TV ボード
&
デスク !

本体色：ホワイト (WH)

ハイボード
スタイルで
！

①

⑦

⑨

⑦

⑭

⑯

⑭

400

1400

400

①

2378

③

⑱
720

①

630

3000

⑲
800

￥750,420

（税込価格）

（別途：ＴＶ壁掛可動金具 ￥39,270）
（セット価格にＴＶ, 置物は、含みません。）

本体色：ウォールナット (WN)

①

⑦

⑨

⑤

⑬

⑯

⑬

400

1600

600

￥737,000

（税込価格）

（別途：ＴＶ壁掛可動金具 ￥39,270）
（セット価格にＴＶ, 置物は、含みません。）

ミドル
スタイルで

本体色：ミディアム (MB)

！

2600

⑥

⑨

⑦

⑭

⑮

⑭

600

1600

400

￥523,710

1748

③

2378

①

630

2600

（税込価格）

（別途：ＴＶ壁掛可動金具 ￥39,270）
（セット価格にＴＶ, 置物は、含みません。）

ローボード
スタイルで
！
壁いっぱい
の収納で

本体色：ナチュラル (NA)

2100

600

￥404,690

（税込価格）

！

3200

①

①

①

①

⑦

⑧

⑧

⑦

630

⑬

本体色：ダーク (DK)

2378

⑤
⑩
⑯

1748

2700

（セット価格にＴＶ, 置物は、含みません。）

⑭

⑭

⑭

⑭

800

800

800

800

￥731,500
2021 . 12 更新

（税込価格）

（セット価格に置物は、含みません。）

とは、

お 好 み の ユ ニットを選択、組み合わせることでお客様の
ラ イ フ ス タ イルに合わせてお創りできる TV ボードシリーズです。
お 部 屋 に ピ ッタリ納まるように、サイドユニットの幅は 1cm 単位で
「 幅 オ ー ダ ー」ができ、上段の天袋の高さも 1cm 単位で「高さオーダー」が可能 。
本 体 カ ラ ー は６色からお選びいただけます。
フ ル チ ョ イ ス対応の Lin e a.TV で理 想的な壁面収納をお創りください。
デ ザ イ ン ・ 本体カラーが共通のサイドボードシリーズ Linea.720 / 924 もござ い ま す 。
サイド

中央

サイド

本体色

側面図

天袋の高さオーダー及び、別注オーダーについて
・高さオーダー天袋 / 高さオーダー天袋ロータイプについて
高さオーダー天袋 H640 〜 900mm、高さオーダー天袋ロータイプ H290 〜 620mm の範囲で 10mm 刻みでオーダーが可能です。
天井

天袋

天袋

※下記の計算式に従って [ オーダー天袋の高さ寸法 ] を計算し、標準オーダーシートにご記入ください。
床から天井までの高さ

設置のためのゆとり

350

必要な家具の総高

収納ユニットの高さ

〜

オーダー天袋の高さ寸法

1748 mm
1mm 単位を切り捨て

ホワイト (WH)

・天袋 奥行きの別注オーダーについて
ナチュラル (NA)

300
ミディアム (MB)

天袋を設置したい場所に梁がある場合、奥行きオーダーが可能です。
天井

a

10 ㎜

900

中段

必要な家具の総高

10 mm
280

上段
（天袋）

◎天袋と天井の間に 10mm の設置のためのゆとりをとってください。
◎つっぱり器具のアジャスターの長さが 50mm のため、天袋と天井の間の
ゆとりは 30mm まででお願いします。
◎高さオーダー天袋 / 高さオーダー天袋ロータイプは、納期約３週間
いただきます。尚、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
◎オーダー天袋の高さ寸法が 640 〜 900mm の場合、
高さオーダー天袋となります。
◎オーダー天袋の高さ寸法が 290 〜 620mm の場合、
高さオーダー天袋ロータイプとなります。
◎価格は、ユニットバリエーション欄をご覧ください。

