
ドイツBEKA社のプレイ・ファニチャーカタログ
掲載商品価格表

ページ 商品番号 商品名 税込価格 本体価格 備考
キャッスル・プレイハウス

7 BK12085019 プレイハウス トドラーキャッスル New  ¥2,035,000 ¥1,850,000
8 BK12081399 プレイハウス ラスカル  ¥1,606,000 ¥1,460,000
8 BK120906c99 プレイハウス ミニキャッスル  ¥3,344,000 ¥3,040,000 サイズ変更（高さ242cm）
8 BK12081299 プレイハウス ファーム  ¥3,674,000 ¥3,340,000
9 BK892508c99 プレイハウス センターツリー  ¥2,673,000 ¥2,430,000
10 BK892904c99 プレイハウス カントリー  ¥3,267,000 ¥2,970,000 品番変更、サイズ変更（高さ242cm）
10 BK89371301 プレイハウス フォートレス  ¥3,740,000 ¥3,400,000 品番変更
10 BK892913c99 プレイハウス ヴィラ  ¥4,466,000 ¥4,060,000 品番変更
11 BK892504c99 プレイハウス サブマリン  ¥3,564,000 ¥3,240,000 サイズ変更（高さ209cm）
12 BKBW0009f プレイハウス 「コルマール」  ¥6,688,000 ¥6,080,000
12 BK892511c99 プレイハウス マリーナ  ¥6,600,000 ¥6,000,000
13 BKBL0010 プレイハウス 「ザルツブルク」  ¥8,140,000 ¥7,400,000
13 BKBL0092a プレイハウス タワーハウス  ¥3,223,000 ¥2,930,000
14 BK892714c99 プレイハウス オーシャンパレス  ¥10,813,000 ¥9,830,000 品番変更、サイズ変更（高さ282cm）
15 BK892704c99 プレイハウス マーケット  ¥3,201,000 ¥2,910,000 品番変更、サイズ変更（241×276cm 高さ250cm）
15 BK12080999 プレイハウス パイレーツ  ¥2,750,000 ¥2,500,000
プレイファニチャー

18 BKA0246 ボタニカル・キッチンセット  ¥704,000 ¥640,000
18 BK11901100 キッチン・ユニットセット  ¥220,000 ¥200,000
19 BKS239A プレイ・カウンター A  ¥308,000 ¥280,000
19 BKS239B プレイ・カウンター B  ¥275,000 ¥250,000
19 BKS239C プレイ・カウンター C  ¥440,000 ¥400,000
19 BKS239D プレイ・カウンター D  ¥264,000 ¥240,000
19 BKS239E プレイ・カウンター E  ¥341,000 ¥310,000
19 BKS2385101 プレイハウス デン  ¥638,000 ¥580,000 品番変更
19 BK892803c99 プレイ・シアター  ¥660,000 ¥600,000 品番変更
20 BK892402c99 プレイハウス ベビースライド  ¥627,000 ¥570,000
20 BKBW0003h プレイハウス ミニオクタゴン  ¥1,760,000 ¥1,600,000
20 BK89180605 プレイハウス ベビーキャッスル  ¥1,034,000 ¥940,000
リガール

23 BK993516c15 リガールシステム L0016a  ¥957,000 ¥870,000 品番変更、品名変更
24 BK99324019 リガールシステム L0014  ¥858,000 ¥780,000
24 BK99324101 リガールシステム L0015  ¥594,000 ¥540,000 品番変更
25 BK99324209 リガールシステム L0016  ¥1,155,000 ¥1,050,000
25 BK99325299 リガールシステム L0022  ¥1,507,000 ¥1,370,000
25 BK99332399 リガールシステム L0044  ¥1,628,000 ¥1,480,000
26 BK11854501 リガールシステム 「Tokyo」  ¥583,000 ¥530,000 サイズ変更（高さ123cm）
26 BK99411308 リガールシステム L0038  ¥429,000 ¥390,000 品番変更
26 BK99352299 リガールシステム L0029  ¥792,000 ¥720,000 品番変更
27 BK11850304 リガールシステム 「ウィーン」  ¥902,000 ¥820,000 品番変更、サイズ変更（高さ202cm）
27 BKS1854399 リガールシステム 「ヴェニス」  ¥704,000 ¥640,000 品番変更、サイズ変更（高さ183cm）
27 BK993420c15 リガールシステム T3132  ¥671,000 ¥610,000
27 BK99324909 リガールシステム L0026  ¥1,122,000 ¥1,020,000
28 BKA0221 リガールシステム A022１  ¥1,606,000 ¥1,460,000
テーブル＆チェア

31 BK11120600-21 チェア トビー 白木 高さ21cm  ¥22,000 ¥20,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11120000 チェア トビー 白木 高さ26cm  ¥24,200 ¥22,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11120100-31 チェア トビー 白木 高さ31cm  ¥26,400 ¥24,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11120200-35 チェア トビー 白木 高さ35cm  ¥28,600 ¥26,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11120300 チェア トビー 白木 高さ38cm  ¥30,800 ¥28,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11120400-43 チェア トビー 白木 高さ43cm  ¥35,200 ¥32,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11140600-21 チェア ティム 白木 高さ21cm  ¥22,000 ¥20,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11140000 チェア ティム 白木 高さ26cm  ¥23,100 ¥21,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11140100-31 チェア ティム 白木 高さ31cm  ¥24,200 ¥22,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11140200-35 チェア ティム 白木 高さ35cm  ¥25,300 ¥23,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300

