
一人用  ※（　　）は、脚ユニットがSU8142の場合の寸法

525
(446)

税込¥126,500（本体価格￥115,000）

725
(646)

税込¥129,250（本体価格￥117,500）

脚（SU8141）×袖（SU8144）※1 袖（SU8144）×袖（SU8144）

676

※この組合せは
　コンセントは
　付きません。

税込¥163,900（本体価格￥149,000）税込¥133,650（本体価格￥121,500）

スパイオユニット組合せ例 お部屋の広さやライフスタイルに合わせて、いろいろな組み合わせが可能です。
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二人用（脚SU8141・袖SU8144の場合）  ※（　　）は、脚ユニットがSU8142の場合の寸法
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※1  脚×脚の組み合わせはできません。

税込¥190,850（本体価格￥173,500） 税込¥193,600（本体価格￥176,000）税込¥198,000（本体価格￥180,000）

税込¥193,600（本体価格￥176,000） 税込¥196,350（本体価格￥178,500） 税込¥200,750（本体価格￥182,500）

税込¥198,000（本体価格￥180,000）税込¥200,750（本体価格￥182,500）税込¥205,150（本体価格￥186,500）
1025
(946)

スタイリッシュな空間を演出する直線的なフォルム。
シンプルパーツの組み合わせにより、学習デスクはもちろん、
兄弟デスクや本格的な書斎デスクまで
それぞれに適したデスクづくりが可能です。

■1
■1 木部色：モルトブラウン

■天板ユニット（幅120cm） SU8140MH
■脚ユニット SU8141MH
■袖ユニット SU8144MH

収納力No.1で
安定感抜群の
固定式ワゴン

ユニット式だから
幅広いデスクづくりが可能。

Spaio unit
スパイオユニット

ユニット型デスク

6060 P78



■2 木部色：ピュアオーク色
■天板ユニット（幅100cm） SU8130ME
■脚ユニット SU8141ME
■袖ユニット SU8144ME
■書棚 HU2415ME
■デスクチェア XT0611E448
※天板ユニットと書棚は、連結できません。

3 木部色：ピュアオーク色
■天板ユニット（幅100cm） SU8130ME×2台
■天板ユニット（幅120cm） SU8140ME×1台
■脚ユニット SU8141ME×2脚

■袖ユニット SU8144ME×2台
■デスクチェア XT0611IE×3台

幅100cm

幅120cm

幅150cm

HU2405 ME  MH  MK

 税込¥97,350 （本体価格￥88,500）
外形寸法：幅600 奥行370 高さ2100
棚板寸法：幅551 奥行300 厚20=5枚
※高さ調節アジャスター付
※転倒防止金具付
※配線用コード穴付（2箇所）
　本体と棚板の間には、
　コード通し用の隙間があります。

SU8130 ME  MH  MK  
  税込¥32,450 （本体価格￥29,500）
幅1000 奥行600 厚さ38
デスク天板耐荷重： 脚×袖／袖×袖＝60kg

SU8140 ME  MH  MK

 税込¥35,200 （本体価格￥32,000）
幅1200 奥行600 厚さ38
デスク天板耐荷重： 脚×袖／袖×袖＝60kg

SU8150 ME  MH  MK

 税込¥39,600 （本体価格￥36,000）
幅1500 奥行600 厚さ38
デスク天板耐荷重： 脚×袖／袖×袖＝60kg

HU2415 ME  MH  MK

 税込¥85,250 （本体価格￥77,500）
外形寸法：幅600 奥行370 高さ1800
棚板寸法：幅551 奥行300 厚さ20=3枚
※高さ調節アジャスター付
※転倒防止金具付
※配線用コード穴付（2箇所）
　本体と棚板の間には、
　コード通し用の隙間があります。

SU8141 ME  MH  MK

  税込¥31,900 （本体価格￥29,000）
幅173 奥行592 高さ685
※高さ調節アジャスター付
※天板固定金具付（ボルトで固定）

配線コードを整理するのに
便利なフック付き（前後 2箇所）

天板ユニット 主材  オーク　天板  オーク突板 脚ユニット 主材  オーク

引き出し2段目（中段）の高さはCDが
収納できる深さを確保。
また、付属の仕切り板（2枚）で整理が
しやすく、さらにスライドレール付きで
出し入れがスムーズです。

SU8144 ME  MH  MK

 税込¥62,150 （本体価格￥56,500）
外形寸法：幅412 奥行592 高さ685
引出内寸
上：幅336 奥行384 深さ60 
中：幅313 奥行484 深さ167
下：幅313 奥行484 深さ252
※高さ調節アジャスター付
※天板固定金具付（ボルトで固定）

樹脂製
ペントレー付

袖ユニット 主材  オーク

書棚 主材  オーク

SU8142 ME  MH  MK

 税込¥35,200 （本体価格￥32,000）
幅190 奥行592 高さ685
棚板寸法：幅87 奥行254 厚さ15=1枚
※アジャスター付

見せたくないルーターや
コンセントタップをまとめ
てスッキリ収納できます。

SU8145 ME  MH  MK

 税込¥59,400 （本体価格￥54,000）
外形寸法：幅412 奥行592 高さ685
引出内寸
上：幅313 奥行484 深さ259
下：幅313 奥行484 深さ252
※高さ調節アジャスター付
※天板固定金具付（ボルトで固定）

上下段ともA4ファイルが収納
できる深さ。上段にはペントレー
も付属しているので文具など
の細かな収納も安心です。

ワゴン
共通機能

・選べる木部3色　木部色： ME  ピュアオーク色　 MH  モルトブラウン色　 MK  モカブラウン色

Spaio unit
スパイオユニット
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6161・意匠図  色部分 … 仕切板可動部分、棚板取り外し可能部分 詳しい機能情報は            をご覧ください。▶ デスクチェア、書棚、ベッドなどの関連アイテムは　　　　　をご覧ください。P68～73 P81