10 ㎜

あれも
これも

1330

梁

天袋

梁

天袋

◎天袋奥行きサイズオーダーをご注文の際は奥行寸法 ( a ) をご指定ください。
奥行き 220mm 〜 330mm の範囲で、10mm 刻みでオーダー可能です。
◎天袋と梁の間に 10mm の設置のためのゆとりをとってください。
◎天袋奥行きサイズオーダーの価格は別注費です。天袋本体の価格は
含まれておりません。
ユニットのサイズによって別注費が異なりますのでご注意ください。
◎天袋奥行きサイズオーダーは、納期約３週間いただきます。
尚、ご注文後のキャンセルはお受けできません。

ダーク (DK)
10 ㎜

30

（上置き TV ユニット）

ウォールナット (WN)
下段

418
435

グレー (GR)

天 袋 に は 転 倒防止用のつっぱり器具が付属

アテ板 1 枚
アジャスター 2 本
（長さ 50mm）

・天袋 梁カット別注オーダーについて

アテ板 2 枚
アジャスター 4 本
（長さ 120mm）

幅 1200
アテ板 1 枚
アジャスター 2 本
（長さ 50mm）

・ カタログに記載の商品の仕様・価格は予告なく変更の場合や、

幅 1400~1800
アテ板 2 枚
アジャスター 4 本
（長さ 50mm）

※商品本体から天井面の隙間が 10~90mm までに対応

注意
高さオーダー天袋 / 高さオー
ダー天袋ロータイプは、
アジャスターの長さが 50mm
のため、商品本体から天井面
の隙間は 10~20mm になるよ
うに、天袋のオーダー高さを
ご指定ください。

A

天袋：ロータイプ
｛床から天井｝の高さ =2038~2128mm

10 ㎜

梁

梁
天袋

天袋

C

アテ板 1 枚
アジャスター 2 本
（長さ 120mm）

幅 1400~1800

天井

100 ㎜以上

幅 1200

・高さオーダー天袋 / 高さオーダー天袋：ロータイプ

幅 300~800

（天袋本体の価格は含まれておりません。）

10 ㎜

対応寸法
天袋
｛床から天井｝の高さ =2388~2478mm

アテ板 1 枚
アジャスター 2 本
（長さ 120mm）

天袋奥行きの別注オーダー費 （消費税込み）
幅
30L/R
40L/R
60
80
120
140
160
180
別注費 ￥9,240
￥9,240 ￥10,780 ￥10,780 ￥18,480 ￥18,480 ￥20,680 ￥20,680

天袋を設置したい場所に梁がある場合、その梁に合わせてカットが可能です。

・天袋 / 天袋：ロータイプ

幅 300~800

※天袋奥行きの別注オーダーシートに
奥行き =a をご記入ください。

B

天袋梁カット別注オーダー費 （消費税込み）
品番
30L/R
40L/R
60
80
120
140
160
180
別注費 ￥15,950 ￥15,950 ￥18,260 ￥18,260 ￥24,420 ￥24,420 ￥30,580 ￥30,580

・ 本商品の模倣は法に触れる可能性があります。ご注意ください。
・ 商品に関する不明な点は取り扱い店にてお問い合わせください。

（天袋本体の価格は含まれておりません。）

※天袋梁カット別注オーダーシートに寸法 A,B,C をご記入ください。
※寸法Ａは下記の計算式に従って計算してください。
必要な家具の総高
（天袋＋収納ユニット）

床から梁下までの寸法

設置のためのゆとり

※寸法Ｂは下記の計算式に従って計算してください。
寸法 A

10 mm

販売終了とさせて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。
・ 商品の色彩・質感は印刷物のため実物と異なる場合がございます。

◎天袋梁カットオーダーをご注文の際は寸法Ａ、寸法Ｂをご指定ください。
寸法Ａ、寸法Ｂは 10mm 刻みでオーダー可能です。
尚、寸法Ａは寸法Ｃが 100mm 以上になるようにご注文ください。
寸法Ｃが 100mm 未満の場合は対応不可となります。
寸法Ｂは 50~200mm までの間で、10mm 刻みでオーダー可能です。
◎図のように天袋と天井の間に 10mm の設置のためのゆとりをとってください。
◎天袋梁カットオーダーの価格は別注費です。天袋本体の価格は
含まれておりません。
ユニットのサイズによって別注費が異なりますのでご注意ください。
◎天袋梁カットオーダーをご注文の場合、棚板は付属されません。
◎天袋梁カットオーダーは、納期約３週間いただきます。
尚、ご注文後のキャンセルはお受けできません。

