
チャージングテーブルC600TLP-3／26ケンタッキー
Charging Table C600TLP-3/26Kentucky
φ600×H740mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
重量／11.3kg	
付属品　イパンバッテリー1個	
組立式

	 ￥97,900（本体価格	￥89,000）

WERZALIT

ウェルザリッツ

携帯電話をステッカーマークに置くだけで充電がで
きます。

同時に４台のバッテリーを充電できます。（バッテ
リーは別売りです）

ワイヤレス充電に対応していないモバイルフォン用
にはUSBポートを2か所搭載しています。（USBコー
ドは付属していません）

チャージングテーブルC6×6TLP-3／26ケンタッキー
Charging Table C600×600TLP-3/26Kentucky
W600×D600×H740mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
重量／12.55kg	
付属品　イパンバッテリー1個	
組立式

	 ￥99,000（本体価格	￥90,000）

チャージングポート
Charging Port
W240×D185×H90mm　	
主材／プラスチック　	
重量／1.16kg

	 ￥29,700（本体価格	￥27,000）

イパンバッテリー
Ipan Battery
￥48,400（本体価格	￥44,000）	

完全防水、フル充電で8日間使用できます。

チャージングテーブル
成 形ラミネートテーブルトップメーカーのウェルザ
リッツとワイヤレス 充 電 技 術 の パ イオニアで ある
IPANIPANが開発したチャージングテーブルは、テラ
スやプールサイドなど屋外環境で携帯電話の充電が
できるまったく新しい屋外用テーブルです。ウェルザ
リッツが持つラミネートトップの技術により、衝撃、傷
に強く、非吸水性、紫外線耐候性に優れています。

WERZALIT 709708



NWT-C900バレンシア710トープ／70マーブルホワイト
φ900×H710mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥97,900（本体価格	￥89,000）

NWT-Ｃ６×６バレンシア710トープ／150パリセイドホワイト
W600×Ｄ600×Ｈ710mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥81,400（本体価格	￥74,000）

NWT-C600バレンシア710トープ／179ポンデローサグレイ
φ600×H710mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥80,300（本体価格	￥73,000）

NWT-Ｃ10×６バレンシア710トープ／70マーブルホワイト
W1,000×600×Ｈ710mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥95,700（本体価格	￥87,000）

WERZALIT

ウェルザリッツ

1 9 2 0 年 創 業のウェルザリッツは、全 天 候 型の屋 外
用パーティクルボードの天板を製造しています。木材
パーティクルを低温、高圧下で成形させ高温、高圧下
で多層メラミン皮膜成形されたテーブルトップは、耐
候性や耐薬性にすぐれています。

WERZALIT 711710



NWT-C800TL-A03／29HPL天板シティ NEW
φ800×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ（HPL）　	
組立式

	 ￥72,600（本体価格	￥66,000）

NWT-C700TL-A03／84チャコール
φ700×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥48,400（本体価格	￥44,000）

NWT-C600TL-A03／179ポンデローサグレイ
φ600×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥45,100（本体価格	￥41,000）

NWT-C900TL-A04／70マーブルホワイト
φ900×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥67,100（本体価格	￥61,000）

NWT-C6×6TL-A03／150パリセイドホワイト
W600×D600×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

NWT-C10×6TL-A04／70マーブルホワイト
W1,000×D600×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥64,900（本体価格	￥59,000）

WERZALIT

ウェルザリッツ

NWT-C1200アルマイト4／34トラバーチン
φ1,200×H650mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
組立式

	 ￥75,900（本体価格	￥69,000）

NWT-C8×8TL-A04／29HPL天板シティ NEW
W800×D800×H710mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ（HPL）　	
組立式

	 ￥75,900（本体価格	￥69,000）

WERZALIT 713712



WERZALIT

ウェルザリッツ

NWT-C6×6F／84チャコール
W600×D600×H700mm　	
フレーム／スチール　天板／ウェルザリッツ　組立式　

	 ￥34,100（本体価格	￥31,000）

NWT-C8×8デシ-4／70マーブルホワイト
W800×D800×H705mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥81,400（本体価格	￥74,000）

NWT-C700TLP-3／84チャコール
φ700×H720mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥41,800（本体価格	￥38,000）

NWT-C600　パリシナ-3／34トラバーチン
φ600×H730mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　	
重量／8.2kg　組立式　

