目の美しい天然アカシア材
を使った高品位なオールイン
ワン・システムベッド。
長く使える安心設計で
子供の成長を見守ろう。
※チェストは別売り

ゲルツ②  アカシア材 システムベッド [4点セット]
材質
注釈

カラー
本体：アカシア材　スノコ：パイン材
LBR( ライトブラウン ) 色も有り・チェスト別売り・デスクライト ,マット別売り

BR ( ブラウン)

メーカー希望小売価格  ￥108,900

税込 ¥97,000
サイズ [ 全体 ] 幅98-204　奥行204　高さ110 (cm)

2mの広大なデスクスペースに
本棚・ワゴンの収納＋ベッドが
付いた高パフォーマンスデスク。
大人でも集中作業スペース
として欲しくなる「城」です。
※チェアは別売り

ブランシェ⑥  システムベッド
材質
注釈

カラー
パーチクルボード ( ウレタン塗装 )・強化紙・スノコ (LVL 材)

「ブラック/ ナチュラル」色と「ブラック/ ブラウン」色の全 2 色・ワゴン & ハシゴ付属・チェア別売

ブラック/ ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥117,700

税込 ¥108,000
サイズ 幅204　奥行104　高さ184 (cm)

1台で2 人分のデスクスペー
スが確保できるアルダー無垢
優しい自然オイル仕上げの
ツインデスク。子ども部屋や
リビングに。収納ワゴン付き。
※チェアは別売りです

エリス 180 アルダー無垢材 ツインデスク
材質
注釈

カラー
アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥オープンプライス

税込 ¥59,480
サイズ 幅180　奥行50　高さ73 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )

他色、他サイズなし

A4 ファイルも OK、自然派収納
エリス キッズ 2  アルダー無垢 50 ラック

幅50　奥行28　高さ127 (cm)

税込 ¥ 29,800
メーカー希望小売価格  ￥オープン価格
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天然木を使用した
大川のスタンダードデスク。
パール塗装を施した
クリスタルカラーの天板が
女の子に大人気です。
カラー全5色。

5つのスタイルに変形できる
大川の定番 3Ｄデスク。
人工素材ではなく無垢材を
使っており、子どもの良木に対
する知見拡大にも役立ちます。
カラー全7色、LEDライト付。

大川のパールペイント スタンダード デスク大川の天然木 3Dデスク (LEDライト付き)
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
本体：MDF (UV 塗装 )　天板：パール塗装
カラー全 5 色・デスクライト、チェアは別売り

天然木ラバーウッド (UV 塗装 )・LED ライト (3色 3 段階調光可能 )・全段フルオープンレール
カラー全 7 色・LED ライト付き (HTL-12W WH)・本体と書棚は組替可能

PA (パープル)

PA

LB/NB

メーカー希望小売価格  ￥121,000メーカー希望小売価格  ￥151,800

税込 ¥¥ 67,60077,800
サイズサイズ 幅100  奥行60  高さ119.5　天板高76 (cm)[ 本体 ] 幅95  奥行55  高さ76 (cm)　[ 書棚 ] 幅95  奥行23  高さ121 (cm)

カラーリングが可愛い、
おしゃれセンスも磨くデスク。
主材であるパイン無垢材は
リラックス効果や抗菌・消臭
作用もあり、落ち着いた学習
環境も整えられます。

マンションやアパートなどの
搬入もしやすい、シンプル &
コンパクトなデスク。
Ｆ★★★の接着剤を使った
安心素材。ランドセル等がかけ
られるフック付き。

シェリー IV  パイン材 学習デスク チャギ③  学習デスク
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
パイン材 ( ラッカー塗装 )
ホワイト・ブルー・グリーン・ピンクの全４色

PVC 貼り
他色なし

BL (ブルー) ライトブラウン

メーカー希望小売価格  ￥77,000 メーカー希望小売価格  ￥61,600

税込 税込¥ ¥77,000 53,000
サイズ サイズ幅100/123　奥行51/100　高さ121　天板高 76 (cm) 幅108　奥行68　高さ115　天板高 75 (cm)

展示品に限り特価

¥59,000
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PI

WW

WP
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天然木の温かみを感じる
ツートンデスク。
大人になっても収納に役立つ
ハイタイプ２段棚。
※LEDライトとチェアは
別売りです