・天袋の高さをオーダーしない場合は 2378mm。
・高さオーダー天袋でご注文の場合は天袋の高さ寸法に
1748mm（収納ユニットの高さを足した寸法になります。

梁の奥行寸法

設置のためのゆとり

寸法 B

10 mm
1mm 単位を切り上げ

1mm 単位を切り上げ

⑤ 中段：サイド / コレクションユニット ミラー付き

上面化粧仕上げ

① 上段：サイド / 天袋

プッシュ式扉仕様 / 耐震ラッチ付き

② 上段：サイド / 天袋ロータイプ

プッシュ式扉仕様 / 耐震ラッチ付き

◎LED ダウンライト１個付き。
◎ガラス可動棚、各３枚付き。
（飛散防止フィルム貼り。）
◎10mm 刻みで幅オーダーが可能。
オーダー範囲：

30L/R 天袋

・W410 〜 590mm

W300×D350×H630

・W610 〜 790mm

￥31,130（税込価格）

ガラス可動棚荷重 11kg / 枚まで

高さオーダー 30L/R 天袋

W300×D350×H640~900

40 コレクションユニットミラー付き 60 コレクションユニットミラー付き 80 コレクションユニットミラー付き
W400×D435×H1330

￥119,020（税込価格）

W600×D435×H1330

W800×D435×H1330

W410~590×D435×H1330

W610~790×D435×H1330

￥139,370（税込価格）
￥162,690（税込価格）
幅オーダー 60 コレクションユニットミラー付き 幅オーダー 80 コレクションユニットミラー付き
￥151,470（税込価格）

★納期：約１ヶ月

⑥ 中段：サイド / コレクションユニット

￥42,020（税込価格）

40L/R 天袋

W310~400×D350×H630

￥32,670（税込価格）

高さオーダー 40L/R 天袋

W310~400×D350×H640~900

￥44,990（税込価格）

60 天袋

80 天袋

W410~600×D350×H630

30L/R 天袋ロータイプ

W610~800×D350×H630

￥40,480（税込価格）

W300×D350×H280

￥43,230（税込価格）

高さオーダー 60 天袋

W410~600×D350×H640~900

￥54,450（税込価格）

￥28,050（税込価格）

高さオーダー 80 天袋

40L/R 天袋ロータイプ

W310~400×D350×H280

￥30,800（税込価格）

60 天袋ロータイプ

W410~600×D350×H280

￥36,520（税込価格）

80 天袋ロータイプ

W610~800×D350×H280

￥39,270（税込価格）

高さオーダー 30 L/R 天袋ロータイプ 高さオーダー 40 L/R 天袋ロータイプ 高さオーダー 60 天袋ロータイプ 高さオーダー 80 天袋ロータイプ

W610~800×D350×H640~900

W300×D350×H290~620

￥58,300（税込価格）

￥39,270（税込価格）

W310~400×D350×H290~620

￥42,020（税込価格）

W410~600×D350×H290~620

￥51,700（税込価格）

W610~800×D350×H290~620

￥54,450（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm
◎可動棚、各１枚付き。
◎10mm 刻みで高さオーダーが可能です。オーダー範囲：H640 〜 900mm
◎床から天井までの高さは若干の高低差がある為、家具のセット上端と天井面の間に 10mm 以上の余裕を必ずみてください。
◎高さオーダー天袋は、H630（標準品）と丁番・可動棚・連結穴は、同じ位置になります。
◎高さオーダー天袋は★納期：約３週間。（ご注文後のキャンセルはお受けできません。）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm
◎10mm 刻みで高さオーダーが可能です。オーダー範囲：H290 〜 620mm
◎床から天井までの高さは若干の高低差がある為、家具のセット上端と天井面の間に 10mm 以上の余裕を必ずみてください。
◎高さオーダー天袋ロータイプは、H280（標準品）と丁番・連結穴は、同じ位置になります。
◎高さオーダー天袋ロータイプは★納期：約３週間。（ご注文後のキャンセルはお受けできません。）

