
002MTS-

W425×D540×H855×SH440
フレーム:木製(全2色)
張り地:ビニールレザー張り(全 3色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

張地色

脚色 DB
ダークブラウン

WH BK BG
ホワイト ブラック エンジ

Mitsuyoshi Bargain Item Flyer vol.1
定番の商品をお買い求めやすい価格で

004MTS-

W415×D510×H815×SH440
フレーム:木製
張り地:ビニールレザー(全 2色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

張地色

脚色 DB
ダークブラウン

WH BR
ホワイト ブラウン

003MTS-

W540×(SW446)×SD515×H810×SH460
主材: 成形合板メラミン貼(全 3色 )
脚: シルバー粉体塗装
※限定商品のためなくなり次第終了

4
ノック
ダウン

KD

本体色 CH
チェリー

NA
ナチュラル

DB
ダークブラウン

016MTS-

張地色

脚色 DB
ダークブラウン

NA
ナチュラル

WH BK
ホワイト ブラック

クロススタッキングチェア　

※WH脚はNAのみです。

※税抜き価格となります。

W460×D515×H925
フレーム:木製
張り地:ファブリック

価格

Fランク

弊社該当ランク張地上代価格
Aランク ¥ 15,000

¥ 20,800
¥ 19,600
¥ 18,400
¥ 17,200
¥ 16,000

¥ 1,900まで

¥ 5,900まで
¥ 5,100まで
¥ 4,300まで
¥ 3,500まで
¥ 2,700まで Bランク

Cランク
Dランク
Eランク

■他メーカー張地をご指定の際は、担当者にお問
　い合わせくださいませ。

■張地の柄合わせ、方向指示などにつきましては
　別途お見積もりさせて頂きます。

■こちらの商品は張地のランクにより、料金が
　変わります。左記の表をご確認くださいませ。

別張対応可能

W420×D405×H905×SH455
主材:ファブリック(全 7色 )



MITSUYOSHI Bargain Item Flyer vol.2
定番の商品をお買い求めやすい価格で

W480(SW440)×D500×H858×SH445
主材 : ポリプロピレン
※限定商品のためなくなり次第終了

4

4

OR
オレンジ

MTS-001
Weal (ウィール)

4

W560×D470×H850×SH460
主材 : ポリプロピレン ( 全 3色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

MTS-007
SHURE (シュレ)

WH LGY DGY
ホワイト ライトグレー ダークグレー

MTS-008
BRAID (ブレイド)

4

W610×D565×H815×SH455
主材 : ポリプロピレン ( 全 3色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

BR GY GR
ブラウン グレー グリーン

W585×D420×H800×SH450
主材 : ポリプロピレン ( 全 3色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

MTS-019
CANDY (キャンディ)

GR YE RD
グリーン イエロー レッド

W595×D745×H670
主材 : ポリプロピレン ( 全 3色 )
※限定商品のためなくなり次第終了

MTS-021
SILAS (サイラス)

4

WH BLBK
ホワイト ブルーブラック



MITSUYOSHI Bargain Item Flyer vol.3
定番の商品をお買い求めやすい価格で

イームズ アルミナム チェア　

COLOR VARIATION

W620×D490×H700
仕様:フレーム:ステンレス鏡面仕上げ
張地:PVC張り仕上げ(全 3色 )

