
下駄箱・演台

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

下駄箱（扉式） KGE-H001 910x400x1200mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 211,000 p.22

下駄箱（引戸式） KGE-H002 1800x400x1000mm 杉（並） オイル塗装（クリア） 186,000 p.22

演台 KEN-H001 950x600x900mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 75,000 p.22

演台 KEN-H002 900x475x1030mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア）

キャスター付
中央 部レーザー刻
印可（要相談）

143,000 p.22

（税込価格：円）

その他木製品

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

行灯 KWD-T001 250x250x600mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア）

照明器具：コード付
（2 ｍ、グレー、入
切スイッチ付） アク
リル（ 白 色 不 透 明
板、ワーロン 和 紙
貼り付け 0.3㎜） 電
球（ 蛍 光 球 昼 白色
60 ｗ）、 底 に 3 ヵ
所アジャスター付

114,000 p.23

スリット灯篭（斜め加工） KWD-H001 200x170x375mm 杉（無節） 無塗装

照 明 器 具：コード
付（1.5 ｍ、 回 転
式 スイッチ 付 ） 電
球（LED 白色光 40
Ｗ）

35,000 p.23

スリット灯篭（Ｓ字加工） KWD-H002 200x170x375mm 杉（無節） 無塗装

照 明 器 具：コード
付（1.5 ｍ、 回 転
式 スイッチ 付 ） 電
球（LED 白色光 40
Ｗ）

35,000 p.23

ごみ箱カバー KWD-H003 290x290x540mm
( 内寸 250×244×300mm) 桧（並） オイル塗装（クリア） 22,000 p.23

配膳ワゴン KWD-E001 750x500x870mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） キャスター付 57,000 p.23

ポスト KWD-H004 400x400x1100mm 桧（並） オイル塗装（クリア） キャスター付
裏面に扉付 50,000 p.23

貴名受 KWD-H005 150x120x140mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 上面スライド可 11,000 p.23

賽銭箱 KWD-E002 180x110x110mm 杉（上小節） 無塗装 4,000 p.23

（税込価格：円）

学童机・学童椅子

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

学童机・椅子セット KGT-E001
机：650x450x610 〜 730mm
椅子：375x370x650 〜 700mm/ 座面
高 300 〜 380mm

桧（上小節） オイル塗装（クリア） セット売のみ 50,000 p.24

学童机 KGT-H001 650x450x648 〜 776mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） 55,000 p.24

学童椅子 KGC-H001 360x450x741 〜 825mm/ 座面高 388
〜 472mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 13,000 p.24

（税込価格：円）

お問合せ先

〒604-8417 京都市中京区西ノ京内畑町41-3　TEL：075-802-2991　FAX：075-811-2593　E-mail：info@kyomokuren.or.jp

2021年4月時点での価格です。

http://www.kyomokuren.or.jp/
一般社団法人 京都府木材組合連合会

京都の木でつくる家具｜総合カタログ京都の木でつくる家具〈一般家具〉　価格表

事務机・テーブル

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

両袖事務机 KTU-M001 1610x800x740mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） プラパート付 423,000 p.6

脇机 KTU-M002 465x800x740mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） プラパート付 198,000 p.6

学習机 KTU-H001 1000x700x740mm 杉（集成材） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） プラパート付 218,000 p.6

会議用テーブル KTE-H001 2000x800x700mm 杉（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） アジャスター付 126,000 p.6

会議用テーブル KTE-E001 1800x600x700mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 83,000 p.6

テーブル KTE-H002 1600x750x710mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） アジャスター付 257,000 p.6

耳付きテーブル KTE-H003 1800x900x700mm 杉（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） アジャスター付 128,000 p.7

角テーブル KTE-H004 900x900x700mm 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） アジャスター付 69,000 p.7

作業台 KTE-H005 1800x900x700mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） アジャスター付 143,000 p.7

会議用テーブル天板跳ね上げ
式

（幕板有）

KTE-E002 ① 1800x450x700mm

桧（上小節） 天板：ウレタン塗装 その
他：オイル塗装（クリア） キャスター付

143,000 p.7

KTE-E002 ② 1200x450x700mm 128,000 ー

KTE-E002 ③ 1500x450x700mm 133,000 ー

KTE-E002 ④ 1500x600x700mm 137,000 ー

KTE-E002 ⑤ 1800x600x700mm 150,000 ー

会議用テーブル天板跳ね上げ
式　

（幕板無）

KTE-E002 ⑥ 1200x450x700mm

桧（上小節） 天板：ウレタン塗装 その
他：オイル塗装（クリア） キャスター付

112,000 ー

KTE-E002 ⑦ 1500x450x700mm 116,000 ー

KTE-E002 ⑧ 1800x450x700mm 122,000 ー

KTE-E002 ⑨ 1500x600x700mm 122,000 ー

KTE-E002 ⑩ 1800x600x700mm 128,000 ー

座卓（折畳み式） KTE-H006 1200x600x350mm 桧（並） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） 57,000 p.7

