
閲覧机
キャレルデスク

カウンターテーブル
閲覧椅子
スツール

コモンズ・オープンスペース

閲覧・コモンズ
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サブカテゴリー（000）閲覧室のレイアウト

閲覧コーナーのコツ
たくさんの人に快適に利用していただくためには、家具のレイアウトが重要です。

特に通路幅の広さで、人の流れやすさが変わります。

規文堂では、閲覧する人も移動する人も使いやすい閲覧コーナーを提案します。

レイアウト時は、下記寸法を参考にご参照ください。

上記はあくまで一つの目安であり、求められるバリアフリーの基準によっては更に通路幅を確保するケースもございます。机を何台置いていいかわからない、イス

は何を選べばいいかわからない、といった相談があれば遠慮なくお問い合わせください。

◆閲覧机の間に通路を設ける

◆閲覧机と書架の間の通路

◆閲覧机の向きを変えて配置

◆閲覧机とキャレルデスクの関係

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）閲覧・コモンズ目次

■閲覧テーブル(長方形) P30
大きく頑丈な規文堂の机 半円形や長円形もあります 集中しやすいブース型閲覧机

窓際の閲覧席に最適

休憩スペースやオープンスペースに 移動性が高くフレキシブルな机ちょっと腰掛ける場所づくりに

張地を選んで、どんな部屋にもなじみます 年齢に合わせたサイズを提案

■閲覧テーブル(丸形) P35 ■キャレルデスク P38

■カウンターテーブル P39

■スツール P45 ■コモンズテーブル P46■角型・丸型スツール P44

■閲覧椅子 P40 ■閲覧椅子(園児用) P41

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

vol52-2_閲覧.indd   29 2020/02/02   12:20:16



30

サブカテゴリー（000）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2300□-N メラミン ￥150,000
W1820×D910×H580, 640,700

2300□-M W1820×D910×H580, 640,700

2300□-T ナチュラルウッド ￥170,000 W1820×D910×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2301□-N メラミン ￥140,000
W1510×D910×H580, 640,700

2301□-M W1510×D910×H580, 640,700

2301□-T ナチュラルウッド ￥160,000 W1510×D910×H580, 640,700

A-53型／1510×910×高さA-63型／1820×910×高さ

■閲覧テーブル／長方形／A型（角R脚）

▶ 23001-M

１８２０、１５１０、１２００

５８
０、６
４０
、７０
０26

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2304□-N メラミン ￥173,700
W1800×D900×H580, 640,700

2304□-M W1800×D900×H580, 640,700

2304□-T ナチュラルウッド ￥189,500 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2305□-N メラミン ￥199,500
W1800×D1200×H580, 640,700

2305□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2305□-T ナチュラルウッド ￥210,500 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2307□-N メラミン ￥192,600
W1600×D1200×H580, 640,700

2307□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2307□-T ナチュラルウッド ￥203,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2306□-N メラミン ￥166,300
W1600×D900×H580, 640,700

2306□-M W1600×D900×H580, 640,700

2306□-T ナチュラルウッド ￥184,200 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長方形／NA型（φ70丸脚）

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

▶ 23041-N

閲覧机

スリムなナラ無垢材の角脚による、強さと美しさを兼ねた人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23041-N　⇒　メラミン天板で高さ700

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）閲覧机

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2308□-N メラミン ￥126,400
W900×D900×H580, 640,700

2308□-M W900×D900×H580, 640,700

2308□-T ナチュラルウッド ￥135,800 W900×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2309□-N メラミン ￥144,700
W1200×D1200×H580, 640,700

2309□-M W1200×D1200×H580, 640,700

2309□-T ナチュラルウッド ￥155,800 W1200×D1200×H580, 640,700

■閲覧テーブル／正方形／NB型（φ70丸脚）

▶ 23081-T
900×900×高さ 1200×1200×高さ

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2319□-N メラミン ￥188,000
φ1200×H580, 640,700

2319□-M φ1200×H580, 640,700

2319□-T ナチュラルウッド ￥192,000 φ1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2318□-N メラミン ￥258,000
φ1500×H580, 640,700

