
  テレワーク インテリア特集 

三井デザインテックご優待価格でご案内 特 典 

インテリアメーカー各社から、 
お手持ちの家具への買足しや、スタイリッシュな空間にまとめるアイテムを集めました。 

掲載商品を三井デザインテックご優待価格にてご提供いたします。 

在宅ワークを、快適にするインテリア。 

 FLEX 
フレックス パーティション 
Design：IXC. R＆D ixc. EDITION  
［シングルパネル］W680 × D20 × H1515 
￥114,400(税込)～ 
吸音効果の高いパーティションです。ボードは軽量で柔軟性
に富み、連結部ジョイントパーツで取り外しも容易。レイア
ウト変更も自由自在です。 

HIGHFRAME 
ハイフレーム スタッキングチェア 
Design：ALBERTO MEDA 
ixc. SELECTION | ALIAS 
Size 416 アームレスチェア 
W445×D560×H785(SH445) ¥79,200(税込)～ 

RITMO 
リトモテーブル 
Design：IXC. R&D ixc. EDITION ￥196,900(税込)～ 
定形サイズ800角～。特注サイズも対応可。 
2020年5月よりカラーVer.と台形天板追加 

   商品詳細はこちら 
メーカーのWEBサイトへリンクします。  

https://www.cassina-ixc.jp/shop/g/gflex/
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   商品詳細はこちら 

カストールコンソールテーブル 
SLT528-140 
￥182,600(税込) 
W1400×D290×H650 

人気シリーズ「カストール」より、リビング作業派のためのコン
ソールテーブルをご紹介。ソファの裏側に置くだけでミニ書斎が
完成します。 

カストール・D ダイニングチェア 
D528-10 
￥101,200(税込)～ 
W585×D525×H735×H465 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

   商品詳細はこちら 

  ワーキングデスク90 
（6590-10） 
￥130,900(税込) 
W900･D470･H700 

ワーキングデスクはコンソールテーブルとしても使え、 リビングの横にも置けるコンパクトなサイズです。 

  ツーロン フォールディングチェア 
（2160-00-3289） 
￥57,200(税込) 
W433･D530･H770・SH436 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

https://www.hukla.co.jp/products/table/living/
https://www.maruni.com/jp/items/tr_mediterranean.html
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   商品詳細はこちら 

ソファに座りながらPCなどの作業スペースを作ることが
できるテーブル。軽量でフレキシブルに移動しやすく、
かつ安定感のある構造になっています。 

TETTO OCCASIONAL TABLE 
￥63,800(税込)～￥69,300(税込) 

LATTE CHAIR 
RANK4 ￥52,500(税込) 
 

PACIFIC SHELF 
3段 ￥143,000(税込) 

スリムさと機能性を兼ね備えたコンセント付デスク。 
ドロワーズと組み合わせれば収納も大満足。 UC4 

RANK4 ￥92,950(税込) 
VEGET DESK DRAWERS 
￥82,500(税込) 

PLCCHIO DESK 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

￥99,000(税込)～110,000(税込) 

https://www.masterwal.jp/shop/c/c00
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   商品詳細はこちら 

MO BRIDGE 2302 （スモールデスク） 
木 部：ナラ材、ブラック 
レザー：厚革、ビンテージブラウン 
サイズ：W1200*D500*H720 
定 価：364,100(税込) 

MO BRIDGE 2288 （スツールM） 
木 部：ナラ材 ブラック 
レザー：厚革 ビンテージブラウン 
サイズ：W670*D435*H450 SH450 
定 価：140,800(税込) 

新商品のプチデスク。 
コンパクトサイズでデザイン性のあるデスクということでLD空間、寝室、DENスペースでも検討いただきやすい商材。 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

   商品詳細はこちら 

MONTEBELLO モンテベロ デスク 
W1200×D550×H720 
￥293,700(税込)～379,500(税込) 

MONTEBELLO モンテベロ デスク 
W1000×D500×H720 
￥284,900(税込)～366,300(税込) 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

https://ritzwell.com/product/mo-bridge-small-desk/
https://www.arflex.co.jp/products/detail/MONTEBELLO_DESK
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   商品詳細はこちら 

デスクチェア XT4201モデル 
￥77,990(税込)～ 
デスク ユーティリティプラスシリーズ 
￥58,300(税込)～ 
ワゴン ユーティリティプラスシリーズ 
￥51,840(税込)～ 

  奥行き45cmとコンパクトならLDにも設置しやすい 
  サイズ。 
（デスク：ユーティリティプラスシリーズ、 
     デスクチェア：XT4201モデル） 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

https://www.karimoku.co.jp/gakusyu/utility_plus/
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   商品詳細はこちら 

