URBAN SPACE
FURNITURE
アーバンファニチャー

街にもっとベンチを！

『パブリックスペースなのに、なぜベンチが無いのですか?』
海外の都市と比較して「日本の都市には座る場所が少ない」と言われます。
高齢社会を迎えて、休憩できる場所を求めているお年寄り。
街へ出て、子どもと一緒に腰をかけるスペースを探す親。
オフィスで働く人たちも、気分転換に外でランチをしたり、お茶をしたい。
様々な課題を乗り越えて、いま、改めてコトブキは提案します。
『街にもっとベンチを！』

座る+α=空間

TOPIC

都市の居場所とアクティビティの変化
まちに「座る」。まちに「居場所」を確保する。
誰のものでもなくなっていた、広場・街路・公園。いま、様々な「公共空間の利
活用」の動きによって、パブリックスペースは私たちのものに取り戻されよう
としています。一人で静かに、友と語らう、お茶をする、勉強をする、打合せを
する。おもいおもいの「座る」という行為は、人それぞれのアクティビティを
伴って人々の「居場所」をつくり、街に、空間に豊かさをもたらします。
「座る」+「アクティビティ」=空間
居場所をシェアする、新しい都市のパブリックベンチ
コトブキは、まちの「居場所」を真剣に考えていきます。

Bench with Life Style
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Bench with Life Style

new concept

パーソナルスペース

Flat Design

パーソナルスペースとは、
他人に近付かれると不快に感じる空間のこと

ベンチ＆テ ーブル

です。
都市のオープンスペースでは、
利用者のパーソナルスペースをいか
に保つことができるかが1つのポイントです。

オープンカフェのテーブルセットとは少し異なる、新しい都市スタイル
「ベンチ」
＆
「テーブル」
。
ドリンクやパソコン、
スマートフォンやランチボックス…スペースが増える
ことにより、
戸外のスタイルが豊かになります。

Bench & Table

フラットデ ザイン

Outdoor Table

コトブキのベンチ製品はフラットデザイン

屋 外で の テーブル の 活 用

を採用しています。
座面に荷物がおきやす

開放感のある外で、
風を感じて過ごす。
オフィスから外に出て、

識したベンチのデザインコンセプトです。

く、
座り心地も犠牲にしない、
使われ方を意

パソコンを開く。
集中力も上がり、
仕事の効率も高まります。

Personal Space

URBAN SPACE FURNI TURE
さまざまなアクティビティに 対 応 するストリートファニチャー
NEW

Forte

フォルテ

耐久性・安全性・メンテナンス性に優れたメタル製
ベンチ。座面をセパレートタイプにすることで、

NEW

Curve

カーヴ

一人当たりの着座位置が定まる特長。緑にも建築に

シチュエーションに応じて、多様な組み合わせが可能なベン

も、
様々なシーンに似合う新しい都市のベンチです。

チ＆テーブル。さまざまなタイプがあるので、空間に合わせた
レイアウトが可能。大人数の使用が可能でありながら、パーソ
ナルスペースを確保できる工夫がなされています。

NEW

Reverde

リヴェルデ

都市ベンチのスタンダード「ベルデ」がリニューアル。
より洗練されたデザインを考案。
新しくアーバンウッドタイプも登場し、さらに空間になじみやすくなりました。
シリーズで使えるサイドテーブルとの組み合わせで、使い方も広がります。
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Reverde Urbanwood
リヴェルデ アーバンウッド

都市ベンチのスタンダードがさらにバージョンアップ

都市型ベンチのロングセラー「ベルデ」が新しくなってアーバンウッドタイプが新登場

公園から施設外構、キャンパスや交通施設 などあらゆるシーンを演出します

1

シンプルデザイン
木材の端部をアルミ製

2

熱 を 吸 収しづらく表 面 が 熱くなりづらい 新 再 生 素 材
アーバンウッド

バリエーション
背付きベンチ、背なし

カバーで覆ったデザイ

ベンチ、サポート肘の

ン。都 市 空 間 の 雰 囲 気

有無など状況に対応す

を統一的に演出しま

るバリエーションをご

す。小口からの水の侵

用意しています。設置

入を防ぎ、座面の材料

状況によって、脚の固

を保護する機能もあり

定は、据置式と固定式

ます。

からお選びいただけ
ます。

テーブルベンチ

レックウッド
レックウッド

アーバンウッド
アーバンウッド

従来品のレックウッドとの比較テストを実施

サーモグラフィによる状況

3

4

フラットデザイン

アーバンウッドは表層部に遮熱剤を含み、熱保持を軽減する
リサイクル材です。夏の炎天下における表面温度は他の合成木
材同等に高温になりますが、従来品と比較して触手できる程度
です。夏場の酷暑日
（外気温測定値40℃）
における表面温度は、
従来品のレックウッドと比較して最大8℃の差が確認されました。

アーバンウッド

サポート肘

座りやすく、また、荷物

お年寄りに配慮して、

も置きやすいフラット

立ち上がり補助のため

物理強度

デザインを採用。長時

の肘つきがラインナッ

間の着座も想定し、体

プ さ れ て い ます。大き

への負担を配慮したデ

な曲線を持たせ、握り

公共空間での厳しい使われ方を想定して、素材、加工材料、組
立製品など、多方面からの様々なテストを行い強度の確認を
行っています。

ザインです。

やすさと立ち上がりや
すさを実現しました。

レックウッド
（℃ ）

試験方法
材料静荷重試験
ベンチ荷重試験

80
70
60
50

Rekwood
2.5kN以上
正常

パソコンや飲み物など、
ちょっと荷物が置けるサイドテーブルをベンチ
とセットでご利用いただけるようにご用意しています。

ノックダウン方式

Urbanwood
2.5kN以上
正常

40
30
20
10
0

10 時

11 時

12 時

レックウッド（チャコール）

4

13 時

14 時

アーバンウッド

リヴェルデは、背・座面、脚が分割して納入されるノックダウン方式
です。
これまで難しかった小口搬送が可能となり効率的になりました。
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Reverde
RV001A
リヴェルデ製品別コード

SM

＋ 脚固定方式

仕様コード

＋

NA
肘仕様

＋

NA：肘なし

RV002A：背なし

SM : 固定式

HS：サイド肘2個

RV001A-AT-NA-GR （グレー）
¥170,000（税抜）

RV001A-AT-HS-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

RV001A-AT-H2-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

GR

詳しくは担当までご相談下さい。

RV001A-SM-NA-GR （グレー）
¥170,000（税抜）

※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

H2：中間肘2個

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘 2（サイド）

※運賃･取付費は別途

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV002A-AT-NA-GR （グレー）
¥110,000（税抜）

RV002A-AT-HS-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

RV002A-AT-H2-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

RV002A-SM-NA-GR （グレー）
¥110,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

RV002A-SM-HS-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘なし

※運賃･取付費は別途

RV001A-SM-H2-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

肘なし

ベンチ
（背なし）

GR：グレー

※運賃･取付費は別途

RV001A-SM-HS-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

固定式

AT : 据置式

肘 2（中間）

据置式

RV001A：背付き

肘 2（サイド）

固定式

仕様コード

肘なし

ベンチ
（背付き）

リヴェルデベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

例

リヴェルデ アーバンウッド

据置式

リ ヴェルデ品番の見方

リヴェルデ アーバンウッド製品一覧

Urbanwood

※運賃･取付費は別途

RV002A-SM-H2-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘 2（中間）
□上台バリエーション

再生木材 アーバンウッド
景 観 に 馴 染 む モ ノト ーン
カラー、遮 熱 効果もあり耐
久性耐候性など機能性も高
い人工木材。

グレー

¥170,000（税抜）

据置式

RV001A-AT-NA-GR

固定式

RV001A-SM-NA-GR ¥170,000（税抜）

共通仕様

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

W1800 D578 H697(SH400) 73kg

座
脚

アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物（プラチナシルバー）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

据置式

RV001A-AT-HS-GR

¥200,000（税抜）

固定式

RV001A-SM-HS-GR

¥200,000（税抜）

共通仕様

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチタイプ 背なし 肘なし

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）

据置式

RV001A-AT-H2-GR

¥200,000（税抜）

固定式

RV001A-SM-H2-GR

¥200,000（税抜）

共通仕様

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

□ノックダウン式
リヴェルデシリーズは脚、座、背がそれぞれのパーツにノックダウンされた組立式です。
単体での小口搬送が可能です。

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（中間）

□脚固定方式

RV002A-AT-NA-GR

固定式

RV002A-SM-NA-GR ¥110,000（税抜）

共通仕様

W1800 D435 H410(SH400) 43kg

W1800 D435 H409(SH400) 43kg

座
脚

アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物（プラチナシルバー）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

●運賃･取付費は別途

6

¥110,000（税抜）

据置式

●脚･座分離して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

RV002A-AT-HS-GR

¥140,000（税抜）

RV002A-SM-HS-GR

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途

●脚･座分離して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

RV002A-AT-H2-GR

¥140,000（税抜）

RV002A-SM-H2-GR

¥140,000（税抜）

AT:据置式

SM:固定式

基 礎 コンクリート の いら な い 据 置 式
です。ステンレス製アジャスターが付属
しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカ
ーボルトで簡単に固定することができ
ます。

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途

●脚･座分離して搬送されます。
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Reverde
RV001A
リヴェルデ製品別コード

SM

＋ 脚固定方式

仕様コード

＋

NA
肘仕様

＋

NA：肘なし

RV002A：背なし

SM : 固定式

HS：サイド肘2個

RV001A-AT-NA-GR （グレー）
¥170,000（税抜）

RV001A-AT-HS-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

RV001A-AT-H2-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

GR

詳しくは担当までご相談下さい。

RV001A-SM-NA-GR （グレー）
¥170,000（税抜）

※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

H2：中間肘2個

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘 2（サイド）

※運賃･取付費は別途

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV002A-AT-NA-GR （グレー）
¥110,000（税抜）