	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

NWT-1200B2／ホワイト＋NBG-LP／Z
φ1,200×H650mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥213,400（本体価格￥194,000）
●	テーブル	￥81,400（本体価格￥74,000）＋	
NBG-LP／Z	￥132,000（本体価格	￥120,000）	

NWT-C1200B2アルマイト4／128カリフォルニア＋NBG-LP／Z
φ1,200×H650mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥213,400（本体価格￥194,000）
● 	テーブル	￥81,400（本体価格￥74,000）＋	
NBG-LP/Z	￥132,000（本体価格	￥120,000）

●直射日光があたる場所でのご使用はお避け下さい。

NWT-C146×94B2アルマイト4／70マーブルホワイト＋NBG-LP／Z
W1,460×D940×H650mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥207,900（本体価格￥189,000）
●	テーブル	￥75,900（本体価格￥69,000）＋	
NBG-LP／Z	￥132,000（本体価格	￥120,000）　

NWT-C12×8B2アルマイト4／128カリフォルニア＋NBG-LP／Z
W1,200×D800×H650mm	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式

	 ￥204,600（本体価格￥186,000）
● テーブル	￥72,600（本体価格￥66,000）＋	
NBG-LP/Z	￥132,000（本体価格	￥120,000）

●直射日光があたる場所でのご使用はお避け下さい。
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WERZALIT

ウェルザリッツ

NWT-C600バレンシア400トープ／179ポンデローサグレイ
φ600×H400mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式　　

	 ￥75,900（本体価格	￥69,000）

NWT-C900バレンシア400ホワイト／70マーブルホワイト
φ900×H400mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式　　

	 ￥93,500（本体価格	￥85,000）

NWT-C10×6バレンシア400トープ／70マーブルホワイト
W1,000×D600×H400mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式　　