※ 備考欄の項目に記載している情報は、カタログ誌面の掲載内容から仕様変更をしている部分です。
※ サイズやカラーの変更、キャスター付きへの仕様変更、テーブルのカラーラミネート加工や集成材天板加工は別途費用がかかります。
詳しくは営業担当もしくはお問い合わせフォームよりおたずねください。

※ チェアのカラーは全体着色が基本となります。背板と座面のみの着色（P.29）は、価格が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。



ページ 商品番号 商品名 税込価格 本体価格 備考
31 BK11140300 チェア ティム 白木 高さ38cm  ¥26,400 ¥24,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11140400-43 チェア ティム 白木 高さ43cm  ¥27,500 ¥25,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11130600-21 アームチェア 「トビー」 白木 高さ21cm  ¥29,700 ¥27,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11130000 アームチェア 「トビー」 白木 高さ26cm  ¥30,800 ¥28,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11130100-31 アームチェア 「トビー」 白木 高さ31cm  ¥31,900 ¥29,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
31 BK11130200-35 アームチェア 「トビー」 白木 高さ35cm  ¥33,000 ¥30,000 ※カラーのタイプは＋税込￥3,300
32 BK11230670 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ40cm  ¥70,400 ¥64,000
32 BK11230070 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ46cm  ¥73,700 ¥67,000
32 BK11230170-53 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ53cm  ¥77,000 ¥70,000
32 BK11230270-59 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ59cm  ¥78,100 ¥71,000
32 BK11230370 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ64cm  ¥79,200 ¥72,000
32 BK11230470-71 システムテーブル台形 白木 120×60cm 高さ71cm  ¥84,700 ¥77,000
32 BK11240670 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ40cm  ¥88,000 ¥80,000
32 BK11240070 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ46cm  ¥89,100 ¥81,000
32 BK11240170-53 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ53cm  ¥90,200 ¥82,000
32 BK11240270-59 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ59cm  ¥92,400 ¥84,000
32 BK11240370 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ64cm  ¥95,700 ¥87,000
32 BK11240470-71 システムテーブル半円 白木 120cm 高さ71cm  ¥100,100 ¥91,000
32 BK12390070 システムテーブルアーチ 白木 高さ40cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK12390170 システムテーブルアーチ 白木 高さ46cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK12390270 システムテーブルアーチ 白木 高さ53cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK12390370 システムテーブルアーチ 白木 高さ59cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK12390470 システムテーブルアーチ 白木 高さ64cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK12390570 システムテーブルアーチ 白木 高さ71cm  ¥149,600 ¥136,000 サイズ変更（弧の部分幅148.5cm）
32 BK11220670 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ40cm  ¥60,500 ¥55,000
32 BK11220070 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ46cm  ¥60,500 ¥55,000
32 BK11220170-53 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ53cm  ¥63,800 ¥58,000
32 BK11220270-59 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ59cm  ¥67,100 ¥61,000
32 BK11220370 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ64cm  ¥67,100 ¥61,000
32 BK11220470-71 システムテーブル長方形 白木 80×60cm 高さ71cm  ¥70,400 ¥64,000
32 BK11221670 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ40cm  ¥69,300 ¥63,000
32 BK11221070 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ46cm  ¥71,500 ¥65,000
32 BK11221170-53 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ53cm  ¥74,800 ¥68,000
32 BK11221270-59 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ59cm  ¥77,000 ¥70,000
32 BK11221370 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ64cm  ¥78,100 ¥71,000
32 BK11221470-71 システムテーブル長方形 白木 120×60cm 高さ71cm  ¥82,500 ¥75,000
32 BK11222670 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ40cm  ¥78,100 ¥71,000
32 BK11222070 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ46cm  ¥79,200 ¥72,000
32 BK11222170-53 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ53cm  ¥82,500 ¥75,000
32 BK11222270-59 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ59cm  ¥84,700 ¥77,000
32 BK11222370 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ64cm  ¥85,800 ¥78,000
32 BK11222470 システムテーブル長方形 白木 120×80cm 高さ71cm  ¥89,100 ¥81,000 品番変更
33 BKz120022b システムテーブル・ウェーブ A（キャスター付）  ¥143,000 ¥130,000
33 BKz120023b システムテーブル・ウェーブ B（キャスター付）  ¥143,000 ¥130,000
33 BKW-SET1 システムテーブル・セット（ウェーブ）  ¥493,900 ¥449,000
33 BKz120074 クラスルーム テーブル  ¥88,000 ¥80,000
33 BKz230166 システムテーブル セミサークル  ¥143,000 ¥130,000

＜注意事項＞
●  本プライスリストの有効期限は、2022年6月末日お申込み分までとなります。有効期限内であっても、価格や仕様などを予告なく変更
する場合があります。

●  配送費、搬入・設置作業、組み立て日などは、別途お見積もりいたします。
●  一部製品は、受注発注を原則とするため、納入までに3ヶ月以上かかる場合があります。

※ 備考欄の項目に記載している情報は、カタログ誌面の掲載内容から仕様変更をしている部分です。
※ サイズやカラーの変更、キャスター付きへの仕様変更、テーブルのカラーラミネート加工や集成材天板加工は別途費用がかかります。
詳しくは営業担当もしくはお問い合わせフォームよりおたずねください。

※ チェアのカラーは全体着色が基本となります。背板と座面のみの着色（P.29）は、価格が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

  輸入販売元

株式会社ボーネルンド
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-12 ジブラルタ生命原宿ビル 3F
　  0120-358-518［月～金 10:00～17:00（土日・祝祭日を除く）］
www.bornelund.co.jp
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お問い合わせは
ボーネルンド
プレイスケープサイトへ

プレイスケープ ボーネルンド 検 索