2318□-M φ1500×H580, 640,700

2318□-T ナチュラルウッド ￥298,000 φ1500×H580, 640,700

■閲覧テーブル／円形／ND型（φ70丸脚）

▶ 23191-M
1200φ×高さ 1500φ×高さ

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23191-N　⇒　メラミン天板で高さ700

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

大きく頑丈な規文堂の机。島状にすることで、グループにも個人にも対応が可能な閲覧スペースを作ることができます。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

vol52-2_閲覧.indd   31 2020/02/02   12:20:26



32

サブカテゴリー（000）

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2345□-N メラミン ￥226,000
W1800×D1200×H580, 640,700

2345□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2345□-T ナチュラルウッド ￥230,000 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2347□-N メラミン ￥217,500
W1600×D1200×H580, 640,700

2347□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2347□-T ナチュラルウッド ￥233,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2344□-N メラミン ￥208,000
W1800×D900×H580, 640,700

2344□-M W1800×D900×H580, 640,700

2344□-T ナチュラルウッド ￥228,000 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2346□-N メラミン ￥188,000
W1600×D900×H580, 640,700

2346□-M W1600×D900×H580, 640,700

2346□-T ナチュラルウッド ￥208,000 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長円形／NC型（φ70丸脚）

▶ 23471-T

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

１８００、１６００　

５８０
、６４
０、７
００

１８００、１６００　

１２
００
、９０
０　

38

70φ φ70

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2354□-N メラミン ￥154,000
W1800×D900×H580, 640,700

2354□-M W1800×D900×H580, 640,700

2354□-T ナチュラルウッド ￥157,000 W1800×D900×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2355□-N メラミン ￥184,000
W1800×D1200×H580, 640,700

2355□-M W1800×D1200×H580, 640,700

2355□-T ナチュラルウッド ￥197,000 W1800×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2357□-N メラミン ￥175,000
W1600×D1200×H580, 640,700

2357□-M W1600×D1200×H580, 640,700

2357□-T ナチュラルウッド ￥185,000 W1600×D1200×H580, 640,700

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

2356□-N メラミン ￥153,000
W1600×D900×H580, 640,700

2356□-M W1600×D900×H580, 640,700

2356□-T ナチュラルウッド ￥169,000 W1600×D900×H580, 640,700

■閲覧テーブル／長方形パネル脚／NE型

▶ 23551-T

1800×900×高さ

1800×1200×高さ

1600×900×高さ

1600×1200×高さ

メラミン化粧板（N） メラミン化粧板（M） ナチュラルウッド（T）

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

例：23541-N　⇒　メラミン天板で高さ700

閲覧机

伝統的なナラ無垢材の脚を用いており、耐久性が高い人気製品です。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）閲覧机

品　番 本体価格（税別） サイズ

2320-H
￥74,000

W1820×D910×H700

2320-M W1820×D910×H640

2320-L W1820×D910×H580

C-63型／1820×910×高さ

■閲覧テーブル／長方形／C型

品　番 本体価格（税別） サイズ

2321-H
￥73,000

W1510×D910×H700

2321-M W1510×D910×H640

2321-L W1510×D910×H580

C-53型／1510×910×高さ

品　番 本体価格（税別） サイズ

2322-H
￥68,000

W1200×D800×H700

2322-M W1200×D800×H640

2322-L W1200×D800×H580

C-43型／1200×800×高さ

◆ 天板：メラミン化粧板　

木口：無垢材　

脚　：角パイプメラミン焼付塗装

共通仕様

▶ 2320-H

１８２０、１５１０、１２００

１８２０、１５１０、１２００

８００
、９１
０

５８
０、６
４０
、７０
０28

◆ 天板メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚

　木口：木目

共通仕様

■閲覧テーブル／SK型（木口：ABS樹脂エッジ）

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

2325-N ホワイト
￥65,000 W1800×D900×H700

2325-M 木目

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

2326-N ホワイト
￥62,000 W1500×D900×H700

2326-M 木目

▶ 2323-N

ホワイト（N） 木目（M）

70
0

１８００、１５００

１８００、１５００

90
0

30

1800×900×700 1500×900×700

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

vol52-2_閲覧.indd   33 2020/02/02   12:20:31



34

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

401□-B ビーチ柄
￥73,800 W1800×D900

×H580, 640,700401□-O オーク柄
401□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

