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デスクに向かえばすぐ学習ができるように。
デスクがいつも整頓されていれば、座ってすぐ学習に取
りかかれ、学習能率が高まります。お子さま自身でも分
類しやすく、収納力豊富なマルニの学習デスクで、お子
さまに整理整頓の習慣を身につけさせてあげましょう。

整理整頓の習慣を養うデスク。

使う時もしまう時も自分でできる収納を。
お子さま自身に片付けの習慣を身につけさせるには、取
り出しやすく・しまいやすい収納が効果的。学習に必要
なものとその使用頻度から設計した、使いやすく片付け
やすい収納システムです。

すっきりと整頓されたデスクで集中力アップ

鍵付・木製ペントレイ
よく使う筆記具は、一番
上の引出しの木製ペン
トレイに。使うときはト
レイごとサッとデスクト
ップへ。片付けるときも
簡単です。
（一部商品は除きます）

7段階の天板昇降機能
ワゴンの天板は2cmピ
ッチ・7段階で高さを調
節できます。デスクと高
さを合わせてサブデス
クとして使えば、デスク
トップが広々。
（一部商品は除きます）
（天板耐荷重：30kg）

昇降スペース
ワゴンの天板を上げれ
ば天板下を収納スペー
スとして活用できます。
（一部商品は除きます）

3段引ベアリングレール
大引出しには強靱な強
化ベアリングレールを
採用。重たいものを収納
してもお子さまの力で
楽々引出せます。

収納ラック
座面の下に収納スペー
スをデザイン。着替えや
グローブなど、勉強中に
は必要のないものの置
き場にも便利です。
（一部商品は除きます）

引出し
2つに分かれた開閉しやすい引出しは、
箱を使って分類収納。よく使うものから手前にレイ
アウトし、使うときは箱ごと取り出すと便利です。

）すまき除は品商部一（）。んせまいてれさ属付に品商は箱※（
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スライド式ブックエンド
本の量に合わせてスライ
ドできるブックエンド。
強度の高いムク材だか
ら重量のある本もしっか
り支えます。

上下可動棚
左右の棚板が分かれて
いるので、棚の高さを左
半分と右半分でそれぞ
れ調節できます。
（一部商品は除きます）

たためるカバンフック
使わないときは簡単にサッとたためるカバンフッ
ク。体や服をひっかけないように工夫した安心設
計です。10kgまでOK。
（一部商品は除きます）

大引出し
引出しはA3用紙
がゆったり収納で
きるサイズ。一番
下の大引出しはベ
アリングレール付
きだから、低学年
のお子さまでも楽
に動かせます。
（一部商品は除きます）

頑丈なムク材を細部にも
組立金物をムク材に直
接取り付けているので、
MDFやバーディクルボ
ードに比べ強度が高く
2～3倍の保持力があり
ます。
（一部商品は除きます）

パソコン対応5口コンセント
インターネットを使った
学習で必須となるパソ
コンや付属機器の電源
に便利です。5口あるの
でプリンターなど機器
が増えても安心。
（1500Ｗ対応）
（一部商品は除きます）

アンダーラック（別売）
デスクのバックパネル
に取付けて足もとを収
納スペースとして有効
に使えます。ワゴンの配
置に合わせて左右入替
えて取付けができます。
（一部商品は除きます）

ノックダウン仕様
パーツのまま運び込ん
でお部屋の中で組み立
てるノックダウン仕様で
す。自宅玄関から廊下や
お部屋まで、屋内の移
動もスムーズです。

ローリングジョイント金具
デスクとブックスタンド
をガッチリと固定。安全
性を考えた丸い形の金
具です。
（一部商品は除きます）

デスク2台もピッタリフィット
デスクを2台並べたり、ワ
ゴンを隣に置いて使用す
る場合でも、背面にロー
リングジョイント金具を
取り付けると、すき間なく
使えます。
（一部商品は除きます）

2口コンセント
手を伸ばしやすく、しか
も視界に入りにくい前
面にデザイン。使ってい
ないときにほこりや異
物が入りにくいスライド
式です。
（1500W対応）
（一部商品は除きます） ※ 背板2ヶ所だけでのブックスタンドの固定は脱落の危険が有りますの

