
TV board, Low table, Side table
Lineup



脚部を外して、ロータイプの TV ボードとしてもお使いいただけます。
※（ ）内の寸法は脚部を外した場合

キャビネット チェスト

1.TVボード

TVボード（W1796）+キャビネット+チェスト

ハイTVボード（W1796）
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WNMマライカ シリーズ 3口コンセント付 天板 耐荷重 80Kg

W1067×D420×H470（307）mm

W1396×D420×H470（307）mm

W1596×D420×H470（307）mm

¥64,900
¥74,900
¥79,900

W1796×D420×H470（307）mm ¥89,900
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¥39,900
2.キャビネット

W400×D405×H839（676）mm

¥39,900
3.チェスト

W400×D405×H839（676）mm

脚部を外して、ロータイプの TV ボードとしてもお使いいただけます。
※（ ）内の寸法は脚部を外した場合

ハイTVボード

WNMマライカハイ シリーズ 3口コンセント付 天板 耐荷重 80Kg

W1065×D420×H568（405）mm

W1396×D420×H568（405）mm

W1596×D420×H568（405）mm

¥74,900
¥84,900
¥89,900

W1796×D420×H568（405）mm ¥99,900

（税込 ¥71,390）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥43,890）

（税込 ¥43,890）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥109,890）
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WN

M材質 天板・前板：オーク突板　脚部：オーク無垢材
天板・前板：ウォルナット突板　脚部：アルダー無垢材

WN

M材質 天板・前板：オーク突板　脚部：オーク無垢材
天板・前板：ウォルナット突板　脚部：アルダー無垢材

TV board Lineup 納期：約 1 週間
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ヨナス TVボードⅡ

W1200×D412×H460mm

W1596×D412×H460mm

¥64,800
¥84,900

（税込 ¥71,280）

（税込 ¥93,390）

3口コンセント付 天板 耐荷重 80Kg

308

486 486 486 434334
190

M WN WN 天板 耐荷重 80Kg

265 265242480

303

ミース TVボード

W1350×D413×H473mm

W1600×D413×H473mm

¥74,900
¥84,900

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥93,390）

390 390242480

材質 天板：ウォルナット突板　前板：ウォルナット無垢材　脚部：アルダー無垢材
WN

M材質 天板・内装：オーク　脚部：オーク無垢材
天板・内装：ウォルナット　脚部：カバ無垢材

WNメイ TVボード 2口コンセント付 天板 耐荷重 80Kg

脚部を外して、ロータイプの TV ボードとしてもお使いいただけます。
※（ ）内の寸法は脚部を外した場合

W1400×D450×H490（367）mm

W1800×D450×H490（367）mm

¥74,000
¥89,000

（税込 ¥81,400）

（税込 ¥97,900）

280

660 605 860 805

材質 天板：メープル突板　前板：メープル無垢材　脚部：ラバーウッド材

TV board Lineup 納期：約 1 週間

●Ｗ1100mm ／ 46V 型まで　●Ｗ1200mm ／ 46V 型まで
●Ｗ1500mm ／ 60V 型まで　●Ｗ1600mm～／ 65V 型まで
TV サイズは家電メーカーによって異なります。事前にご使用の TV サイズをお確かめください。

