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ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【Lycka　land】 カウンター下収納 キャビネット

メーカ-型番

jk-FLL-0062

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅60×奥行31.5×高さ80cm

【Lycka　land】 カウンター下収納 スライドラック

メーカ-型番

jk-FLL-0063

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

 

幅40～65×奥行31.5×高さ80cm

【Lycka　land】 カウンター下収納 コーナーラック

メーカ-型番

jk-FLL-0064

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,000円

サイズ

 

幅31×奥行31.5×高さ80cm

13,000円

サイズ

 

幅29×奥行29×高さ80cm

【Lycka　land】 カウンター下チェスト

メーカ-型番

jk-FLL-0017

jk-jk-FLL-0062

jk-jk-FLL-0063

jk-jk-FLL-0064

jk-jk-FLL-0017



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【Lycka land】 スリムキッチンラック レンジ台タイプ   H156 45幅

メーカ-型番

jk-FLL-0066

メーカ-希望小売価格(税抜)

36,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅45×奥行44.5×高さ156cm

【Lycka land】 スリムキッチンラック 隙間タイプ  H120 32.5幅

メーカ-型番

jk-FLL-0067

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,000円

サイズ

幅32.5×奥行44.5×高さ120cm

【Lycka land】 スリムキッチンラック 隙間タイプ  H180 32.5幅

メーカ-型番

jk-FLL-0068

メーカ-希望小売価格(税抜)

39,000円

サイズ

幅45×奥行44.5×高さ120cm

34,000円

サイズ

幅32.5×奥行44.5×180cm

【Lycka land】 スリムキッチンラック ペールワゴンタイプ  H120 45幅

メーカ-型番

jk-FLL-0069

jk-jk-FLL-0066

jk-jk-FLL-0067

jk-jk-FLL-0068

jk-jk-FLL-0069



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【Lycka land】 スリムキッチンラック ペールワゴンタイプ  H156 45幅

メーカ-型番

jk-FLL-0070

メーカ-希望小売価格(税抜)

43,000円

幅45×奥行44.5×高さ156cm

【Lycka land】 スリムキッチンラック レンジ台タイプ H120 45幅

メーカ-型番

jk-FLL-1002

メーカ-希望小売価格(税抜)

31,800円

サイズ

幅45×奥行44.5×高さ120cm



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

幅75.0×奥行33.0×高さ90.0cm

ルーバーシューズボックス　幅60  (2個組)

メーカ-型番

jk-SGT-0101SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

29,000円

サイズ

(1台あたり)幅60×奥行33×高さ90cm

ルーバーシューズボックス　幅75

メーカ-型番

jk-SGT-0102

メーカ-希望小売価格(税抜)

19,600円

15,000円

サイズ

幅60.0×奥行33.0×高さ90.0cm

ルーバーシューズボックス　幅30 (2個組)

メーカ-型番

jk-SGT-0093

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

(1台あたり)幅31.5×奥行33.0×高さ90.0cm

ルーバーシューズボックス　幅60

メーカ-型番

jk-SGT-0101

メーカ-希望小売価格(税抜)

jk-jk-SGT-0093

jk-jk-SGT-0101

jk-jk-SGT-0102

jk-jk-SGT-0093



ジェイケイ・プラン株式会社

(1台あたり)幅75.0×奥行33.0×高さ90.0cm

サイズ

ルーバーシューズボックス　幅75 (2個組)

メーカ-型番

jk-SGT-0102SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

36,000円



ジェイケイ・プラン株式会社

25,400円

サイズ

幅60×奥行60×高さ70cm

ロートアイアンシリーズ テレビ台

メーカ-型番

jk-IRI-0050

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅90×奥行42.5×高さ40cm

ロートアイアンシリーズ 丸テーブル

メーカ-型番

jk-IRI-0051

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅43×奥行43×高さ180.5cm

ロートアイアンシリーズ 楕円テーブル

メーカ-型番

jk-IRI-0052

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅65×奥行41×高さ40cm

ロートアイアンシリーズ ポールハンガー

メーカ-型番

jk-IRI-0053

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

jk-jk-IRI-0050

jk-jk-IRI-0051

jk-jk-IRI-0052

jk-jk-IRI-0053

jk-jk-IRI-0050



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

ロートアイアンシリーズ キッチンワゴン

メーカ-型番

jk-IRI-0054

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅41.5×奥行53×高さ80cm

ロートアイアンシリーズ シューズラック

メーカ-型番

jk-IRI-0055

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅61.5×奥行35.5×高さ90cm

ロートアイアンシリーズ ドレッサー

メーカ-型番

jk-IRI-1005

メーカ-希望小売価格(税抜)

38,000円

サイズ

幅76.5×奥行47×高さ70cm

52,600円

サイズ

 

(ドレッサー)幅67×奥行43×高さ139cm 

(スツール)幅47×奥行38×高さ46.5cm

ロートアイアンシリーズ デスク

メーカ-型番

jk-IRI-1018



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

ロートアイアンシリーズ チェアー

メーカ-型番

jk-IRI-1020

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

幅40.5×奥行46×高さ88cm



ジェイケイ・プラン株式会社

32,600円

サイズ

 

幅59.5×奥行53.5×高さ180cm

壁面ロッカーシリーズ ロッカータンス H180

メーカ-型番

jk-FRM-0118

メーカ-希望小売価格(税抜)

32,600円

サイズ

 

幅59.5×奥行53.5×高さ180cm

壁面ロッカーシリーズ ブレザータンス H180

メーカ-型番

jk-FRM-0119

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

 

幅59.5×奥行53×高さ57.5～67.5cm

壁面ロッカーシリーズ 整理タンス  H180

メーカ-型番

jk-FRM-0120

メーカ-希望小売価格(税抜)

32,600円

サイズ

 

幅59.5×奥行53.5×高さ180cm

壁面ロッカーシリーズ 上置き

メーカ-型番

jk-FRM-3004

メーカ-希望小売価格(税抜)