で行わないでください。
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Desk

デスク１００ 引出しユニット

W100 D60 H73cm W42 D52.8 H8.5cm  
●Ａ３用紙収納可能

　引出し内寸/W32.9×D44×H5cm

デスク１１０ アンダーラック３８

W110 D60 H73cm W38 D23.8 H32cm

Book Stand Rack

ブックスタンド５９ オープンラック５９（上台）

ワゴン天板上に固定可能 W59.2 D23 H32cm W59. W59.4 D25.4 H39cm

正面側面に設置可能 ※デスクワイド100・110に対応 ブックスタンド１０９ ●小引出し付 ●ローリングジョイント付

小引出し内寸/W19.8×D14.5×H4.5cm

W109.2 D23 H32
※デスクワイド110に対応

オープンラック６０（下台）

Wagon Randoseru rack W60 D26 H73cm

●スライド式ブックエンド２枚付

ワゴン３４（昇降式） ●左右棚板高さ調整５段階

W34 D60 H59～73cm

●全段引出しＡ４用紙収納可能 Bookshelf

●大引出し3段引きベアリングレール

●鍵付 引出内寸/上中:W25.3×D44×H5.7cm ランドセルラック６０ ブックシェルフ６０

●天板昇降機能7段階  　　　　　下:W29.9×D44×H23.7cm

W60 D39 H73cm W60 D29 H142cm

●カバンフック左右各1個 ●棚板着脱式・可動棚４枚付

ワゴン４３（昇降式） ●背面奥行２段階転び止め付 ●小引出し２杯付き可動棚

●スライド式ブックエンド２枚付 　小引出し内寸/W20.8×D20.5×H4.5cm

W43 D60 H59～73cm 　引出しボックス内寸/W49.4×D32.4×H17cm

●全段引出しＡ３用紙収納可能

●大引出し3段引きベアリングレール

引出内寸/上中:W34.3×D44×H5.7cm

　　       下:W31.9×D44×H23.7cm

Chair

チェア ●ガス圧式座高調整機能 チェア ●背高調整機能２段階

●取外し可能な脚のせリング付き ●ステップ高調整２段階

W56 D52 H74～87 ●ストッパー機能付キャスター W41 D44.2 H70.6～76 ●座高調整機能５段階

SH39～52cm SH30～51cm ●収納ラック付

●#1275(PCV)ｱｲﾎﾞﾘｰ ●#1276(PCV)ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ ●ストッパー機能付

 ３６０度回転キャスター

20150601P

NO.6949-21

\68,000

NO.6908-21

\48,000 （税抜）

\27,000

（税抜）

NO.7230-91

NO.6950-22

\33,000

\40,000 （税抜）

NO.7230-92

\44,000

\40,000 （税抜）

NO.5064-20-1276

\35,000 （税抜）

NO.5061-20-1275

（税抜）

NO.7130-22

（税抜）\63,000

（税抜）

NO.7130-21

\61,000 （税抜）

NO.7397-20

\16,000

NO.5919-20

\8,500

NO.7397-22

NO.5997-20

\9,000 （税抜）

（税抜）

NO.6950-21

\22,000 （税抜）

（税抜）

（税抜）

デスク左右に付け替えできる引出しユニットです。
 W１１０のデスクには２個取り付けられます。
※引出し２個使用の場合は、５口コンセントの
　 取り付けはできません。

C-0
ナチュラルクリア
主材：オーク・オーク突板
塗装：ウレタン樹脂

Friendy Smart
フレンディ スマート
No.7130

天然木の素材感がひきたつナチュラルデスク。
シンプルでベーシックなデザインが
どんなインテリアにもフィット。

オープンラックとの組み合わせで使い方が広がります。

機　能

ガス圧式だからちょうどいい高さに
調整できます。足のせリングは取外
しができます。

機　能

抗菌仕様のPVCレザー
菌の繁殖を抑える抗菌レザーです。防汚機能付きで
汚れが付きにくく、簡単に落とせます。ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ

#1281
ｵﾚﾝｼﾞ
#1278

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｸﾞﾚｲ
#1277

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

選べるシート PVCレザー(抗菌仕様)

F r i e n d y   Ｓ ｍ ａ ｒ ｔ   L i n e  u p

●天板：オークムク集成材
●５口コンセント(1500W)
●カバンフック左右各２個

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ
#1281

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

選べるシート PVCレザー(抗菌仕

●スライド式ブックエンド
●３口コンセント(W59)
 　２口コンセント(W109)
●棚下CD収納可能

ブックスタンド共通機能

F☆☆☆☆

デスク機能

デスクのバックパネルに取付ける
A4収納可能なアンダーラック。
足元の整理整頓に活躍します。
ワゴンの配置に合わせて、左右
どちらでも取り付けができます。

ワイド100・110cm
Desk Option

ワゴン共通機能



デスク・ワゴン

 W１００ ２点セット価格

デスク１００

ワゴン４１

デスク・ワゴン

 W１１０ ２点セット価格
デスク１１０

ワゴン４１

※画像のデスクチェアは仕様を変更しております。

デスク１００

W100 D54.4又は62.4 H73.6cm

●引出し内寸/ W37.9×D34×H4.9cm

●天板：オークムク集成材

●天板高調整機能４段階 デスク１１０

●天板奥行調整機能２段階

●ブックエンド２枚付 W110 D54.4又は62.4 H73.6cm

●３口コンセント(1500W) ●引出し内寸/ W42.9×D34×H4.9cm

●カバンフック左右各１個

※画像のデスクチェアは仕様を変更しております。

ワゴン４１ チェア

W41.2 D41.1 H39.5 cm W41 D44.2 H70.6～76
●上段ボックス型オープンスペース SH30～51cm
●下段引出しＡ４収納可能 ●#1276(PCV)ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

●３段引ベアリングレール(下段引出)