TV ボード 対応 TV サイズ
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オーダー方法

04 天板形状 角天板・角丸天板・アーチ天板よりお選びいただけます。　 05 小口形状 太鼓・斜め・両テーパ・加工無しよりお選びいただけます。

角天板 アーチ天板

01 サイズを選ぶ

価格（天板＋脚部）

LT 金属角脚 LT 木製斜め丸脚

+

天板価格

脚部価格

¥11,900（税込 ¥13,090）

脚部形状

LT金属角脚

¥19,900（税込 ¥21,890）LT木製斜め丸脚

D450 ～ 550mm（50mm刻み）
※アーチ天板は D500 または D550 からお選びください。

奥行き（D）

高さ（H）

W850 ～ 1300mm（50mm刻み）幅（W）

金属角脚　　：H350mm
木脚斜め丸脚：H400mm

27mm天板厚

03
突 無 無

材質・カラーを選ぶ

ウォルナット材／ LWN色 ウォルナット材オーク材／ WN 色オーク材／ M 色 オーク材ウォルナット材／WN色

セラウッド塗装 オイル塗装

角天板

太鼓

角丸天板 角天板 角丸天板

斜め

角天板 角丸天板

両テーパ 加工無し

角丸天板

角丸天板角天板

Made in JapanSize Order

ValitaⅡ Lowtable
バリタⅡ ローテーブル

突板DW

850mm
～1150mm

450mm

500・550mm

1200mm
～1300mm

¥23,900

¥27,900

¥27,900

¥32,900

（税込 ¥26,290）

（税込 ¥30,690）

（税込 ¥30,690）

（税込 ¥36,190）

無垢

¥39,900

¥49,900

¥49,900

¥59,900

（税込 ¥43,890）

（税込 ¥54,890）

（税込 ¥54,890）

（税込 ¥65,890）

突板

¥42,900

¥45,900

¥45,900

¥47,900

（税込 ¥47,190）

（税込 ¥50,490）

（税込 ¥50,490）

（税込 ¥52,690）

¥57,900

¥69,900

¥69,900

¥85,900

（税込 ¥63,690）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥94,490）

オーク材天板サイズ ウォルナット材

450mm

500・550mm

※アーチ天板のみ上記価格に加え＋¥6,000（税込 ¥6,600）

※アーチ天板に限りD450 は対応しておりません。

突板 無垢

■突板天板

表面に 0.3ｍｍの突板を使用。間には天然木を
挟み込むことでモダンできれいな見た目に仕上
げています。
軽くて環境にもやさしい、お求めやすい天板です。

■無垢天板

27ｍｍ角の天然木を横に接着して製作した
天然木 100％の天板です。

突板天板または、無垢天板のよりお選びいただけます。02 天板の構造を選ぶ

無垢材
む く

無垢フラッシュ
む く

底板

突板
つき いた

突 無

※突板は、セラウッド塗装からお選びください。

※アーチ天板のみ＋¥6,000（税込 ¥6,600）
※突板は、角天板・角丸天板からお選びください。

突 無 突 無

突 無 突 無

突 無無

無

※両テーパ加工は、突板には対応していません。

納期：無垢天板 … 約 3 週間／突板天板 … 約 30日

材質：突板天板 … オーク突板・無垢材／ウォルナット突板・無垢材
無垢天板 … オーク無垢材・ウォルナット無垢材
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（税込 ¥43,890）

M WN

M

WN

無垢カレント ローテーブル
W900×D500×H400mm
¥38,000

ミース ローテーブル
W990×D455×H380mm

¥39,900（税込 ¥43,890）

WN ¥44,900（税込 ¥49,390）
WN

無垢タビー ローテーブル
W1020×D484×H410mm

¥46,000（税込 ¥50,600）

ヨナス ローテーブルⅡ
W850×D440×H400mm

¥39,900

M

WN ¥49,900（税込 ¥54,890）
¥44,900

W1100×D440×H400mm
（税込 ¥49,390）

W1200×D500×H400mm
¥42,000

（税込 ¥41,800）

（税込 ¥46,200）

クワミ サイドテーブル
W300×D370×H500mm
¥14,900（税込 ¥16,390）

WNMD サイドテーブル
W350×D310×H530mm

［ 納 期 ］ 約 1 週間WN ¥23,000
¥21,000

（税込 ¥25,300）

（税込 ¥23,100）M

［ 納 期 ］ 約 1 週間

M WNM

WN ¥26,800

［ 納 期 ］ 約 3 週間（受注生産）

バリタ コの字サイドテーブル
W250×D300×H450mm

¥23,800
（税込 ¥29,480）

（税込 ¥26,180）M

WN ¥28,800

W250×D300×H520mm
¥25,800

（税込 ¥31,680）

（税込 ¥28,380）M

※耐荷重は参考値です。
※写真と実際の商品は印刷物のため、色みなどが多少異なりますのであらかじめご了承ください。
※価格表示のない装飾品はコーディネート用です。
※掲載商品は予告なく変更または廃番となる場合がございます。
※在庫状況はお気軽にスタッフまでお問い合わせください。
※本カタログ掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。 

TV board, Low table, Side table Lineup / 010 web_2305

www.keyuca.com

Lowtable Lineup 納期：約 1 週間

Sidetable Lineup

M WN
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