安心・安全への配慮

部屋に入ると目がチカチカする、のどが痛い、めまいや吐き気がするなどのシックハウス症候群が社会問題となっております。バルバーニではその原因として指摘されている有害
※1

※2

物質やＶＯＣ（揮発性有機化合物）の発生を減らすよう努めています。材料となるＭＤＦやパーティクルボード、接着剤はホルムアルデヒドを一切含まない Ｆ☆☆☆☆ を使用し
ています。また塗料はトルエン、キシレンを含まないエコタイプを使用し安全性の高いものづくりを一番に考えています。
※1：ＶＯＣ（揮発性有機化合物）はシックハウス症候群や化学物質過敏症の原因とされ、厚生労働省では人体に対する影響を考慮して 13 種類の揮発性有機化合物についての濃度指針を示しています。
※2：Ｆ☆☆☆☆ とは、ＪＩＳ（日本工業規格）とＪＡＳ（日本農林規格）の定めるホルムアルデヒド放散量に対する基準です。
Ｆ☆☆☆☆ は、現在ＪＩＳ・ＪＡＳが定めるホルムアルデヒドがもっとも少ないとされる最高水準です。

環境への取り組み

製品に使用する材料はダイオキシンを発生させない地球にやさしい循環型エコロジー材への切り替えを完了しています。
また２００７年に環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１の認証を受け、社員一人一人が環境負担の低減に取り組んでいます。

ご注文に際して

本カタログに掲載の全商品対象

当社では、商品の原材料からＶＯＣ（シックハウス症候群の原因物質となる揮発性有機化合物）の発生を減らすよう努力しております。ＶＯＣ以外の化学物質について影響が予想
される方はご購入前にご相談ください。カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なることがございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。表示寸法は参考
値です。規格および外観は改善のため予告なく変更することがあります。飾り付けの小道具は価格に含まれません。カタログの表示価格は配送・組み立て料金は含まれておりません。
当商品はお客様ご自身で組み立ていただく家具ですが、ご希望により別料金で承ります。また、基本配送料金も別途申し受けいたします。詳しくは販売店にお尋ねください。

注意
愛情点検

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「組み立て説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。「傾いた場所やぐらついた場所等の不安定な場所」に設置
しないでください。「落ちたり、倒れたり」してケガの原因となります。
一年に一度は、ネジやボルトを締め直してください。ゆるんだまま使用すると、落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。

バルバーニ商品紹介や最新情報など、詳しくはホームページをご覧ください。

K/INA706050

http://www.valvanne.co.jp/
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TW

重厚感と機能の両立

拘りは細部に宿る

ディテールへの思い

見られることへの配慮

天板下には引出を装備。その前板は勿論、

無垢の脚部、天板のエッジ部、引出の前板

天板背面のテーパーカットがシャープな表情を醸し出す。

高級感を損なわずデスクトップの機能性を確保した

ウォールナット突板仕上げ。

これらの角度を同一に揃え、

足元まで伸びたウォールナット突板仕上げの幕板とともに

独特の配線孔を装備。

一体感のあるデザイン。

洗練された印象を実現。

新たな表情を湛えて

ウォールナット
チークやマホガニーと共に世界三大銘木の一つに数えられるウォールナット。

空間にしっくり溶け込んで、穏やかに流れる時を創りだす。

落ち着いた色合いと重厚で美しい木目が特徴です。

その主張はモダンかつ洗練をまといながら優雅に。
個性的で独自の価値観、ライフスタイルを持った大人のためのデスクが「テリトリー」です。

TW

上質で落ち着いた雰囲気を醸し出す無垢材の脚

天然杢ウォールナット突板

ハイグレードコアデスクの天板にはウォールナット突板を採用することで本物の木の風合いを設え
また天板および脚部との一体感のある引出を新たに加えることで、重厚で個性的なデザインを際立たせています。

全段フルスライドレール

コアデスク

コアデスク

ムーブユニット

DD-2500-TW
希望小売価格 125,000 円 (税抜き)

DD-2650-TW
希望小売価格 131,000 円 (税抜き)

DD-F243-TW
希望小売価格 46,500 円 (税抜き)