●引出し内寸/

オープン: W34.4×D35.4×H4.1cm

 　　 下: W31.9×D34×H23.6cm

20150601P

NO.5064-20-1276

（税抜）

（税抜）

（税抜）

\35,000 （税抜）

NO.7139-21

NO.7139-22

\86,000 （税抜）

NO.7139-21

\122,000

NO.7229-22 \29,000

NO.7139-22 \93,000

（税抜）

NO.7229-22

\29,000 （税抜）

NO.7229-22

\115,000 （税抜）

\86,000
（税抜）

（税抜）

\93,000

\29,000

C-0
ナチュラルクリア
主材：オーク・オーク突板
塗装：ウレタン樹脂

Friendy StepⅡ
フレンディ ステップⅡ

No.7139

お子様の成長に伴って、天板の高さに加え奥行きも変更できるオーク無垢天板のコンパクトなデスクです。
小学校低学年から中学高校まで、いつまでも使いやすいようにデザインしました。

デスクワイド100・110cm

F r i e n d y   Ｓ ｔ ｅ ｐ Ⅱ　 L i n e  u p

オープントレイ付

TOP部分はオープンスペース。
下段の大容量の引出しにはＡ４用紙が
ゆったりと収納。スムーズに出し入れ
できる３段引きベアリングレール付き。

成長に合わせて、天板の高さだけでなく奥行きも変化します。

天板の高さは５２～７３cmの４段階で調整できます。
奥行きは５０・６０ｃｍの２段階で調整できます。

シートの色は３色からお選びいただけます。

抗菌仕様のPVCレザー
菌の繁殖を抑える抗菌レザーです。防汚機能付きで
汚れが付きにくく、簡単に落とせます。

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ
#1281

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

収納ラック付き
座面下の収納スペースは
着替えや小物置きに 適。

ストッパー機能付き
３６０度回転キャスター
３６０度、縦横、自由自在に動かせます。
座ると体重でキャスターが沈み込み
しっかりと固定します。

たためるカバンフック
使わないときは簡単にたためます。
体や服をひっかけないように工夫
した安心設計です。

F☆☆☆☆

背もたれと座面の高さが調整できます。

背もたれの高さ２段階
70.6・76cm

座面の高5段階
30・33・39・45・51cm



デスク・ワゴン …２点セット価格

(税抜)

デスク１０５ (税抜)

ワゴン４１ (税抜)

ワゴン４１

\46,000 (税抜)

W40.7　D51.1 H59.9cm

●上段ボックス型オープンスペース

●全段引出し3段引ベアリングレール

●全段引出しA４収納可能

デスク１０５ 　引出し内寸/

\70,000 (税抜) オープン： W37.5×D45.4×H6.7cm

W105 D62.6 H93.2cm 上： W31.9×D44×H13.8cm

●天板：オーク突板 下： W31.9×D44×H23.6cm

●カバンフック左右各１個

●３口コンセント(1500W)

●スライド式ブックエンド3枚付き

●引出し左右付替え可能

　引出し内寸/W32.9×D44.0×H5cm

チェア チェア

\35,000 (税抜) \35,000 (税抜)
W41 D47.5 H76 W41 D44.2 H70.6～76　SH30～51cm

 SH41.5～49.5 cm ●背高調整機能２段階 ●座高調整機能５段階

●座高調整機能４段階 ●ステップ高調整２段階 ●収納ラック付

●ステップ高調整３段階 ●ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター

●収納ラック付

●ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター

NO.7180-22

NO.7180-22 \70,000
\116,000

NO.7260-22

\46,000NO.7260-22

2015601P

NO.5055-20 NO.5064-20-1276

デスクとブックスタンドが
一つにまとまったシンプルなデスク。
本のかたちをしたかわいいブックエンドは、
デスクの上を左右にスライドして本を整理
します。

Friendy BookⅡ
フレンディ ブックⅡ

No.7180

F r i e n d y  B o o k Ⅱ  L i n e  u p

C-0
ナチュラルクリア
主材：オーク、オーク突板
塗装：ウレタン樹脂

ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター
３６０度、縦横、自由自在に動かせます。座ると体重で
キャスターが沈み込みしっかりと固定します。

収納ラック
座面下の収納スペースは
着替えや小物置きに 適。

抗菌仕様のPVCレザー
菌の繁殖を抑える抗菌レザーです。防汚機能付きで
汚れが付きにくく、簡単に落とせます。

シートの色は３色からお選びいただけます。

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ
#1281

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

TOP部分はオープンBOX型、
ゆったり収納のワゴン。
トップは使いやすいオープンスペース。
中段はCDが収まります。引出しは全段A3用紙が
ゆったり収納、3段引ベアリングレール付きだから
低学年のお子さまでも楽に動かせます。

使いやすさを考えた、
スッキリラインのデザインです。
デスクの脚部には傾斜をつけて、出入りがしやすいように。
引出しは左右に付け替えができて、ワゴンも引出しの下へ
ピッタリと収まります。快適な学習スタイルをつくる機能が
そろったデスクです。

