
オフィスレイアウト例 オフィスを機能的にレイアウト

Aデスクはこんな場合におすすめ！

マークについて

標準の状態でレイアウト
デスク（W1400） ALD-14070×1
デスク（W1200） ALD-12070×4
キャビネット SNW-103SV

機器の設置スペースを増やすと…
デスク（W1400） ALD-14070×1
デスク（W1200） ALD-12070×4
サブテーブル ALD-S140×1、ALD-S120×4
中棚 ALD-N140×1、ALD-N120×4

デスク上をひろびろ使えるようにすると…
デスク（W1400） ALD-14070×1
デスク（W1200） ALD-12070×4
ハンギングバー ALD-HG140×1、ALD-HG120×4
パーティション ALD-PT140×1、ALD-PT120×4
ファイルボックス ALD-HGFB
ペン立て ALD-HGPS
ペーパートレイ ALD-HGTR

開閉パネル式
大型ケーブル収納ボックス

美しい
リア・サイドビュー

アジャスター

キャスター

横配線口

オリジナル
アルミダイキャスト

縦横配線が可能。機能的で見た目
にも美しいオフィスレイアウトを
実現します。

ハンギングバー
（オプション）

パーティション
（オプション）

モニタアーム
（オプション）

ペーパートレイ
（オプション）

ファイルボックス
（オプション）

ペン立て（オプション）

引き出し（オプション）

サイズ変更、素材の変更などの
仕様の特別注文可能な製品です。

納品に時間を要する製品です
ので納期をお問合せください。

グリーン購入法に基づき、製品
購入の際に環境面で考慮すべき
点をリストアップしたガイドライ
ンが策定されています。
このガイドラインに対応した製
品には、このマークを付けてい
ます。

製品に､再生紙･再生プラスチッ
クなどリサイクル材料を部材とし
て使用しているものには、このマ
ークを付けています。

シックハウス症候群など、人体に
影響があるホルムアルデヒドの
拡散を抑えた製品には、このマー
クを付けています。

強度・耐荷重に優れた
スチール製天板。

2本のボルト固定の
シンプル構造で分解が簡単。

デスクの脚は
リサイクル性の高い
アルミニウムを使用。

ケーブル収納・メンテナンスが簡単な
開閉パネル式
大型ケーブル収納ボックス装備。

あらゆるレイアウトに対応したワイヤリングが可能。
上下左右に配線でき、整然とした作業空間を構築。

作業性の向上のため、
デスクの脚を低く設計。
邪魔にならず、
スッキリと美しい
サイドビューを実現。

余ったケーブルや
OAタップをスッキリ収納。

●スマートに配線を処理したい。 ●使用環境にピッタリのデスクトップレイアウトにしたい。

Aデスクカタログ

上下左右すべての方向に配線が可能です。開閉パネル式大型ケーブル収納ボックスに
余剰ケーブルを収納可能です。 サブテーブル、ハンギングバーなど多彩なオプションで機能を拡張できます。

EMS 81096 / ISO 14001: 2004
ISO認証取得(東京サプライセンター)

再生材料
製  品

ホルムアルデヒド
軽減製品

グリーン
購入法

http://www.sanwa.co.jp/

堅牢なボディ

自由

美しいリアビュー美しいリアビュー美しいリアビュー環
境
配
慮

ワイヤリング

向上

作
業
性
の

多彩なオプション多彩なオプション多彩なオプション

自在

TEL.011-611-3450  
TEL.022-257-4638  

札 幌
仙 台

TEL.052-453-2031  
TEL.06-6395-5310  

名古屋
大 阪

TEL.092-471-6721  福 岡
金 沢 TEL.076-222-8384

製造・販売元
TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/
※記載の内容は2009年03月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

09/03/YSAA 環境にやさしい大豆インクを使用 古紙配合率40％再生紙を利用

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8

この製品は、グリーン購入ネットワーク(ＧＰＮ)が運営する『エコ
商品ねっと（ＧＰＮデータベース）』に弊社の判断で選んで掲載
している製品です。同サイトは、ＧＰＮ購入ガイドライン対応製
品やグリーン購入法適合製品を掲載し、製品選択の際に比較可
能な環境データを提供するものです。
エコ商品ねっと
http://www.gpn-eco.net/
※同ネットの掲載製品はＧＰＮが推奨するものではありません。