17,200円

jk-jk-FRM-0118

jk-jk-FRM-0119

jk-jk-FRM-0120

jk-jk-FRM-3004

jk-jk-FRM-0118



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

組合せユニットデスク ワゴン

メーカ-型番

jk-FWD-0008

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

幅40×奥行39×高さ50.5cm

組合せユニットデスク

メーカ-型番

jk-FWD-WIDESET

メーカ-希望小売価格(税抜)

50,000円

サイズ

 

(A)幅210.5×奥行50×高さ73.5cm 

(B)幅200.5×奥行50×高さ73.5cm 

jk-FWD-WIDESET



ジェイケイ・プラン株式会社

46,000円

サイズ

 

(type.01/02/04)幅180×奥行42.5×高さ31.5cm 

(type.03/05)幅180×奥行42×高さ31.5cm 

ワイド テレビボード ハイタイプ 幅150

メーカ-型番

jk-FTV-HIGHSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

50,000円

サイズ  

(type.01/04)幅150×奥行42.5×高さ50cm 

(type.02/03/05)幅150×奥行43×高さ50cm 

(type.06)幅150×奥行39×高さ50cm

ワイド テレビボード ロータイプ 幅180

メーカ-型番

jk-FTV-LOWSET

メーカ-希望小売価格(税抜)



ジェイケイ・プラン株式会社

24,000円

サイズ

（1個あたり）幅19.5×奥行58.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 2個セット 幅190 奥行580

メーカ-型番

jk-SGT-0128

メーカ-希望小売価格(税抜)

13,000円

サイズ

（1個あたり）幅19.5×奥行58.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 4個セット 幅190 奥行580

メーカ-型番

jk-SGT-0128SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

（1個あたり）幅38.5×奥行58.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 2個セット 幅260 奥行580

メーカ-型番

jk-sgt-0136

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,200円

サイズ

（1個あたり）幅26.5×奥行58.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 2個セット 幅380 奥行580

メーカ-型番

jk-SGT-0129

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

クローゼット押入れラック 2個セット 幅190 奥行780

メーカ-型番

jk-SGT-0130

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

（1個あたり）幅19.5×奥行78.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 4個セット 幅190 奥行780

メーカ-型番

jk-SGT-0130SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

34,000円

サイズ

（1個あたり）幅19.5×奥行78.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 2個セット 幅260 奥行780

メーカ-型番

jk-sgt-0137

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,000円

サイズ

（1個あたり）幅38.5×奥行78.5×高さ65.5cm

21,600円

サイズ

（1個あたり）幅26.5×奥行78.5×高さ65.5cm

クローゼット押入れラック 2個セット 幅380 奥行780

メーカ-型番

jk-SGT-0131



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

隙間ミニキッチン H120

メーカ-型番

jk-FKC-0531

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅32.5×奥行42.5×高さ124cm

隙間ミニキッチン H120　扉付き

メーカ-型番

jk-FKC-0645

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

幅32.5×奥行42.5×高さ124cm

隙間ミニキッチン H160

メーカ-型番

jk-FKC-1532

メーカ-希望小売価格(税抜)

34,400円

サイズ

幅32.5×奥行42.5×高さ181cm

32,600円

サイズ

幅32.5×奥行42.5×高さ161cm

隙間ミニキッチン H180

メーカ-型番

jk-FKC-1533

jk-jk-FKC-0531

jk-jk-FKC-0645



ジェイケイ・プラン株式会社

23,600円

サイズ

幅30×奥行39.5×高さ90cm

隙間キッチンシリーズ　カウンターワゴン レンジ台H1270

メーカ-型番

jk-FKC-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅30×奥行39.5×高さ127cm

隙間キッチンシリーズ　カウンターワゴン レンジ台H900

メーカ-型番

jk-FKC-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅18×奥行39.5×高さ90cm

隙間キッチンシリーズ　カウンターワゴン キャビネット

メーカ-型番

jk-FKC-0005

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

サイズ

幅40×奥行39.5×高さ90cm

隙間キッチンシリーズ　カウンターワゴン ストッカー

メーカ-型番

jk-FKC-0006

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

jk-jk-FKC-0004



ジェイケイ・プラン株式会社

36,000円

サイズ

 

幅60×奥行28×高さ237.5～246.5cm

1cmピッチ大収納ラック　幅60

メーカ-型番

jk-YHK-0214

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,200円

サイズ

 

幅60×奥行28×高さ180cm

1cmピッチ大収納ラック　幅60 上置きセット

メーカ-型番

jk-YHK-0214SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

1cmピッチ大収納ラック　上置き 幅60

メーカ-型番

jk-YHK-0215

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

サイズ

 

幅60×奥行16×高さ57.5～66.5cm

jk-jk-YHK-0214

jk-jk-YHK-0214SET

jk-jk-YHK-0215

jk-jk-YHK-0214



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

1cmピッチ大収納ラック　90幅

メーカ-型番

jk-yh-110h

メーカ-希望小売価格(税抜)

31,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅90×奥行28×高さ180cm

1cmピッチ大収納ラック　90幅 上置きセット

メーカ-型番

jk-yh-110hset

メーカ-希望小売価格(税抜)

45,400円

サイズ

幅90×奥行28×高さ237.5～246.5cm

1cmピッチ大収納ラック　上置き 90幅

メーカ-型番

jk-yh-111r

16,200円

サイズ

幅90×奥行16×高さ57.5～66.5cm

jk-jk-yh-110h

jk-jk-yh-110hset

jk-jk-yh-111r



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

1cmピッチ 大容量隙間ラック 幅16.5cm

メーカ-型番

jk-FRM-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

28,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅16.5×奥行55(取っ手含む58)×高さ200cm

1cmピッチ 文庫本収納ラック 90幅

メーカ-型番

jk-FRM-0009

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

サイズ

 

幅90×奥行24×高さ180cm

1cmピッチ 文庫本収納ラック 150幅

メーカ-型番

jk-FRM-0011

32,000円

サイズ

 

幅150×奥行24×高さ180cm

jk-jk-FRM-0004

jk-jk-FRM-0009

jk-jk-FRM-0011



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

幅100.5/113.5×奥行49.5×高さ203.5～269.5cm

デスク3点セット

メーカ-型番

jk-SGT-0126

メーカ-希望小売価格(税抜)