⑦ 中段：サイド / 中間ユニット

⑧ 中段：サイド / シェルフユニット

￥175,120（税込価格）

★納期：約１ヶ月

上面化粧仕上げ

プッシュ式扉仕様 / 上面化粧仕上げ

上面化粧仕上げ
20

◎LED ダウンライト１個付き。
◎ガラス可動棚、各３枚付き。
620

（飛散防止フィルム貼り。）
◎10mm 刻みで幅オーダーが可能。
オーダー範囲：
・W410 〜 590mm
・W610 〜 790mm

620

ガラス可動棚荷重 11kg / 枚まで

40 コレクションユニット
W400×D435×H1330

￥102,520（税込価格）

60 コレクションユニット
W600×D435×H1330

80 コレクションユニット
W800×D435×H1330

￥111,870（税込価格）
￥129,690（税込価格）
幅オーダー 60 コレクションユニット 幅オーダー 80 コレクションユニット
W410~590×D435×H1330

￥140,800（税込価格）

★納期：約１ヶ月

W610~790×D435×H1330

30L/R 中間ユニット
W300×D435×H1330

￥58,520（税込価格）

40L/R 中間ユニット

W310~400×D435×H1330

￥62,590（税込価格）

60 中間ユニット

W410~600×D435×H1330

￥75,020（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm

80 中間ユニット

30 シェルフユニット

W610~800×D435×H1330

W300×D435×H1330

￥85,910（税込価格）

￥47,740（税込価格）

40 シェルフユニット

W310~400×D435×H1330

￥52,910（税込価格）

60 シェルフユニット

W410~600×D435×H1330

￥58,520（税込価格）

80 シェルフユニット

W610~800×D435×H1330

￥68,200（税込価格）

◎可動棚、各 2 枚付き。 ◎10mm 刻みで幅オーダーが可能。オーダー範囲：300 〜 800mm

￥159,940（税込価格）

◎可動棚、各 2 枚付き。

⑪ サイド / チェスト天板

★納期：約１ヶ月

※片開き扉の左開き・右開きについて。
片開き扉タイプは、
Ｌタイプ（左開き）・Ｒタイプ（右開き）があります。
使い勝手に合わせ、いずれかお選びいただけます。

30 天板

W300×D435×H30

￥20,020（税込価格）

L

40 天板

W310~400×D435×H30

￥21,450（税込価格）

60 天板

W410~600×D435×H30

￥22,660（税込価格）

80 天板

W610~800×D435×H30

￥24,200（税込価格）

R

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm
（タイプ） ◎「中段：サイド /○○ユニット」を選択しない場合は、「チェスト天板」を指定してください。
◎「下段：サイド /○○チェスト」単体でのご使用の場合は、一緒に「チェスト天板」をご購入ください。

（タイプ）

積載荷重 60kg まで

安全対策

⑭ 下段：サイド / チェスト

引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き

⑫ 下段：サイド / オープンチェスト

引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き
20

20
90

73
( 内寸）

30 チェスト

「転倒防止バンド」が付属します。
( 上段 / 中段ユニットに付属。)