取扱い製品です。

カタログNo.
Aデスク

ADK-002



クランプ付き

上・中引き出し
下引き出し
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引き出し有効内寸法総耐荷重 40kg

設置例
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天板27mm
ケーブル
ボックス

開閉パネル
閉じ位置

41

33

70

322

ALD-12070  背面図
（ケーブルボックス開閉パネルを開いた状態） 断面図

クランプ取付け
イメージ図

214360〈460〉133 133360〈460〉※1 ※2 ※3 ※2 ※1

品番の後に　の記載があるもの(例：NAE-001  )は、全て取扱製品です。取扱製品

単位：mm

※〈 〉内はALD-14070。

頑丈なボディとネットワーク環境を配慮した構造
●あらゆるレイアウトに対応したワイヤリング
　大型ケーブル収納ボックスは上下左右すべての方向に配
線が可能です。整然とした作業空間を構築できます。

堅牢な構造と環境への配慮

デスク上の余剰ケーブルは落し込むだけ

左右のケーブル口から床配線が可能

横配線口 横配線口

ケーブル
ボックス

クランプ

※1：この範囲にクランプ取付け不可。
※2：この範囲にクランプ取付け可能。
※3：スリムタイプのクランプ（デスク天板下
　　にネジのないもの）のみ取付け可能。

アーム

バック
パネル

Aデスク側面

ハンギングバー

パーティション

通常設置

アーム
クランプユニット

バックパネル

Aデスク側面

ハンギング
バー

パーティション

アームの後ろ
に設置

強度・耐荷重の優れた
スチール製天板を採
用し、安定した作業環
境を提供します。

大型ケーブル収納ボックスを標準装備し、余ったケーブルやOAタップをス
ッキリ収納できます。開閉パネル式なのでメンテナンスも容易に行うこと
ができます。

●強度が高く安心の高耐荷重スチール製天板

デスクの脚はリサイク
ル性の高いアルミニウ
ムを使用しています。
2本のボルトを外すこと
で簡単に分解できます。

●環境に配慮した素材とシンプル構造

デスクの脚を低く設計
しているため、作業時
や移動時に足をぶつ
けたり、ひっかけたりし
にくくなっています。

●邪魔な脚まわりをスッキリ美しく

●ケーブル収納・メンテナンスが簡単な開閉パネル式
大型ケーブル収納ボックス装備

※サブテーブルまたはハンギングバーは天板
とバックパネルの間にあるアーム取付け口
の樹脂キャップを外して取付けます。
※サブテーブルとハンギングバーを同時に取
付けることはできません。