イトーキ 天然オーク無垢材 学習デスク
材質
注釈

天然木 ( オーク無垢接ぎ材 )
現品限り・チェア &LED ライトは別売り・tref シリーズデスク

メーカー希望小売価格  ￥229,900

税込 ¥129,800
サイズ 幅100　奥行75　高さ161 (76) (cm)

展示品に限り特価

¥87,000



高さ 3段階可変、座面奥行の調整もできます

学習チェア
幅42　奥行45　高さ76  座高 43/46/49 (cm)

カラー
材質

注釈

LB ( ライトブラウン )
ラバーウッド ( ウレタン塗装 )

全 7 色展開

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥26,400

お求め安い価格のデスクチェア

ホップ5 学習チェア
幅46.7  奥行49.5  高さ77.4〜89  座高40.9〜52.5 (cm)

カラー
材質

注釈

布 / ブルー
張材：ファブリック
フレーム：ナイロン樹脂　座面：ウレタン
張地 2タイプ、全10種類のカラーパターン

税込 ¥ 7,400
メーカー希望小売価格  ￥8,470

幅広の足置きリングに 360°回転キャスター幅広の足置きリングに 360°回転キャスター 幅広の足置きリングに 360°回転キャスター

ステップ6 学習チェアステップ5 学習チェア ステップ5 学習チェア
幅46.7  奥行49.5  高さ77.4〜89  座高40.9〜52.5 (cm)幅46.7  奥行49.5  高さ77.4〜89  座高40.9〜52.5 (cm) 幅46.7  奥行49.5  高さ77.4〜89  座高40.9〜52.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

布 / スノーパープル
張材：ファブリック
フレーム：ナイロン樹脂　座面：ウレタン
張地 2タイプ、全12種類のカラーパターン

布 / ダークブラウン
張材：ファブリック
フレーム：ナイロン樹脂　座面：ウレタン
張地 2タイプ、全12種類のカラーパターン

布 / ブルー
張材：ファブリック
フレーム：ナイロン樹脂　座面：ウレタン
張地 2タイプ、全12種類のカラーパターン

税込 ¥ 10,500税込 ¥ 10,500 税込 ¥ 10,500
メーカー希望小売価格  ￥12,320メーカー希望小売価格  ￥12,320 メーカー希望小売価格  ￥12,320

高級モールドウレタンを座面に詰めました

タップ 学習チェア
幅57  奥行50  高さ82〜93  座高42〜53 (cm)

カラー
材質

注釈

グレー
材質：ナイロン樹脂
座面張地：ポリエステル100%
ブルー、グリーン、パープル、グレー、ネイビーの
全 5 色・別売りの肘置きも有り ( 売価 ¥2,800)

税込 ¥ 15,800
メーカー希望小売価格  ￥18,700

カラー
材質

注釈

ナチュラル
ラバーウッド材 ( オイル仕上げ )

サイドフレームがミッドブラウン色の
NA+MBR 色も有り・チェアカバー 3 色別売り

高さ 5 段階調節 OK の天然木チェア

ポゴ デスクチェア
幅42　奥行53.1　高さ76 (cm)

税込 ¥ 15,900
メーカー希望小売価格  ￥15,900
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カラー
材質

注釈

NV ( ネイビー )
本体：オーク突板・アイアン　座面：モールド
ウレタン　張地：ポリエステル100%
座面カラーはブラック、グレー、ネイビー、
パープル、グリーンの全 5 色・耐荷重 95kg

オーク突板の背板に、高耐久モールドウレタン座面

ゲッツ  デスクチェア
幅56　奥行59　高さ71〜82　座高 38〜49.5 (cm)

税込 ¥ 16,500
メーカー希望小売価格  ￥16,500

https://msd-hl.com/up/pricecard/09_desk/pop_tap.jpg
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３色調光機能付きで最も明るい

LEDライト
[ セード ] 60 x 6 (cm)

カラー
スペック

注釈

ブラック
消費電力：12W　全光束：約 1,050Lm
直下照度：約 1,600Lx　3 色調光
ブラック・ホワイトの全２色
クランプ式・ネジ式対応

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥22,000

ベーシックな蛍光灯タイプ。クランプ式ベーシックな蛍光灯タイプ。クランプ式

蛍光灯 デスクライト
幅44.5　奥行90　高さ61 (cm)幅44.5　奥行90　高さ61 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ホワイト