RV002A-AT-HS-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

RV002A-AT-H2-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

RV002A-SM-NA-GR （グレー）
¥110,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

RV002A-SM-HS-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘なし

※運賃･取付費は別途

RV001A-SM-H2-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

肘なし

ベンチ
（背なし）

GR：グレー

※運賃･取付費は別途

RV001A-SM-HS-GR （グレー）
¥200,000（税抜）

固定式

AT : 据置式

肘 2（中間）

据置式

RV001A：背付き

肘 2（サイド）

固定式

仕様コード

肘なし

ベンチ
（背付き）

リヴェルデベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

例

リヴェルデ アーバンウッド

据置式

リ ヴェルデ品番の見方

リヴェルデ アーバンウッド製品一覧

Urbanwood

※運賃･取付費は別途

RV002A-SM-H2-GR （グレー）
¥140,000（税抜）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

ベンチ 背付き 肘 2（中間）
□上台バリエーション

再生木材 アーバンウッド
景 観 に 馴 染 む モ ノト ーン
カラー、遮 熱 効果もあり耐
久性耐候性など機能性も高
い人工木材。

グレー

¥170,000（税抜）

据置式

RV001A-AT-NA-GR

固定式

RV001A-SM-NA-GR ¥170,000（税抜）

共通仕様

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

W1800 D578 H697(SH400) 73kg

座
脚

アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物（プラチナシルバー）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

据置式

RV001A-AT-HS-GR

¥200,000（税抜）

固定式

RV001A-SM-HS-GR

¥200,000（税抜）

共通仕様

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチタイプ 背なし 肘なし

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）

据置式

RV001A-AT-H2-GR

¥200,000（税抜）

固定式

RV001A-SM-H2-GR

¥200,000（税抜）

共通仕様

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

□ノックダウン式
リヴェルデシリーズは脚、座、背がそれぞれのパーツにノックダウンされた組立式です。
単体での小口搬送が可能です。

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途
●搬送効率がアップしました。背･座･脚分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（中間）

□脚固定方式

RV002A-AT-NA-GR

固定式

RV002A-SM-NA-GR ¥110,000（税抜）

共通仕様

W1800 D435 H410(SH400) 43kg

W1800 D435 H409(SH400) 43kg

座
脚

アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物（プラチナシルバー）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

●運賃･取付費は別途

6

¥110,000（税抜）

据置式

●脚･座分離して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

RV002A-AT-HS-GR

¥140,000（税抜）

RV002A-SM-HS-GR

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途

●脚･座分離して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

RV002A-AT-H2-GR

¥140,000（税抜）

RV002A-SM-H2-GR

¥140,000（税抜）

AT:据置式

SM:固定式

基 礎 コンクリート の いら な い 据 置 式
です。ステンレス製アジャスターが付属
しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカ
ーボルトで簡単に固定することができ
ます。

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

座
アーバンウッド（グレー） アルミ合金鋳物
（プラチナシルバー）
脚･肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途

●脚･座分離して搬送されます。
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Reverde Rekwood

リヴェルデ

レックウッド ・ひのき

広場、プラザ、公園、都市の
居場所づくりを応援します

メタリックグリーンがデザインを引き締める

再生木材レックウッド、ひのき材のオーソドックスな木質ベンチ

1

2

シンプルデザイン

木 粉とプラスチックを 粉 砕 混 合し成 形 され た再 生 木 材
再生木材レックウッドⅡ

バリエーション

防汚性

木材の端部をアルミ製

背付きベンチ、背なし

カバーで覆ったデザイ

ベンチ、背座の素材も

ン。
都市空間の雰囲気

お選びいただけます。

を統一的に演出します。

サポート肘の有無など

小口からの水の侵入を

状況に対応するバリ

防ぎ、座面の材料を保

エーションをご用意し

護する機能もあります。

ています。

テーブルベンチ

耐化学薬品性も強く、ペンキなどの落書き、食べ物の汚染に対して、
シンナーなどの薬品で除去できます。
レックウッドは耐薬品性にも強く素材への影響がありません。
試験方法

RekwoodⅡ

油性ペイントによる汚れシンナー除去

変化なし

RekwoodⅡs
変化なし

タバコ置き火

焦げ付きのみ

焦げ付きのみ

落書き消去
実験
R e k w o o dⅡs にアクリルラッ
カーでペイント、乾燥します。

溶剤を用いてペイント部をふき
とります。

少 量 残る色 素も、きれいにふき
取れます。溶 剤による変 色 等は
起こりません。

パソコンや飲み物など、
ちょっと荷物が置けるサイドテーブルをベンチ
とセットでご利用いただけるようにご用意しています。

タバコ放置
実験

3

4

フラットデザイン

火 が 消 えて い な い タバ コ を
RekwoodⅡs上に放置します。

サポート肘

焦 げ目は 残りますが 、軽くサン
ディングすることで目立たなく
なります。

座りやすく、また、荷物

お年寄りに配慮して、

耐候性能

も置きやすいフラット

立ち上がり補助のため

デザインを採用。長時

の肘つきがラインナッ

屋外仕様を前提とした、紫外線に体する高耐久性を保持。キセノンアーク式ランプによる、
太陽光の分光分布に最も近い厳しい条件の元で促進暴露試験を実施しています。

間の着座も想定し、体

プ さ れ て い ます。大き

への負担を配慮したデ

な曲線を持たせ、握り

ザインです。

やすさと立ち上がりや

試験方法

RekwoodⅡ

RekwoodⅡs

強エネルギーキセノンアーク試験
JIS K 7350による暴露試験方法

変化なし

変化なし

すさを実現しました。

ブランク
チャコール
レッド

8

タバコが消えるまでRekwoodⅡs
に着火は見られません。

1年相当

2年相当

ノックダウン方式

3年相当
再生材料を使用・88％
木材、
プラスチック
上台のリサイクル合成木材は
エコマーク認定番号
第08 137 007号
（株）コトブキ

リヴェルデは、背・座面、脚が分割して納入されるノックダウン方式
です。
これまで難しかった小口搬送が可能となり効率的になりました。
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Reverde Rekwood

リヴェルデ

レックウッド ・ひのき

広場、プラザ、公園、都市の
居場所づくりを応援します

メタリックグリーンがデザインを引き締める

再生木材レックウッド、ひのき材のオーソドックスな木質ベンチ

1

2

シンプルデザイン

木 粉とプラスチックを 粉 砕 混 合し成 形 され た再 生 木 材
再生木材レックウッドⅡ

バリエーション

防汚性

木材の端部をアルミ製

背付きベンチ、背なし

カバーで覆ったデザイ

ベンチ、背座の素材も

ン。
都市空間の雰囲気

お選びいただけます。

を統一的に演出します。

サポート肘の有無など

小口からの水の侵入を

状況に対応するバリ

防ぎ、座面の材料を保

エーションをご用意し

護する機能もあります。

ています。

テーブルベンチ

耐化学薬品性も強く、ペンキなどの落書き、食べ物の汚染に対して、
シンナーなどの薬品で除去できます。
レックウッドは耐薬品性にも強く素材への影響がありません。
試験方法

RekwoodⅡ

油性ペイントによる汚れシンナー除去

変化なし

RekwoodⅡs
変化なし

タバコ置き火

焦げ付きのみ

焦げ付きのみ

落書き消去
実験
R e k w o o dⅡs にアクリルラッ
カーでペイント、乾燥します。

溶剤を用いてペイント部をふき
とります。

少 量 残る色 素も、きれいにふき
取れます。溶 剤による変 色 等は
起こりません。

パソコンや飲み物など、
ちょっと荷物が置けるサイドテーブルをベンチ
とセットでご利用いただけるようにご用意しています。

タバコ放置
実験

3

4

フラットデザイン

火 が 消 えて い な い タバ コ を
RekwoodⅡs上に放置します。

サポート肘

焦 げ目は 残りますが 、軽くサン
ディングすることで目立たなく
なります。

座りやすく、また、荷物

お年寄りに配慮して、

耐候性能

も置きやすいフラット

立ち上がり補助のため

デザインを採用。長時

の肘つきがラインナッ

屋外仕様を前提とした、紫外線に体する高耐久性を保持。キセノンアーク式ランプによる、
太陽光の分光分布に最も近い厳しい条件の元で促進暴露試験を実施しています。

間の着座も想定し、体

プ さ れ て い ます。大き

への負担を配慮したデ

な曲線を持たせ、握り

ザインです。

やすさと立ち上がりや

試験方法

RekwoodⅡ

RekwoodⅡs

強エネルギーキセノンアーク試験
JIS K 7350による暴露試験方法

変化なし

変化なし

すさを実現しました。

ブランク
チャコール
レッド

8

タバコが消えるまでRekwoodⅡs
に着火は見られません。

1年相当

2年相当

ノックダウン方式

3年相当
再生材料を使用・88％
木材、
プラスチック
上台のリサイクル合成木材は
エコマーク認定番号
第08 137 007号
（株）コトブキ

リヴェルデは、背・座面、脚が分割して納入されるノックダウン方式
です。
これまで難しかった小口搬送が可能となり効率的になりました。

9

Reverde

レックウッド・ひのき

ベンチ
（背付き）

リヴェルデベンチは、以下の品番コードでご指定ください。
仕様コード

RV001A

SM

リヴェルデ製品別コード

＋ 脚固定方式

仕様コード

NA

＋

肘仕様

＋

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

RD

詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

ひのき

固定式

製品メインコード

例

リヴェルデ

据置式

リ ヴェルデ品番の見方

リヴェルデ レックウッド・ひのき製品一覧

Rekwood・ひのき

ひのき

ベンチ
（背なし）

AT : 据置式

NA：肘なし

RD ：レッド

RV002A：背なし

SM : 固定式

HS：サイド肘2個

CK ：チャコール

H2：中間肘2個

WM：ビオサスメープル

据置式

RV001A：背付き

HN ：ナチュラル

ひのき

固定式

ベンチ 背付 肘 2（サイド）

ベンチ 背付 肘なし

ひのき

肘なし

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV001A-AT-NA-RD （レッド）
RV001A-AT-NA-CK （チャコール）