オプションで中棚を取付けることができ
ます。中棚は高さ調節可能です。

引き出し

クランプユニットa

a

b

b

電源・情報・
USBを簡単に
使用可能

スペースの有効活用サブテーブル

c ハンギングバー

2段までのスタックが可能なクランプ
式の電源・情報・USBユニット。机上面
の配線をスマートに行なえます。

※　  ハンギングバーに取付けて使用します。

机上の作業スペース確保に有効なオプションです。

サブテーブルはデスク幅サイズとハーフサイ
ズがあり、使用環境に適したデスクトップレイ
アウトが可能です。

※サブテーブル（ハーフサイズ）2個取
付け例です。

ハンギングバーには右記のデスクアクセサリ
が取付け可能です。

ケーブル収納ボックスのパネル
を開けると、汎用のクランプ固
定のデータホルダーや液晶モニ
タアームなどを簡単に取付ける
ことができます。

※サイズによっては取付けできない場合が
あります。右図の寸法をご参照のうえ、ご
注意ください。

c

c

c
中棚可変構造

キャビネット

共 通 オ プ ション 機能を拡張して、さらに使いやすく！！

中棚j

b

取付け例

モニタアームe

SNW-103SV

i

j

市販のクランプ固定デスクアクセサリが使用可能

d パーティション

取付け例

ファイルボックスf

ペン立てg

ペーパートレイhi

W1200mm W1400mm

■サイズ：W1200×D700×H700mm
¥82,950(税抜き ¥79,000)
ALD-12070

■サイズ：W1400×D700×H700mm
¥93,450(税抜き ¥89,000)
ALD-14070

再生材料
製  品

ホルムアルデヒド
軽減製品

グリーン
購入法

※ ※

●サブテーブル

●デスクを2段式にすることができます。
●サブテーブルを低く設定して、上に
液晶ディスプレイ、下にキーボード
などの収納が可能です。

※ハンギングバーとの併用はできません。
■サイズ：W1200〈1400〉
×D300×H908mm
■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板/木製メラミン化粧板、
　フレーム/スチール（メラミン焼付塗装）
■耐荷重：20kg
※〈 〉内はALD-S140

品　番 価　格
（税抜き価格）

対応デスク

サイズ別共通オプション（価格・サイズなど、詳細情報） デスクサイズに合ったオプションをお選びください。

共通オプション（価格・サイズなど、詳細情報） オプション追加でさらに機能充実！

対応デスク
幅（mm）

W1200 4969887 169117
ALD-12070 ¥37,275

(¥35,500)

¥42,840
(¥40,800)

¥16,590
(¥15,800)

¥17,640
(¥16,800)

¥17,640
(¥16,800)

¥18,690
(¥17,800)

¥9,240
(¥8,800)

¥11,340
(¥10,800)

ALD-S120

●ハンギングバー

■サイズ：W1200〈1400〉
×D56×H665mm
■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：アルミ、
　フレーム/スチール（メラミン焼付塗装）
※〈 〉内はALD-HG140

●各種オプションの取付けが可能です。
※サブテーブルとの併用はできません。

品　番 価　格
（税抜き価格）

4969887 169131
ALD-HG120

●パーティション

■サイズ：W1200〈1400〉
×D36×H235mm・2.3〈2.5〉kg
■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：アクリル、
　スチール（エポキシ粉体塗装）
※〈 〉内はALD-PT140

■サイズ：W1087〈1287〉
×D220×H20mm
■材質：スチール（メラミン焼付塗装）
■耐荷重：20kg
※〈 〉内はALD-N140

●ハンギングバーに取付け可能なパー
ティションです。
●ハンギングバーの下だけでなく、上
にも取付け可能です。

品　番 価　格
（税抜き価格）

4969887 169155
ALD-PT120

●中棚

●天板下に書類、周辺機器を収納でき
ます。

品　番 価　格
（税抜き価格）

4969887 169179
ALD-N120

W1400 4969887 169124
ALD-14070 ALD-S140

4969887 169148
ALD-HG140

4969887 169162
ALD-PT140

4969887 169186
ALD-N140

●ハーフタイプサブテーブルです。
●デスクを2段式にすることができます。
※ハンギングバーとの併用はできません。
※右または左に取付け可能です。2個
同時取付けも可能です。
■サイズ：W600〈700〉
×D300×H908mm
■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板/木製メラミン化粧板、
　フレーム/スチール（メラミン焼付塗装）
■耐荷重：20kg
※〈 〉内はALD-S70

品　番 価　格
（税抜き価格）

4969887 169490
¥27,825
(¥26,500)

¥30,240
(¥28,800)

ALD-S60

4969887 169506
ALD-S70

●クランプユニット、スタックユニット

●キャビネット

SNW-103SV
¥34,440(税抜き ¥32,800)

4969887 154120

●書類小物等を整理しやすい3段式キャビ
ネットです。
●すべての引き出しを施錠することができます。
■サイズ：W401×D578×H580mm・
 19.5kg
■出荷形態：組立出荷
■材質：スチール（エポキシ粉体塗装）

ALD-HGFB
¥9,240(税抜き ¥8,800)

4969887 169223

●ハンギングバーに取付け可能
なファイルボックスです。
■サイズ：W125×D250×
 H350mm・1.5kg
■材質：スチール（エポキシ粉体塗装）

●ファイルボックス

ALD-DR1
¥13,440(税抜き ¥12,800)

4969887 169193

●デスクに2個取付けることがで
きます。
■サイズ：W540×D373×H54mm
■材質：スチール（メラミン焼付塗装）
■耐荷重：10kg

●引き出し

ALD-HGTR
¥5,040(税抜き ¥4,800)