34,400円

サイズ

(デスク)幅100×奥行44.5×高さ72.5cm

(チェスト)幅41×奥行33×高さ54cm

(ラック)幅50×奥行29×高さ54cm

デスク&突っ張りサイドラック

メーカ-型番

jk-SGT-0133

メーカ-希望小売価格(税抜)

36,200円

25,400円

サイズ

 

(デスク)幅100×奥行45.5×高さ71.5cm 

(ラック小)幅45×奥行18.5×高さ69cm 

【friel】 配線すっきり収納 デスク＆チェストセット

メーカ-型番

jk-SGT-0125

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

 

(デスク)幅100×奥行44.5×高さ72.5cm 

(チェスト)幅41×奥行33×高さ54cm

フレキシブルユニットデスク

メーカ-型番

jk-SGT-0124

メーカ-希望小売価格(税抜)

jk-jk-SGT-0125

jk-jk-SGT-0124

jk-jk-SGT-0126

jk-jk-SGT-0125



ジェイケイ・プラン株式会社

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,200円

サイズ

 

幅98～170×奥行43×高さ40cm 

(脚付き上台)幅90×奥行39×高さ40cm 

45,400円

サイズ

 

(ドレッサー)幅70×奥行45×高さ130.5cm 

(スツール)幅35.5×奥行33×高さ34.5cm

【Freedia】 フリースライド 伸縮テレビ台

メーカ-型番

jk-FAP-1007

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

（ドレッサー）幅60.5×奥行41.5×高さ130.5cm 

（スツール）幅33.0×奥行29.5×高さ42cm

Lycka　land　三面鏡 ドレッサー&スツール

メーカ-型番

jk-FLL-0034

メーカ-希望小売価格(税抜)

48,000円

サイズ

 

（ドレッサー）幅63×奥行42.5×高さ125.5cm 

（スツール）幅33.0×奥行29.5×高さ32.5cm

スタイリッシュシリーズ　ドレッサー＆スツール

メーカ-型番

jk-FR-028

サイズ

スツール付3面鏡ドレッサー

メーカ-型番

jk-FLL-0061

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,000円



ジェイケイ・プラン株式会社

メーカ-希望小売価格(税抜)

30,800円

サイズ

幅206.5/211.5/236.5×奥行40×高さ149cm

45,400円

サイズ

 

幅104.5×奥行203×高さ(ハイ時)112(ロー時)96cm

ベッドラック

メーカ-型番

jk-UNI-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

（オープンボード）幅80×奥行29×高さ22.5cm 

（ドロワーボード）幅40×奥行31×高さ22.5cm(1つ当たり)

2way ダイニング3点セット

メーカ-型番

jk-UNI-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

29,000円

サイズ
 

（テーブル）幅90×奥行45/75×高さ72.5cm 

（チェア）幅30×奥行30×高さ44cm

アイアン デイベッド シングル

メーカ-型番

jk-LNG-0002

サイズ

8wayテレビ台

メーカ-型番

jk-FAP-0035

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円



ジェイケイ・プラン株式会社

20,000円

サイズ

幅60×奥行29×高さ80cm

薄型リビングジュニア マルチ収納ラック

メーカ-型番

jk-FWD-0009

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅70×奥行29×高さ115.5cm

薄型リビングジュニア リビング収納キャビネット

メーカ-型番

jk-FWD-0010

メーカ-希望小売価格(税抜)

省スペースライティングデスク

メーカ-型番

jk-FWD-0278

メーカ-希望小売価格(税抜)

40,000円

サイズ

幅90.0×奥行31.5/60.5×高さ115.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【木彩】 天然木脚 パイプベッド ミドルタイプ

メーカ-型番

jk-IRI-1041

メーカ-希望小売価格(税抜)

54,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅102.5×奥行209×高さ96cm

【木彩】 天然木脚 パイプベッド ハイタイプ

メーカ-型番

jk-IRI-1042SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

70,800円

サイズ

 

幅102.5×奥行209×高さ140.5cm

【木彩】 天然木脚 パイプベッド ロフトタイプ

メーカ-型番

jk-IRI-1043SET

72,600円

サイズ

 

幅102.5×奥行209×高さ183cm

jk-jk-IRI-1041

jk-jk-IRI-1042SET

jk-jk-IRI-1043SET



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

2WAY パソコンデスク 上部収納付き

メーカ-型番

jk-KKS-0014

メーカ-希望小売価格(税抜)

45,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅91×奥行48×高さ150cm

2WAY パソコンデスク

メーカ-型番

jk-KKS-0015

メーカ-希望小売価格(税抜)

36,000円

サイズ

 

幅91×奥行47.5×高さ96cm

2WAY パソコンデスク　複合機ラック

メーカ-型番

jk-KKS-0012

25,200円

サイズ

 

幅51×奥行40×高さ73.5cm

jk-jk-KKS-0014

jk-jk-KKS-0015

jk-jk-KKS-0012



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

幅60×奥行29(取っ手含む36)×高さ90cm

6BOXシリーズ　フラップ4枚扉

メーカ-型番

jk-fr-047

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

サイズ

幅60×奥行29（取っ手含む36）×高さ90cm

6BOXシリーズ　フラップ2枚扉オープン

メーカ-型番

jk-fr-048

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

14,400円

サイズ

幅60×奥行29×高さ90cm

6BOXシリーズ　フラップ　2枚扉

メーカ-型番

jk-fr-045

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

サイズ

幅60×奥行29（取っ手含む36）×高さ90cm

6BOXシリーズ　ガラス扉

メーカ-型番

jk-fr-046

メーカ-希望小売価格(税抜)

jk-jk-fr-045

jk-jk-fr-046

jk-jk-fr-047

jk-jk-fr-048

jk-jk-fr-045



ジェイケイ・プラン株式会社

60,00円

サイズ

幅60×奥行29×高さ16.5cm

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅60×奥行29×高さ90cm

6BOXシリーズ　引出し付ガラスキャビネット

メーカ-型番

jk-fr-050

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

幅60×奥行29×高さ90cm

6BOXシリーズ専用　脚付きベース

メーカ-型番

jk-FRM-0003

サイズ

6BOXシリーズ スライド書棚

メーカ-型番

jk-fr-049

メーカ-希望小売価格(税抜)