403□-B ビーチ柄
￥54,000 W900×D900

×H580, 640,700403□-O オーク柄
403□-N ホワイト

■閲覧テーブル（長方形）／B-63型

■閲覧テーブル（正方形）／B-33型

▶ 4011-B

▶ 4031-B

1800×900×高さ

900×900×高さ

58
0、
64
0、
70
0

58
0 、
64
0、
70
0

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

407□-B ビーチ柄
￥71,400 W1200×D900

×H580, 640,700407□-O オーク柄
407□-N ホワイト

■閲覧テーブル（半長円形）／B-43型

▶ 4071-B

1200×900×高さ

58
0、
64
0、
70
0

◆ 天板：メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚　ウレタン塗装

　木口：マーブレット

共通仕様

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。
例：4011-B　⇒　天板ビーチ柄で高さ700

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

閲覧机

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

・やわらかい色合い

・小学校などにオススメ

特注ガイアシート（化粧シート板）

※ホワイトはテーブルSK型の写真を参照

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

406□-B ビーチ柄
￥85,200 φ1200×H580, 640,700406□-O オーク柄

406□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

405□-B ビーチ柄
￥81,200 W1500×D750

×H580, 640,700405□-O オーク柄
405□-N ホワイト

品　番 天　板 本体価格（税別） サイズ

408□-B ビーチ柄
￥85,200 W1600×D900

×H580, 640,700408□-O オーク柄
408□-N ホワイト

■閲覧テーブル（丸形）／B-40型

■閲覧テーブル（半円形）／B-50型

■閲覧テーブル（長円形）／B-530型

▶ 4061-B

▶ 4051-B

▶ 4081-B

φ1200×高さ

φ1500×高さ

φ1600×高さ

15
00

58
0、
64
0、
70
0

58
0、
64
0、
70
0

58
0、
64
0、
70
0

58
0 、
64
0、
70
0

◆ 天板：メラミン化粧板

　脚：ブナ成形脚　ウレタン塗装

　木口：マーブレット

共通仕様

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。
例：4061-B　⇒　天板ビーチ柄で高さ700

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

□には、1（高さ700）、2（高さ640）、3（高さ580）のいずれかを入れてください。

閲覧机

ビーチ柄（-B） オーク柄（-O）

・シックな雰囲気

・どんな部屋にでもオススメできる

・やわらかい色合い

・小学校などにオススメ

※ホワイトはテーブルSK型の写真を参照

特注ガイアシート（化粧シート板）

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 本体：ナラ材、エコウレタン塗装
◆ 木口：ナラ単板 R加工材
◆ フロントパネル、サイドパネル、LED 照明付

共通仕様

◆ フレーム：ステンレス　焼付塗装
◆ アクリル板：カスミダブルマット8t

共通仕様

品　番 本体価格（税別） サイズ

2630-3 ￥419,000 W2400×D700×H1250

■片面木製リーディングテーブル（3人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2630-1 ￥326,200 W1600×D700×H1250

2630-2 ￥347,000 W1800×D700×H1250

■片面木製リーディングテーブル（2人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2631-3 ￥690,000 W2400×D1200×H1250

■両面木製リーディングテーブル（6人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2631-1 ￥531,000 W1600×D1200×H1250

2631-2 ￥560,000 W1800×D1200×H1250

■両面木製リーディングテーブル（4人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2633-3 ￥468,600 W2400×D780×H550

■両面机上リーディング机上仕切／LED照明付（6人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2633-1 ￥346,000 W1600×D780×H550

2633-2 ￥358,000 W1800×D780×H550

■両面机上リーディング机上仕切／LED照明付（4人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2632-3 ￥244,900 W2400×D390×H550