RV001A-AT-HS-RD （レッド）
RV001A-AT-HS-CK （チャコール）

RV001A-AT-H2-RD （レッド）
RV001A-AT-H2-CK （チャコール）

RV001A-AT-NA-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-NA-HN （ナチュラル）

RV001A-AT-HS-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-HS-HN （ナチュラル）

RV001A-AT-H2-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-H2-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-NA-RD （レッド）
RV001A-SM-NA-CK （チャコール）

RV001A-SM-HS-RD （レッド）
RV001A-SM-HS-CK （チャコール）

RV001A-SM-H2-RD （レッド）
RV001A-SM-H2-CK （チャコール）

RV001A-SM-NA-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-NA-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-HS-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-HS-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-H2-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-H2-HN （ナチュラル）

肘なし

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV002A-AT-NA-RD （レッド）
RV002A-AT-NA-CK （チャコール）

RV002A-AT-HS-RD （レッド）
RV002A-AT-HS-CK （チャコール）

RV002A-AT-H2-RD （レッド）
RV002A-AT-H2-CK （チャコール）

RV002A-AT-NA-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-NA-HN （ナチュラル）

RV002A-AT-HS-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-HS-HN （ナチュラル）

RV002A-AT-H2-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-H2-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-NA-RD （レッド）
RV002A-SM-NA-CK （チャコール）

RV002A-SM-HS-RD （レッド）
RV002A-SM-HS-CK （チャコール）

RV002A-SM-H2-RD （レッド）
RV002A-SM-H2-CK （チャコール）

RV002A-SM-NA-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-NA-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-HS-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-HS-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-H2-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-H2-HN （ナチュラル）

ベンチ 背付 肘 2（中間）
□上台バリエーション
再生木材 レックウッド

レッド

チャコール

ひのき

ひのき

ひのき

RV001A-AT-NA-HN（ナチュラル）

¥170,000（税抜）

¥170,000（税抜）

RV001A-AT-HS-RD（レッド）
RV001A-AT-HS-CK（チャコール）

RV001A-AT-HS-WM（ビオサスメープル）

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

RV001A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 44kg

RV001A-SM-NA-HN（ナチュラル）

W1800 D578 H697(SH400) 73kg

¥170,000（税抜）

¥170,000（税抜）

RV001A-SM-HS-WM（ビオサスメープル）

¥207,000（税抜）

RV001A-SM-HS-HN（ナチュラル）

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH399) 44kg

ベンチ 背なし 肘なし

RV001A-SM-HS-RD（レッド）
RV001A-SM-HS-CK（チャコール）

固定式

¥177,000（税抜）

¥207,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

RV001A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

ビオサスメープル

ナチュラル

抗菌防カビ仕様

ひのき

□ノックダウン式

RV001A-SM-H2-WM（ビオサスメープル）

リヴェルデシリーズは脚、座、背がそれぞれのパーツにノックダウンされた組立式です。
単体での小口搬送が可能です。

RV001A-SM-H2-RD（レッド）
RV001A-SM-H2-CK（チャコール）

¥207,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

RV001A-SM-H2-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH400) 48kg

RV001A-AT-H2-WM（ビオサスメープル）

W1800 D578 H698(SH400) 48kg

ひのき
固定式

固定式

RV001A-SM-NA-WM（ビオサスメープル）

RV001A-AT-H2-RD（レッド）
RV001A-AT-H2-CK（チャコール）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 48kg

ひのき

RV001A-SM-NA-RD（レッド）
RV001A-SM-NA-CK（チャコール）

¥207,000（税抜）

ひのき
据置式

¥177,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

RV001A-AT-NA-WM（ビオサスメープル）

据置式

据置式

RV001A-AT-NA-RD（レッド）
RV001A-AT-NA-CK（チャコール）

W1800 D578 H697(SH400) 48kg

ベンチ 背なし 肘 2（中間）

□脚固定方式

ひのき

W1800 D435 H410(SH400) 43kg

RV002A-AT-NA-HN（ナチュラル）

¥116,000（税抜）

ひのき

¥110,000（税抜）

¥110,000（税抜）

W1800 D435 H410(SH400) 27kg

RV002A-AT-HS-RD（レッド）
RV002A-AT-HS-CK（チャコール）

RV002A-AT-HS-WM（ビオサスメープル）

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

RV002A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

（税抜）
W1800 D435 H530(SH400) 45kg

¥140,000

ひのき

RV002A-SM-NA-HN（ナチュラル）

¥110,000（税抜）

¥110,000（税抜）

RV002A-SM-RD-CK（レッド）
RV002A-SM-HS-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

RV002A-SM-HS-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき
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脚 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

RV002A-AT-H2-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

（税抜）
W1800 D435 H530(SH400) 29kg

RV002A-SM-HS-WM（ビオサスメープル）

¥140,000（税抜）

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき

●運賃･取付費は別途

脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。

¥146,000（税抜）

¥140,000

RV002A-SM-H2-RD（レッド）
RV002A-SM-H2-CK（チャコール）

RV002A-SM-H2-WM（ビオサスメープル）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

RV002A-SM-H2-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

W1800 D435 H409(SH400) 27kg

●運賃･取付費は別途

RV002A-AT-H2-WM（ビオサスメープル）

ひのき
固定式

¥116,000（税抜）

W1800 D435 H409(SH400) 43kg

RV002A-SM-NA-WM（ビオサスメープル）

RV002A-AT-H2-RD（レッド）
RV002A-AT-H2-CK（チャコール）

ひのき
固定式

固定式

RV002A-SM-NA-RD（レッド）
RV002A-SM-NA-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

ひのき
据置式

RV002A-AT-NA-WM（ビオサスメープル）

据置式

据置式

RV002A-AT-NA-RD（レッド）
RV002A-AT-NA-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

AT:据置式

SM:固定式

基 礎 コンクリート の いら な い 据 置 式
です。ステンレス製アジャスターが付属
しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカ
ーボルトで簡単に固定することができ
ます。

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 29kg

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき

●運賃･取付費は別途

脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。
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Reverde

レックウッド・ひのき

ベンチ
（背付き）

リヴェルデベンチは、以下の品番コードでご指定ください。
仕様コード

RV001A

SM

リヴェルデ製品別コード

＋ 脚固定方式

仕様コード

NA

＋

肘仕様

＋

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

RD

詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

ひのき

固定式

製品メインコード

例

リヴェルデ

据置式

リ ヴェルデ品番の見方

リヴェルデ レックウッド・ひのき製品一覧

Rekwood・ひのき

ひのき

ベンチ
（背なし）

AT : 据置式

NA：肘なし

RD ：レッド

RV002A：背なし

SM : 固定式

HS：サイド肘2個

CK ：チャコール

H2：中間肘2個

WM：ビオサスメープル

据置式

RV001A：背付き

HN ：ナチュラル

ひのき

固定式

ベンチ 背付 肘 2（サイド）

ベンチ 背付 肘なし

ひのき

肘なし

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV001A-AT-NA-RD （レッド）
RV001A-AT-NA-CK （チャコール）

RV001A-AT-HS-RD （レッド）
RV001A-AT-HS-CK （チャコール）

RV001A-AT-H2-RD （レッド）
RV001A-AT-H2-CK （チャコール）

RV001A-AT-NA-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-NA-HN （ナチュラル）

RV001A-AT-HS-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-HS-HN （ナチュラル）

RV001A-AT-H2-WM （ビオサスメープル）
RV001A-AT-H2-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-NA-RD （レッド）
RV001A-SM-NA-CK （チャコール）

RV001A-SM-HS-RD （レッド）
RV001A-SM-HS-CK （チャコール）

RV001A-SM-H2-RD （レッド）
RV001A-SM-H2-CK （チャコール）

RV001A-SM-NA-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-NA-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-HS-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-HS-HN （ナチュラル）

RV001A-SM-H2-WM （ビオサスメープル）
RV001A-SM-H2-HN （ナチュラル）

肘なし

肘 2（サイド）

肘 2（中間）

RV002A-AT-NA-RD （レッド）
RV002A-AT-NA-CK （チャコール）

RV002A-AT-HS-RD （レッド）
RV002A-AT-HS-CK （チャコール）

RV002A-AT-H2-RD （レッド）
RV002A-AT-H2-CK （チャコール）

RV002A-AT-NA-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-NA-HN （ナチュラル）

RV002A-AT-HS-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-HS-HN （ナチュラル）

RV002A-AT-H2-WM （ビオサスメープル）
RV002A-AT-H2-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-NA-RD （レッド）
RV002A-SM-NA-CK （チャコール）

RV002A-SM-HS-RD （レッド）
RV002A-SM-HS-CK （チャコール）

RV002A-SM-H2-RD （レッド）
RV002A-SM-H2-CK （チャコール）

RV002A-SM-NA-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-NA-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-HS-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-HS-HN （ナチュラル）

RV002A-SM-H2-WM （ビオサスメープル）
RV002A-SM-H2-HN （ナチュラル）

ベンチ 背付 肘 2（中間）
□上台バリエーション
再生木材 レックウッド

レッド

チャコール

ひのき

ひのき

ひのき

RV001A-AT-NA-HN（ナチュラル）

¥170,000（税抜）

¥170,000（税抜）

RV001A-AT-HS-RD（レッド）
RV001A-AT-HS-CK（チャコール）

RV001A-AT-HS-WM（ビオサスメープル）

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

RV001A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 44kg

RV001A-SM-NA-HN（ナチュラル）

W1800 D578 H697(SH400) 73kg

¥170,000（税抜）

¥170,000（税抜）

RV001A-SM-HS-WM（ビオサスメープル）

¥207,000（税抜）

RV001A-SM-HS-HN（ナチュラル）

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH399) 44kg

ベンチ 背なし 肘なし

RV001A-SM-HS-RD（レッド）
RV001A-SM-HS-CK（チャコール）

固定式

¥177,000（税抜）

¥207,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 77kg

RV001A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

ビオサスメープル

ナチュラル

抗菌防カビ仕様

ひのき

□ノックダウン式

RV001A-SM-H2-WM（ビオサスメープル）

リヴェルデシリーズは脚、座、背がそれぞれのパーツにノックダウンされた組立式です。
単体での小口搬送が可能です。

RV001A-SM-H2-RD（レッド）
RV001A-SM-H2-CK（チャコール）

¥207,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH400) 77kg

RV001A-SM-H2-HN（ナチュラル）

¥200,000（税抜）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H697(SH400) 48kg

