
TABLE COMBI NATION 

 ORDER TOP
天板を 4種類のバリエーションから、サイズは１㎝単位でお選びいただけます。　

 ご注文の際は、品名・サイズ・色をお知らせください。下記以外の素材・サイズにつきましても、別途お見積もりいたします。

WOOD  VENEER TOP  Solid wood edge  ･納期は受注後約3週間が目安となります。 

MELAMINE TOP   Soild wood edge  ･納期は受注後約3週間が目安となります。

Dao WalnutOak Sapele Oak
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D　 W ～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900 ～ 1000 ～ 1100 ～ 1200

～ 500 ¥24,000 （税抜） ¥26,000 （税抜） ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥32,000 （税抜） ¥36,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥40,000 （税抜）

～ 600 ¥26,000 （税抜） ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥41,000 （税抜）

～ 700 ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥46,000 （税抜） ¥48,000 （税抜）

～ 800 ¥29,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥38,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥47,000 （税抜） ¥50,000 （税抜） ¥53,000 （税抜）

～ 900 ¥32,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥45,000 （税抜） ¥50,000 （税抜） ¥53,000 （税抜） ¥56,000 （税抜）

φ
～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900

¥28,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥49,000 （税抜）

（㎜）

D　 W ～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900 ～ 1000 ～ 1100 ～ 1200

～ 500 ¥26,000 （税抜） ¥27,000 （税抜） ¥30,000 （税抜） ¥32,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥42,000 （税抜）

～ 600 ¥27,000 （税抜） ¥28,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥35,000 （税抜） ¥38,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥43,000 （税抜）

～ 700 ¥30,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥39,000  （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥43,000 （税抜） ¥46,000  （税抜） ¥48,000 （税抜） ¥50,000 （税抜）

～ 800 ¥32,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥42,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥47,000 （税抜） ¥49,000 （税抜） ¥51,000 （税抜）

～ 900 ¥34,000 （税抜） ¥35,000 （税抜） ¥43,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥48,000 （税抜） ¥51,000 （税抜） ¥52,000 （税抜） ¥53,000 （税抜）

φ
～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900

¥42,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥57,000 （税抜） ¥59,000 （税抜） ¥68,000 （税抜）

（㎜）

STONE LAMINATION TOP   Stainless edge    ●納期は受注後約2.5ヶ月が目安となります。   ・芯材は木材を使用しております。 

Crystal s tone Wood stone Snake sk inGrey s tone Snake sk in

Dark brown Dark brown
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MELAMINE TOP  Aluminium edge  ・納期は受注後約3週間が目安となります。 ・角天板の場合、コーナーは全て40Rとなります。
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D　 W ～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900 ～ 1000 ～ 1100 ～ 1200

～ 500 ¥24,000 （税抜） ¥26,000 （税抜） ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥32,000 （税抜） ¥36,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥40,000 （税抜）

～ 600 ¥26,000 （税抜） ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥41,000 （税抜）

～ 700 ¥27,000 （税抜） ¥29,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥46,000 （税抜） ¥48,000 （税抜）

～ 800 ¥29,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥37,000 （税抜） ¥38,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥47,000 （税抜） ¥50,000 （税抜） ¥53,000 （税抜）

～ 900 ¥32,000 （税抜） ¥33,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥45,000 （税抜） ¥50,000 （税抜） ¥53,000 （税抜） ¥56,000 （税抜）

φ
～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900

¥28,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥44,000 （税抜） ¥49,000 （税抜）

（㎜）

D　 W ～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900 ～ 1000 ～ 1100 ～ 1200

～ 500 ¥24,000 （税抜） ¥28,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥34,000 （税抜） ¥40,000 （税抜） ¥41,000 （税抜） ¥45,000 （税抜） ¥49,000 （税抜）

～ 600 ¥28,000 （税抜） ¥31,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥43,000 （税抜） ¥48,000 （税抜） ¥49,000 （税抜） ¥54,000 （税抜） ¥59,000 （税抜）

～ 700 ¥31,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥43,000 （税抜） ¥49,000 （税抜） ¥55,000 （税抜） ¥58,000 （税抜） ¥63,000 （税抜） ¥69,000 （税抜）

～ 800 ¥34,000 （税抜） ¥43,000 （税抜） ¥49,000 （税抜） ¥56,000 （税抜） ¥63,000 （税抜） ¥72,000 （税抜） ¥76,000 （税抜） ¥79,000 （税抜）

～ 900 ¥40,000 （税抜） ¥48,000 （税抜） ¥55,000 （税抜） ¥63,000 （税抜） ¥73,000 （税抜） ¥76,000 （税抜） ¥81,000 （税抜） ¥88,000 （税抜）

φ
～ 500 ～ 600 ～ 700 ～ 800 ～ 900

¥29,000 （税抜） ¥32,000 （税抜） ¥39,000 （税抜） ¥48,000 （税抜） ¥58,000 （税抜）

（㎜）

※天然木材、石材を使用している天板は、木目・石目や色に若干の違いがございます