■片面机上リーディング机上仕切／LED照明付（3人用）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2632-1 ￥188,500 W1600×D390×H550

2632-2 ￥208,500 W1800×D390×H550

■片面机上リーディング机上仕切／LED照明付（2人用）

知の創造・研究は、集中できる環境が必要です。

読書、学習、創作など様々な活動に打ち込める閲覧室や

学習室の空間づくりをサポートしています。

62
0

2400

2400 620

70
0

55
0

12
50

8 783 8 782 8 783 8

45
0

1200

70
0

55
0

12
50

12
00

2400

2400
8 783 8 782 8 783 8

45
0

閲覧机

テーブルに取り付ける照明付き間仕切り。机とセットでご注文ください。

※配線が必要です　　※サインは別売り

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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品　番 本体価格（税 サイズ

2331-5 ￥65,000 W1760×D600×H400（t8）

品　番 本体価格（税別） サイズ

2333-5 ￥115,000 W2360×D600×H400（t8）

■机上間仕切り（W1800） ■机上間仕切り（W2400）

・机上用間仕切り　既存の閲覧机に取付ける置き式パネル

閲覧机

◆ アクリル板：カスミダブルマット8t
◆ サインは別売り

既存の机に上からアクリル間仕切りを設置し、閲覧室や学習室へと改修するための商品です。半透明なので、

明るさを確保しつつ個々のプライバシーをしっかり守ることができます。公共図書館や大学図書館で納入実績

を重ねています。

※写真は机から新規で手掛けた例です。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

一人一人が集中できるブース型閲覧机、キャレルデスク。

情報アクセス機能に応え卓上コンセント2タイプ（オプション）。

学校を中心として多くの図書館に納入しています（特注仕様も可）。

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

2379-T ナチュラルウッド ￥224,000
W900×
D650×
H1200

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ 本体：エコウレタン塗装
◆ LED 照明付

■キャレルデスク／
　JK-2AW型

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

23735-T ナチュラルウッド ￥150,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材◆ サイドフロスト：アクリル
（t5mm、透過性樹脂）
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

23733-T ナチュラルウッド ￥160,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別） サイズ

23737-T ナチュラルウッド ￥150,000
W900×
D700×
H1150

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ サイドフロスト：アクリル（t5mm、透過性樹脂）
◆ エコウレタン塗装
◆ アジャスター付

品　番 材　質 本体価格（税別）サイズ

2375-T ナチュラルウッド ￥137,000
W900×
D700×
H1200

◆ 天板：メラミン化粧板
◆ 木口：オーク材
◆ 本体：エコウレタン塗装

■キャレルデスク／JK-3型

■キャレルデスク／
　JK-2AL型

■キャレルデスク／JK-1型

■キャレルデスク／
　JK-2AR型

情報コンセント付
配線をかくせます。

▶ 23737-T

▶ 23733-T▶ 23737-T

▶ 2379-T

▶ 23735-T

▶ 23733-T
▶ 23735-T

▶ 2375-T

共通図面

30 840 30
900 700
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00
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キャレルデスク

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）カウンターテーブル

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

2636-B ブラック ￥9,300 基壇部：φ100
垂直部：H2702636-S シルバー ￥9,300

■デスクライト・スリム
●学習、デスクワーク等に幅広くお使いいただけるLEDデスクライト。

●スイッチを押して調光が可能。

●自由に曲がるフレキシブルアームにより高さ・角度の調整が可能となってお

り、読書に最適な明かりをつくり出せます。

●主要部品は金属製、高耐久。

●ACアダプター付き。

■カウンターテーブル

品　番 材　質 本体価格

23777 木製 要打ち合わせ

基本仕様：

◆ 天板：メラミン化粧板　または集成材
◆ 木口：オーク材など
◆ 間仕切り：アクリル（半透明）
◆ アジャスター付
◆ 条件により壁や床への固定も可能

図書館や設計事務所と連携し、壁付きのカウンター机も多く手

掛けています。スチールを併用してスパンを飛ばしたり、間仕切

りを追加したりと、要望に併せて毎回違う形で製作しています。

設計製作事例

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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閲覧椅子