13,600円



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

OSBシリーズ　キャビネット

メーカ-型番

jk-FOS-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅65×奥行35×高さ80cm

OSBシリーズ　ガラスキャビネット

メーカ-型番

jk-FOS-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

幅65×奥行35×高さ80cm

OSBシリーズ　チェスト

メーカ-型番

jk-FOS-0005

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,000円

サイズ

幅65×奥行35×高さ80cm

22,000円

サイズ

幅65×奥行35×高さ80cm

OSBシリーズ　ラック

メーカ-型番

jk-FOS-0006

jk-jk-FOS-0003

jk-jk-FOS-0004

jk-jk-FOS-0005

jk-jk-FOS-0006



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

Pico series TV Rack W800

メーカ-型番

jk-FAP-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

19,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅80×奥行41×高さ35.5cm

Pico series dresser

メーカ-型番

jk-FAP-0012

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

サイズ

幅45×奥行41×高さ46～81cm

Pico series Table

メーカ-型番

jk-FAP-0013

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

幅30×奥行32×高さ73.5cm

17,200円

サイズ

幅60×奥行42.5×高さ35cm

Pico series Chest

メーカ-型番

jk-FAP-0031

jk-jk-FAP-0012



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

Pico series Magazine Rack

メーカ-型番

jk-FAP-0032

メーカ-希望小売価格(税抜)

19,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅30×奥行41×高さ41cm

Pico series Desk

メーカ-型番

jk-FAP-0033

メーカ-希望小売価格(税抜)

19,000円

サイズ

幅65×奥行41×高さ40cm

Pico series New TV Rack W1100 

メーカ-型番

jk-FAP-0034

25,400円

サイズ

幅110×奥行32×高さ35.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【wit's】シリーズ コンパクトツインデスク ラックタイプ

メーカ-型番

jk-FWD-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅90×奥行45×高さ74cm

【wit's】シリーズ コンパクトツインデスク ラック&ラックタイプ

メーカ-型番

jk-FWD-0001SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

39,000円

サイズ
 

(全体)幅180×奥行45×高さ145cm 

(デスク単体)幅90×奥行45×高さ74cm 

【wit's】シリーズ コンパクトツインデスク チェストタイプ

メーカ-型番

jk-FWD-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

46,000円

サイズ

 

(全体)幅180×奥行45×高さ145cm 

(デスク単体)幅90×奥行45×高さ74cm 

27,000円

サイズ

 

幅90×奥行45×高さ74cm

【wit's】シリーズ コンパクトツインデスク チェスト&ラック タイプ

メーカ-型番

jk-FWD-0002SET

jk-jk-FWD-0001

jk-jk-FWD-0001SET

jk-jk-FWD-0002

jk-jk-FWD-0002SET



ジェイケイ・プラン株式会社

18,000円

サイズ

幅80×奥行40×高さ36cm

インダストリアル 伸縮テレビ台 

メーカ-型番

jk-kks-0016

メーカ-希望小売価格(税抜)

38,000円

サイズ

幅90～136×奥行35×高さ45.5cm

インダストリアル ローテーブル 

メーカ-型番

jk-kks-0018

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅40×奥行30×高さ160cm

インダストリアル ハンガーラック

メーカ-型番

jk-kks-0019

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

幅75×奥行45×高さ160cm

インダストリアル スタンドミラー 

メーカ-型番

jk-kks-0020

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

インダストリアル 昇降式テーブル ハイタイプ

メーカ-型番

jk-kks-0023

メーカ-希望小売価格(税抜)

28,600円

(リフト閉)幅94.5×奥行42.5×高さ40cm 

(リフト開)幅94.5×奥行64.5×高さ54cm

インダストリアル 昇降式テーブル ロータイプ

メーカ-型番

jk-kks-0024

メーカ-希望小売価格(税抜)

26,800円

サイズ

(リフト閉)幅94.5×奥行40×高さ26cm 

(リフト開)幅94.5×奥行64.5×高さ40cm



ジェイケイ・プラン株式会社

20,000円

サイズ

 

(本体)幅48×奥行30×高さ91cm 

(おもちゃBOX)幅43.5×奥行27×高さ38.5cm

キッズシリーズ 　デスク

メーカ-型番

jk-FES-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,000円

サイズ

幅60×奥行46×高さ62cm

キッズシリーズ 　絵本＆おもちゃラック

メーカ-型番

jk-FES-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅48×奥行30×高さ91cm

キッズシリーズ 　ランドセルラック

メーカ-型番

jk-FES-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,000円

サイズ

幅48×奥行30×高さ91cm

キッズシリーズ 　ハンガーラック

メーカ-型番

jk-FES-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

17,000円

jk-jk-FES-0001

jk-jk-FES-0002

jk-jk-FES-0003

jk-jk-FES-0004

jk-jk-FES-0001



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

幅40.0～72.0×奥行22.0×高さ80cm 

(金具小使用時)高さ83～89cm 

(金具大使用時)高さ88.5～94.0cm

カウンター下収納 扉　幅60

メーカ-型番

jk-YHK-0205

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,164円

サイズ

幅60.0×奥行22.0×高さ80cm 

(金具小使用時)高さ83～89cm 

(金具大使用時)高さ88.5～94.0cm

カウンター下収納 伸縮ラック

メーカ-型番

jk-YHK-0206

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,200円

62,600円

サイズ

 