	 ￥91,300（本体価格	￥83,000）

NWT-C6×6バレンシア400ホワイト／150パリセイドホワイト
W600×D600×H400mm　	
フレーム／アルミ　天板／ウェルザリッツ　組立式　　

	 ￥77,000（本体価格	￥70,000）

WERZALIT 717716



WERZALIT

ウェルザリッツ

ホワイト

33 コロラド

150 パリセイドホワイト

84 チャコール

70 マーブルホワイト

179 ポンデローサグレイ

34 トラバーチン

029 HPL天板シティ

炎天下でのご使用に際して
炎天下でBBQテーブルとして
ご使用になる際は、淡色の天材
をお選び下さい。
濃い色目は天板が反る事があ
りますのでご注意下さい。

128 カリフォルニア
パリシナ-3（131）
H730mm　主材／アルミ　	
重量／4.5kg　φ600、6×6用　

	 ￥29,700（本体価格	￥27,000）

パリシナ-3　バーハイト（2131）
H1,080mm　主材／アルミ　	
重量／7.5kg　φ600、6×6用　

	 ￥49,500（本体価格	￥45,000）

デシ-3（036）
H705mm　主材／アルミ　	
重量／5.7kg　φ600、φ700用　

	 ￥36,000（本体価格	￥33,000）

デシ-4（2136）
H705mm　主材／アルミ　	
重量／9.0kg　φ800〜φ1200、8×8用　

	 ￥50,600（本体価格	￥46,000）

カラーテーブル脚／F（黒）
H680mm　主材／スチール　	
重量／5.2kg　φ600、6×6用　

	 ￥16,500（本体価格	￥15,000）

TLP-3
H720mm　主材／アルミ　	
重量／6.3kg　φ600、φ700、6×6用

	 ￥22,000（本体価格	￥20,000）

TLP-4
H720mm　主材／アルミ　	
重量／7.4kg　φ700、φ900、8×8用

	 ￥24,200（本体価格	￥22,000）

TLP-F-4（脚のみ）
H710mm　主材／アルミ　	
重量／5.1kg　φ600〜φ900、8×8用	
組立式

	 ￥45,100（本体価格	￥41,000）

アルマイト4（脚のみ）
H650mm　主材／アルミ　	
重量／2.4kg　組立式

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）

バレンシアベース400／ホワイト
φ560×H400mm　主材／アルミ　	
重量／21.0kg　カラー／ホワイト・トープ　	
組立式

	 ￥59,400（本体価格	￥54,000）

バレンシアベース710
φ560×H700mm　主材／アルミ　	
重量／23.0kg　カラー／ホワイト・トープ　	
組立式

	 ￥63,800（本体価格	￥58,000）

TL-A03／アンスラサイト
H710mm　主材／アルミ　	
重量／4.6kg　組立式

	 ￥28,600（本体価格	￥26,000）

TL-A04／アンスラサイト
H710mm　主材／アルミ　	
重量／6.5kg　組立式

	 ￥33,000（本体価格	￥30,000）

TABLE LEG VARIATION
在庫展開色
TABLE TOP COLOUR VARIATION

TABLE TOP SIZE VARIATION
Shape サイズ（mm） エッジ断面 重量 価　格

天板C600/カラー 4.3kg ￥16,500（本体価格	¥15,000）
天板C700/カラー 5.7kg ¥19,800（本体価格	¥18,000）
天板C900/カラー 9.0kg ￥34,100（本体価格	￥31,000）
天板C1,200/カラー 16.0kg ￥55,000（本体価格	￥50,000）
天板C600×600/カラー 5.7kg ¥17,600（本体価格	¥16,000）
天板C700×700/カラー 8.4kg ￥26,400（本体価格	￥24,000）
天板C800×800/カラー 11.0kg ￥30,800（本体価格	￥28,000）
天板C1,000×600/カラー 10.4kg ￥31,900（本体価格	¥29,000）
天板C1,200×800/カラー 15.5kg ￥46,200（本体価格	￥42,000）

φ600mm	￥16,500（本体価格	￥15,000）
φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000）	
φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）	
φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000）

φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000）	
φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）	
φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000）

φ600mm	￥16,500（本体価格	￥15,000）	
φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000）	
φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）

φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000）	
φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）	
φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000）

φ1,200mm	￥55,000（本体価格￥50,000）

W600×D600mm		
	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）
W800×D800mm		
	 ￥30,800（本体価格	￥28,000）

W600×D600mm		
	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）	
W700×D700mm		
	 ￥26,400（本体価格	￥24,000）
W800×D800mm		
	 ￥30,800（本体価格	￥28,000）

W600×D600mm		
	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）	
W1,200×D800mm		
	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

W1,200×D800mm		
	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

W800×D800mm		
	 ￥30,800（本体価格	￥28,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）

W600×D600mm		
	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）	
W800×D800mm		
	 ￥30,800（本体価格	￥28,000）

W1,200×D800mm		
	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）	
φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000）

φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000） φ600mm	￥16,500（本体価格	￥15,000）
φ700mm	￥19,800（本体価格	￥18,000）	
φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）

φ800mm	￥44,000（本体価格	￥40,000）

W600×D600mm		
	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）

W1,200×D800mm		
	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

W700×D700mm		
	 ￥26,400（本体価格	￥24,000）
W800×D800mm		
	 ￥30,800（本体価格	￥28,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）

W800×D800mm		
	 ￥42,900（本体価格	￥39,000）

WERZALIT 719718



エスエム フランス

SM FRANCE

Limited Stock
TABLE TOP COLOUR VARIATION

31 オニックス 73 カラーレ 174 シエナ 71 グラニットグリス 81 デック

26 ケンタッキー 132 カルバドス

炎天下でのご使用に際して
炎天下でBBQテーブルとして
ご使用になる際は、淡色の天材
をお選び下さい。
濃い色目は天板が反る事があ
りますのでご注意下さい。

TABLE TOP SIZE VARIATION
サイズ（mm） エッジ断面 重　量

1 天板C600/カラー 4.3kg

2 天板C700/カラー 5.7kg

3 天板C900/カラー 9.0kg

4 天板C1,200/カラー 16.0kg

5 天板C600×600/カラー 5.7kg

6 天板C700×700/カラー 8.4kg

7 天板C800×800/カラー 11.0kg

8 天板C1,000×600/カラー 10.4kg

9 天板C1,200×800/カラー 15.5kg

10 天板C1,460×900/カラー 15.4kg

2617

2617

2617

3516

3516

3519

3520

3517

3519

3516

φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000） φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000） φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000） φ900mm	￥34,100（本体価格	￥31,000）	
φ1,050mm	￥30,800（本体価格	￥28,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）

W1,000×D600mm		
	 ￥31,900（本体価格	￥29,000）

φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000） φ1,200mm	￥55,000（本体価格	￥50,000）

721720


