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“side table” 01 
     

   商品写真：(左)color:ベージュ×ヴィンテージゴールド10  

                       (右)color:ダークグレー×ブラックアイアン10 

 

     
 

   color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

        ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

    size   : W300H300D50/TH500 

 

 

 

脚＼サイズ W300 H300 D50 TH500 mm 

black iron 10 ¥32,800 

vintage gold 10 ￥39,500 
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“float wall” 

 商品写真：size:M, color:アイスグレー 

 

      
  

 

【選べる背面素材】 

  

     ＜モールテックス, BEAL Inc＞        ＜エコカラット,LIXIL＞        ＜ダイノックシート,3M＞   ＜デザインウォール,WOOD ONE＞ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     size        : ※特注サイズ制作承ります 

     mortex color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

            ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

 

サイズ 価格 

M(40~55inch TV用) 税込¥178,750 

ユニテクandroidモニター43inch付き 税込￥237,710 

  ※取り付け費：税込¥30,800  
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”the table” 

 

   商品写真：(左)size:W2200H800D38/TH720mm, color:ダークグレー, legs:black iron 03 

        (右)size:W1600H900D38/TH720mm, color:ベージュ, legs:oak 01 

 

      

   color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

       ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

   size   : W1400H850, W1600H900, W1800H900,厚み30~60 (mm) ※特注サイズ制作も承ります 

 

脚＼サイズ W1400 H850 D38 / TH720 W1600 H900 D38/ TH720 W1800 H900 D38/ TH720 

black iron 01 ¥152,000 ￥163,000 ￥182,800 

black iron 03 ￥159,700 ￥170,700 ￥190,500 

oak 01 ￥146,500 ￥157,500 ￥177,300 
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“the table” - round 
 

  商品写真：(左)size:φ1100D50/TH732mm, color:ベージュ, legs: oak 01 

       (中)size:φ1250D38/TH720mm, color:オフホワイト, legs:oak 01 

       (右)size:φ1100D24/TH710mm, color:アイスグレー 

   

  color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

      ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

  size   : φ900~1100, 厚み30~60 (mm) ※特注サイズ制作も承ります 

 

脚＼サイズ φ900~950 D34 / TH720 mm φ1000~1100 D34 / TH720 mm 

black iron 01 ¥148,000 ￥160,000 

black iron 02 ￥148,000 ￥160,000 

oak 01 ￥142,000 ￥154,000 
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“the desk” 

 

   商品写真：size:W1100H500D50/TH720 mm, color:ディープグレー, legs:black iron 03 

 

  

  color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

      ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

  size   : W1100H500D50 (mm) ※特注サイズ制作も承ります 

 

脚＼天板サイズ W1100 H500 D50 / TH720 mm 

black iron 01 ¥112,200 

black iron 03 ￥112,200 

oak 01 ￥110,000 
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“TV board” - box 

    

    商品写真：size:W1820H180D300 mm, color:リッチベージュ×オーク 

 

   

  color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

      ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

  size   : W1820H300D180 (mm) ※特注サイズ制作も承ります 

 

木＼サイズ W1820 H300 D180 

Oak ¥239,800 

Walnut ￥259,800 

  ※施工費別途お見積りいたします 

     



 

 

8 

“work top” 

 

 商品写真：(左)size:W1820D30 mm, color:ライトブラウン 

      (中)size:W1820D30 mm, color:ベージュ 

      (右)size:W2000D30 mm, color:グレー 

 
 

       

 

  color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

      ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

  size   :特注サイズ制作承ります 

 

 

 

天板サイズ 価格 

1500×460×30(カップボード用) ¥68,000~ 

1300×800×30(テーブル用) ¥201,000~ 

  ※施工費別途お見積りいたします  
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“shelf board” 

 

 

 

 
       

 

  color : ダークグレー/グレー/アイスグレー/オフホワイト/アッシュブラウン 

      ライトブラウン/ビターブラウン/ライトグレージュ/グレージュ/ベージュ/リッチベージュ 

  size   :W600 H150 D18 mm ※特注サイズ制作も承ります 

 

 

 

サイズ 価格 

W600 H150 D18 mm ¥23,000~ 
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ショールームにカラーSAMPLEをご用意しています 
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モールテックス家具の使用法について 

１）木、モールテックス、アイアン、どの素材も経年変化を楽しめる素材です。ある程度の汚れ、欠け、剥がれなど 

は理解のうえご使用ください。  

２）テーブルに食べこぼし等がついた場合は放置せずに拭き取ってください。  

３）モールテックスはひとつひとつ職人が鏝で塗り付け、磨き上げる商品ですので、それぞれ波模様が異なります。 

カタログやネットの写真と同じものにはなりませんのでご了承下さい。 

４）モールテックスはコンクリートと同じアルカリ性です。お酢、除光液など酸にいです。こぼした場合は拭き取っ 

てください。  

５）お鍋、ティーポット等、熱いモノを置かないでください。変色する場合がありますので、コースター、鍋敷きを 

ご使用ください。 

   

お手入れ 

1）日常のお掃除は絞ったやわらかい布で水拭きしてください。  

2）ダイニングテーブルの場合、３ケ月に１回程度は保護剤（ビールワックス）を塗ってください。 

3）保護剤（フィニッシュＳA）を水で薄めて定期的に拭いて頂くと、汚れが落ち、保護効果も得られます。 

4）その他、メンテナンスが必要な場合はご相談ください。調整、点検などが必要な場合は、状況を確認し、お見 

積り致します。  

             

   ビールワックス ３５０ml                          フィニッシュSA￥3,740            

   −送料消費税込み￥4,070                   −送料、消費税込み 

  

—-------------------------------------- 

カタログ内容最終更新日：2023年3月 

—-------------------------------------- 


