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ミーティングチェア

スタッキング可能

Ⓐ丸イス（レッド） Ⓑ丸イス（グリーン） Ⓒ丸イス（ブルー）

丸イス 直送
¥3,100（33×33×H43）
¥3,100
¥3,100

（33×33×H43）

（33×33×H43）

Ⓐレッド
Ⓑグリーン
Ⓒブルー
合成皮革、スチール脚

A-7-30A
A-7-30B
A-7-30C

8-978-1

背面仕様
折り畳みの際の指は
さみ防止の為、折り畳
み機構には安全なシ
リンダー方式を採用。

〔共通仕様〕
○合成皮革（PUレザー）
○脚：スチールパイプ（2.2φ）

粉体塗装
シルバー

クローム
メッキ

C-2（折り畳みイス）

C-2T（シルバー） 直送
¥5,800 （45×47×H76.5×SH44）　梱4

C-2M（クロームメッキ） 直送
¥7,500 （45×47×H76.5×SH44）　梱4

A-7-32

A-7-33

8-978-2

シリンダー式
折たたみ機能
「指挟み」の危険性
がなくなり、折たた
み時は省スペース
収納が可能。

〔共通仕様〕
○背・座部：PP樹脂成形品・オレフィン系フォーム
○脚フレーム：2.2φ		スチールパイプ・粉体塗装

連結樹脂
整列時に便利な連
結機能が付いてい
ます。

F-930（折り畳みイス）

F-930C（布）スチール脚 直送
¥17,000 （51×46×H75×SH43）　梱5

F-930L（レザー）スチール脚 直送
¥17,000 （51×46×H75×SH43）　梱5

A-11-14

A-11-15

8-978-6

●ⓐ ●ⓑ ●ⓒ ●ⓓ

●ⓕ ●ⓖ●ⓔ

布/再生PET

オレフィンレザー/撥水

C 防汚・光触媒

L

SP チェアー用台車 スチール黒塗装
（10～12脚搭載）   
¥99,800
（60×90×90）　梱4

A-2-78-978-16

ブラック
ブルー
レッド
グレー

SP SCM-25・AC 直送8-978-3
H-35-73
H-35-75
H-35-76
H-35-77

¥14,200（49×56×H76.5×SH43.5）
¥14,200
¥14,200
¥14,200

（49×56×H76.5×SH43.5）

（49×56×H76.5×SH43.5）

（49×56×H76.5×SH43.5）
背座：ポリプロピレン
脚部：スチールパイプ・クロムメッキ

SP SCM-29 ブラック 直送
¥15,400
（52×47×H82.5×SH43.5）
背座：PP樹脂、スチールロッド・
クロムメッキ

H-35-718-978-4
SP SCM-29 イエロー 直送
¥15,400
（52×47×H82.5×SH43.5）
背座：PP樹脂、スチールロッド・
クロムメッキ

H-35-728-978-5 

スタッキングは
12脚まで可能 SP SCM-25AL レッド 直送

¥13,800
（49×53×H76.5×SH43.5）
背座：ポリプロピレン
脚部：スチールパイプ・クロムメッキ

H-35-788-978-7

SP チェア M-71 直送
¥20,500
（51×52×H76×SH43）
PP樹脂＋ビニールレザー
スチールパイプ（塗装）

A-10-518-978-8

SP スチールチェア S-11 
¥17,200
（46×55×H81×SH44）
スチール脚・粉体塗装、ビニールレザー

A-10-498-978-9

SP スチールチェア S-10 
¥17,200
（46×55×H81×SH44）
スチール脚・粉体塗装、ビニールレザー

A-10-508-978-10
SP SCM・AL-W
¥19,700
（48.5×53×H76×SH43.5）
レザーワイン、粉体塗装脚

H-35-818-978-11
SP SCM・AL-G
¥21,200
（48.5×53×H76×SH43.5）
レザー・グリーン、メッキ脚

H-35-828-978-12
SL SCM・AL-Y
¥24,700
（48.5×53×H76×SH43.5）
レザー・イエロー、ステンレス脚

H-35-838-978-13
SP SCM・AC-BR
¥34,400
（57.7×52.5×H76×SH43.4）
布ブラウン、粉体塗装脚

H-35-848-978-14
SP SCM・AC-G
¥33,800
（57.7×52.5×H76×SH43.4）
レザー・グリーン、メッキ脚

H-35-858-978-15

F-30台車（C-2など用）（30脚用） 直送
¥53,000
（148×55×H83）
7.5φキャスター、スチールパイプ塗装	組立必要 

A-2-148-978-17
テーブル台車 FDT 直送
¥138,000
（195×70×H113）
ノックダウン式

A-10-808-978-18

運搬台車

直送 	商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　※978-1～15、17、18は、掛率が異なりますので、ご注意下さい。

778-9～15は� 直送

ブルーLレッドC

977

椅

子

お寺用イス	直送 	

スタッキング可能

8-977-7 H-35-79
SP SCS-1190･AL ホワイト 直送

￥20,500 （51.5×53.5×H62×SH31）
ビニールレザー、スチール・グレー粉体塗装

8-977-8 H-35-80
SP SCS-1190･AC ライムグリーン 直送

￥23,700 （51.5×53.5×H62×SH31）
ビニールレザー、スチール・グレー粉体塗装

籐 籐スツール 74Ｂ 直送8-977-12
A-8-27 ￥16,400 （上	32φ×下	44φ×H43）

※クッション取り外し不可	
ポリエチレンコード、アルミフレーム

樹脂  スツール 直送8-977-13
A-8-29A
A-8-29B

￥23,700（37φ×H46）
￥23,700（37φ×H46）

KA-NA
KA-DB

仏事など法事行事
におすすめ！

8-977-2 A-8-17
AL お寺用イス AZ 直送

￥22,500 （41×58×H59×SH32）
座：ウレタンフォーム
上張り：ビニールレザー
フレーム：アルミ（塗装）

8-977-4 A-8-20

（47×53×H86×SH45）

AL ブロンズチェア HT 直送

￥33,000
アルマイト、ウレタンフォーム

8-977-6 A-8-22
AL ミーティングチェア CM 直送

￥21,800 （52×54×H77×SH43）
スチール脚、ポリオレフィンクロス	

8-977-3 A-8-19

￥33,000
AL ブロンズチェア HI 直送

（47×54×H89×SH45）
アルマイト、ウレタンフォーム

8-977-5 A-8-21

（47×52×H83×SH44）

AL レセプションチェア KL 直送

￥30,000
黒塗装、ウレタンフォーム	

SP お寺用イス SZ 直送

（46×42×H62×SH30）
座：ウレタンフォーム
上張り：布張り
フレーム：スチール（塗装）

A-8-188-977-1

￥18,000

SP SCS-2340 直送

（42×45×H43）
ビニールレザー、
スチール・クロムメッキ脚

A-8-248-977-10

￥10,500

SP ローチェア 46K 直送

（46.5×52×H62×SH30）
合成皮革、スチール脚

A-8-258-977-11

￥21,800

SP SCS-1190･ST 
クリームイエロー 直送

（51.5×46.5×H31）
ビニールレザー
脚部：1.9φスチール・
グレー粉体塗装

A-8-238-977-9

￥16,600

NA DB

お寺用イス・スツール

直送 	商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