RV001A-AT-H2-WM（ビオサスメープル）

W1800 D578 H698(SH400) 48kg

ひのき
固定式

固定式

RV001A-SM-NA-WM（ビオサスメープル）

RV001A-AT-H2-RD（レッド）
RV001A-AT-H2-CK（チャコール）

¥200,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 48kg

ひのき

RV001A-SM-NA-RD（レッド）
RV001A-SM-NA-CK（チャコール）

¥207,000（税抜）

ひのき
据置式

¥177,000（税抜）

W1800 D578 H698(SH400) 73kg

RV001A-AT-NA-WM（ビオサスメープル）

据置式

据置式

RV001A-AT-NA-RD（レッド）
RV001A-AT-NA-CK（チャコール）

W1800 D578 H697(SH400) 48kg

ベンチ 背なし 肘 2（中間）

□脚固定方式

ひのき

W1800 D435 H410(SH400) 43kg

RV002A-AT-NA-HN（ナチュラル）

¥116,000（税抜）

ひのき

¥110,000（税抜）

¥110,000（税抜）

W1800 D435 H410(SH400) 27kg

RV002A-AT-HS-RD（レッド）
RV002A-AT-HS-CK（チャコール）

RV002A-AT-HS-WM（ビオサスメープル）

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

RV002A-AT-HS-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

（税抜）
W1800 D435 H530(SH400) 45kg

¥140,000

ひのき

RV002A-SM-NA-HN（ナチュラル）

¥110,000（税抜）

¥110,000（税抜）

RV002A-SM-RD-CK（レッド）
RV002A-SM-HS-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

RV002A-SM-HS-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき
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脚 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。

W1800 D435 H530(SH400) 45kg

RV002A-AT-H2-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

（税抜）
W1800 D435 H530(SH400) 29kg

RV002A-SM-HS-WM（ビオサスメープル）

¥140,000（税抜）

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき

●運賃･取付費は別途

脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。

¥146,000（税抜）

¥140,000

RV002A-SM-H2-RD（レッド）
RV002A-SM-H2-CK（チャコール）

RV002A-SM-H2-WM（ビオサスメープル）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

RV002A-SM-H2-HN（ナチュラル）

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 45kg

W1800 D435 H409(SH400) 27kg

●運賃･取付費は別途

RV002A-AT-H2-WM（ビオサスメープル）

ひのき
固定式

¥116,000（税抜）

W1800 D435 H409(SH400) 43kg

RV002A-SM-NA-WM（ビオサスメープル）

RV002A-AT-H2-RD（レッド）
RV002A-AT-H2-CK（チャコール）

ひのき
固定式

固定式

RV002A-SM-NA-RD（レッド）
RV002A-SM-NA-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

ひのき
据置式

RV002A-AT-NA-WM（ビオサスメープル）

据置式

据置式

RV002A-AT-NA-RD（レッド）
RV002A-AT-NA-CK（チャコール）

¥146,000（税抜）

AT:据置式

SM:固定式

基 礎 コンクリート の いら な い 据 置 式
です。ステンレス製アジャスターが付属
しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカ
ーボルトで簡単に固定することができ
ます。

¥140,000（税抜）

W1800 D435 H529(SH400) 29kg

共通仕様

上台 レックウッド/ひのき

●運賃･取付費は別途

脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）

●搬送効率がアップしました。座･脚分離して搬送されます。
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Side Table

様々なアクティビティに対応したテーブル

サイドテーブル

ドリンクを置いたり、パソコンを開いたり、

Picnic Table
ピクニックテーブル

そのちょっとが嬉しい新しい提案。

ピクニックテーブル

車椅子でのアプローチも可能なテーブルセット

ピクニックテーブル

アーバンウッド

レックウッド

戸外でのアクティビティが変化してきて
います。
それに応じてベンチの使われ方も
変化しています。PCを開いたりドリンク
を置いたり。ベンチとセットでご利用い
ただけるサイドテーブルです。

据置式
固定式
共通仕様

RVT01A-AT-NA-GR
RVT01A-SM-NA-GR

サイドテーブル
据置式
固定式

RVT02A-AT-NA-SG
RVT02A-SM-NA-SG

¥55,000（税抜）

AT:据置式
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SM:固定式

●運賃･取付費は別途

据置式

¥48,000（税抜）

固定式

φ350 H600 6kg

人工大理石（グレー）
鋼管 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
鋼板 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
（据置式）アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

RVT01A-AT-NA-RD
RVT01A-SM-NA-RD
チャコール

φ380 H600 8kg

共通仕様
天板
支柱
ベース
台座

固定式

RVT01A-AT-NA-CK
RVT01A-SM-NA-CK

ビオサスメープル

サイドテーブル

固定式

φ35cmのサイズはお弁当を広げたり、

ナチュラル

パソコンを開いたり、ドリンクを置い

固定式

たりとぴったりの使いやすさです。

共通仕様

W1800 D1564 H705 135kg

パラソル対応

φ48.6×3.2鋼管 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途 ●上台・座・脚は分離して搬送されます。

レッド
据置式

¥340,000（税抜）
W1800 D1564 H710 134kg

据置式

¥340,000（税抜）

固定式

W1800 D1564 H710 134kg

RVT01A-AT-PS-GR
RVT01A-SM-PS-GR

据置式

¥340,000（税抜）

固定式

W1800 D1564 H710 134kg

RVT01A-AT-PS-RD
RVT01A-SM-PS-RD

W1800 D1564 H705 135kg

W1800 D1564 H705 77kg

RVT01A-SM-NA-HN

W1800 D1564 H705 77kg

¥340,000（税抜）

φ48.6×3.2鋼管 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）
●運賃･取付費は別途 ●上台・座・脚は分離して搬送されます。

¥370,000（税抜）

チャコール
据置式

¥355,000（税抜）

RVT01A-SM-NA-WM

¥370,000（税抜）

レッド

W1800 D1564 H705 135kg

固定式
パラソル対応品は天板の
センターにパラソル用の
穴が空いています。

RVT01A-AT-PS-CK
RVT01A-SM-PS-CK

¥370,000（税抜）

ビオサスメープル
固定式

RVT01A-SM-PS-WM

¥385,000（税抜）

RVT01A-SM-PS-HN

¥370,000（税抜）

ナチュラル
固定式
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Side Table

様々なアクティビティに対応したテーブル

サイドテーブル

ドリンクを置いたり、パソコンを開いたり、

Picnic Table
ピクニックテーブル

そのちょっとが嬉しい新しい提案。

ピクニックテーブル

車椅子でのアプローチも可能なテーブルセット

ピクニックテーブル

アーバンウッド

レックウッド

戸外でのアクティビティが変化してきて
います。
それに応じてベンチの使われ方も
変化しています。PCを開いたりドリンク
を置いたり。ベンチとセットでご利用い
ただけるサイドテーブルです。

据置式
固定式
共通仕様

RVT01A-AT-NA-GR
RVT01A-SM-NA-GR

サイドテーブル
据置式
固定式

RVT02A-AT-NA-SG
RVT02A-SM-NA-SG

¥55,000（税抜）

AT:据置式

12

SM:固定式

●運賃･取付費は別途

据置式

¥48,000（税抜）

固定式

φ350 H600 6kg

人工大理石（グレー）
鋼管 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
鋼板 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
（据置式）アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）