■TY-KL型

■T-L型

■TY-KM型

■T-M型

■TY-KH型

■T-H型

◆ ブナ成形　◆ エコウレタン塗装　◆ スタッキング可能　◆ 座、背：布張り、ビニールレザー張り

◆ ブナ成形　◆ エコウレタン塗装　◆ スタッキング可能　◆ 座：布張り、またはビニールレザー張り

▶ 38523-B

▶ 38533-M
▶ 38533-M

▶ 38522-G ▶ 38521-L

SH290

SH290

SH370

SH370

SH450

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38523 -□ 布張り
￥16,500

W370×
D365×
H52538526 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38533 -□ 布張り
￥16,500

W370×
D365×
H52538536 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38522 -□ 布張り
￥22,000

W445×
D440×
H69038525 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38532 -□ 布張り
￥22,000

W445×
D440×
H69038535 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38521 -□ 布張り
￥27,500

W505×
D525×
H79538524 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

38531 -□ 布張り
￥27,500

W505×
D525×
H79538534 -□ レザー張り

SH450

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：T-H型の布張り、黄緑 → 38531-Y）

特別色　シルバー(S)

網目がしっかりした高級感のある張地です。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン
-S シルバー

■ 布張り

■ レザー張り

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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机の高さ 椅子の高さ

中学生
以上 700 SH420

小学生
高学年 640 SH380

小学生
低学年 580 SH340

園児用 高さ500mmも製作致します SH270

閲覧椅子

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39172 -□ ￥16,500 Ｗ370×Ｄ365×H525

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39173 -□ ￥27,500 Ｗ326×Ｄ326×
H320

◆ ブナ成形合板
◆ エコウレタン塗装
◆ 座：ビニールレザー

▶ 39172-P ▶ 39173-P

SH270

SH320

■EC-1010（園児用） ■フラワースツール

ページュ（V） ビンク（P） グリーン（G）

■閲覧椅子／B-25型 ■閲覧椅子／B-23型 ■閲覧椅子／B-21型

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3883 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D360×
H58538830 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3882 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D395×
H64538820 -□ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3881 -□ 布張り
￥22,000

W424×
D430×
H70538810 -□ レザー張り

◆ ゴム不要材、クリアラッカー仕上　◆ 座：布張り、またはビニールレザー張り共通仕様

▶ 3883-D ▶ 3882-O ▶ 3881-H

SH340 SH380
SH420

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：B-23型のレザー、黄緑 → 38820-Y）

机イス選びの参考：

レザー張りにも対応。飲み物が付着する恐れのある場所など、頻繁のお手入れを前提とす

る場合はレザーをオススメしています。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

■ レザー張り

◆ 脚：ホワイトビーチ(ナチュラル)
◆ 座：MDF(カラーウレタン・PA色 )

オレンジ（O） グリーン（G）

ブルー（B） ホワイト (W)

ピンク（P） イエロー (Y)

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）閲覧椅子

■スタッキングチェアー／JU ■スタッキングチェアー／RA

SH440

■閲覧椅子／K53型

■閲覧椅子／K32型

その他、海外ブランドの椅子なども取り扱い可能です。

建築家が手掛けた一品。ここぞという部屋に用いることで、空間の室を確保します。

■閲覧椅子／K59型

▶ 39133-D

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39132-D ダークグレー
￥39,200 Ｗ455×Ｄ530×Ｈ780

（SH440）39132-B ブラウン

◆座・背：布張り（レザーに変更可能）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39133-D ダークグレー
￥39,800 Ｗ475×Ｄ555×Ｈ800