たためるカバンフック
使わないときは簡単にたためます。
体や服をひっかけないように工夫
した安心設計です。

３口コンセント
照明器具やパソコン用に。
(1500W相当)

F☆☆☆☆

デスクワイド 105cm



デスク・ワゴン・ブックスタンド 
3点セット価格

デスク１１０ ブックスタンド１０６

\84,000 (税抜) \38,000 (税抜)

W110 D65 H69.2 cm W106 D21.5 H31.3

●カバンフック左右各１個 ●棚板脱着式

  引出し内寸/ ●２口コンセント(1500W)

　　W32.6×D38.3×4.3cm ●スライドﾞ式ブックエンド

  小引出し内寸/W19.1×D14.5×H4.6cm

チェア

\37,000 (税抜)

W41 D47.5 H79
SH44～52

●座高調整機能4段階

#1275(PCV)アイボリー ●ステップ高調整３段階

●ストッパー付３６０度回転キャスター

ワゴン４３（昇降式）

\55,000 (税抜)

W43 D56 H57.2～69.2 cm

●天板昇降機能６段階

●ペントレイ・鍵付

●全段引出A3用紙収納可能

●大引き出し３段ベアリングレール

●引出し内寸/上中：W34.5×D44×H5.1cm

               下：W32.1×D44×H23.7cm

20150601P

(税抜)\177,000

\55,000 (税抜)

NO.7269-72

NO.7169-72

NO.5059-70-1275

NO.7394-72

\38,000 (税抜)

NO.7169-72

NO.7269-72

NO.7394-72 ブックスタンド１０６

デスク１１０

ワゴン４３（昇降式）

\84,000 (税抜)

OY-1A
ブライトオーク（アンチック仕上げ）
主材：パラウッド・シルバーハート突板
塗装：ウレタン樹脂
天板：ＵＶ抗菌

 FriendyEllegance
 フレンディ エレガンス
 No.7169

ヴィンテージな風合いが人気のアンチック仕上げ。物語を感じさせる、それは優雅なデスクです。

お姫様みたいにロマンチックな女の子の憧れのデスクです。丁寧な塗りを何度も重ね、大切に使い込んだような独特のニュアンスを表現しました。
優雅さの中にぬくもりがあるのは、この風合いが本物だから。職人技が生み出す逸品です。
木のぬくもりが伝わる、クラフト感あふれる作りのデスクです。

F r i e n d y  E l l e g a n c e  L i n e  u p

天板昇降機能6段階
ワゴンの天板は机の高さに合わせて
2cmピッチで6段階に調整可能。
デスクトップがより広くなり、
機能性が高まります。

抗菌仕様のPVCレザー
菌の繁殖を抑える抗菌レザーです。
防汚機能付きで汚れが付きにくく、
簡単に落とせます。

#1281
ローズピンク

#1275
アイボリー

選べるシート

チェアは参考商品です。(№2446-50-8655)

デスクワイド110cm

カバンや帽子はフックに
カバンや帽子の収納に困ったら、
デスクサイドのフックを上手に
ご活用ください。
デスクトップがより広くなり、
機能性が高まります。

収納ラック
座面下の収納スペースは、着替えや
小物置き場に 適。
ストッパー機能付き
360度開店キャスター
360度、縦横、自由自在に動かせます。
座ると体重でキャスターが沈みこみ
しっかりと固定します。

3段引きベアリングレール
重量のある引出しもしっかり支えて
スムーズな出し入れ。
収納力アップをサポートします。

F☆☆☆☆



A U R O

自然塗料［アウロ］塗装シリーズ

塗料すべてを100％天然原料でつくります。
●主原料となる植物は契約農家でオーガニック生産しています。
農薬が引き起こす人・環境への間接的な影響がありません。

●石油由来の原料を一切使用していません。シックハウスやアレルギー
の主な原因とされる合成化学物質を含まず安心です。
●安全をご確認いただけるよう、すべての原料を公開しています。

安心できるライフサイクルへの取り組み。
自然塗料［アウロ］は「製品の製造から廃棄まで、自然のライフサイクルを
崩さないこと」を コンセプトとしています、その中で「製品の安全性追求」
や「CO2 排出の低減」を実践。また、あらゆる石油由来原料を、 「生物や
環境へのリスクの高い材料」として一切を排除しています。

自然塗料［アウロ］について　http://www.auro-jp.net/

木の自然な風合いを引き出す職人技。
自然塗料［アウロ］の着色作業は、一品一品家具職人の手による「刷毛塗
り」で丁寧に仕上げていきます。ちょうど日本伝統の「漆塗り」と同じ工程で
す。木の魅力を最大限に引き出すためには時間を惜しまない、共通する技か
もしれません。

メンテナンスはとても簡単です。
木の自然な質感を伝える自然塗料［アウロ］塗装はウレタン塗装に比べると
傷や汚れが付きやすい仕上げ方法です。傷や汚れが気になるようでしたら、
メンテナンスキット（別売）で手軽に補修ができます。