RVT01A-AT-NA-RD
RVT01A-SM-NA-RD
チャコール

φ380 H600 8kg

共通仕様
天板
支柱
ベース
台座

固定式

RVT01A-AT-NA-CK
RVT01A-SM-NA-CK

ビオサスメープル

サイドテーブル

固定式

φ35cmのサイズはお弁当を広げたり、

ナチュラル

パソコンを開いたり、ドリンクを置い

固定式

たりとぴったりの使いやすさです。

共通仕様

W1800 D1564 H705 135kg

パラソル対応

φ48.6×3.2鋼管 合成樹脂塗装（プラチナシルバー）
●運賃･取付費は別途 ●上台・座・脚は分離して搬送されます。

レッド
据置式

¥340,000（税抜）
W1800 D1564 H710 134kg

据置式

¥340,000（税抜）

固定式

W1800 D1564 H710 134kg

RVT01A-AT-PS-GR
RVT01A-SM-PS-GR

据置式

¥340,000（税抜）

固定式

W1800 D1564 H710 134kg

RVT01A-AT-PS-RD
RVT01A-SM-PS-RD

W1800 D1564 H705 135kg

W1800 D1564 H705 77kg

RVT01A-SM-NA-HN

W1800 D1564 H705 77kg

¥340,000（税抜）

φ48.6×3.2鋼管 合成樹脂塗装（メタリックグリーン）
●運賃･取付費は別途 ●上台・座・脚は分離して搬送されます。

¥370,000（税抜）

チャコール
据置式

¥355,000（税抜）

RVT01A-SM-NA-WM

¥370,000（税抜）

レッド

W1800 D1564 H705 135kg

固定式
パラソル対応品は天板の
センターにパラソル用の
穴が空いています。

RVT01A-AT-PS-CK
RVT01A-SM-PS-CK

¥370,000（税抜）

ビオサスメープル
固定式

RVT01A-SM-PS-WM

¥385,000（税抜）

RVT01A-SM-PS-HN

¥370,000（税抜）

ナチュラル
固定式
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Forte

フォルテ

都市の居場所になるパブリックベンチ。

緩やかなフォルムとスタンダードなデザイン。
耐久性・安全性・メンテナンス性に優れた都市に似合うベンチです。

1

アルミ合金 ハイジンク

2

ポリエチレン樹脂コーティング

バリエーション

座面や肘のベース素材はアルミニウム合金。サビがなく耐久性に

膜厚350ミクロン以上、密着性に優れた特殊コーティングは、肌触

ゆったりとした座面幅、体格が小さな方から大きな方まで心地よく座れる寸法設定。パブリックスペースのベンチとしての標準性に注目して

優れた素材です。強度が必要な連結管はハイジンク仕様。

りを柔らかくし、
熱伝導性を低くして、
夏の暑さ、
冬の寒さを緩和し

います。ご利用のシーンに応じて様々な展開が可能です。背付き、背なし、立ち上がりをサポートする肘の有無などお選び頂けます。

耐久性に優れたハイスペックです。

ます。

環境試験 JIS K5600-7-4
による密着性確認

14

3

クロスカットによる
密着性確認

フラットデザイン

サポート肘

座面セパレート

座りやすく、また、荷物も置きやすいフラットデザ

お年寄りに配慮して、立ち上がり補助のための肘

一人あたりの座面幅をゆったりと設定して、心地

インを採用。座り心地を重視して、長時間の着座に

がサポートします。大きな曲線を持たせることで、

よく休息ができる寸法設定です。座面をセパレー

も配慮した設計です。ゆったりとした寸法設定の

握りやすく、体を支えて立ち上がりやすく、体の負

トにすることで一人当たりの着座位置を定めて座

座りやすいデザインです。

担に配慮したデザインです。

ることができます。

環境試験 JIS K5600-7-9
による腐食性確認
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も配慮した設計です。ゆったりとした寸法設定の
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Forte

フォルテ 背付きベンチ

フ ォルテ品番の見方

例

フォルテ 背付ベンチ製品一覧

フォルテベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

FA001A

SM

NA

WG

フォルテ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

肘仕様

＋

肘なし

ベンチ
（背付き）
表記以外の組み合わせ対応も可能です。
詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

肘 2
（サイド）

AT：据置式

NA：肘なし

SM：固定式

HS：サイド肘2個

WG：ホワイト

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

FA001A-SM-NA-WG （ホワイト） FA001A-SM-HS-WG （ホワイト） FA001A-SM-H2-WR （ホワイト） FA001A-SM-H4-WG （ホワイト）
¥219,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥279,000（税抜）

固定式
共通仕様

肘 4
（中間）

FA001A-AT-NA-WG （ホワイト） FA001A-AT-HS-WG （ホワイト） FA001A-AT-H2-WR （ホワイト） FA001A-AT-H4-WG （ホワイト）
¥219,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥279,000（税抜）

据置式

※運賃･取付費は別途

背付き3人掛

肘 2
（中間）

座

t5 アルミ加工品 / ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）

※運賃･取付費は別途

脚･肘

アルミ合金鋳物

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

合成樹脂塗装（メタルグレー）

H2：中間肘2個
H4：肘4個

ベンチ 背付 肘なし

ベンチ 背付 肘 2（中間）
据置式

FA001A-AT-NA-WG
W1650 D663 H749(SH413) 46kg

固定式

FA001A-SM-NA-WG
W1650 D663 H743(SH407) 46kg

据置式

¥219,000（税抜）
固定式

¥219,000（税抜）

¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）

共通仕様

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

座
脚

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

ベンチ 背付 肘 2（サイド）

ベンチ 背付 肘 4（中間）
据置式

FA001A-AT-HS-WG
W1765 D663 H749(SH413) 51kg

固定式

FA001A-SM-HS-WG
W1765 D663 H743(SH407) 51kg

据置式

¥249,000（税抜）

座
脚

固定式

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

FA001A-AT-H4-WG
W1865 D663 H749(SH413) 56kg

¥249,000（税抜）

共通仕様

□上台バリエーション

FA001A-SM-H2-WG
W1750 D663 H743(SH407) 51kg

共通仕様
座
脚

FA001A-AT-H2-WG
W1750 D663 H749(SH413) 51kg

FA001A-SM-H4-WG
W1865 D663 H743(SH407) 56kg

¥279,000（税抜）
¥279,000（税抜）

共通仕様
座
脚

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

□脚固定方式

ホワイト

ポリエチレン樹脂コーティング

16

AT:据置式

SM:固定式

基 礎コンクリートのいらない 据 置 式 です。
ステンレス製アジャスターが付属しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカーボ
ルトで簡単に固定することができます。
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Forte

フォルテ 背付きベンチ

フ ォルテ品番の見方

例

フォルテ 背付ベンチ製品一覧

フォルテベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

FA001A

SM

NA

WG

フォルテ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

肘仕様

＋

肘なし

ベンチ
（背付き）
表記以外の組み合わせ対応も可能です。
詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

肘 2
（サイド）

AT：据置式

NA：肘なし

SM：固定式

HS：サイド肘2個

WG：ホワイト

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

FA001A-SM-NA-WG （ホワイト） FA001A-SM-HS-WG （ホワイト） FA001A-SM-H2-WR （ホワイト） FA001A-SM-H4-WG （ホワイト）
¥219,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥279,000（税抜）

固定式
共通仕様

肘 4
（中間）

FA001A-AT-NA-WG （ホワイト） FA001A-AT-HS-WG （ホワイト） FA001A-AT-H2-WR （ホワイト） FA001A-AT-H4-WG （ホワイト）
¥219,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）
¥279,000（税抜）

据置式

※運賃･取付費は別途

背付き3人掛

肘 2
（中間）

座

t5 アルミ加工品 / ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）

※運賃･取付費は別途

脚･肘

アルミ合金鋳物

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

合成樹脂塗装（メタルグレー）

H2：中間肘2個
H4：肘4個

ベンチ 背付 肘なし

ベンチ 背付 肘 2（中間）
据置式

FA001A-AT-NA-WG
W1650 D663 H749(SH413) 46kg

固定式

FA001A-SM-NA-WG
W1650 D663 H743(SH407) 46kg

据置式

¥219,000（税抜）
固定式

¥219,000（税抜）

¥249,000（税抜）
¥249,000（税抜）

共通仕様

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

座
脚

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

ベンチ 背付 肘 2（サイド）

ベンチ 背付 肘 4（中間）
据置式

FA001A-AT-HS-WG
W1765 D663 H749(SH413) 51kg

固定式

FA001A-SM-HS-WG
W1765 D663 H743(SH407) 51kg

据置式

¥249,000（税抜）

座
脚

固定式

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

FA001A-AT-H4-WG
W1865 D663 H749(SH413) 56kg

¥249,000（税抜）

共通仕様

□上台バリエーション

FA001A-SM-H2-WG
W1750 D663 H743(SH407) 51kg

共通仕様
座
脚

FA001A-AT-H2-WG
W1750 D663 H749(SH413) 51kg

FA001A-SM-H4-WG
W1865 D663 H743(SH407) 56kg

¥279,000（税抜）
¥279,000（税抜）

共通仕様
座
脚

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●搬送効率がバージョンアップしました。
背･座･脚は分離して搬送されます。

□脚固定方式

ホワイト
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16

AT:据置式

SM:固定式

基 礎コンクリートのいらない 据 置 式 です。
ステンレス製アジャスターが付属しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカーボ
ルトで簡単に固定することができます。

17

Forte

背なしベンチ

フ ォルテ品番の見方

例

フォルテ 背なしベンチ

ベンチ
（背なし）

フォルテベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

FA002A

SM

NA

WG

フォルテ製品別コード

フォルテ 背付ベンチ製品一覧

＋ 脚固定方式

＋

肘仕様

＋

表記以外の組み合わせ対応も可能です。
詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

据置式

肘なし

肘 2
（サイド）

AT ：据置式

NA：肘なし

SM：固定式

HS：サイド肘2個

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

FA002A-SM-NA-WG （ホワイト） FA002A-SM-HS-WG （ホワイト） FA002A-SM-H2-WG （ホワイト） FA002A-SM-H4-WG （ホワイト）
¥188,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥248,000（税抜）
※運賃･取付費は別途

背なし3人掛

肘 4
（中間）

FA002A-AT-NA-WG （ホワイト） FA002A-AT-HS-WG （ホワイト） FA002A-AT-H2-WG （ホワイト） FA002A-AT-H4-WG （ホワイト）
¥188,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥248,000（税抜）
※運賃･取付費は別途

固定式

肘 2
（中間）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

WG：ホワイト

H2：中間肘2個
H2：肘4個

ベンチ 背なし 肘なし

ベンチ 背なし 肘 2（中間）
据置式

FA002A-AT-NA-WG
W1650 D557 H410 36kg

固定式

FA002A-SM-NA-WG
W1650 D557 H404 36kg

据置式

¥188,000（税抜）
固定式

¥188,000（税抜）

¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）

共通仕様

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

座
脚

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

ベンチ 背なし 肘 4（中間）
据置式

FA002A-AT-HS-WG
W1765 D557 H528(SH410) 41kg

固定式

FA002A-SM-HS-WG
W1765 D557 H522(SH404) 41kg

据置式

¥218,000（税抜）

FA002A-AT-H4-WG
W1865 D557 H528(SH410) 46kg

固定式

¥218,000（税抜）

共通仕様

□上台バリエーション

FA002A-SM-H2-WG
W1750 D557 H522(SH404) 41kg

共通仕様
座
脚

FA002A-AT-H2-WG
W1750 D557 H528(SH410) 41kg

FA002A-SM-H4-WG
W1865 D557 H522(SH404) 46kg

¥248,000（税抜）
¥248,000（税抜）

共通仕様

座
t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（メタルグレー）

座
t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

□脚固定方式

ホワイト

ポリエチレン樹脂コーティング

18

AT:据置式

SM:固定式

基 礎コンクリートのいらない 据 置 式 です。
ステンレス製アジャスターが付属しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカーボ
ルトで簡単に固定することができます。
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Forte