(チェスト)幅40.0×奥行22.0×高さ80cm 

(扉)幅60.0×奥行22.0×高さ80cm 

カウンター下収納 チェスト　幅40

メーカ-型番

jk-YHK-0204

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,164円

サイズ

幅40.0×奥行22.0×高さ80cm 

(金具小使用時)高さ83～89cm 

(金具大使用時)高さ88.5～94.0cm

カウンター下収納　フルセット

メーカ-型番

jk-YHK-0204fullset

メーカ-希望小売価格(税抜)

jk-jk-YHK-0204

jk-jk-YHK-0204fullset

jk-jk-YHK-0205

jk-jk-YHK-0206

jk-jk-YHK-0204



ジェイケイ・プラン株式会社

幅22.0×奥行22.0×高さ80cm 

(金具小使用時)高さ83～89cm 

(金具大使用時)高さ88.5～94.0cm

サイズ

カウンター下収納　コーナー

メーカ-型番

jk-YHK-0207

メーカ-希望小売価格(税抜)

10,800円



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

カウンター下ジュニア 絵本ラック

メーカ-型番

jk-FDK-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅60×奥行34.5×高さ85cm

カウンター下ジュニア フルセット

メーカ-型番

jk-FDK-0001SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

58,000円

サイズ
 

（絵本ラック）幅60×奥行34.5×高さ85cm 

（チェスト）幅40×奥行34.5×高さ85cm 

カウンター下ジュニア チェスト

メーカ-型番

jk-FDK-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

 

（本体）幅60×奥行34.5×高さ85cm 

（可動BOX）幅52×奥行27.5×高さ27.5cm

20,000円

サイズ

幅40×奥行34.5×高さ85cm

カウンター下ジュニア 可動ボックス付きラック

メーカ-型番

jk-FDK-0003



ジェイケイ・プラン株式会社

27,200円

サイズ

幅90×奥行37×高さ85.5cm

カジュアルチェスト　７段チェスト

メーカ-型番

jk-fr-012

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

幅60×奥行37×高さ116cm

カジュアルチェスト　５段ワイドチェスト

メーカ-型番

jk-fr-013

メーカ-希望小売価格(税抜)

jk-jk-fr-012

jk-jk-fr-013

jk-jk-fr-012



ジェイケイ・プラン株式会社

43,600円

サイズ

幅60×奥行35.5×高さ58cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 チェスト

メーカ-型番

jk-SGT-0117

メーカ-希望小売価格(税抜)

43,600円

サイズ

幅48×奥行35×高さ72.5cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 ドレッサー

メーカ-型番

jk-SGT-0118

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅48×奥行35×高さ72.5cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 チェストキャビネット

メーカ-型番

jk-SGT-0119

メーカ-希望小売価格(税抜)

43,600円

サイズ

幅48×奥行35×高さ72.5cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 キャビネット

メーカ-型番

jk-SGT-0120

メーカ-希望小売価格(税抜)

39,000円

jk-jk-SGT-0117

jk-jk-SGT-0118

jk-jk-SGT-0119

jk-jk-SGT-0120

jk-jk-SGT-0117



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【キャッツプリンセス duo】姫系 テレビ台 幅60

メーカ-型番

jk-SGT-0121

メーカ-希望小売価格(税抜)

30,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅60×奥行35.5×高さ45cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 テレビ台 幅80

メーカ-型番

jk-SGT-0122

メーカ-希望小売価格(税抜)

39,000円

サイズ

幅80×奥行35.5×高さ45cm

【キャッツプリンセス duo】姫系 リビングテーブル

メーカ-型番

jk-SGT-0123

30,800円

サイズ

幅60.5×奥行45.5×高さ38cm



ジェイケイ・プラン株式会社

25,000円

サイズ

幅60.5×奥行30.5×高さ100cm

古木シリーズ 2段ラック

メーカ-型番

jk-FAW-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

サイズ

幅90.5×奥行30.5×高さ60cm

古木シリーズ 3段ラック

メーカ-型番

jk-FAW-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅80.5×奥行39×高さ35cm

古木シリーズ デスク

メーカ-型番

jk-FAW-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,000円

サイズ

幅90.5×奥行45.5×高さ70cm

古木シリーズ リビングテーブル

メーカ-型番

jk-FAW-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

24,000円



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

古木シリーズ 再度テーブル

メーカ-型番

jk-FAW-0005

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅35.5×奥行43×高さ53cm

古木シリーズ テレビ台

メーカ-型番

jk-FAW-0006

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,400円

サイズ

幅100×奥行36.5×高さ40cm

古木シリーズ スタンドミラー

メーカ-型番

jk-FAW-0008

18,000円

サイズ

幅39.5×奥行44×高さ118～146cm



ジェイケイ・プラン株式会社

27,200円

サイズ

幅58×奥行58×高さ150.5cm

パソコンデスク コンパクト WAVY

メーカ-型番

jk-FWD-0208

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

(縦置き)幅60×奥行41×高さ150cm

回転 コミックラック WAVY

メーカ-型番

jk-FWD-0209

メーカ-希望小売価格(税抜)

ドレッサー デスク WAVY

メーカ-型番

jk-FWD-0210

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

(縦置き)幅46×奥行43×高さ150.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

54,400円

サイズ

 

幅120×奥行41.5×高さ89.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 90幅 キッチンカウンター レンジ収納

メーカ-型番

jk-FAP-0030

メーカ-希望小売価格(税抜)

45,000円

サイズ

 

幅90×奥行41.5×高さ89.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 120幅 キッチンカウンター レンジ収納

メーカ-型番

jk-FAP-0030SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

 

幅120×奥行41.5×高さ89.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 90幅 キッチンカウンター 食器収納付き

メーカ-型番

jk-FAP-1022

メーカ-希望小売価格(税抜)

36,200円

サイズ

 

幅90×奥行41.5×高さ89.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 120幅 キッチンカウンター 食器収納付き

メーカ-型番

jk-FAP-1022SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

54,400円

jk-jk-FAP-0030

jk-jk-FAP-1022

jk-jk-FAP-0030



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 90幅　レンジボード

メーカ-型番

jk-FAP-0018

メーカ-希望小売価格(税抜)

67,200円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅90×奥行41.5×高さ179.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 60幅　レンジボード

メーカ-型番

jk-FAP-0019

メーカ-希望小売価格(税抜)