人にやさしく 、自然にもやさしい。

自然塗料［アウロ］
自然塗料［アウロ］を使用した学習デスクは発売以来10年以上にわたって、多くのお客さまからご好評をいただいています。
子どもたちに安心して勉強して欲しい、将来の夢を描いて欲しい・・・そんな想いから生まれた天然木、自然塗料［アウロ］仕上のデスク。
自然塗料［アウロ］塗装は、お子さまの体にやさしく、使うほどに木の味わいを深めます。

メンテナンスキット  塗色：ナチュラルオーク（NE-1）

No.5998-01

メンテナンスキット（別売）
¥3,500（税抜）
・説明書付・内容量100cc・サンドペーパー240番付



メンテナンスキット（ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ）

\3,500 (税抜)

●説明書付　　●内容量100cc　●サンドペーパー240番付

デスク・ワゴン・ブックスタンド ３点セット価格

(税抜)

デスク１００ (税抜)

ワゴン３４ (税抜)

ブックスタンド５９ (税抜)

デスク１００

\58,000 (税抜)

W100 D60 H73 cm

●天板：オークムク集成材

●カバンフック左右各１個

ワゴン３４

\57,000 (税抜)

アンダーラック W34 D60 H63.9～73 cm

\8,500 (税抜) ●中下段引出し3段引ベアリングレール 　
W38 D23.8 H32 cm ●下段引出しA４収納可能

引出し内寸/上: W26.7×D44×H3.8cm

中: W24.4×D44×H10.8cm

下: W24.4×D44×H23.6cm

      

ブックスタンド５９

\16,000 (税抜)

●３口コンセント(1500W) W59.2 D23 H32 cm

●スライド式ブックエンド

●デスク正面･側面に設置可能

チェア

\35,000 (税抜)

W41 D47.5 H76
 SH41.5～49.5 cm

●座高調整機能４段階

●ステップ高調整３段階

20150601P

NO.5055-50

NO.5998-01

NO.7127-51

\131,000
\58,000

NO.7297-51

NO.5919-50

NO.7127-51

NO.7397-50

\57,000
\16,000

NO.7297-51
NO.7397-50

足もとの収納に便利なアンダーラック

F r i e n d y   N o t eⅡ   L i n e  u p

Friendy NoteⅡ
フレンディ ノートⅡ
No.7127

収納ラック付き
座面下の収納スペースは
着替えや小物置きに 適。

ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター
３６０度、縦横、自由自在に動かせます。座ると体重で
キャスターが沈み込みしっかりと固定します。

ブックスタンドをワゴンの上に
ブックスタンドは、デスク正面にも側面の
ワゴンの上にもどちらにも固定できます。

さまざまに組み合わせ可能な
デスク・ワゴン・ブックスタンド

ワゴンを並べて作業スペース広々
ワゴンはデスクと同じ高さ、奥行きなので、
横に並べてデスクトップを広く使う事も出来ます。

ワゴン上段の引出しをデスクに固定
ワゴン上段のブックスタンドは、取り外して
デスク本体に取り付けることができます。

小さなお子さまでも側面からの出入りがしやすい
スキー脚スタイル。
コンパクトサイズのデスクと、機能性の高い
ワゴンとブックスタンドに組み合わせで
使いやすいカタチに。

NE-1
ナチュラルオーク
主材：オーク・オーク突板
塗装：自然塗料［アウロ］

※デスク本体とワゴンの突板部分にはご使用いただけません。
  ・デスク本体はバックパネル以外のお手入れが可能です。
　・ワゴンは、天板部分と引出し口板のみメンテナンスキットでのお手入れが可能です。

セパレート式ワゴン
左上段の引出しユニットを取り
外せば、デスクの下にすっぽり。
中断はCDが収納できる深さです。

スライド式ブックエンド
左右自由に動かせます。

上段引出しをデスクに取り付け
ワゴンの上段引出しは取り外して
デスク手左右どちらにも取り付けられます。

3段引きベアリングレール
中･下段は滑らかな動きの3段引
ベアリングレールを採用。
A4サイズもスッキリと収まります。

デスクワイド100cm

デスクのバックパネルに取り付られる、A4収納可能な
アンダーラック。足元の整理整頓に活躍します。
ワゴンの配置に合わせて、左右どちらでも取り付けできます。



メンテナンスキット（ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ）

\3,500 (税抜)

●説明書付　　●内容量100cc　●サンドペーパー240番付

デスク・ワゴン・ブックスタンド
３点セット価格

(税抜)

(税抜)

(税抜)

(税抜)

デスク１１０ アンダーラック

\75,000 (税抜) \8,500 (税抜)

W110 D65 H73 cm W38 D23.8 H32 cm

引出し内寸/ W42.9×D44×H4.8cm

●天板：オークムク集成材 ワゴン４２（昇降式）

●カバンフック左右各１個 \63,000 (税抜)