背なしベンチ

フ ォルテ品番の見方

例

フォルテ 背なしベンチ

ベンチ
（背なし）

フォルテベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

FA002A

SM

NA

WG

フォルテ製品別コード

フォルテ 背付ベンチ製品一覧

＋ 脚固定方式

＋

肘仕様

＋

表記以外の組み合わせ対応も可能です。
詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

据置式

肘なし

肘 2
（サイド）

AT ：据置式

NA：肘なし

SM：固定式

HS：サイド肘2個

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

FA002A-SM-NA-WG （ホワイト） FA002A-SM-HS-WG （ホワイト） FA002A-SM-H2-WG （ホワイト） FA002A-SM-H4-WG （ホワイト）
¥188,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥248,000（税抜）
※運賃･取付費は別途

背なし3人掛

肘 4
（中間）

FA002A-AT-NA-WG （ホワイト） FA002A-AT-HS-WG （ホワイト） FA002A-AT-H2-WG （ホワイト） FA002A-AT-H4-WG （ホワイト）
¥188,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）
¥248,000（税抜）
※運賃･取付費は別途

固定式

肘 2
（中間）

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

※運賃･取付費は別途

WG：ホワイト

H2：中間肘2個
H2：肘4個

ベンチ 背なし 肘なし

ベンチ 背なし 肘 2（中間）
据置式

FA002A-AT-NA-WG
W1650 D557 H410 36kg

固定式

FA002A-SM-NA-WG
W1650 D557 H404 36kg

据置式

¥188,000（税抜）
固定式

¥188,000（税抜）

¥218,000（税抜）
¥218,000（税抜）

共通仕様

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

座
脚

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

ベンチ 背なし 肘 2（サイド）

ベンチ 背なし 肘 4（中間）
据置式

FA002A-AT-HS-WG
W1765 D557 H528(SH410) 41kg

固定式

FA002A-SM-HS-WG
W1765 D557 H522(SH404) 41kg

据置式

¥218,000（税抜）

FA002A-AT-H4-WG
W1865 D557 H528(SH410) 46kg

固定式

¥218,000（税抜）

共通仕様

□上台バリエーション

FA002A-SM-H2-WG
W1750 D557 H522(SH404) 41kg

共通仕様
座
脚

FA002A-AT-H2-WG
W1750 D557 H528(SH410) 41kg

FA002A-SM-H4-WG
W1865 D557 H522(SH404) 46kg

¥248,000（税抜）
¥248,000（税抜）

共通仕様

座
t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（メタルグレー）

座
t5アルミ加工品 ポリエチレン樹脂コーティング（ホワイト）
脚・肘 アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
（メタルグレー）

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

●運賃･取付費は別途
●背･座は分離して搬送されます。

□脚固定方式

ホワイト

ポリエチレン樹脂コーティング

18

AT:据置式

SM:固定式

基 礎コンクリートのいらない 据 置 式 です。
ステンレス製アジャスターが付属しています。

固定式は、付属プレートを用いてアンカーボ
ルトで簡単に固定することができます。
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Curve

カーヴ

Freely Layout

〝居場所〟をシェアするベンチ＆テーブル

自由なコーディネーションが、空間に個性を生み出します。

1

座る方向も自由自在
テーブルセットのベンチは、
内向き、外向き双方に着座で
きます。複数人で共同して使
う大きなテーブルも他人の
視線を気にせず、自分の場所
を確保して座ることができ
ます。

2

自由自在なレイアウト

シチュエーションに応じて、多人数が同時に使えるストリートファニチャーです。休憩のベンチ、ちょっとした
ものを置くテーブルも組み合わせが自由。また、脚の固定方法も据置式、固定式からお選び頂けます。

使い勝手のよいテーブル
奥行25cmのテーブルは、パ
ソコ ン や ノ ー ト 、ド リ ン ク 、
お弁当などを置くことがで
きます。座面とテーブルトッ
プはアルミコア素材で耐候
性が高く、清掃も行いやすく
清潔です。

20

3

テーブルとセットだから屋外での仕事や食事も。

スクエア

コンビ

オーバル

軽量で移設も可能

アルミコア

滞 留 場 所に応じて、レイアウ
トを自由に配置できます。
アル
ミ鋳物とアルミコアによる軽
量化された本体は少人数での
移動が可能です。

アルミ押出形材とポリエチレン
樹 脂 が 一 体 成 型された 新 素
材です。中空のアルミ材は強
度に優れ、また、1本あたりの
重量が従来の再生木材の約
半分に軽減されています。

スペースに合わせて自在にレイアウト。
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Curve

カーヴ

Freely Layout

〝居場所〟をシェアするベンチ＆テーブル

自由なコーディネーションが、空間に個性を生み出します。

1

座る方向も自由自在
テーブルセットのベンチは、
内向き、外向き双方に着座で
きます。複数人で共同して使
う大きなテーブルも他人の
視線を気にせず、自分の場所
を確保して座ることができ
ます。

2

自由自在なレイアウト

シチュエーションに応じて、多人数が同時に使えるストリートファニチャーです。休憩のベンチ、ちょっとした
ものを置くテーブルも組み合わせが自由。また、脚の固定方法も据置式、固定式からお選び頂けます。

使い勝手のよいテーブル
奥行25cmのテーブルは、パ
ソコ ン や ノ ー ト 、ド リ ン ク 、
お弁当などを置くことがで
きます。座面とテーブルトッ
プはアルミコア素材で耐候
性が高く、清掃も行いやすく
清潔です。

20

3

テーブルとセットだから屋外での仕事や食事も。

スクエア

コンビ

オーバル

軽量で移設も可能

アルミコア

滞 留 場 所に応じて、レイアウ
トを自由に配置できます。
アル
ミ鋳物とアルミコアによる軽
量化された本体は少人数での
移動が可能です。

アルミ押出形材とポリエチレン
樹 脂 が 一 体 成 型された 新 素
材です。中空のアルミ材は強
度に優れ、また、1本あたりの
重量が従来の再生木材の約
半分に軽減されています。

スペースに合わせて自在にレイアウト。
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Curve

テ ー ブ ル ･ ベ ン チセット

カ ーヴ品番の見方

例

カーヴ テーブル･ベンチセット

カーヴベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

CV009A

SM

00

BE

詳しくは担当までご相談下さい。

カーヴ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

AT：据置式

肘仕様

00：肘なし

＋

※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

BE：ベージュ

SM：固定式

テーブル･ベンチセット 全円

据置式

CV009A-AT-00-BE

¥1,870,000（税抜）

固定式

CV009A-SM-00-BE

¥1,870,000（税抜）

共通仕様

上台
脚

Φ3854 H698(SH400) 248kg

Φ3854 H692(SH395) 248kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

テーブル･ベンチセット ストレート2連

テーブル･ベンチセット 半円

据置式

CV010A-AT-00-BE

¥988,000（税抜）

固定式

CV010A-SM-00-BE

¥988,000（税抜）

共通仕様

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

テーブル･ベンチセット 2連

上台
脚

W3854 D1942 H698(SH400) 133kg

W3854 D1942 H692(SH395) 133kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

据置式

CV014A-AT-00-BE

¥436,000（税抜）

固定式

CV014A-SM-00-BE

¥436,000（税抜）

共通仕様

上台
脚

W2770 D930 H698(SH400) 73kg

W2770 D930 H692(SH395) 73kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

テーブル･ベンチセット ストレート1連

据置式

CV013A-AT-00-BE

¥242,000（税抜）

固定式

CV013A-SM-00-BE

¥242,000（税抜）

共通仕様

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

上台
脚

W1400 D930 H698(SH400) 41kg

W1400 D930 H692(SH395) 41kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

テーブル･ベンチセット 1連
□脚固定方式

据置式
固定式
共通仕様

CV011A-AT-00-BE

¥528,000（税抜）

CV011A-SM-00-BE

¥528,000（税抜）

上台
脚

W2740 D1230 H692(SH395) 71kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途
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W2740 D1230 H698(SH400) 71kg

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

CV012A-AT-00-BE

¥288,000（税抜）

CV012A-SM-00-BE

¥288,000（税抜）

上台
脚

AT:据置式/SM:固定式

軽量で移設も可能

アルミコア

ペデストリアンデッキ、人 工 地 盤や、
レン ガ や タイル などの 舗 装 面 で の 設
置を考慮して、コンクリート基 礎を必
要としな い 据 置 式 、固 定 式 の 脚 設 定
を行っています。

滞 留場所に応じて、レイアウトを自由
に配 置できます。アルミ鋳 物とアルミ
コアによる 軽 量 化され た 本 体 は少人
数で の移動が 可能です。

アルミ 押 出 形 材と ポリエチレン 樹 脂
が 一 体 成 型され た 新 素 材 で す。中 空
のアルミ材 は 強 度 に優 れ 、また 、1本
あたりの重 量 が 従 来 の 再生 木 材の 約
半分に軽 減されています。

W1500 D865 H698(SH400) 40kg

W1500 D865 H692(SH395) 40kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。
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Curve

テ ー ブ ル ･ ベ ン チセット

カ ーヴ品番の見方

例

カーヴ テーブル･ベンチセット

カーヴベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

表記以外の組み合わせ対応も可能です。

CV009A

SM

00

BE

詳しくは担当までご相談下さい。

カーヴ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

AT：据置式

肘仕様

00：肘なし

＋

※取付方法や強度の条件によって、
組み合わせができない場合がございます。

カラー

BE：ベージュ

SM：固定式

テーブル･ベンチセット 全円

据置式

CV009A-AT-00-BE

¥1,870,000（税抜）

固定式

CV009A-SM-00-BE

¥1,870,000（税抜）

共通仕様

上台
脚

Φ3854 H698(SH400) 248kg

Φ3854 H692(SH395) 248kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

テーブル･ベンチセット ストレート2連

テーブル･ベンチセット 半円

据置式

CV010A-AT-00-BE

¥988,000（税抜）

固定式

CV010A-SM-00-BE

¥988,000（税抜）

共通仕様

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

テーブル･ベンチセット 2連

上台
脚

W3854 D1942 H698(SH400) 133kg

W3854 D1942 H692(SH395) 133kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