58,000円

サイズ

 

幅60.5×奥行41.5×高さ179.5cm

【Keittio】 北欧キッチンシリーズ 60幅　食器棚

メーカ-型番

jk-FAP-0020

58,000円

サイズ

 

幅60.5×奥行41.0×高さ179.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

SIMシリーズ　レンジボード

メーカ-型番

jk-FAP-0016

メーカ-希望小売価格(税抜)

34,400円

幅59.5×奥行40.5×高さ160cm

SIMシリーズ　カウンター

メーカ-型番

jk-FAP-0017

メーカ-希望小売価格(税抜)

29,000円

サイズ

幅90×奥行42.5×高さ80cm

jk-jk-FAP-0016

jk-jk-FAP-0017



ジェイケイ・プラン株式会社

18,000円

サイズ

幅60×奥行32.5×高さ85cm

ツートンボックスシリーズ ガラス扉&チェスト

メーカ-型番

jk-FMB-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

サイズ

幅60×奥行32.5×高さ85cm

ツートンボックスシリーズ オープン&チェスト

メーカ-型番

jk-FMB-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅60×奥行32.5×高さ85cm

ツートンボックスシリーズ キャビネット

メーカ-型番

jk-FMB-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

サイズ

幅60×奥行32.5×高さ85cm

ツートンボックスシリーズ マルチチェスト

メーカ-型番

jk-FMB-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

jk-jk-FMB-0001

jk-jk-FMB-0002

jk-jk-FMB-0003

jk-jk-FMB-0004

jk-jk-FMB-0001



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

玄関薄型シューズ収納ラック　3段ワイド

メーカ-型番

jk-MHV-0016

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅79×奥行29×高さ123.5cm

玄関薄型シューズ収納ラック　4段スリム

メーカ-型番

jk-MHV-0017

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

サイズ

幅48.5×奥行29×高さ162.5cm

玄関薄型シューズ収納ラック　4段 上置きセット

メーカ-型番

jk-MHV-0017SET

38,000円

サイズ

幅48.5×奥行29×高さ239～268.5cm

jk-MHV-0017SET



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

ブルックリン　ハイタイプテレビ台

メーカ-型番

jk-FBR-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅90×奥行32.5×高さ45.5cm

ブルックリン　チェスト付きデスク

メーカ-型番

jk-FBR-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

幅90×奥行49.5×高さ73.5cm

ブルックリン　3段チェスト

メーカ-型番

jk-FBR-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

32,600円

サイズ

幅50.5×奥行32.5×高さ90cm

27,200円

サイズ

幅50.5×奥行32.5×高さ73.5cm

ブルックリン　コレクションキャビネット

メーカ-型番

jk-FBR-0004

jk-jk-FBR-0001

jk-jk-FBR-0002

jk-jk-FBR-0003

jk-jk-FBR-0004



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

ブルックリン　コレクションテーブル

メーカ-型番

jk-FBR-0005

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

幅75.5×奥行47.5×高さ35.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

フレンチカントリー家具　テレビ台

メーカ-型番

jk-FFC-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅80.5×奥行40.5×高さ39.5cm

フレンチカントリー家具　キャビネット

メーカ-型番

jk-FFC-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

サイズ

 

幅60.5×奥行40.5×高さ90.5cm

フレンチカントリー家具　チェスト＆キャビネット

メーカ-型番

jk-FFC-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

31,800円

サイズ

 

（ドレッサー）幅60.5×奥行40.5×高さ130.5cm 

（スツール）幅33×奥行29×高さ42cm

27,200円

サイズ

 

幅60.5×奥行40.5×高さ90.5cm

フレンチカントリー家具　三面鏡ドレッサー＆スツール

メーカ-型番

jk-FFC-0004

jk-jk-FFC-0001

jk-jk-FFC-0002

jk-jk-FFC-0003

jk-jk-FFC-0004



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

フレンチカントリー家具　キッチンカウンター

メーカ-型番

jk-FFC-0005

メーカ-希望小売価格(税抜)

31,800円

 

幅75.5×奥行42.5×高さ90.5cm

フレンチカントリー家具　カップボード

メーカ-型番

jk-FFC-0006

メーカ-希望小売価格(税抜)

31,800円

サイズ

 

幅60.5×奥行42.5×高さ160.5cm



ジェイケイ・プラン株式会社

43,600円

サイズ

幅41.5×奥行18.5×高さ238.5～253.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅41.5

メーカ-型番

jk-FRM-0100

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

幅41.5×奥行16.5×高さ180.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅41.5 上置き+扉付きセット

メーカ-型番

jk-FRM-0100DOORSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅81.0×奥行16.5×高さ180.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅41.5 上置きセット

メーカ-型番

jk-FRM-0100SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

29,000円

サイズ

幅41.5×奥行16.5×高さ238.5～253.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅81

メーカ-型番

jk-FRM-0101

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,400円

jk-jk-FRM-0100

jk-jk-FRM-0100DOORSET

jk-jk-FRM-0100SET

jk-jk-FRM-0101

jk-jk-FRM-0100



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅81 上置き+扉付きセット

メーカ-型番

jk-FRM-0101DOORSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

67,200円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅81.0×奥行18.5×高さ238.5～253.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅81 上置きセット

メーカ-型番

jk-FRM-0101SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

41,800円

サイズ

幅81.0×奥行16.5×高さ238.5～253.5cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン上置き幅41.5

メーカ-型番

jk-FRM-0103

メーカ-希望小売価格(税抜)

17,200円

サイズ

幅81.0×奥行16.5×高さ58.0～73.0cm

13,000円

サイズ

幅41.5×奥行16.5×高さ58.0～73.0cm

MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン上置き幅81

メーカ-型番

jk-FRM-0104

jk-FRM-0101DOORSET

jk-FRM-0101SET



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

多機能ランドセルラックシリーズ ワイドタイプ

メーカ-型番

jk-FRM-0124

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,800円

幅62×奥行29.5×高さ85cm

多機能ランドセルラックシリーズ カウンター下タイプ

メーカ-型番

jk-FRM-0125

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,600円

サイズ

幅82×奥行29.5×高さ62.5cm

jk-jk-FRM-0125



ジェイケイ・プラン株式会社

29,000円

サイズ

 