（SH455）39133-B ブラウン

◆座・背：布張り（レザーに変更可能）

◆座：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39136-G グリーン

￥33,000 Ｗ500×Ｄ480×Ｈ645
（SH430）

39136-R レッド
39136-D ブラウン
39136-L ライトグレー

◆座・背：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39138-O オレンジ

￥81,000 Ｗ530×Ｄ616×Ｈ750
（SH345）

39138-G グリーン
39138-B ブルー
39138-L ライトグレー

◆座：布張り

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39137-G グリーン

￥34,500 Ｗ424×Ｄ452×Ｈ780
（SH440）

39137-R レッド
39137-D ブラウン
39137-L ライトグレー

▶ 39132-B

▶ 39136-D

SH455

SH440
SH430

SH345

▶ 39137-G

レッド（R）

グリーン（G）

▶ 39138-B

オレンジ（O） ブルー（I）

ブラウン（D）

ライトグレー（L）

ライトグレー（L）

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）閲覧椅子

■丸パイプ椅子／Z-6型 ■丸パイプ椅子／Z-4型 ■丸パイプ椅子／Z-2型

規文堂のフレームは通常より太く、耐久性が高い。図書館だけでなく、音楽室や遊戯室での使用も多い。

品　番 本体価格（税別） サイズ

3926-□ ￥16,000 W460×D460×H655

品　番 本体価格（税別） サイズ

3924-□ ￥16,000 W460×D460×H695

品　番 本体価格（税別） サイズ

3922-□ ￥16,000 W460×D460×H735

◆ 丸パイプクロームメッキ　◆ 座：ビニールレザー張　◆ スタッキング可能共通仕様

▶3926-O ▶ 3924-R ▶ 3922-H

SH340 SH380 SH420

■丸パイプ椅子／CTK-6型 ■丸パイプ椅子／CTK-4型 ■丸パイプ椅子／CTK-2型

品　番 本体価格（税別） サイズ

3896-□ ￥16,000 W530×D460×H680

品　番 本体価格（税別） サイズ

3894-□ ￥16,000 W530×D460×H720

品　番 本体価格（税別） サイズ

3892-□ ￥16,000 W530×D460×H760

▶ 3896-P ▶ 3894-B ▶ 3892-G

SH340 SH380 SH420

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：Z-4型の水色 → 3924-M）

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

重量 約4.5kg　耐荷重 90kg

品番の-□の部分には、下の一覧より色を入れてご注文ください。

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D） -R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ レザー張り

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■角型スツール（小）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3962 -□ 布張り
￥28,000 W350×D350×H350

39620 -□ レザー張り

■丸型スツール（小）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3967 -□ 布張り
￥28,500 φ350×H350

39670 -□ レザー張り

■角型スツール（大）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3961 -□ 布張り
￥30,000 W430×D430×H430

39610 -□ レザー張り

■丸型スツール（大）
品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3966 -□ 布張り
￥32,000 φ430×H430

39660 -□ レザー張り

▶ 3962-B

▶ 3964-O▶ 3964-R

▶ 3966-P

■ラウンドスツール

◆ 座：布張り　◆ スタッキング可能　◆ 重量：2.3kg

スツール

シンプルなスタッキングチェア。張地の色数が多いので、図書館のカラー

に合わせて提供できます。

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

（例：ラウンドスツール、グレー → 3964-H）

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

ピンク（P）

ピンク（P）

赤（R）

赤（R）

ブルー（B）

ブルー（B）

水色（M）

水色（M）

オレンジ（O）

オレンジ（O）

黄緑（Y）

黄緑（Y）

グリーン（G）

グリーン（G）

グレー（H）

グレー（H）

ライトブラウン（L）

ライトブラウン（L）

ダークブラウン（D）

ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

■ レザー張り

品　番 色 材質（座） 本体価格（税別） サイズ

3964 -□ 布張り ￥11,000 W370×D365×H525

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■マウントスツール

品　番 色 材質 本体価格（税別） サイズ

3952 -□ ホワイト
￥27,000 W385×D385×H450

3954 -□ ウッド

▶ 3952-P ▶ 3954-M

■ループスツール

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3947-B ブルー
￥14,000 W415×D405×H440