据置式

CV014A-AT-00-BE

¥436,000（税抜）

固定式

CV014A-SM-00-BE

¥436,000（税抜）

共通仕様

上台
脚

W2770 D930 H698(SH400) 73kg

W2770 D930 H692(SH395) 73kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

テーブル･ベンチセット ストレート1連

据置式

CV013A-AT-00-BE

¥242,000（税抜）

固定式

CV013A-SM-00-BE

¥242,000（税抜）

共通仕様

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

上台
脚

W1400 D930 H698(SH400) 41kg

W1400 D930 H692(SH395) 41kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

テーブル･ベンチセット 1連
□脚固定方式

据置式
固定式
共通仕様

CV011A-AT-00-BE

¥528,000（税抜）

CV011A-SM-00-BE

¥528,000（税抜）

上台
脚

W2740 D1230 H692(SH395) 71kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途
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W2740 D1230 H698(SH400) 71kg

●上台・座･脚は分割して搬送されます。

据置式
固定式
共通仕様

CV012A-AT-00-BE

¥288,000（税抜）

CV012A-SM-00-BE

¥288,000（税抜）

上台
脚

AT:据置式/SM:固定式

軽量で移設も可能

アルミコア

ペデストリアンデッキ、人 工 地 盤や、
レン ガ や タイル などの 舗 装 面 で の 設
置を考慮して、コンクリート基 礎を必
要としな い 据 置 式 、固 定 式 の 脚 設 定
を行っています。

滞 留場所に応じて、レイアウトを自由
に配 置できます。アルミ鋳 物とアルミ
コアによる 軽 量 化され た 本 体 は少人
数で の移動が 可能です。

アルミ 押 出 形 材と ポリエチレン 樹 脂
が 一 体 成 型され た 新 素 材 で す。中 空
のアルミ材 は 強 度 に優 れ 、また 、1本
あたりの重 量 が 従 来 の 再生 木 材の 約
半分に軽 減されています。

W1500 D865 H698(SH400) 40kg

W1500 D865 H692(SH395) 40kg

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ）

●運賃･取付費は別途

●上台・座･脚は分割して搬送されます。
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Curve
カ ーヴ品番の見方

例

サークルベンチ 全円 Φ3000タイプ

ベ ン チ / サ ー ク ルベンチ

カーヴベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

CV009A

SM

00

BE

カーヴ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

AT：据置式

肘仕様

00：なし

SM：固定式

＋

表記以外の組み合わせ対応も可能です。詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、組み合わせができない場合がございます。

カラー

BE：ベージュ
EG：アースグレー

ベージュ ■
据置式
固定式

CV001A-AT-00-BE
CV001A-SM-00-BE

□脚固定方式
上台
脚

アースグレー

軽量で移設も可能

ペデストリアンデッキ、人 工 地 盤や、
レンガ や タイル などの 舗 装 面 で の 設
置を考慮して、コンクリート基 礎を必
要としな い 据 置 式 、固 定 式 の 脚 設 定
を行っています。

滞 留場所に応じて、レイアウトを自由
に配 置できます。アルミ鋳 物とアルミ
コアによる 軽 量 化され た 本 体 は少人
数で の移動が 可能です。

ベージュ ■
据置式
固定式

アルミ 押 出 形 材と ポリエチレン 樹 脂
が 一 体 成 型され た 新 素 材 で す。中 空
のアルミ材 は 強 度 に優 れ 、また 、1本
あたりの重 量 が 従 来 の 再生 木 材の 約
半分に軽 減されています。

上台
脚

固定式

CV008A-AT-00-BE
CV008A-SM-00-BE

アースグレー ■
据置式
固定式

CV008A-AT-00-EG
CV008A-SM-00-EG

W2770 D515 H418(SH400)/H413(SH395) 43kg

共通仕様

上台
脚
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据置式
固定式

CV007A-AT-00-BE
CV007A-SM-00-BE

¥241,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ ■

●座･脚は分割して搬送されます。

アースグレー ■
据置式
固定式

CV007A-AT-00-EG
CV007A-SM-00-EG

W1400 D515 H418(SH400)/H413(SH395) 24kg

共通仕様

上台
脚

据置式

アースグレー ■
据置式
固定式

CV002A-AT-00-EG
CV002A-SM-00-EG

固定式

●座･脚は分割して搬送されます。

上台
脚

据置式
固定式

CV004A-AT-00-EG
CV004A-SM-00-EG

上台
脚

¥757,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。

ベージュ ■
据置式
固定式

CV005A-AT-00-BE
CV005A-SM-00-BE

アースグレー ■
据置式
固定式

CV005A-AT-00-EG
CV005A-SM-00-EG

W2854 D1356 H418(SH400)/H413(SH395) 59kg

共通仕様

上台
脚

¥415,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。

サークルベンチ 2連 Φ2000タイプ

アースグレー ■
据置式
固定式

CV003A-AT-00-EG
CV003A-SM-00-EG

ベージュ ■
据置式
固定式

CV006A-AT-00-BE
CV006A-SM-00-BE

¥289,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

共通仕様

●座･脚は分割して搬送されます。

W2740 D935 H418(SH400)/H413(SH395) 43kg

共通仕様

アースグレー ■

Φ2854 H418(SH400)/H413(SH395) 108kg

¥541,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

CV003A-AT-00-BE
CV003A-SM-00-BE

¥139,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ ■

固定式

CV004A-AT-00-BE
CV004A-SM-00-BE

¥1,009,000（税抜）

サークルベンチ 2連 Φ3000タイプ

ストレートベンチ 1連

据置式

サークルベンチ 半円 Φ2000タイプ

W3854 D1942 H418(SH400)/H413(SH395) 81kg

共通仕様

ベージュ ■

●座･脚は分割して搬送されます。

CV002A-AT-00-BE
CV002A-SM-00-BE

●運賃･取付費は別途

据置式

固定式

CV001A-AT-00-EG
CV001A-SM-00-EG

サークルベンチ 半円 Φ3000タイプ

AT:据置式/SM:固定式

アルミコア

ストレートベンチ 2連

据置式

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ

アースグレー ■

Φ3854 H418(SH400)/H413(SH395) 152kg

共通仕様

ベージュ ■

サークルベンチ 全円 Φ2000タイプ

ベンチ/サークルベンチ

●座･脚は分割して搬送されます。

アースグレー ■
据置式
固定式

CV006A-AT-00-EG
CV006A-SM-00-EG

W2482 D981 H418(SH400)/H413(SH395) 41kg

共通仕様

上台
脚

¥289,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。
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Curve
カ ーヴ品番の見方

例

サークルベンチ 全円 Φ3000タイプ

ベ ン チ / サ ー ク ルベンチ

カーヴベンチは、以下の品番コードでご指定ください。

製品メインコード

仕様コード

仕様コード

色コード

CV009A

SM

00

BE

カーヴ製品別コード

＋ 脚固定方式

＋

AT：据置式

肘仕様

00：なし

SM：固定式

＋

表記以外の組み合わせ対応も可能です。詳しくは担当までご相談下さい。
※取付方法や強度の条件によって、組み合わせができない場合がございます。

カラー

BE：ベージュ
EG：アースグレー

ベージュ ■
据置式
固定式

CV001A-AT-00-BE
CV001A-SM-00-BE

□脚固定方式
上台
脚

アースグレー

軽量で移設も可能

ペデストリアンデッキ、人 工 地 盤や、
レンガ や タイル などの 舗 装 面 で の 設
置を考慮して、コンクリート基 礎を必
要としな い 据 置 式 、固 定 式 の 脚 設 定
を行っています。

滞 留場所に応じて、レイアウトを自由
に配 置できます。アルミ鋳 物とアルミ
コアによる 軽 量 化され た 本 体 は少人
数で の移動が 可能です。

ベージュ ■
据置式
固定式

アルミ 押 出 形 材と ポリエチレン 樹 脂
が 一 体 成 型され た 新 素 材 で す。中 空
のアルミ材 は 強 度 に優 れ 、また 、1本
あたりの重 量 が 従 来 の 再生 木 材の 約
半分に軽 減されています。