天袋の扉には、耐震ラッチ付きです。
揺れを感知して、扉をロックします。

コレクションユニットには、照明付き。
コレクションユニット / コレクションユニットミラー付き
には、LED 照明が設置されています。

ガラス棚板は、飛散防止フィルム
貼りです。

テレビ・デッキの配線に配慮。
テレビの配線は、上置きテレビユニットの背面から出せます。
また、一部、ユニット間の穴を通して、配線可能です。

W300×D435×H418

￥46,420（税込価格）

40 チェスト

W310~400×D435×H418

￥50,490（税込価格）

60 チェスト

W410~600×D435×H418

￥55,880（税込価格）

80 チェスト

W610~800×D435×H418

￥62,590（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm

つまみを無くしてスッキリさせました。
天袋、中間 / 上置き TV / 上置きデスク ユニットの扉には、
扉を押し込む事で開くプッシュラッチが付いています。

30 オープンチェスト
W300×D435 ×H418

￥46,420（税込価格）

40 オープンチェスト

W310~400×D435×H418

￥50,490（税込価格）

60 オープンチェスト

W410~600×D435×H418

￥55,880（税込価格）

80 オープンチェスト

W610~800×D435×H418

￥62,590（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm

引き出しは桐材使用。
引き出しは、桐材を組み合わせたロッキング技法です。

⑬ 下段：サイド / フロントガラス付チェスト

引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き

73
( 内寸）

30S チェスト

W300×D435×H418

￥55,880（税込価格）

40S チェスト

W310~400×D435×H418

￥61,050（税込価格）

60S チェスト

W410~600×D435×H418

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：300 〜 800mm
◎幅が 300/400/600/800mm 以外のサイズは納期約 1 ヶ月。

￥66,550（税込価格）

80S チェスト

W610~800×D435×H418

￥73,480（税込価格）

③ 上段：中央 / 天袋

120 天袋

W1200×D350×H630

￥57,090（税込価格）

高さオーダー 120 天袋

W1200×D350×H640~900

￥76,230（税込価格）

プッシュ式扉仕様 / 耐震ラッチ付き

140 天袋

W1400×D350×H630

￥68,200（税込価格）

高さオーダー 140 天袋

W1400×D350×H640~900

￥90,090（税込価格）

160 天袋

180 天袋

W1600×D350×H630

高さオーダー 160 天袋

W1600×D350×H640~900

￥95,590（税込価格）

120 天袋ロータイプ

W1800×D350×H630

￥72,270（税込価格）

④ 上段：中央 / 天袋ロータイプ

140 天袋ロータイプ

W1200×D350×H280

￥76,230（税込価格）

プッシュ式扉仕様 / 耐震ラッチ付き

160 天袋ロータイプ

W1400×D350×H280

￥51,700（税込価格）

180 天袋ロータイプ

W1600×D350×H280

￥62,590（税込価格）

W1800×D350×H280

￥66,550（税込価格）

￥70,730（税込価格）

高さオーダー 180 天袋

高さオーダー 120 天袋ロータイプ

高さオーダー 140 天袋ロータイプ

高さオーダー 160 天袋ロータイプ

高さオーダー 180 天袋ロータイプ

￥102,190（税込価格）

￥70,730（税込価格）

￥84,370（税込価格）

￥90,090（税込価格）

￥95,590（税込価格）

W1800×D350×H640~900

◎10mm 刻みで高さオーダーが可能です。オーダー範囲：H640 〜 900mm
◎床から天井までの高さは若干の高低差がある為、家具のセット上端と天井面の間に 10mm 以上の余裕を必ずみてください。
◎高さオーダー天袋は、H630（標準品）と丁番・可動棚・連結穴は、同じ位置になります。
◎高さオーダー天袋は★納期：約３週間。（ご注文後のキャンセルはお受けできません。）

W1200×D350×H290~620

◎可動棚、各 2 枚付き。

⑨ 中段：中央 / 上置きＴＶユニット

プッシュ式扉仕様 / 上面化粧仕上げ

W1400×D350×H290~620

W1600×D350×H290~620

W1800×D350×H290~620

◎10mm 刻みで高さオーダーが可能です。オーダー範囲：H290 〜 620mm
◎床から天井までの高さは若干の高低差がある為、家具のセット上端と天井面の間に 10mm 以上の余裕を必ずみてください。
◎高さオーダー天袋ロータイプは、H280（標準品）と丁番・連結穴は、同じ位置になります。
◎高さオーダー天袋ロータイプは★納期：約３週間。（ご注文後のキャンセルはお受けできません。）