数量限定品
取付法：クランプ式

ホワイト

数量限定品
取付法：クランプ式

税込 ¥ 2,980税込 ¥ 2,980
メーカー希望小売価格  -Unknown-メーカー希望小売価格  -Unknown-

6 段階調光 LED、5 箇所の角度調整

アーム型 LEDライト
( ライト部 ) 幅38　奥行6.5　高さ2 (cm)

カラー
材質
注釈

ブラック / ホワイト
ABS 樹脂
ブラック・ホワイトの全 2 色
省エネ・LED・６段階調光・角度調整・
クランプ式・消費電力 7W

WH( ホワイト)

ホワイト

BK( ブラック )

税込 ¥ 8,300
メーカー希望小売価格  ￥9,240

デスクカーペット デスクカーペット
110 x 130 (cm) 110 x 130 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

サムライブルー
ナイロン 100%

現品限り

ぼんぼんりぼん
ナイロン 100%

現品限り

税込 ¥ 6,050 税込 ¥ 6,050
メーカー希望小売価格  ￥6,050 メーカー希望小売価格  ￥6,050

JIS 規格 A 形相当

LEDライト
[ セード ] 25 x 7.5 (cm)

カラー
スペック

注釈

ホワイト
消費電力：8W　全光束：約 640Lm
直下照度：約 1,300Lx　色温度：4,900K
ブラック・ホワイトの全２色

税込 ¥ 10,800
メーカー希望小売価格  ￥16,000

ブラック

カラー
材質
注釈

ブラック
スチール
無段階調光・クランプ式・口金：E26
消費電力：6W・LED 電球 1 個付属
BK( ブラック )、BLGY( ブルーグレー )、
GN( グリーン )、WH( ホワイト) の全４色

自在な角度から照らすカワイイヤツ

デスクライト
幅46　奥行16　高さ69 (cm)

BK BLGY GN WH

税込 ¥ 8,200
メーカー希望小売価格  ￥9,350
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DRESSING TABLE



ハイグロス塗装を施した
グレージュ色の本体と、
ウォールナット木目の
温かさが新鮮なドレッサー。
ミラーの位置は左右方向に
ずらすことで動かせます。

テレン  ドレッシングテーブル
材質
注釈

[本体] MDF (ハイグロス塗装)　[引出・ミラー枠] ウォールナット突板　[脚]スチール (粉体塗装)
他色なし

メーカー希望小売価格  ￥58,000

税込 ¥58,000
サイズ 幅106　奥行51.5　高さ92.3 / 117.5　天板高 76　ミラー直径φ50 (cm)

木目シートでコストを抑えた
ちょい使いにもってこいの
ドレッサー。
スツールは座面を外すと
収納ボックスになります。

三面鏡ドレッサー ( スツール付き )

材質
注釈

カラー
プリント紙化粧繊維板
ブラウン (BR)・ミディアムブラウン (MBR) も有り

ホワイト (WH)

メーカー希望小売価格  ￥27,500

税込 ¥19,800
サイズ 幅60　奥行39　高さ130 (cm)

ミラーを開けるとさらに
アクセサリーフックと棚が
出てくる、多収納なドレッサー。
チェアも付属しています。

パネラ  1面ドレッサー
材質
注釈

カラー
MDF・ミラー・桐無垢材 [引出部]
3 面ドレッサーも有り・ホワイト色も有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥38,390

税込 ¥38,390
サイズ 幅60　奥行40　高さ131.3 (cm)

ベロア生地と大理石調の
天板に、ゴールドを上品に
取り入れたアイテム。
スツール内収納でドレッサー
周りをスッキリ整頓。

姫 ドレッサー
材質
注釈

カラー
ファブリック・アイアン・ガラス
カラー：グリーン・ピンク・グレーの全 3 色 / テーブル角・丸の 2 種

グリーン

メーカー希望小売価格  ￥59,400

税込 ¥28,000
サイズ 幅60　奥行40　高さ150 (cm)
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テーブルを倒せばドレッサー
に、起こせばスタンドミラー
になるモダンスタイリッシュ
な便利道具。
場所を取りにくいスリムサイ
ズなのもポイントが高い。

グラト  55 ウォールナット突板 ドレッサー
材質
注釈

カラー
主材：ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )
他色・他サイズなし・1 口コンセント付き・スツールは別売り (¥8,690)

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥83,490

税込 ¥56,800
サイズ 幅55　奥行36.2　高さ170　テーブル高 70 (cm)

展示品に限り特価

¥38,800
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