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coitti ブックエンド

coitti マルチホルダー

coitti ブックホルダー

coitti ペンホルダー

『coitti デスク』には、マルチホルダー、ペンホルダー、ブックホルダー、

S字フック

coitti マグネット

coitti メモホルダー

高さを調節する
オプション品

『coitti デスク』の付属品

×2が付属しています。使い方に合わせて追加で購入できます。

『coitti ワゴン』にはマグネット

『coitti シェルフ』には、マグネット
ブックエンド
使い方に合わせて追加で購入できます。

×4が付属

※『coitti メモホルダー』は別売りです。

しています。
×4と

×2が付属しています。

coitti S字フック

※『coitti ブックホルダー』は付属のみです。
　追加購入はできません。

製品は改良のためサイズや仕様を変更する場合があります。
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coitti シェルフ

幅48.5×奥行52.5×高さ116cm
キャスター(ストッパー付)/ブックエンド×２/
マグネット×4付属
棚板カラー：全6色

税抜 118,000円
本体：メープル/オイル仕上げ
棚板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

CI-07NM

※ホワイト(001)以外の天板は
　受注生産となります。

組み立て式

CI-06NM

coitti ワゴン

幅48.5×奥行52.5×高さ62.5cm
キャスター取り外し時高さ57.5cm
キャスター(ストッパー付)/マグネット×4付属
棚板カラー：全6色

税抜 68,000円
本体：メープル/オイル仕上げ
棚板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

※ホワイト(001)以外の天板は受注生産
　となります。
※延長脚80は別売りです。

組み立て式

※ホワイト(001)以外の天板は
　受注生産となります。
※延長脚80は別売りです。

組み立て式

coitti デスク

幅82×奥行52.5×高さ62.5(天板高62)cm
キャスター取り外し時高さ57.5(天板高57)cm
キャスター(ストッパー付)/S字フック×２/
マルチホルダー/ペンホルダー/
ブックホルダー付属
天板カラー：全6色

税抜 80,000円
本体：メープル/オイル仕上げ
天板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

CI-01NM

名入れ可

coitti クッション

幅43×奥行33×高さ6cm
※加重により沈み込みに差があります。
カラー：全6種類
手洗い可

税抜 7,500円
生地(綿100%)
中材(プラストマーポリエチレンパイプ)

CI-30

coitti メモホルダー

幅7.2×奥行2.2×高さ7.2cm
ブロックメモ付属

税抜 3,000円
メープル/オイル仕上げ

CI-37NM

coitti 延長脚80(4本セット)

幅3.4×奥行3.4×高さ10cm

税抜 4,000円
メープル/オイル仕上げ

CI-33NM
対応製品に取り付けると
8cm高くなります

coitti ペンホルダー

幅5.8×奥行3.7×高さ9cm

税抜 4,300円
メープル/オイル仕上げ

CI-36NM

coitti マルチホルダー

幅8.5×奥行4×高さ4cm

税抜 3,900円
メープル/オイル仕上げ

CI-35NM

coitti ブックエンド

幅13×奥行13×高さ20cm
L字型のブックエンドです

税抜 6,000円
メープル/オイル仕上げ

CI-39NM

coitti マグネット(4個セット)

幅2.5×奥行1×高さ2.5cm

税抜 1,400円
メープル・ウォルナット/オイル仕上げ

CI-38NM

『coitti ワゴン』『coitti シェルフ』の付属品

coitti スツール(キャスター)
coitti スツール(延長脚50)

CI-04NM
CI-05NM

coitti スツール

幅49.5×奥行38.5×高さ40.5(座面高37)cm
延長脚50もしくはキャスター取り外し時座面高32cm

税抜 39,000円

メープル/オイル仕上げ

延長脚50もしくは、キャスター(ストッパーなし)付属

coitti チェア

幅49.5×奥行38.5×高さ63.5(座面高37)cm
延長脚50もしくはキャスター取り外し時座面高32cm

税抜 45,000円
coitti チェア(キャスター)
coitti チェア(延長脚50)

延長脚50もしくは、キャスター(ストッパーなし)付属

CI-02NM
CI-03NM

メープル/オイル仕上げ

（A)
赤×桜

（B)
黄×橙

（C)
空×草

（F)
紫×薄緑

（E)
緑×薄茶

（D)
白×金茶

coitti S字フック

幅5.8×奥行2.4×高さ9.2cm

税抜 900円

メープル・ウォルナット/オイル仕上げ

CI-34NM
CI-34NW

メープル

ウォルナット 
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ストッパー付き

高さを調節するためのオプション

coittiチェアとcoittiスツールは
何れか1種類が付属します coittiチェアとcoittiスツールは

2つのタイプからお選び下さい

キャスターまたは延長脚 50を
取り外します

coitti デスクは、キャスターが
付属しています

ストッパー付き

ストッパー付き

ストッパー付き

coitti

座面高 32cm 天板高 57cm 座面高 40cm 天板高 70cm

延長脚 80( 別売 )

デスクとワゴン、
シェルフに付属する
ストッパー付きキャスター

クッション( 別売 )

延長脚 50キャスター

身長 135cm～ 150cm

身長 120cm～ 135cm 身長 150cm～

ご購入時

低く 高く

32cm 37cm 40cm

57cm 62cm 70cm65cm

チェア・スツールの座面高（3段階） オプションにより様々な組合せができます

デスクの天板高（4段階）

座面高 37cm 座面高 37cm 天板高 62cm

のご購入ガイド

1種類が付属します
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