幅80～103×奥行31×高さ112cm

【Re・conte】 Rita series Desk

メーカ-型番

jk-DRT-1001

メーカ-希望小売価格(税抜)

45,400円

サイズ

 

幅81.5×奥行45.5×高さ86.5cm

【Re・conte】 Rita series Shelf

メーカ-型番

jk-DRT-1003

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

 

幅45×奥行45×高さ180cm

【Re・conte】 Rita series Hanger Mirror

メーカ-型番

jk-DRT-1005

メーカ-希望小売価格(税抜)

32,600円

サイズ

 

幅48×奥行30×高さ170cm

【Re・conte】 Rita series Pole Hanger

メーカ-型番

jk-DRT-1006

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

jk-jk-DRT-1001

jk-jk-DRT-1003

jk-jk-DRT-1005

jk-jk-DRT-1006

jk-jk-DRT-1001



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

【Re・conte】 Rita series Extention TV Rack

メーカ-型番

jk-DRT-1010

メーカ-希望小売価格(税抜)

50,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

幅87～159×奥行41.5×高さ40.5cm

Re・conte　Rita series Sofa Side Table

メーカ-型番

jk-DRT-0008

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,200円

サイズ

 

幅31×奥行45.5×高さ62.5cm

Re・conte 　Rita series Center Table

メーカ-型番

jk-RT-007

27,200円

サイズ

 

幅91×奥行45×高さ42cm



ジェイケイ・プラン株式会社

14,000円

サイズ

(1個あたり)幅63×奥行19.0×高さ65.5cm

spinel　ディスプレイラック2個組み

メーカ-型番

jk-SGT-1003

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,600円

サイズ

(1個あたり)幅92.5×奥行34.0×高さ91.5cm

押入れ収納庫 2個組 幅19cm

メーカ-型番

jk-SGT-0091

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅100×奥行45×高さ102cm

押入れ収納庫 4個組 幅19cm

メーカ-型番

jk-SGT-0091SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

24,500円

サイズ

(1個あたり)幅63×奥行19.0×高さ65.5cm

ラック付き学習デスク デスク

メーカ-型番

jk-SGT-0134

メーカ-希望小売価格(税抜)

22,000円

jk-jk-SGT-1003

jk-jk-sgt-0091

jk-jk-sgt-0091set

jk-jk-SGT-0134

jk-jk-SGT-1003



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

デスク ワゴン セット 幅100

メーカ-型番

jk-SGT-0134SET

メーカ-希望小売価格(税抜)

30,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

 

(デスク)幅100×奥行45×高さ102cm 

(ワゴン)幅40.5×奥行33.5×高さ54.5cm

【Brabio】 コーナーテレビ台 

メーカ-型番

jk-SGT-1114

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

幅84～154×奥行29×高さ42cm

文庫本ラック90幅　

メーカ-型番

jk-FR-009

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,500円

サイズ

幅45.5×奥行30.0×高さ85.5cm

18,500円

サイズ

幅90×奥行24.0×高さ180.0cm

多機能ランドセルラックシリーズ ランドセルラック

メーカ-型番

jk-FRM-0123



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

Slider スライドラック ハイタイプ

メーカ-型番

jk-MHV-1012

メーカ-希望小売価格(税抜)

30,000円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅70.0×奥行33.0×高さ179.5cm

ジュニアロッカーシリーズ 2段ハンガー

メーカ-型番

jk-MHV-0013

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,000円

サイズ

幅40×奥行31×高さ110cm

ジュニアロッカーシリーズ ロッカー

メーカ-型番

jk-MHV-0014

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,000円

サイズ

幅40×奥行31×高さ110cm

16,000円

サイズ

幅40×奥行31×高さ110cm

ジュニアロッカーシリーズ オープンラック

メーカ-型番

jk-MHV-0015



ジェイケイ・プラン株式会社

43,700円

サイズ

（フレーム）幅103×奥行215.5×高さ47cm

（マットレス）幅97×奥行195×厚み12cm

シンプルローベッド

メーカ-型番

jk-FBD-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

23,700円

サイズ

幅103×奥行215.5×高さ47cm

ローベッド マットレス付き

メーカ-型番

jk-FBD-0001MLSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅80×奥行45×高さ76cm

三面鏡ドレッサー ロータイプ

メーカ-型番

jk-FDR-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

幅60×奥行41×高さ90.5cm

ハッピーカラフル デスク

メーカ-型番

jk-FHC-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

17,000円

jk-jk-FBD-0001

jk-jk-FBD-0001MLSET

jk-jk-FDR-0001

jk-jk-FHC-0001

jk-jk-FBD-0001



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

間仕切りキッチンカウンター 幅120

メーカ-型番

jk-FKC-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

33,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅120×奥行32～58.5×高さ93.5cm

間仕切りキッチンカウンター 幅150

メーカ-型番

jk-FKC-0002

メーカ-希望小売価格(税抜)

40,400円

サイズ

幅150×奥行32～58.5×高さ93.5cm

OSBシリーズ　収納付きローベッド

メーカ-型番

jk-FOS-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,700円

サイズ

幅84～154×奥行29×高さ42cm

40,400円

サイズ

幅98×奥行202.5×高さ50cm

コーナー 伸縮テレビ台 幅80

メーカ-型番

jk-FTV-0003



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

伸縮TV台

メーカ-型番

jk-FTV-0014

メーカ-希望小売価格(税抜)

21,200円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅100.5~180×奥行31.5×高さ46.5cm

モダンTV台　幅1050

メーカ-型番

jk-FTV-0015

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ

幅105×奥行34×高さ44.5cm

ロフトベッド シングル

メーカ-型番

jk-LNG-1001

メーカ-希望小売価格(税抜)