ガラス天板応接テーブル KTE-H007 1500x600x450mm
（ガラス板 680×380mm） 桧（上小節） 天板：プロテクト塗装、 そ

の他：オイル塗装（クリア） ディスプレイ可 157,000 p.7

丸型テーブル KTE-T001 直径 1200x700mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） アジャスター付 154,000 p.8

丸型テーブル KTE-H008 直径 1100x700mm
桧（天板：上
小節 / 他：小
節）

天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） アジャスター付 132,000 p.8

テーブル KTE-T002 1500x600x700mm
桧（天板：上
小節 / 他：小
節）

オイル塗装（クリア） 198,000 p.8

（税込価格：円）

椅子

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

椅子 KCH-T001 370x400x750mm/ 座面高 400mm 桧（小節） オイル塗装（クリア） 75,000 p.8

椅子（肘掛付） KCH-T002 610x480x685mm/ 座面高 380mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 99,000 p.9

椅子（肘掛付） KCH-H001 550x546x750mm/ 座面高 400mm 桧（上小節） ウレタン塗装 46,000 p.9

椅子（肘掛付） KCH-E001 610x550x850mm/ 座面高 350mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 52,000 p.9

椅子 KCH-H002 455x480x800mm/ 座面高 430mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 41,000 p.9

会議用椅子 KCH-H003 480x546x750mm/ 座面高 400mm 桧（上小節） ウレタン塗装 43,000 p.9

会議用椅子 KCH-E002 450x450x750mm/ 座面高 400mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 22,000 p.9

椅子 KCH-U001 370x500x1100mm/ 座面高 450mm 杉（並） オイル塗装（クリア） 35,000 p.10

椅子（V 字型背もたれ付） KCH-E003 400×400×800mm/ 座面高 405mm 杉（並） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 26,000 p.10

（税込価格：円）
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品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

椅子（合成皮革仕上）茶 KCH-E004 450x400x850mm/ 座面高 430mm 桧（上小節） 座板：合成皮革 茶 その他：
オイル塗装（クリア） 39,000 p.10

椅子（合成皮革仕上）白 KCH-E005 450x400x850mm/ 座面高 430mm 桧（上小節） 座板：合成皮革 白 その他：
オイル塗装（クリア） 39,000 p.10

椅子（合成皮革仕上）緑 KCH-H004 460x500x730mm/ 座面高 410mm 桧（上小節） 座板：合成皮革 緑  その
他：ウレタン塗装

クッションの 色 は
要相談 49,000 p.10

スツール（布張り） KCH-E006 300x300x300mm 桧（上小節）
座 板：カ ー ペット生 地、
合板 その他：オイル塗装

（クリア）
14,000 p.10

角椅子（工作椅子） KCH-H005 300x300x420mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 19,000 p.11

丸座面スタッキングチェア KCH-E007 直径 380x430mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 16,000 p.11

丸椅子 KCH-H006 直径 300x420mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 16,000 p.11

ベンチ
品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

ベンチ KBE-H001 2000x400x450mm 杉（並） オイル塗装（クリア） プ ラレッグ 付、 外
部仕様対応可 66,000 p.12

両耳付きベンチ
KBE-U001 ① 1600x350x450mm 杉（並） オイル塗装（クリア）

奥行は座板の一番
太 い 部 分（ 座 板の
一番細い部分 260） 

29,000 p.12

KBE-U001 ② 1600x350x450mm 杉（並） オイル塗装（柿シブ） 外部使用可 33,000 ー

面皮付きベンチ KBE-E001 1350x420x420mm 杉（北山面皮） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 50,000 p.12

ベンチ KBE-H002 1800x450x400mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 68,000 p.12

ベンチ KBE-M001 1800x400x400mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 43,000 p.12

面皮付きベンチ（背もたれ付） KBE-E002 1350x520x820mm/ 座面高 420mm 杉（北山面皮） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 71,000 p.12

ベンチ（背もたれ付） KBE-T001 1500x450x700mm/ 座面高 400mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 149,000 p.13

面皮付きベンチ（背もたれ付） KBE-E003 1800x420x750mm/ 座面高 400mm 杉（北山面皮） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 93,000 p.13

ベンチ（背もたれ付） KBE-H003 1550x450x750mm/ 座面高 400mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 98,000 p.13

ベンチ（背もたれ付） KBE-E004 1500x550x750mm/ 座面高 400mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 外部仕様対応可 100,000 p.13

長踏み台（布張り） KBE-E005 900x300x300mm 桧（上小節）
天 板：カ ー ペット生 地、
合板 その他：オイル塗装

（クリア）
16,000 p.13

応接ソファ（合成皮革仕上）
茶 KBE-H004 1700x718x707mm/ 座面高 400mm 桧（上小節） 座板：合成皮革 茶 その他：

ウレタン塗装
クッションの 色 は
要 相 談。クッショ
ンは取り外し可

208,000 p.13

浮造り応接ベンチ（背もたれ
付） KBE-U002 1350x650x700mm/ 座面高 410mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 座面：浮造り 95,000 P14

段違い平行ベンチ（組立式） KBE-H005 3000x425x618mm/ 座面高 405mm 桧（並） 無塗装
外 部 仕 様 対 応 可  
角 材（103 角 ） を
入替えることで 更
新可能