MTS-010
Eames Aluminum Chair

Low Back Office chair

360度滑らかに回転。立ち上がらずに

手が届く範囲がひろがるので、

デスクワークが一層快適に。

細部にもこだわりを。

肘掛け部には取り外し可能なアームカバー

が2か所ついてます。肘掛け部にもカバー

が付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解

消しました。

Funct ion
快適さと機能美を兼ね備えたオフィスチェアー。

曲線が美しいフォルム

こだわりのデザイン肘掛けです。

角を丸くした台形型のアームレス

トフレームが、程よいフィット感

でリラックス。取り付けも付属の

六角レンチで簡単に取り付け出来

ます。

床への負担も考慮した造り

キャスターは5本脚で安定感があ

ります。動かしたときの音が静か

で床へのキズもつきにくくスムー

ズな動きが可能です。

シンプルで無駄のないシャープなデザイン

筋肉のような凹凸のレザーシート

は約5cm間隔で左右にラインが入

りすっきりとした外観となってい

ます。

ロッキング機能で快適性アップ

レバーを引くだけで背もたれが、

約20度の角度まで倒せます。

PCなどのデスクワークに疲れた時

にリラックスできる機能です。

deta i l

ガス圧昇降式でお好みの高さに調節が可能

身長や机の高さに合わせて座面を

約8.5cm調整可能！

ガス圧昇降機能でスムーズに高さ

が簡単・手軽に調整可能です。

360°

デスクワークにかかせない
360度回転＆昇降機能！

心地よさを追求した、
充実機能を搭載。

BK
ブラック

CA
キャメル

RD
レッド



メッシュバックチェア

MTS-012
Mesh Back Chair

High Back Office chair

Co lo r
どんなシーンにも合うカラーバリエーション。

Funct ion
デザイン、座り心地、機能がまるごと詰まったチェア。

艶やかな脚と頑丈な素材を採用

美しいつやありのスチールメ

ッキ脚を採用。樹脂脚に比べ

格段に耐久性・機能性が向上

しました。

スムーズな動きで効率アップ

座の高さ調節

ダブルランサポート

厚みと弾力感で腰をサポート

するので長時間座っていても

疲れにくいです。

deta i l
ロッキング機能付き

360°回転する座面と、スムー

ズに移動できるキャスターで

どんな場所でも動きやすい。

GR
グリーン

COLOR VARIATION

W630×D600×H1180
仕様:フレーム:ステンレス鏡面仕上げ
張地:メッシュ張り仕上げ(全 5色 )
          ヘッドレストPVC張り仕上げ

BK
ブラック

BL
ブルー

RD
レッド

GY
グレー

POINT 02

座の高さはワンタッチで調節

可能です。ロッキング機能で

仕事中もリフレッシュ。

ストローク 360°

ストローク 最大80mm

姿勢の角度に背が連動し、自

然な座り心地を実現します。

最大25°までロッキング可能で

オフィスやご自宅でもリラック

スしてご利用して頂けます。

ロッキング角度 最大25°

DOWN

UP

Mesh
ワ イ ド 幅 の 背 も た れ が 心 地 よ く ホ ー ル ド 。

通 気 性 に す ぐ れ た メ ッ シ ュ 素 材 。

通気性と耐久性に優れていて蒸れにくく、年

間を通して快適に過ごすことのできる、人気

のメッシュ素材です。快適なフィット感によ

り、長時間の作業における疲労を軽減します。

見た目も透明感を感じるほどに軽やか。

体の動きの多い背部は背中のカーブに合わせ

た曲線を描き、幅広でゆったりと余裕をもっ

た姿勢で作業ができます。

メッシュ構造図

WIDE

５色のカラーバリエーションで、様々なオフィス環境に合ったコーディネートを実現。

ラグジュアリーからカジュアルまで、洗練されたオフィス空間を演出します。

MITSUYOSHI Bargain Item Flyer vol.4
定番の商品をお買い求めやすい価格で



MITSUYOSHI Bargain Item Flyer vol.5
定番の商品をお買い求めやすい価格で

MTS-024
Office cabinet

W880×D400×H1110
主材 : スチール( 全 1色 )

下段ガラス扉引き違い書庫　

GY
グレー

W1800×D450×H700
天板: メラミン化粧板仕上げ( 全 3色 )
脚:スチール粉体塗装仕上げ

TE WHRO
チーク ホワイトローズ

会議用テーブル

W420×D510×H750～870
フレーム:ポリプロピレン
張り地:ファブリック(全 2色 )

MTS-022
Office chair

BK BL
ブラック ブルー

オフィスチェア

MTS-023
Office cabinet

W880×D400×H750
主材 : スチール( 全 1色 )

上段ガラス扉引き違い書庫　

GY
グレー

W390×D520×H600
主材 : スチール( 全 2色 )

MTS-026
Office wagon
3段デスク下ワゴン

WH NA
ホワイト ナチュラル

W880×D400×H60
A4タイプ書庫共通部材
主材 : スチール( 全 1色 )

MTS-025
Cabinet base
アジャスター付ベース　

MTS-005
Meeting table



MITSUYOSHI Bargain Item Flyer vol.6
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ファンデル

fandell 
MTS-020 2P love sofa

COLOR VARIATION

W1150 × H680 × D680
仕様:ウェービングベルト
張り地:PVC(全 4 色 )
脚部:天然木

WH
ホワイト

BK
ブラック

BR
ブラウン

RD
レッド

DBR
ダークブラウン

NA
ナチュラル

張地色

脚色

プティット

MTS-017
Petite

2P love sofa

W1210×D680×H560
仕様:ウレタン・スネイクスプリング
張り地:綿100％(全 6 色 )
脚部:天然木

COLOR VARIATION
BE
ベージュ

BK
ブラック

BL
ブルー

RD
レッド

GY
グレイ

GR
グリーン

置く部屋の大きさを選ばない、
使い勝手のいいコンパクトサイズ
1ルームに住まいの方や、「居心地の良いソファはほしいけれど、

お部屋のスペースをソファ 1つで占領されたくない」といった方へ。

2シーターなので、1人で使うとゆったりくつろげ、2人で座っても

ちょうど良いサイズです。

Width＝85cm

彩り鮮やかなバリエーション 6 カラー。

お部屋のテイストや好みに合わせて選べる4カラー

幅広い世代に好まれる  落ち着いたデザイン
無駄の無いシンプルなデザインでどんなテイストのお部屋にもピッタリ!!
コンパクトサイズでひとり暮らしやワンルームにもピッタリのソファーです。