○引出内寸：W425×D304×H35mm

○引出内寸：W575×D304×H35mm

○引出１段目内寸法：W332×D392×H55(74)mm

○幕板下寸法：93mm

○幕板下寸法：93mm

○引出３段目内寸法：W332×D437×H165(266)mm

アジャスターフット付

組立式 3 梱包

アジャスターフット付

○引出下寸法：635mm

組立式 3 梱包

下段引出下 1 個、後部 2 個キャスター付

○引出下寸法：635mm

○脚間寸法：1320mm

○引出２段目内寸法：W332×D392×H55(92)mm

○脚間寸法：1470mm

（

）は有効内寸

■甲板：[ 仕上げ ] 天然杢突板化粧板（ウォールナット）ウレタン塗装仕上げ（セミハード塗装 3H 程度）[ 芯材 ]MDF■脚：[ 仕上げ ] ウレタン塗装仕上げ [ 基材 ] 無垢材

■天板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板 [ 芯材 ]MDF■引出前板：天然杢突板

レタン塗装仕上げ [ 芯材 ]MDF■その他：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パーティクルボード■脚部：アジャスターフット

の他：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パーティクルボード・MDF■脚部：[ 前 ]

■幕板：[ 仕上げ ] 天然杢突板化粧板（ウォールナット）ウレタン塗装仕上げ [ 芯材 ] パーティクルボード■引出前板：[ 仕上げ ] 天然杢突板化粧板（ウォールナット）ウ

化粧板（ウォールナット）ウレタン塗装仕上げ [ 芯材 ] パーティクルボード■そ
樹脂製フット [ 後 ] キャスター■ハンドル：アルミ製
※引出１段目：鍵・専用ペントレー付

※引出３段目：ファイリングストッパー付
※全段：フルスライドレール使用

720

1500

720

1650

660

600

660
420

アームチェア

DD-C777-BK / BL / RE
希望小売価格

DD-2650-TW （コアデスク）
W:1650×D:660×H:720mm
希望小売価格

131,000 円 (税抜き)

DD-F243-TW （ムーブユニット）
W:420×D:530×H:600mm
希望小売価格

46,500 円 (税抜き)

DD-C777-BK （アームチェア）

W:635×D:525-583×H:1180-1250mm
希望小売価格

オープン価格 ※1

W635×D525-583×H1180-1250
SH415-485mm

オープン価格 ※1

BK：ブラック＆ブラック

BL：ブルー＆ブラック

RE：レッド＆ブラック

※1

530

○張地：布（座面）
＆メッシュ（背部）
○5 本脚ウレタン巻きキャスター
○アームレスト高さ調整
手を動かしやすい高さに肘かけを調整できます。
○ランバーサポート調整
背面のダイヤルを操作することで、腰にあたる部分の張りを調整できます。
また上下にも可動して、腰の負担を軽減しサポートします。
○ロッキング調整
背もたれがリクライニングし、4 段階の角度で固定することができます。
○ヘッドレスト高さ調整
上下に可動し、お好みの高さに調整できます。
○ヘッドレスト角度調整
お好みの角度に調整できます
○座面昇降
上下に可動し、お好みの高さに調整できます。
○座面前後スライド機能
前後に可動し、お好みの位置で調整できます。
○組立式（1 梱包）

オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。販売店様にお問い合わせください。 ※外形寸法 / W：幅、D：奥行き、H：高さ、SH：座面の高さ（単位 mm）

MW DW

縦一直線に並んだアルミのハンドルが

一度に引き出せる機能的なサイド収納部。

デスクのフレーム脚は高さ調整が簡単にで

シャープでモダンな印象のムーブユニット。

小物の収納に便利な内引出付。

きるアジャスターフット付。

後部キャスター２個付で移動もラクに。

※写真は MW。DW は収納部内のベースカラーもダーク色。

720

720

1200

DD-2700L-DW（サイド収納付デスク）

MW

W:1680×D:660×H:720mm
希望小売価格

116,400 円 (税抜き)

明るく洒落た色合いのミディアム色と

DD-F242-DW （ムーブユニット）

風格あるダーク色のツートーン仕上げ

W:420×D:530×H:600mm
希望小売価格

ミディアムウッディ

38,000 円 (税抜き)

DW

ダークウッディ

※DW はフレーム色と同色でワントーン

660

コアデスク

コアデスク

DD-2200-MW/DW
希望小売価格 69,400 円 (税抜き)

DD-2350-MW/DW
希望小売価格 73,800 円 (税抜き)