64,000円

サイズ

幅106×奥行207×高さ180.5cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

36,900円

サイズ

 幅106×奥行207×高さ180.5cm

パイプロフトベッド　シングル　マットレスセット

メーカ-型番

jk-LNG-1001MLSET

jk-LNG-1001MLSET



ジェイケイ・プラン株式会社

20,200円

サイズ

 

（テーブル）幅60×奥行60×高さ70.5cm 

（チェア）幅29×奥行29×高さ42.5cm(1つ当たり)

アイアン デイベッド シングル マットレスセット

メーカ-型番

jk-LNG-0002MLSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

74,000円

サイズ

幅104.5×奥行203×高さ(ハイ時)112(ロー時)96cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

ダイニングテーブル4点セット

メーカ-型番

jk-UNI-0003

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

幅102.5×奥行209×高さ96cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

スキニーデスク

メーカ-型番

jk-UNI-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

 

幅80×奥行45×高さ70.5cm

天然木脚 パイプベッド ミドルタイプ マットレスセット

メーカ-型番

jk-IRI-1041MLSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

74,400円

jk-jk-LNG-0002MLSET

jk-jk-IRI-1041MLSET

jk-jk-LNG-0002MLSET



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

天然木脚 パイプベッド ハイタイプ マットレスセット

メーカ-型番

jk-IRI-1042MLSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

90,800円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅102.5×奥行209×高さ140.5cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

天然木脚 パイプベッド ロフトタイプ マットレスセット

メーカ-型番

jk-IRI-1043MLSET

メーカ-希望小売価格(税抜)

92,600円

サイズ

幅102.5×奥行209×高さ183cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

高さ調節可能ツインデスク

メーカ-型番

jk-FWD-1253

メーカ-希望小売価格(税抜)

29,500円

サイズ

幅90～158.5×奥行29×高さ41cm

64,000円

サイズ

 幅241×奥行81×高さ180cm 

(デスク単体)幅135.5×奥行81×高さ90cm 

(チェスト)幅35.5×奥行42×高さ47.5cm

和調伸縮テレビ台

メーカ-型番

jk-FTV-0004

jk-IRI-1042MLSET

jk-IRI-1043MLSET



ジェイケイ・プラン株式会社

サイズ

モダンＴＶ台

メーカ-型番

jk-FTV-0013

メーカ-希望小売価格(税抜)

27,600円

メーカ-希望小売価格(税抜)

幅100×奥行33.5(フラップ収納時37.5)×高さ59.5cm

接触冷感素材 ひんやり寝具 布団６点セット

メーカ-型番

jk-OOT-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

20,000円

サイズ
 （肌掛け布団）幅140×奥行190cm 

（タオルケット）幅140×奥行190cm 

（敷きパッド）幅100×奥行200cm 

羽根布団（掛け布団、敷きパッド、布団カバー）10点セット

メーカ-型番

jk-SDW-0001

メーカ-希望小売価格(税抜)

75,000円

サイズ

【フレーム】幅98×奥行202.5×高さ50cm

【マットレス】幅97×奥行195×厚み12cm

18,000円

サイズ

 （羽根掛け布団）幅150.0×奥行210.0cm 

（肌掛け布団）幅150.0×奥行210.0cm 

（敷きパッド）幅100.0×奥行210.0cm 

OSBローベッドマットレスセット

メーカ-型番

jk-FOS-0001MLSET

jk-FOS-0001MLSET



ジェイケイ・プラン株式会社

17,000円

サイズ

(リフト閉)幅64.5×奥行40×高さ40cm 

(リフト開)幅64.5×奥行64.5×高さ54cm

インダストリアル オープンTV台

メーカ-型番

jk-kks-0021

メーカ-希望小売価格(税抜)

14,000円

サイズ

幅105×奥行30×高さ35cm

インダストリアル 昇降式テーブル シングルタイプ

メーカ-型番

jk-kks-0022

メーカ-希望小売価格(税抜)

インダストリアル 昇降式テーブル セットタイプ

メーカ-型番

jk-kks-0023set

メーカ-希望小売価格(税抜)

55,400円

サイズ

【Highタイプ】(リフト閉)幅94.5×奥行42.5×高さ40cm

【Lowタイプ】(リフト閉)幅94.5×奥行40×高さ26cm



ジェイケイ・プラン株式会社

18,000円

サイズ

(約）40×60cm

ふわふわフェミニン

メーカ-型番

jk-ene-1001

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

(約）40×60×8cm

ふわふわ花柄ガーゼフェミニン

メーカ-型番

jk-ene-0004

メーカ-希望小売価格(税抜)

サイズ

(約）35×60×4cm

太ももフォローのロングあしまくら

メーカ-型番

jk-ene-0007

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

(約）50×60×5～10cm

ウエストコンフォート

メーカ-型番

jk-ene-0008

メーカ-希望小売価格(税抜)

16,000円

ふわふわフェミニン

ふわふわ花柄ガーゼフェミニン

太ももフォローのロングあしまくら

ウエストコンフォート

ふわふわフェミニン



ジェイケイ・プラン株式会社

12,000円

サイズ

(約）28×33×6（㎝）

おしり楽々黒川式【三層】クッション

メーカ-型番

jk-ene-0010

メーカ-希望小売価格(税抜)

18,000円

サイズ

(約）40×40×7（cm）

ランバーサポート

メーカ-型番

jk-ene-0011

メーカ-希望小売価格(税抜)

黒川式クッションとランバーサポートセット

メーカ-型番

jk-ene-0012

メーカ-希望小売価格(税抜)

25,500円

サイズ

(約）40×40×7（cm）

(約）28×33×6（㎝）

ふわふわフェミニン

ふわふわ花柄ガーゼフェミニン

太ももフォローのロングあしまくら

ふわふわフェミニン



〒541-0059
大阪市中央区博労町 1-8-8 ピカソ堺筋本町ビル 3 階
TEL：06-6271-8600 FAX：06-6271-8599

ジェイケイ・プラン株式会社
企業情報サイト：http://www.jk-plan.co.jp
通 販 L a b o ：http://tsuuhan-labo.jp

※2018 年 1 月現在のカタログの為、価格変更された商品が掲載されている場合がございます。