⑰ オプション / ＴＶ壁掛け可動金具

⑱ 中段：サイド / 上置きデスクユニット

プッシュ式扉仕様 / 上面化粧仕上げ

壁掛可動金具
￥39,270（税込価格）

金具本体の幅 640mm

（取付け可動ピッチ 610mm まで）

32~60 インチ対応 Max50kg

壁掛可動金具（大）
￥50,490（税込価格）

1000

726

金具本体の幅 720mm

（取付け可動ピッチ 690mm まで）

50~65 インチ対応 Max50kg
30

1160

1360

1560

1760

120 上置きＴＶユニット

140 上置きＴＶユニット

160 上置きＴＶユニット

180 上置きＴＶユニット

W1200×D435×H1330

￥106,480（税込価格）

W1400×D435×H1330

W1600×D435×H1330

￥117,370（税込価格）

￥132,440（税込価格）

570~760

60 上置きデスクユニット

80 上置きデスクユニット

W600×D435×H1055

W610~800×D435×H1055

￥68,310（税込価格）

￥76,230（税込価格）

収納部積載重量 10kg まで
◎可動棚、各 1 枚付き。

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：600 〜 800mm

W1800×D435×H1330

￥127,050（税込価格）

左右、前後、傾斜の調整ができます。

30

560

⑲ 下段：サイド / デスクユニット

収納部積載重量 10kg まで

引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き

⑩ 中央 / ＴＶボード天板
120 ＴＶボード天板
W1200×D435 ×H30

￥26,840（税込価格）

140 ＴＶボード天板
W1400×D435×H30

160 ＴＶボード天板

180 ＴＶボード天板

W1600×D435×H30

￥31,130（税込価格）

￥33,880（税込価格）

580

210 ＴＶボード天板

W1800×D435×H30

W2100×D435×H30

￥37,950（税込価格）

￥43,230（税込価格）

◎「中段 / 上置きＴＶユニット」を選択しない場合は、「中央 /ＴＶボード天板」を指定してください。
◎「下段：中央 /ＴＶボード」単体でのご使用の場合は、一緒に「中央 /ＴＶボード天板」をご購入ください。

60 デスク

W600×D435×H693

積載荷重 60kg まで

￥40,590（税込価格）

80 デスク

W610~800×D435×H693

￥43,230（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：600 〜 800mm
◎「デスクユニット」単体でご使用の場合は、一緒に「チェスト天板」をご購入ください。

⑮ 下段：中央 / ＴＶボード
570

570

⑳ 下段 : サイド / オープンデスクユニット

引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き
670

670

503

513

503

570

580

570

670

680

670
90

120 ＴＶボード

W1200×D435 ×H418

￥87,340（税込価格）

140 ＴＶボード

W1400×D435×H418

￥95,260（税込価格）

160 ＴＶボード

W1600×D435×H418

￥115,830（税込価格）

180 ＴＶボード

W1800×D435×H418

￥121,550（税込価格）

210 ＴＶボード

60 オープンデスク

W2100×D435×H418

W600×D415×H693

￥133,650（税込価格）

◎「ＴＶボード」単体でのご使用の場合は、一緒に「ＴＶボード天板」をご購入ください。

￥100,870（税込価格）

140S ＴＶボード

W1400×D435×H418

￥110,660（税込価格）

◎「ＴＶボード」単体でのご使用の場合は、一緒に「ＴＶボード天板」をご購入ください。

80 オープンデスク

W610~800×D415×H693

￥33,880（税込価格）

◎10mm 刻みで幅オーダーが可能です。オーダー範囲：600 〜 800mm
◎「オープンデスクユニット」単体でご使用の場合は、一緒に「チェスト天板」をご購入ください。

スペック
引き出しにベアリング３段フルオープンレール付き

73
( 内寸）

120S ＴＶボード

￥31,130（税込価格）

積載荷重 60kg まで

⑯ 下段：中央 / ＴＶボード（フロントガラス付き）

W1200×D435 ×H418

670

160S ＴＶボード

W1600×D435×H418

￥134,970（税込価格）

180S ＴＶボード

W1800×D435×H418

￥142,120（税込価格）

本

体

：オレフィン化粧シート

引き出し：桐材
箱組み仕様
３段フルオープンレール仕様

210S ＴＶボード

W2100×D435×H418

￥155,540（税込価格）
積載荷重 60kg まで

表面材、芯材、接着剤 ： F☆☆☆☆

このマーク、及びロゴの付いた商品は、
仕様、組合せ、色が選べ、さらに 1cm の
幅指定ができる当社商品に付けられます。
フルチョイスは、丸繁木工株式会社の
オリジナル商標です。