○幕板下寸法：393mm

○幕板下寸法：393mm

アジャスターフット付

深みのある落ち着いた色合いのダーク色

1350

660

組立式 3 梱包

アジャスターフット付

○脚間寸法：1020mm

組立式 3 梱包

○脚間寸法：1170mm

■甲板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板 、ウレタン塗装仕上げ [ 芯材 ]MDF■脚：[ 仕上げ ] ウレタン塗装仕上げ

[ 基材 ] 無垢材■幕板：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パーティクルボード■脚部：アジャスターフット

720

1530

720

720

1530

660

720

1680

660

1680
660

660

サイド収納付デスク

サイド収納付デスク

サイド収納付デスク

サイド収納付デスク

DD-2500L-MW/DW
希望小売価格 112,000 円 (税抜き)

DD-2500R-MW/DW
希望小売価格 112,000 円 (税抜き)

DD-2700L-MW/DW
希望小売価格 116,400 円 (税抜き)

DD-2700R-MW/DW
希望小売価格 116,400 円 (税抜き)

○幕板下寸法：393mm

○幕板下寸法：393mm

○幕板下寸法：393mm

○幕板下寸法：393mm

アジャスターフット付

組立式 3 梱包

○脚間寸法：1020mm

アジャスターフット付

組立式 3 梱包

○脚間寸法：1020mm

アジャスターフット付

組立式 3 梱包

○脚間寸法：1170mm

アジャスターフット付

組立式 3 梱包

○脚間寸法：1170mm

■甲板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板 、ウレタン塗装仕上げ [ 芯材 ]MDF■脚：[ 仕上げ ] ウレタン塗装仕上げ [ 基材 ] 無垢材■幕板：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パーティクルボード■脚部：アジャスターフット

■引出前板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板 、ウレタン塗装仕上げ [ 芯材 ]MDF■その他：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パーティクルボード・MDF

720

600

1046
1766

420

530

W:1200×D:660×H:720mm
希望小売価格

69,400 円 (税抜き)

DD-F262-DW （下段引出ユニット）

450

ムーブユニット

下段引出ユニット

DD-F242-DW
希望小売価格 38,000 円 (税抜き)

DD-F262-DW
希望小売価格 45,200 円 (税抜き)

下段引出下 1 個、後部 2 個キャスター付

DD-2200-DW （コアデスク）

590

アジャスターフット付、上段シェルフと連結が可能

○引出１段目内寸法：W332×D392×H55(74)mm

○引出１段目内寸法：W502×D342×H105(166)mm

○引出３段目内寸法：W332×D437×H165(266)mm

○引出３段目内寸法：W502×D342×H105(173)mm

○引出２段目内寸法：W332×D392×H55(92)mm
（

）は有効内寸

○引出２段目内寸法：W502×D342×H105(173)mm
（

）は有効内寸

W:590×D:450×H:720mm

■天板・引出前板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板

■引出前板：[ 仕上げ ] オレフィン樹脂化粧板 [ 芯材 ]

DD-U261-DW （上段シェルフ）

材 ] パーティクルボード■脚部：[ 前 ] 樹脂製フット

ティクルボード・MDF■ハンドル：アルミ製

希望小売価格

45,200 円 (税抜き)

[ 芯材 ]MDF■その他：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯

W:590×D:330×H:1046mm

[ 後 ] キャスター■ハンドル：アルミ製

DD-B268-DW （ハイシェルフ）

※引出１段目：鍵・専用ペントレー付

希望小売価格

※引出３段目：フルスライドレール使用

希望小売価格

20,800 円 (税抜き)

W:590×D:330×H:1766mm

40,000 円 (税抜き)

※引出３段目：ファイリングストッパー付

MDF■その他：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パー

590

330

上段シェルフ

DD-U261-MW/DW
希望小売価格 20,800 円 (税抜き)

下段引出しユニットと連結が可能

■本体：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パー
ティクルボード

590

330

ハイシェルフ

DD-B268-MW/DW
希望小売価格 40,000 円 (税抜き)
アジャスターフット付

■本体：[ 仕上げ ] プリント化粧板 [ 芯材 ] パー
ティクルボード・MDF■脚部：アジャスター
フット

※外形寸法 / W：幅、D：奥行き、H：高さ、SH：座面の高さ（単位 mm）