128,000 p.14

テーブルベンチ
KBE-H006 ① 1600x1525x700mm/ 座面高 400mm 桧（上小節） 防腐塗装（クリア） 外部使用可 157,000 p.14

KBE-H006 ② 1200x900x550mm/ 座面高 300mm 桧（上小節） 防腐塗装（クリア） 子ども用、外部使
用可 121,000 ー

（税込価格：円）

書架・雑誌ラック

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

書架 KSY-H001 1000x500x2080mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 128,000 p.15

書架 KSY-H002 900x370x1500mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 100,000 p.15

ディスプレイ雑誌ラック KSY-E001 780x405x1250mm 杉（並） オイル塗装（クリア） アクリル板使用 100,000 p.15

ディスプレイカタログスタンド KSY-E002 975x460x1445mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） キャスター付、アク
リル板使用　 127,000 p.15

雑誌ラック KSY-T001 1020x400x805mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 198,000 p.15

雑誌ラック KSY-H003 930x360x810mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） キャスター付 74,000 p.15

（税込価格：円）

収納

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

収納棚（上段） KRK-T001 1520x400x605mm
桧（上小節） オイル塗装（クリア）

204,000 p.16

　　　（下段） KRK-T002 1520x400x805mm 243,000 p.16

収納棚 KRK-E001 2490x430x1050mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 300,000 p.16

展示棚 KRK-H001 1450x500x2250mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） キャスター 付、 透
明アクリル板使用　 395,000 p.16

収納棚 KRK-H002 675x415x1000mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 97,000 p.16

収納棚 KRK-H003 1310x400x710mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 126,000 p.16

掃除用具庫 KRK-H004 450x530x1800mm 桧（並） オイル塗装（クリア） 112,000 p.16

多目的ボックス KRK-U001 330x380x660mm 杉（並） オイル塗装（クリア）
仕 切り板の 位置は
変 更 可（ 可 動 式 で
はない）

24,000 p.17

多目的ボックス KRK-U002 660x380x660mm 杉（並） オイル塗装（クリア） 28,000 p.17

書類引出 KRK-H005 314x550x880mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 66,000 p.17

CD ラック KRK-T003 540x160x210mm 杉（並） オイル塗装（クリア） 着色
部：オイル塗装（ブラウン） 15,000 p.17

（税込価格：円）

備品

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

スリットパーテーション KBH-H001 1000x410x1850mm 杉（無節） 無塗装 208,000 p.18

スリットパーテーション KBH-H002 1400x400x900mm 杉（無節） 無塗装 160,000 p.18

パーテーション〜町家風〜 KBH-T001 2000x400x1800mm 杉・桧（上小節） オイル塗装（ブラウン） キャスター付　 526,000 p.18

パーテーション KBH-H003 1250x370x1450mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 172,000 p.18

衝立パネル〜縦格子〜 KBH-T002 700x450x1545mm 桧（無節） オイル塗装（クリア） 脚部取り外し可 121,000 p.18

衝立パネル〜縦板・上斜め格
子〜 KBH-T003 700x450x1545mm 桧（無節） オイル塗装（クリア） 脚部取り外し可 118,000 p.18

衝立パネル〜町家風〜 KBH-T004 700x450x1545mm 桧（無節） オイル塗装（クリア） 脚部取り外し可 132,000 p.19

L 字型パーテーション KBH-H004 875x150x1760mm 杉（上小節） 無塗装 214,000 p.19

アクリルパーテーション KBH-H005 1200x440x1800mm 杉（上小節） オイル塗装（クリア） 71,000 p.19

アクリル飛沫感染防止パー
テーション KBH-H006 1800x420x820mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 60,000 p.19

アクリル飛沫感染防止パー
テーション KBH-E001 700x400x1500mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 37,000 p.19

バックパネル KBH-T005 1800x70x1900mm 杉・桧（上小節） オイル塗装（クリア） 枠はスギ丸太 822,000 p.20

掲示パネル KBH-T006 750x400x1545mm 桧（並） オイル塗装（クリア） スタンド（アジャス
ター付） 99,000 p.20

教卓 KBH-H007 900x600x925mm 桧（並） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） 97,000 p.20

記載台 KBH-H008 900x900x950mm 桧（並） 天板：プロテクト塗装、 そ
の他：オイル塗装（クリア） 140,000 p.20

イーゼル KBH-E002 450x450x970mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） 36,000 p.20

ルームプレート KBH-T007 220x 厚み 15x50mm 杉（面皮） 無塗装 文字入れは別途料
金 1,000 p.20

（税込価格：円）

受付カウンター

品名 品番 寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 素材・等級 仕上 備考 参考価格 掲載

受付カウンター KUK-T001 4000x1500x1000mm 杉・桧（上小節） オイル塗装（クリア） アクリル板使用 986,000 p.21

受付カウンター KUK-T002 1780x450x880mm 桧（上小節） オイル塗装（クリア） アジャスター、キャ
スター付 625,000 p.21

（税込価格：円）
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