上台
脚

固定式

CV008A-AT-00-BE
CV008A-SM-00-BE

アースグレー ■
据置式
固定式

CV008A-AT-00-EG
CV008A-SM-00-EG

W2770 D515 H418(SH400)/H413(SH395) 43kg

共通仕様

上台
脚
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据置式
固定式

CV007A-AT-00-BE
CV007A-SM-00-BE

¥241,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ ■

●座･脚は分割して搬送されます。

アースグレー ■
据置式
固定式

CV007A-AT-00-EG
CV007A-SM-00-EG

W1400 D515 H418(SH400)/H413(SH395) 24kg

共通仕様

上台
脚

据置式

アースグレー ■
据置式
固定式

CV002A-AT-00-EG
CV002A-SM-00-EG

固定式

●座･脚は分割して搬送されます。

上台
脚

据置式
固定式

CV004A-AT-00-EG
CV004A-SM-00-EG

上台
脚

¥757,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。

ベージュ ■
据置式
固定式

CV005A-AT-00-BE
CV005A-SM-00-BE

アースグレー ■
据置式
固定式

CV005A-AT-00-EG
CV005A-SM-00-EG

W2854 D1356 H418(SH400)/H413(SH395) 59kg

共通仕様

上台
脚

¥415,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。

サークルベンチ 2連 Φ2000タイプ

アースグレー ■
据置式
固定式

CV003A-AT-00-EG
CV003A-SM-00-EG

ベージュ ■
据置式
固定式

CV006A-AT-00-BE
CV006A-SM-00-BE

¥289,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

共通仕様

●座･脚は分割して搬送されます。

W2740 D935 H418(SH400)/H413(SH395) 43kg

共通仕様

アースグレー ■

Φ2854 H418(SH400)/H413(SH395) 108kg

¥541,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

CV003A-AT-00-BE
CV003A-SM-00-BE

¥139,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ ■

固定式

CV004A-AT-00-BE
CV004A-SM-00-BE

¥1,009,000（税抜）

サークルベンチ 2連 Φ3000タイプ

ストレートベンチ 1連

据置式

サークルベンチ 半円 Φ2000タイプ

W3854 D1942 H418(SH400)/H413(SH395) 81kg

共通仕様

ベージュ ■

●座･脚は分割して搬送されます。

CV002A-AT-00-BE
CV002A-SM-00-BE

●運賃･取付費は別途

据置式

固定式

CV001A-AT-00-EG
CV001A-SM-00-EG

サークルベンチ 半円 Φ3000タイプ

AT:据置式/SM:固定式

アルミコア

ストレートベンチ 2連

据置式

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

ベージュ

アースグレー ■

Φ3854 H418(SH400)/H413(SH395) 152kg

共通仕様

ベージュ ■

サークルベンチ 全円 Φ2000タイプ

ベンチ/サークルベンチ

●座･脚は分割して搬送されます。

アースグレー ■
据置式
固定式

CV006A-AT-00-EG
CV006A-SM-00-EG

W2482 D981 H418(SH400)/H413(SH395) 41kg

共通仕様

上台
脚

¥289,000（税抜）

アルミコア（チャコール）
アルミ合金鋳物 粉体塗装
（ベージュ/アースグレー）

●運賃･取付費は別途

●座･脚は分割して搬送されます。
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おさるのベンチプロジェクト

福岡県福岡市
みんながやさしい、みんなにやさしい「ユニバーサル都市・福岡」の実
現や、超高齢社会に対応した「支える“まち”づくり」を推進する観点
から、
『 ベンチプロジェクト』が展開されています。
市は、高齢者をはじめ誰もが外出しやすい環境を整備しようと、バス
停はもとより散歩や買物途中で多くの人が通る場所に、民間事業者
や市民からの協力も募りながらベンチ設置を推進。市有地のほか、民
有地へのベンチ設置も進むよう民有地での設置には市からの補助金
を設けるなど、自治会や商店街などの地域団体が自ら主体となって
ベンチを設置することができます。
ユニバーサル都市にちなみ、サルのプレート＝写真＝を貼った「おさ
るのベンチ」が展開されています。

納入事例

まち歩きのためのベンチ空間

まちなか滞留スポット事業

和歌山県和歌山市
観光を消費につなげるために、おもてなしを豊かにすることが必要。
和歌山市は、観光客や市民がゆっくり座ったり、集ったりする場所が
少ないので滞留スポットを設けていきたいという考え方から街中に

神戸市葺合南 54 号線

兵庫県神戸市

三宮駅を中心とした「えき〜まちエリア」の回遊性向上のための施策として、葺合南54号
線が歩行者優先の道に生まれ変わりました。2車線あった車道を1車線に減らし、歩道を
4mから7mに拡幅。そこにベンチを配し、歩道に憩いの空間が生まれています。車道側に

ベンチが設置されています。ベンチは賑わいのきっかけになりますし、
ひいては消費の拡大にもつながるものです。特に店の前で、人が座っ
たり立ったりして、賑わっていると、その店に入りたくさせることに
つながります。和歌山市の空き店舗を活用したセルフリノベーショ
ンと連携して、中心市街地の賑わい創出が考えられています。

ベンチが設置されていますが、車道
を蛇行させることで走行速度の抑

整備前後の歩道の使い方

制を図って安全性を高め、歩きやす
い街づくりが行われています。

道路付属物としてのベンチ
歩道として2.5m以上を確保し、車道側にベンチを
設置。交差点側は広場のような空間となっていま
す。これらのベンチは神戸市による道路付属物と
して設置・管理されています。

26

車道を2車線から1車線に減らし、歩道が4mから7mに拡幅された。

27

おさるのベンチプロジェクト

福岡県福岡市
みんながやさしい、みんなにやさしい「ユニバーサル都市・福岡」の実
現や、超高齢社会に対応した「支える“まち”づくり」を推進する観点
から、
『 ベンチプロジェクト』が展開されています。
市は、高齢者をはじめ誰もが外出しやすい環境を整備しようと、バス
停はもとより散歩や買物途中で多くの人が通る場所に、民間事業者
や市民からの協力も募りながらベンチ設置を推進。市有地のほか、民
有地へのベンチ設置も進むよう民有地での設置には市からの補助金
を設けるなど、自治会や商店街などの地域団体が自ら主体となって
ベンチを設置することができます。
ユニバーサル都市にちなみ、サルのプレート＝写真＝を貼った「おさ
るのベンチ」が展開されています。

納入事例

まち歩きのためのベンチ空間

まちなか滞留スポット事業

和歌山県和歌山市
観光を消費につなげるために、おもてなしを豊かにすることが必要。
和歌山市は、観光客や市民がゆっくり座ったり、集ったりする場所が
少ないので滞留スポットを設けていきたいという考え方から街中に

神戸市葺合南 54 号線

兵庫県神戸市

三宮駅を中心とした「えき〜まちエリア」の回遊性向上のための施策として、葺合南54号
線が歩行者優先の道に生まれ変わりました。2車線あった車道を1車線に減らし、歩道を
4mから7mに拡幅。そこにベンチを配し、歩道に憩いの空間が生まれています。車道側に

ベンチが設置されています。ベンチは賑わいのきっかけになりますし、
ひいては消費の拡大にもつながるものです。特に店の前で、人が座っ
たり立ったりして、賑わっていると、その店に入りたくさせることに
つながります。和歌山市の空き店舗を活用したセルフリノベーショ
ンと連携して、中心市街地の賑わい創出が考えられています。

ベンチが設置されていますが、車道
を蛇行させることで走行速度の抑

整備前後の歩道の使い方

制を図って安全性を高め、歩きやす
い街づくりが行われています。

道路付属物としてのベンチ
歩道として2.5m以上を確保し、車道側にベンチを
設置。交差点側は広場のような空間となっていま
す。これらのベンチは神戸市による道路付属物と
して設置・管理されています。

26

車道を2車線から1車線に減らし、歩道が4mから7mに拡幅された。
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納入事例

福岡工業大学

福岡市地下鉄 天神駅

和歌山市 まちなか滞留スポット

鹿児島市立病院

コトブキのカタログ

和歌山市 まちなか滞留スポット

広島駅新幹線口広場

ストリートファニチャー＆サイン

ゲンキーズ

タウンスケープ総合カタログ

コミュニティ遊具 総合カタログ

公園、街路、
プラザを彩るサイン、

ブランコや鉄棒など公園遊具の

ベン チ 、車 止 め 、照 明 灯 、緑 化

定 番 アイテ ム か ら 、大 型 複 合

ファニチャーなどをご紹介。スト

遊具や健康器具まで。屋外空間

リートファニチャーと屋外サイン

向 け コミュニ ティ遊 具 を 多 数

の総合カタログです。

ご紹介した総合カタログです。

お問合せは、お近くの営業所まで
札 幌 支 店

011-221-3496

東 京 支 店

03-5733-6676

関 西 支 店

06-4801-8265

青森営業所

017-761-1371

横 浜 支 店

045-277-5111

神戸営業所

078-252-0376

岩手事務所

019-629-2087

新潟営業所

025-248-6200

中 国 支 店

082-297-4546

東 北 支 店

022-742-0731

長野営業所

026-238-8321

高松営業所

087-869-8770

水戸営業所

029-225-8222

金沢営業所

076-247-7422

九 州 支 店

092- 441-0763

北関東営業所

0287-45-1415

静岡営業所

054-205-7161

鹿児島事務所

099-258-2361

埼 玉 支 店

048-871-1030

名古屋支店

052-386-5067

沖縄営業所

098-863-7803

千葉営業所

043-204-3211

京都営業所

075-582-8335

townscape.kotobuki.co. jp
大井競馬場
28

豊田市若宮駐車場
29

納入事例

福岡工業大学

福岡市地下鉄 天神駅

和歌山市 まちなか滞留スポット

鹿児島市立病院

コトブキのカタログ

和歌山市 まちなか滞留スポット

広島駅新幹線口広場

ストリートファニチャー＆サイン

ゲンキーズ

タウンスケープ総合カタログ

コミュニティ遊具 総合カタログ

公園、街路、
プラザを彩るサイン、

ブランコや鉄棒など公園遊具の

ベン チ 、車 止 め 、照 明 灯 、緑 化

定 番 アイテ ム か ら 、大 型 複 合

ファニチャーなどをご紹介。スト

遊具や健康器具まで。屋外空間

リートファニチャーと屋外サイン

向 け コミュニ ティ遊 具 を 多 数

の総合カタログです。

ご紹介した総合カタログです。

お問合せは、お近くの営業所まで
札 幌 支 店

011-221-3496

東 京 支 店

03-5733-6676

関 西 支 店

06-4801-8265

青森営業所

017-761-1371

横 浜 支 店

045-277-5111

神戸営業所

078-252-0376

岩手事務所

019-629-2087

新潟営業所

025-248-6200

中 国 支 店

082-297-4546

東 北 支 店

022-742-0731

長野営業所

026-238-8321

高松営業所

087-869-8770

水戸営業所

029-225-8222

金沢営業所

076-247-7422

九 州 支 店

092- 441-0763

北関東営業所

0287-45-1415

静岡営業所

054-205-7161

鹿児島事務所

099-258-2361

埼 玉 支 店

048-871-1030

名古屋支店

052-386-5067

沖縄営業所

098-863-7803

千葉営業所

043-204-3211

京都営業所

075-582-8335
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豊田市若宮駐車場
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