セイルチェア Sayl Chair 

デザイナー : イヴ・ベアール 
フレーム（枠）のない背もたれは、美しいデザインで、ユー
ザーにかつてないほど自由な動きと、適切なサポートを提供
します。環境への負荷も最小限に抑えられた製品です。 
 
 
 Sayl Chair ￥113,300(税込) 
AS1YA23HA N2 65 BB 98 63 1HA09 
フレーム：ホワイト 
ベース：フォグ 
サスペンションフィニッシュ：ホワイト 
アームフィニッシュ：フォグ（アジャスタブルアーム） 
キャスター：カーペット用 
張地：メドレー・フェザーグレー 
※価格は仕様により異なります。 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

オフィスチェア 

Cosm Chair ￥217,800(税込) 
FLC342SF P DR1DR1DR1O2R84506 

コズムチェア Cosm Chair 

デザイナー : Studio 7.5 
人間工学に基づいた洗練されたデザインが、身体、動き、姿
勢に瞬時に反応して、自然にバランスを取り、座る人を完全
にサポートします。そのサポート力は椅子に座っていること
を忘れてしまうほど。 
 

ローバック・固定アーム 
フレーム：キャニオン 
ベース：キャニオン 
キャスター：堅床・カーペット兼用 
※価格は仕様により異なります。 

https://hermanmiller.co.jp/collections/seating/
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フローモニターアーム FLO Monitor Arm ￥38,720(税込) 

クランプ：通常デスク用／色：ホワイト・シルバー 
モニターの角度や位置を自由に動かせるモニターアーム。PCとの適切な距離は人によりさまざま。モニターの角度を場面
に合わせて調節することで、最適な姿勢を実現し、作業による目の疲れも軽減できます。また、モニターをデスク面から
浮かせて支えられるので、資料を広げたり、スケッチしたり、何かを書いたりするスペースが確保できます。 

デスク回り小物 

   商品詳細はこちら 

メーカーのWEBサイトへリンクします。  

   商品詳細はこちら 
メーカーのWEBサイトへリンクします。  

MEZZO2 DESK ¥289,300(税込) 
素材：ウォールナット/突板 
塗装：オイル仕上 
SIZE：W2000xD450xH730 

リビングの一角にワークスペースが作れるメッツォシリーズ。 
ワークデスクとしてはもちろん、お子様用の椅子を並べれば、親子で一緒に使えるデスクになります。 
サイズオーダー カラーオーダー可能。 

https://hermanmiller.co.jp/collections/accessories/products/flo-monitor-arm
https://www.actus-interior.com/pickup/mezzo2/
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   商品詳細はこちら 
メーカーのWEBサイトへリンクします。  

高さを自在に変えられるTECTAのK22サイドテーブルは、 
テレワークでも大活躍。ソファで仕事するときには正面に 
配置、ダイニングで仕事をするときにはマウス用のテーブル 
として、集中したいときはどこか違う部屋へパソコンと一緒 
に移動。気軽に持ち運んで、場所を変えて、たまには高さも
変えて姿勢も変えて、仕事をするときの相棒として最高です。 

K22 SIDE TABLE ￥81,400(税込)～  

SARCLE DESK ￥95,700(税込) 
SIZE：W1200×D520×H700 

サークルシリーズは、こどもから大人まであらゆる人が使える 
シンプルなデザインで、家族の変化に合わせて使いまわしてゆける 
ロングライフな設計です。 
サークルデスクのデザインは左右非対称。デスクの20cmの出っ張りは、 
横に座ったときにコミュニケーションが取れる、ちょうどよいポジショ
ンを生み出します。 
※20cmの出っ張りは、左右どちらにも変更が可能です。 
奥行き52cmの薄型デスクはリビングやダイニング置きにもおすすめです。 

SARCLE SIDE DESK ￥46,200(税込) 

SIZE：W950×D320×H720 

※サイドデスク単体での使用はできません。 

バウハウスの流れを汲む、ドイツTECTAのベストセラーK22サイド
テーブルの派生型として、弓なり形状の天板タイプK26が登場しま
した。天板幅が大きくなった分ノートPC+αのスペースが広がり、
様々なシチュエーションでライトワークが出来るよう汎用性がさ
らに増しました。 

K26 SIDE TABLE ¥85,800(税込)～ 
素材：ウォールナット 
SIZE：W810xD410xH460～760 
＊写真はウォールナット材在庫モデル¥89,100（税込）となり
ます。 
カラーオーダー可能 

https://www.actus-interior.com/product/k26-side-table/
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