座面：W360×D3303947-G グリーン
3947-O オレンジ

◆ ブナ成形脚
◆ 座：布張り
◆ スタッキング可能
◆ 重量：2.9kg

◆ 座：布張り　◆ スタッキング可能　◆ 重量：1.7kg

ブルー（B） グリーン（G） オレンジ（O）

▶ 3947-B

▶ 3947-G ▶ 3947-O

SH440

スツール

休憩コーナーやオープンスペースに。

軽量のため、小学校での評判も上々です。

木の加工性を活かした超軽量スツール。色はホワイト（塗装）と、ホワイトオークの色味を強調した

ものから選択可能。張地と組み合わせれば、図書館のオリジナルスツールが完成します。

品番の-□の部分には、色を入れてご注文ください。

ピンク（P）赤（R） ブルー（B）水色（M）オレンジ（O） 黄緑（Y） グリーン（G） グレー（H） ライトブラウン（L）ダークブラウン（D）

-R 赤、-O オレンジ、-Pピンク、-M 水色、 -B ブルー、  -Y  黄緑
-Gグリーン、-H  グレー、-L ライトブラウン、  -D ダークブラウン

■ 布張り

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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コモンズ・オープンスペース

ラーニングコモンズは学習支援の上で重要な場です。図書館との連携がカギとなるため、規文堂も多くのコモンズを設計・施工しています。

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

270□-T ウッド
￥95,600

W1500×D650×H640, 700

270□-W ホワイト W1500×D650×H640, 700

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

2703-T ウッド
￥58,700

W900×D900×H700

2703-W ホワイト W900×D900×H700

学び、創造する空間

■コモンズテーブル／台形

■コモンズテーブル／正方形

天板ホワイト

▶ 2701-T 天板：メラミン化粧板、本体スチール

□には、1（高さ700）、2（高さ640）のいずれかを入れてください。

例：2701-W　⇒　天板ホワイトで高さ700

カバンを引っ掛けられる設計。

学生の荷物問題を解決します。

天板：メラミン化粧板、本体スチール

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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コモンズ・オープンスペース

品　番 天板色 本体価格（税別） サイズ

2899-L ライトウッド
￥186,000 W1000×D400×H1045

2899-D ダークウッド

丈夫で使いやすい、

シャープなデザイン。

経済的かつ現代的

なデザインの人気

商品。

■スタッキングチェアー／SX

■コモンズトラック

■スタッキングチェアー／PS

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（クロムめっき）
◆ 脚端：樹脂成型品
◆ 質量：4.3kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3905 -□ ￥20,800 W500×D565×H815

◆ 座・背：樹脂成型品
◆ フレーム：スチール（粉体塗装）
◆ 質量：4.4kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3906 -□ ￥17,600 W465×D460×H760

▶ 3905-B ▶ 3906-L

ブラック
（B）

ホワイト
（W）

レッド
（R）

グレー
（G）

ライト
グレー
（L）

ブラック
（B）

H1045

オープンスペースやコモンズで依頼の多かったキャスター付

書架をカタログ化しました。ナチュラル系、ダーク系の2色を

デザイン。学級文庫など移動を伴うシーンでも活躍。

キャスターはストッパー付き。

ライトウッド ダークウッド

天板もフラットに仕上げているので、展示や企画に利用可能です。棚板可動、耐震固定キャップ付き。転倒しにくいよう奥行きを持たせた設計。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）コモンズ・オープンスペース

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3908 -□ ￥35,100 W610×D535×H775（SH425）

品　番 本体価格（税別） サイズ

3797 ￥59,800 W880×D632×H1800

ブルー
（B）

ライム
（L）

レッド
（R）

オレンジ
（O）

グレー
（G）

ブラック
（K）

◆ 座・背・机：樹脂成型品
◆ 座：布張り（レザーも対応可）
◆ フレーム：スチール（粉体塗装）
◆ キャスター付

◆ 表面材：スチールホワイト
◆ 脚：スチール
◆ フレーム：アルミ
◆ マーカー（赤黒1つずつ）、イレイザー付属

■テーブル付きコモンズチェア

■コモンズ用ホワイトボード

可変性のある空間に。講義室などでも活躍します。

両面に描けるスリムなホワイトボード。収納もしやすくオススメの一品。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

vol52-2_閲覧.indd   48 2020/02/02   12:21:44


