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企業が有する独自のカルチャーや、目指すべきビジョンによって、それを体現するオフィス空間は自ずと変わってゆきます。

リーダーシップを発揮するエグゼクティブに、いま求められているのは、組織の象徴となりながら、メンバーとの一体感を

創出すること。木目調素材のデスクやストレージを、オフィス全体とコーディネートすることで、チームがよりアクティブに、

イノベイティブに生まれ変わります。ワークスペース、ミーティングエリア、エグゼクティブルームなど、あらゆる空間をカバー

したオフィスシステムファニチュアPRECEDE［プリシード］。いま、次代を切り拓く、唯一無二のオフィスが具現化されます。

リーダーとしての風格。メンバーとの一体感。

エグゼクティブの仕事の質を引き上げる、ファニチュアがある。

Prize Wood Medium

Prize Wood Light

Prize Wood Dark

そ の オ フ ィ ス に 、 色 は あ る か 。
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素材感が際立つ、シックなカラーリングでまとめることで、

エグゼクティブのワークスペースが、モダンにアップデートします。
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同じ色、同じディテールのファニチュアで揃えれば、

スピーディな執務に加え、空間としての一体感も実現できます。
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ポジションを変えられる、上下昇降デスク＆ミーティングテーブル。

効率と気品、使い勝手と上質感が、つねに両立されます。
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ハイクオリティな収納付デスクを、オープンスペースにも設置可能。

メンバーとのフラットなつながりをキープしながら、リーダーとしての格調や誇りを守ります。
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コントロールパネル
コントロールパネルは、天板の上下
操作を直感的におこなえるレバー
スイッチと高さ表示や、好みの高さを
記憶するメモリ機能がついた「インジ
ケーター付」の２種から選べます。

セーフティリバース
上下昇降の動作中に障害物に
ぶつかった際、異常電圧を感知し動作
をストップ。すぐに約1～３cm戻る
安全装置を標準搭載しています。

スラントエッジ
通常の固定式デスク＆テー
ブルとデザインを合わせた、
薄さと軽快感を演出するス
ラントエッジタイプです。

スムースフォルムエッジ
なめらかな曲線形状のデザ
インを採用したタイプです。
身体を天板に寄りかけても
負担が少なく、心地よさが
続きます。

FUNCTIONS FUNCTIONS

HEIGHT-ADJUSTABLE

DESK & STORAGE

EXECUTIVE

DESK

さまざまなタスクを持ったエグゼクティブのために、

ディテールにいたるまで、美しさはもちろん、機能面にも配慮しています。

座って働く。立って働く。シーンに応じてポジションを変える。

健康にも効率にもプラスの効果が期待できる、上下昇降デスクもあります。

配線カバー
エグゼクティブデスクの配線カバー
は、コンセント等のケーブルの抜き
差しがスムーズな開閉式。把手など
と揃え、シルバーのアルミ素材を使
用しています。

脚
先端に向かって細くなるスタイリッ
シュなアルミ脚は、他のラインナップ
と同様にポリッシュを採用。オフィス
全体に統一感が生まれます。

ソフトクローズ
収納や配線口の扉はソフトクローズ
で開閉するため、マネジメントスペース
にふさわしい上質な操作感と静粛性
が保たれます。

配線口
天板の配線口にコンセントユニット
を取りつけることで、机上面での
アクセスが簡単に行えます。

幕板
幕板は天板と同色の木目調と、見
た目もシンプルなブラック塗装、２種類
からお選びいただけます。

ストレージ
上下にキャビネットを設置すれば、立ち
姿勢でも座り姿勢でも、スムーズな
アクセス性が確保されます。収納は
ワードローブタイプ、キャビネットタイプ
などからお選びいただけます。

把手
各種ストレージの扉や引き出しの
把手部分は、スタイリッシュなライン型
のアルミ把手を採用。デザインとして
の統一感が守られます。

両開き 1枚スライド収納

木目幕板 スチール幕板

配線カバー

配線カバー
配線カバーを好みの角度で固定
できるフリーストップ機能を搭載し、
ワイヤリングの多い上下昇降デスク
でも柔軟な対応が可能です。
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FE クロス

FEK1（ネオアイボリー）

FEK2（シルバーグレー）MK17（ネオウッドライト） MK18（ネオウッドミディアム）

Z975（ネオホワイト）A48（ポリッシュ）

Z637（スキップシルバー） Z25（ブラック）MK19（ネオウッドダーク）

MX51（プライズウッドライト）

MG07（ホワイト）

MX52（プライズウッドミディアム）MX53（プライズウッドダーク）

TABLETOP COLOR PANEL COLORLEG COLOR

EXECUTIVE DESK

EXECUTIVE & STORAGE│Line-Up

HEIGHT-ADJUSTABLE DESK STORAGE

HEIGHT-ADJUSTABLE TABLE

上下昇降テーブル（スクエアタイプ）

上下昇降デスク ワードローブ 書棚 書棚（3段ラテラル） ストレージタイプ

スクエア天板タイプ パラレル脚 ラウンド天板タイプ 45°脚ラウンド天板タイプ パラレル脚 デスクタイプ（ロータイプ） デスクタイプ（ハイタイプ）

上下昇降テーブル（ラウンドタイプ）
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オフィスシステム［プリシード］ 

Product Book│Desk & Table

オフィスシステム［プリシード］ 

Product Book│Partition System

Partition System 木目調、ガラス、スチール。

モジュールや素材をファニチュアと連携させることで、

オフィスのカラーはさらに磨かれます。

Desk & Table あらゆるワークスタイルにフィットする、バリエーション豊かな

デスク＆テーブル。洗練のフォルムと素材のぬくもりで、

組織のオリジナリティと連帯感を創出します。

オフィスシステム［プリシード］
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コンセプトを鮮明にする。オリジナリティが芽吹く。

“PRECEDE［プリシード］” ここからオフィスの未来が動きはじめる。
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