W42 D55 H59～73 cm

  引出し内寸/上中: W31.1×D44×H5.6cm

  　　　　　/下　: W31.9×D44×H23.6cm

●天板昇降機能7段階

●木製ペントレイ・鍵付

●大引出しは３段引ベアリングレール

●全段引出A３用紙収納可能

ブックスタンド８０

\26,000 (税抜)

W79.8 D24.9 H37 cm

●棚板脱着式

●3口コンセント(1500W)

●スライド式ブックエンド2枚

●棚板高調整4段階

チェア ●ガス圧式座高調整機能 チェア

\40,000 (税抜) ●取外し可能な脚のせリング付き \35,000 (税抜)

W56 D52 H74～87 ●ストッパー機能付キャスター W41 D47.5 H76
SH39～52cm  SH41.5～49.5 cm

●座高調整機能４段階

●#1275(PCV)アイボリー ●ステップ高調整３段階

20150601P

NO.7258-52

NO.5055-50

NO.7359-51

NO.7359-51 ブックスタンド８０ \26,000

NO.5061-50-1275

NO.5919-50NO.7159-52

NO.5998-01

\164,000
NO.7159-52 デスク１１０ \75,000

ワゴン４２（昇降式） \63,000NO.7258-52

足もとの収納に便利なアンダーラック

NE-1
ナチュラルオーク
主材：オーク
塗装：自然塗料［アウロ］

Friendy StarⅡ
フレンディ スターⅡ

No.7159

丸みをおびたフォルムが、北欧風でカジュアルな
雰囲気を醸し出すデスクです。
自然塗料[アウロ]仕上げで、無垢のオーク材の
風合いが伝わります。

デスクワイド110cm

F r i e n d y   Ｓ ｔ ａ rⅡ  L i n e  u p

収納ラック付き
座面下の収納スペースは
着替えや小物置きに 適。

ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター
３６０度、縦横、自由自在に動かせます。座ると体重で
キャスターが沈み込みしっかりと固定します。

たためるカバンフック
使わないときは簡単にたためます。
体や服をひっかけないように工夫
した安心設計です。

天板昇降機能7段階
座ワゴンの天板は2ｃｍ
ピッチで7段階の調節可能。

上下稼動棚、スライド式ブックエンド
本の厚さに合わせてピッタリの
位置へスライドできるブックエンド。
棚板は上下に移動。

デスクのバックパネルに取り付られる、A4収納可能な
アンダーラック。足元の整理整頓に活躍します。
ワゴンの配置に合わせて、左右どちらでも取り付けできます。

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ
#1281

ｵﾚﾝｼﾞ
#1278

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｸﾞﾚｲ
#1277

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

選べるシート PVCレザー(抗菌仕様)

機　能

ガス圧式だからちょうどいい高さに
調整できます。足のせリングは取外
しができます。



メンテナンスキット（ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ）

\3,500 (税抜)

●説明書付　　●内容量100cc　●サンドペーパー240番付

デスク・ワゴン・ブックスタンド
３点セット価格

(税抜)

(税抜)

(税抜)

(税抜)

デスク１１０ ブックスタンドミドル１０９

\83,000 (税抜) \37,000 (税抜)

W110 D70 H73 cm W109.2 D28 H36 cm

●天板：オークムク集成材 ●棚板左右脱着式

●５口コンセント(1500W) ●２口コンセント(1500W)

●カバンフック左右各２個 ●スライド式ブックエンド

  引出し内寸:W42.9×D44×H4.8cm ●棚板高さ調整３段階

ワゴン４２（昇降式）

\63,000 (税抜)

W42 D55 H59～73 cm

アンダーラック ●天板昇降機能７段階

\8,500 (税抜) ●木製ペントレイ･鍵付

W38 D23.8 H32 cm ●大引出しは３段引ベアリングレール

●全段引出しA３用紙収納可能

上中: W31.1×D44×H5.6cm

　下: W31.9×D44×H23.6cm

チェア ●ガス圧式座高調整機能 チェア

\40,000 (税抜) ●取外し可能な脚のせリング付き \35,000 (税抜)

W56 D52 H74～87 ●ストッパー機能付キャスター W41 D47.5 H76
SH39～52cm  SH41.5～49.5 cm

●#1275(PCV)アイボリー ●座高調整機能４段階

●ステップ高調整３段階

NO.7156-52 NO.7357-52

NO.5055-50

NO.5919-50

NO.5061-50-1275

NO.5998-01

\83,000
\63,000
\37,000

デスク１１０

\183,000

NO.7256-52

20150601P

NO.7156-52
NO.7256-52
NO.7357-52

ワゴン４２（昇降式）

ブックスタンドミドル１０９

足もとの収納に便利なアンダーラック

NE-1
ナチュラルオーク
主材：オーク
塗装：自然塗料［アウロ］

Friendy ListⅡ
フレンディ リストⅡ

No.7156

すっきりした直線的なデザインが人気の
デスク。100％自然の原料から作られた塗料
[アウロ]が、無垢材の質感を生かしつつ、
内側から美しさを引出します。

収納ラック付き
座面下の収納スペースは
着替えや小物置きに 適。

ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター
３６０度、縦横、自由自在に動かせます。座ると体重で
キャスターが沈み込みしっかりと固定します。