4969887 169230

●ハンギングバーに取付け可能
なペーパートレイです。
■サイズ：W320×D250×
 H62mm・1kg
■材質：スチール（エポキシ粉体塗装）

●ペーパートレイ

ALD-HGPS
¥3,990(税抜き ¥3,800)

4969887 169247

●ハンギングバーに取付け可能な
ペン立てです。

■サイズ：W80×D90×
 H115mm・0.4kg
■材質：スチール（エポキシ粉体塗装）

●ペン立て

4969887 169216

ALD-HGLA
¥8,400(税抜き ¥8,000)

●ハンギングバーに取付け可能
なモニタアームです。
●VESA規格の取付けに対応し
ています。
■サイズ：W120×D140×
 H170mm・1.2kg
■材質：スチール（エポキシ粉体塗装）

●モニタアーム

b ●サブテーブル（ハーフ）b c d j

総耐荷重　100kg ※( )内はALD-14070
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中棚はオプション
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＜共通仕様＞
■電源：定格15A125V
　コード長：1.5m

■LAN：中継ユニット、CAT6

■USB：USB2.0
　コード長0.5m

5-131-8901　¥840（税抜き ¥800）
●スタック用パーツ（T1201D01）

スタックユニット

スタックユニット（5-131-8831）

クランプユニット（5-131-7801）

スタック用パーツ（5-131-8901）

＋

＋

クランプユニット

品　番 品　名 価　格（税抜き価格） 品　番

クランプユニット スタックユニット

価　格（税抜き価格）

電源ー電源セット W

電源ーLANセット W

LANーLANセット W

電源ーUSBセット W

LANーUSBセット W

品　名

T1201B01 W

K2009B01 W

T9021B01 W

K2010B01 W

T9022B01 W

タイプ

 電源 ＋ 電源

  電源 ＋ LAN 

 LAN ＋ LAN

 電源 ＋ USB

 LAN ＋ USB

●クランプ式の電源・情報・USBユ
ニットです。机上面の配線をスマ
ートに行なえます。
■サイズ：W115×D64×H65mm
　　　　（クランプを除く）
■取付け可能天板厚：18～40mm
■付属品：クランプ、キャップ2枚（ホ
  ワイト、グリーン各1枚）

5-131-7801

5-131-7811

5-131-7821

5-131-7831

5-131-7841

¥8,610

¥10,500

¥12,390

¥11,550

¥13,440

●クランプユニットに追加すること
で2段での使用が可能です。
■サイズ：W115×D64×H35mm
■付属品：キャップ2枚（ホワイト、
  グリーン各1枚）
※2段で使用する場合は、クランプ
ユニット、スタック用パーツが必
要になります。

5-131-8801

5-131-8811

5-131-8821

5-131-8831

5-131-8841

¥6,510

¥8,400

¥10,290

¥9,450

¥11,340

（税抜き ¥8,200）

（税抜き ¥10,000）

（税抜き ¥11,800）

（税抜き ¥11,000）

（税抜き ¥12,800）

（税抜き ¥6,200）

（税抜き ¥8,000）

（税抜き ¥9,800）

（税抜き ¥9,000）

（税抜き ¥10,800）

5-131-88415-131-7811

取扱製品

2段式での使用が可能

※2段で使用する場合は、スタックユニット、スタック用パーツが必要になります。

※オプション類を除きます。

4969887 119723 4969887 119730

■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板/スチール、メラミン化粧板、
　　　 フレーム/スチール（メラミン焼付塗装）、脚/アルミダイキャスト
■付属品：アジャスター（前）、キャスター（後）、大型ケーブル収納ボックス

Aデスク 共通基本仕様

取付け例

d

eh g

f

c

美しいリアビュー

多彩なオプション

収納部分の追加に

ハンギングバー、パーティションと同時に
取付ける場合のご注意
ハンギングバー、パーティションを同時に取付けた状態では、
クランプ固定デスクアクセサリの取付けに干渉する場合があ
ります。そのような場合は、下図を参考にアームの後ろにハン
ギングバーを取付けてください。


