
ヘッドレス引なしレッグ ヘッドレス引なしベーシック ヘッドレス引出し付き

(S)サイズ (S)サイズ (S)サイズ

サイドレール下空間高さ120mm サイドレール下空間高さ120mm

フラット引なしレッグ フラット引なしベーシック フラット引出し付き

(S)サイズ (S)サイズ (S)サイズ

Sキャビ引なしレッグ Sキャビ引なしベーシック Sキャビ引出し付き

(S)サイズ (S)サイズ (S)サイズ

Lキャビ引なしレッグ Lキャビ引なしベーシック Lキャビ引出し付き

(S)サイズ (S)サイズ (S)サイズ



　●選べる４×３タイプ・５サイズ 　●棚(Sキャビタイプ)

　　　ヘッドレスタイプ/フラットタイプ/Sキャビタイプ/Lキャビタイプ、 　　　携帯電話・眼鏡などの小物を置くのに便利です。

　　　引なしレッグ/引なしベーシック/引出し付きの４×３タイプ、 　　　奥行：70ｍｍ

　　　S/SD/D/WD/Kの５サイズから選べます。 　●スライドカバー付き２口コンセント(Sキャビタイプ)

　　  携帯電話などの充電に便利です。

　●アルダー 　　　差し込み口は埃などが入りにくい、

　　　柔らかな印象を持つアルダー材を表面に 　　　スライドカバー付きになっています。

　　　施しナチュラルなイメージを高めます。       ※コンセントの位置はS/SDサイズは右側、

  　　　 D/WD/Kサイズは中央になります。

　●立てかけ棚(Sキャビタイプ、Lキャビタイプ)

      A4書籍などを立てかけることができます。

　●フルオープン引出し(２杯)(引出し付き)       ディスプレイとして本やCDを置いて、

　　　衣服や寝具等を収納するのに便利です。       お部屋の雰囲気を高めます。

　　　フルオープンスライドレール式で 　●照明(２個）(Lキャビタイプ)

　　　省エネタイプのLED照明を採用。

　　　球タイプのLED照明なのでやさしく部屋を照らします。

　●二段棚(Lキャビタイプ)

　　　携帯電話・眼鏡などの小物を置くのに便利です。

　　  上段奥行:65mm/下段奥行:125mm

　●ツインイメージ（引出し付き、引なしベーシック) 　●スライドカバー付き１口コンセント(Lキャビタイプ)

　　　引出し付きと引なしベーシックの       携帯電話などの充電に便利です。

　　　フットボードデザインは共通です。       差し込み口は埃などが入りにくい、

      スライドカバー付きになっています。

      ※コンセントの位置はS/SDサイズは右側１箇所、

  　　　 D/WD/Kサイズは左右各１箇所、

　　　　合計２箇所になります。

　●幅木よけ（フラットタイプ、Sキャビタイプ、Lキャビタイプ)

　　　ヘッドボード側板には幅木をかわすための

　　　加工がされているので、壁面と隙間なく設置できます。

　　　また、コードを通すこともできます。

　　　※高さ75mm、厚み10mmの幅木まで対応します。

　　　奥まで引き出せ、中身がひと目でわかり、

　　　出し入れもスムーズに行えます。

【ご注意】
床板、BOX引出しの上面は厚みのあるマットレス（推奨１６０㎜以上）を敷いて使用してください。
※布団や薄いマットレスを乗せて使用したり、マットレスを敷いていない状態での使用はできません。



S SD D

1995 245

1985 245

2040 780

2030 780

2080 780

2070 780

2135 780

2125 780

320 145

(¥41,000) (¥41,000) (¥55,000)

(¥50,000) (¥50,000) (¥64,000)

(¥58,000) (¥58,000) (¥71,000)

(¥68,000) (¥68,000) (¥81,000)

(¥85,000) (¥85,000) (¥99,000)

(¥49,000) (¥49,000) (¥64,000)

(¥57,000) (¥57,000) (¥71,000)

(¥65,000) (¥65,000) (¥80,000)

(¥74,000) (¥74,000) (¥89,000)

(¥91,000) (¥91,000) (¥107,000)

(¥57,000) (¥57,000) (¥71,000)

(¥65,000) (¥65,000) (¥81,000)

(¥72,000) (¥72,000) (¥89,000)

(¥83,000) (¥83,000) (¥98,000)

(¥100,000) (¥100,000) (¥115,000)

(¥64,000) (¥64,000) (¥80,000)

(¥72,000) (¥72,000) (¥89,000)

(¥82,000) (¥82,000) (¥97,000)

(¥90,000) (¥90,000) (¥106,000)

(¥108,000) (¥108,000) (¥124,000)

　　【大 阪 本 社】〒573-0024　大阪府枚方市田宮本町14-10　　　  　　　TEL：072（843）0091/FAX：072（843）0092

　　【九 州 支 社】〒831-0006 福岡県大川市大字中古賀959-5　　　　　　TEL：0944（89）3020/FAX：0944（89）3021

　　【関東支店】〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1 KS DIO203号　  TEL：048（779）8903/FAX：048（779）8904

¥55,000 ¥70,400

D ¥63,800 ¥63,800 ¥78,100

K ¥100,100 ¥100,100 ¥117,700

フラットタイプ

引なしレッグ 引なしベーシック 引出し付き

S ¥53,900 ¥53,900 ¥70,400

SD ¥62,700 ¥62,700 ¥78,100

¥110,000 ¥126,500

ヘッドレスタイプ
引なしレッグ

990 1220 1420 1560 1960 240

引なしベーシック/引出し付き

フラットタイプ
引なしレッグ

引なしベーシック/引出し付き

¥79,200 ¥79,200 ¥97,900

¥91,300

¥74,800 ¥89,100

K ¥93,500 ¥93,500 ¥108,900

¥91,300 ¥107,800

D

WD

D ¥71,500 ¥71,500 ¥88,000

WD ¥81,400

¥62,700 ¥62,700 ¥78,100

¥71,500 ¥71,500 ¥89,100

S

SD

¥81,400 ¥97,900

ヘッドレスタイプ

S ¥45,100

引なしレッグ 引なしベーシック 引出し付き

サイズ

Sキャビタイプ

SD ¥55,000

WD ¥74,800

サイズ

K

サイズ

引なしベーシック 引出し付き引なしレッグ

引なしレッグ 引なしベーシック 引出し付き

¥45,100 ¥60,500

¥110,000

¥90,200

¥99,000

SD

D

WD

¥79,200

¥90,200

¥99,000

¥97,900

¥106,700

¥116,600

Sキャビタイプ
引なしレッグ

高さ 床面高

引なしベーシック/引出し付き

Lキャビタイプ

仕上げ・加工 ウレタン樹脂塗装

株式会社　グランツ

材　質 アルダー突き板/アルダー柄プリント紙化粧繊維板　アルダー無垢　　　床板：布張り

　製品仕様

サイズ
(㎜)

幅
長さ

―

引なしレッグ

引なしベーシック/引出し付き

引出し：内寸（1杯当たり） 875

S ¥70,400 ¥70,400 ¥88,000

Lキャビタイプ

サイズ

上代（税込）/（本体価格）

¥118,800 ¥136,400¥118,800K

¥79,200