F r i e n d y   Ｌ ｉ ｓ ｔⅡ   L i n e  u p

上下稼動棚、スライド式ブックエンド
収納する本の厚さに合わせてピッタリの位置へ
スライドできるブックエンド、ほんの高さに合わ
せて上下に移動できる棚板。棚下のスペース
も有効活用。

デスクワイド110cm

たためるカバンフック
使わないときは簡単にたためます。
体や服をひっかけないように工夫した
安心設計です。

天板昇降機能7段階
座ワゴンの天板は2ｃｍ
ピッチで7段階の調節可能。

デスクのバックパネルに取り付られる、A4収納可能の
アンダーラック。足元の整理整頓に活躍します。
ワゴンの配置に合わせて、左右どちらでも取り付けできます。

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ
#1281

ｵﾚﾝｼﾞ
#1278

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｸﾞﾚｲ
#1277

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
#1276

ｱｲﾎﾞﾘｰ
#1275

選べるシート PVCレザー(抗菌仕様)

機　能

ガス圧式だからちょうどいい高さに
調整できます。足のせリングは取外
しができます。



D e s k   C h a i  r   l i n e   u p

ウレタン樹脂塗装 塗色 ： ナチュラルクリア(C-0) 主材 ： オーク ウレタン樹脂塗装
塗色 ： ブライトオーク(アンチック仕上)(OY-1A)

対象デスク フレンディ エレガンス

W41×D47.5×H76× W56×D52×H74～87× W41×D44.2×H70.6～76× W41×D47.5×H79×

SH41.5～49.5cm SH39～52cm SH30～51cm SH44～52cm

　背高調整機能 - - 2段階

　座高調整機能 4段階 ガス圧式 5段階

　ステップ高調整 3段階 - 2段階 座高調整機能4段階

　取外し式足のせリング付 - ○ - ステップ高調整3段階

　ストッパー機能付キャスター ○ ○ ○ ストッパー機能付キャスター

　収納ラック付 ○ - ○ 収納ラック付

PVCレザー(抗菌仕様) PVCレザー(抗菌仕様) PVCレザー(抗菌仕様)

シートカラーバリエーション 板座

#1275 #1276 #1277 #1278 #1281 #1275 #1276 #1281 #1275 #1281

自然塗料 [アウロ] 塗装 塗色 ： ナチュラルオーク(NE-1)

主材 ： オーク

W41×D47.5×H76× W56×D52×H74～87×

SH41.5～49.5cm SH39～52cm

　背高調整機能 - -

　座高調整機能 4段階 ガス圧式

　ステップ高調整 3段階 -

　取外し式足のせリング付 - ○

　ストッパー機能付キャスター ○ ○

　収納ラック付 ○ -

PVCレザー(抗菌仕様)

シートカラーバリエーション 板座

#1275 #1276 #1277 #1278 #1281

・ 電源：AC100V 50/60Hz 3 ・ 電源：AC100V 50/60Hz ・ 電源：AC100V 50/60Hz

・ 消費電力：9W ・ 消費電力：13W ・ 消費電力：12W(消灯時0.2W)

・ 光源：LED×21灯 ・ 光源：LED×24灯 ・ 光源：0.2W白色パワーLED×48灯

・ JIS照度：A形相当 ・ JIS照度：A形相当 ・ JIS照度：AA形相当

・ 光色：LED9.0W(光色5000K･Ra85) ・ 光色：LED(光色6200K･Ra85) ・ 光色：白色(5000K･Ra70)

※付属品:クランプ（取付金具) ※付属品:クランプ（取付金具) ※付属品:クランプ（取付金具)

　ACアダプター 　ACアダプター、木ネジ(2本)

選べるシート

カラーバリエーション

PVCレザー(抗菌仕様)

\ 35,000 (税抜)

\ 40,000

シートカラー
バリエーション

NO.5064-20-○○○○

\ 37,000 (税抜)

NO.5059-70-○○○○

NO.5055-20 NO.5061-20-○○○○

NO.5061-50-○○○○

\ 35,000 (税抜) \ 40,000 (税抜)

NO.7635-00

機
 

能

NO.5055-50

\ 16,800

NO.7634-00
LEDデスクライト

(税抜)

機
 

能

(税抜)\ 35,000

\ 18,800
LEDデスクライト

(税抜)(税抜)

LEDデスクライト
NO.7630-00

20150731P

\ 19,800 (税抜)

F☆☆☆☆

フレンディ  ステップⅡ推奨チェア

A U R O

※№5061型チェア
デスクとワゴンの組み合わせによっては、
ガス圧チェアが デスクに収まらない場合があります。

　LED Desk Light    　　学習環境に 適な機能を備えた本格派デスクライト

「長寿命」「省電力」｢低発熱」、約40000時間の光源寿命
●光源寿命　約40000時間だから面倒なランプ交換の手間が不要です。
●低発熱　　 LEDは発熱量が少なく、照明による室内温度の上昇を抑え、
　　エアコン等の電気料金の節約につながります。

機
　

能

#1281
ローズピンク

#1278
オレンジ

#1277
ラベンダーグレイ

#1276
ライトグリーン

#1275
アイボリー

抗菌仕様のPVCレザー
菌の繁殖を抑える抗菌レザーです。防汚機能付きなので
汚れが付きにくく、簡単に落とせます。

F☆☆☆☆

ガス圧式機能だから、ちょうどいい高さに調節。
低学年のときに安定した姿勢を保つために必要な
足のせリングは、成長にともなって取外しもできます。

成長の早いお子さまの体格に合わせてベストな高さに調節できるから、
いつも正しい姿勢で学習に向かうことができます。きめ細やかな高さ
調節ができるデスクチェアです。

座面下の収納スペースは着替えや小物置きに 適です。

３６０度、縦横、自由自在に動かせます。
座ると体重でキャスターが沈み込み、しっかりと固定します

木製チェア
高さ調整機能

座面、背もたれ、ステップの高さを調整して、
学習スタイルの変化に対応します。

背高調整　※NO.5064専用機能
背もたれの高さを2段階に調節できます。

座面高さ調整・ステップ高さ調整
座面の高さを調整できます。
ステップ付の商品は、ステップの高さ調整も可能です。
ステップ部分は取外しができます。

ガス圧式チェア
高さ調整機能

簡単なレバー操作で
座面の高さ調整。

ストッパー機能付き　３６０度回転キャスター

収納ラック

※№5061型チェア
デスクとワゴンの組み合わせによっては、
ガス圧チェアが デスクに収まらない場合があります。

LEDデスクライトの特長

●省電力　LEDは、省電力でも実用的な明るさが得られます。測定条件によって
変動はありますが、同じ明るさで比較した場合、一般的な蛍光灯やダウンライトと
比べて約半分から3分の1程度の省電力です。



〒738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂24番地

ホームページ http://www.maruni.com/

ショールーム 仙台・東京・大阪・広島

お客様相談室 E-mail：info@maruni.com

マルニは家具用材として使われる合板、塗料、接着剤それぞれの項目にWHO（世界保健機関）基準に準じた健
康仕様基準をもうけ、人体に有害なホルムアルデヒドの低減をはかっています。より健康で環境にやさしい家具づ
くりをテーマにした健康宣言家具。21世紀のやさしさのカタチをお届けします。

［化学物質に過敏な体質のお客さまへ］
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は人によって許容量が異なります。長期間ホルムアルデヒ
ドにさらされることで、人体への蓄積量がその人の許容範囲を超えたときにアレルギー症状が発症します。したがいまして、
例えばホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の定める指針値の 0.08ppm以下のわずかな濃度であっても、反応する体
質の方もいらっしゃいます。現段階では弊社の製品におきましても、ホルムアルデヒドをはじめとするVOC（揮発性有機化
合物）の低減に努めておりますが、放散が皆無ではありません。
（1ppm：百万分率のことで parts per millionの略）

［自然塗料のF☆☆☆☆について］
マルニ木工がデスクに使用している木材・接着剤には、ホルムアルデヒドを含んでおりません。また、［アウロ］塗料その
ものについてもホルムアルデヒドは含まれていません。しかしながら、日本塗料工業会から、自然塗料は乾燥中に
F ☆☆☆☆基準以上のホルムアルデヒド放散の可能性があることを指摘されましたのでマルニ木工ではカタログ・POP
等へのF ☆☆☆☆の表示を中止いたしました。ただし、試験の結果、塗装後一定期間（約 3 週間）経過品については、
ホルムアルデヒドの放散量が F ☆☆☆☆基準をクリアすることが確認されており、上記に述べた［アウロ］塗料の優れた
特徴を損なうものではありません。

マルニは、グリーン購入に適した製品開発に努めています。
［グリーン購入とは］製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性の有無を判断し、環境への負荷
ができるだけ少ないものを選んで購入することです。グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境

にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく
可能性を持っています。グリーン購入法の概要、適応商品については、弊社担当及び、お客様相談室へお問合わせください。

マルニ製品にはＰＬ保険（生産物賠償責任保険）がついています。
1995（平成7）年7月1日、ＰＬ法（product liability law・製造物賠償責任を法律的に明確にした法律）施行にともない、
マルニ製品は当日よりＰＬ保険付となりました。

記載の価格は2015年7月現在の税抜価格です。お買い上げの際には別途、消費税が付加されます。

マルニ 3年間品質保証規定
使うほどに愛着を生むマルニの品質。その上に3年間のアフター保証をお付けします。
〈品質保証の内容〉
○保証対象 マルニブランド全商品
○保証期間 ご購入日より3年間保証（照明器具は1年間保証となります。）
品質保証の内容についとは商品に同梱の「保証規定」をご覧ください。
商品によっては1年間保証の場合がございます。詳しくは「保証規定」をご覧ください。

http://www.maruni.com/StoreList/StoreDESK.html
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