
SIKIL Furniture
 vol.1

Desk & Carrel Desk

SIKILデスク（ファニチャー）
ご採用のメリット



1

1 INTRO

3

2

4

◆営業メリット
・デスク～パーティション～ブースへの同商品での可変
  提案が可能になり、一体感のある意匠提案が行えます。

・無駄な部材を減らしトータルコスト削減出来ます。

◆管理メリット（トータルコスト削減）

◆顧客（利用者）メリット

・物流部門の負担軽減(倉庫スペースの圧縮)

・作業者の負担軽減(現場での運搬、組立作業の時短)

・組立 / 組替が簡単
・軽い
・連結時に増設部のパーツを減らすことができる
　（横連結ならば、サイドパネル 1 枚不要、対面連結ならば、正面パネルが不要）
・ローパーティションと連結できる
・デスク / パーティションとパネル部が共通で使用できる
・デスクトップパネルが簡単につけることができる
・個人ブースタイプにも簡単に変えることができる
・業者に頼むことなく利用者だけでレイアウト変更することも可能

コスト比較資料
◆コスト以外にも搬入作業者の作業軽減、倉庫空きスペース
の有効利用などのメリットが有ります。

区分 内 容
一般的なスチールデスクSIKIL デスク

1セット単価 金 額 備 考 1セット単価 金 額 備 考 比較条件

初期費用 購入費 較比てしと入購ご台001000,000,2000,02000,484,2048,42

運用費用

配送費用 500 50,000
出荷には軽四サイズのミニバン若しくは営
業車ライトバン程度で可能

2,000 200,000出荷には2トンサイズのトラックが必要
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

設営費用 度程間時2～1で名2は営設000,004000,4能可で度程分03で名1は営設000,05005
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

倉庫保管時の費
用

150 15,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー5台
に収納可能

1,500 150,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー50
台に収納可能

◆倉庫坪単価5,000円／月賃
料として計算

複数年の利用 13,100 1,310,000
スチール天板、パネル面材交換を行った場
合の概算

20,000 2,000,000基本的にリペア対応は困難にて新品購入
◆リペア回数が増える程SIKIL
はお得に成ります

廃棄費用 100 10,000
スチール天板はリサイクル可能にて費用負
担は無しと考える

200 20,000

総額 39,190 3,919,000 47,700 4,770,000
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レンタル用のファニチャーとして革新的な機能でご好評の
ローパーティションシステム「SIKIL」
軽い、組立・分解が簡単にできる、部材点数が少なく各部材ごとにリペ
アができるという最大の特徴をローパーティションだけでなく、その他
のファニチャーにもこの機能を落とし込めないかというテーマのもとに
「SIKILファニチャー」の開発に着手しました。
その第一弾として「SIKILデスク」を開発しました。

SIKIL デスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKIL デスクの特徴

SIKILデスクの特徴

工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

SIKILデスク（ファニチャー）

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具な
どを一切使わずに簡単に組み立てること
ができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコン
パクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして
対面にも簡単に連結して組んでいくこと
が可能です。　

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具などを一切
使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの
運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向
に並列に、そして対
面にも簡単に連結
して組んでいくこ
とが可能です。　
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アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

SIKILデスク（ファニチャー）

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具な
どを一切使わずに簡単に組み立てること
ができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコン
パクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして
対面にも簡単に連結して組んでいくこと
が可能です。　

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具などを一切
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運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向
に並列に、そして対
面にも簡単に連結
して組んでいくこ
とが可能です。　

SIKILのデスク/パーティションでトータ
ルコーディネイトがスムーズにできます。
面材の色をナチュラルな木目テイストに統
一すれば、明るくコミュニケーションのとり
やすいシェアオフィスや個別学習塾/自習スペ
ースに、暗い木目に統一すればホテルや空港の
ロビー/ラウンジにあるエグゼクティブなワーク
ブースに、そして定番の白とネイビーブルーの面
材でスタンダードなオフィスの構築が提案できます。

SIKILデスクは一般的で安価なスチール
デスクと同じ、もしくは若干単価が高い

ですが、それ以外に経済的にできる特徴が
あります。搬入作業者の作業軽減、時間短

縮による人件費削減、積載効率ＵＰによる輸
送費削減、倉庫空きスペースの有効利用など

のメリットが有ります。
特にレンタル業やシェア/レンタルオフィス事業

などの運営に適しております。
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工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

SIKIL デスクの
サイズバリエーションが増えました。

ＳＩＫＩＬ　パネル ・・・・　１７枚　
　　　　　スチール天板 ・・・・　１０枚
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ＳＩＫＩＬパネル　17枚 スチール天板　10枚

10連分収納寸法

250495

3
STEP

1

STEP

パネルをベースプレート
に差し込む

3 枚のパネルスリットに天板
を差し込む

アンダーロックピンで
パネルを固定する

2
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3
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SIKILデスク単体構成



1

1 INTRO

3

2

3

4

◆営業メリット
・デスク～パーティション～ブースへの同商品での可変
  提案が可能になり、一体感のある意匠提案が行えます。

・無駄な部材を減らしトータルコスト削減出来ます。

5

◆連結すると１台当たりのコストがお得
・横連結していくと増設分のデスク構成はパネル構成が
　１枚少なくできます。対面方向にも連結可能で同様に
　パネル構成を少なくできます

・部材数はもちろん、組立工程も少なくなので
　トータルコストを削減できます

◆営業メリット
・デスク～パーティション～ブースへの同商品での可変
  提案が可能になり、一体感のある意匠提案が行えます。

・無駄な部材を減らしトータルコスト削減出来ます。

◆管理メリット（トータルコスト削減）

◆顧客（利用者）メリット

2

◆顧客（利用者）メリット

・物流部門の負担軽減(倉庫スペースの圧縮)

・作業者の負担軽減(現場での運搬、組立作業の時短)

5

SIKILデスクは一般的で安価なスチールデスクと同じ、もしくは
若干単価が高いですが、それ以外に経済的にできる特徴があります。

◆管理メリット（トータルコスト削減）

・物流部門の負担軽減(倉庫スペースの圧縮)

・作業者の負担軽減(現場での運搬、組立作業の時短)

・組立 / 組替が簡単
・軽い
・連結時に増設部のパーツを減らすことができる
　（横連結ならば、サイドパネル 1 枚不要、対面連結ならば、正面パネルが不要）
・ローパーティションと連結できる
・デスク / パーティションとパネル部が共通で使用できる
・デスクトップパネルが簡単につけることができる
・個人ブースタイプにも簡単に変えることができる
・業者に頼むことなく利用者だけでレイアウト変更することも可能

コスト比較資料
◆コスト以外にも搬入作業者の作業軽減、倉庫空きスペース
の有効利用などのメリットが有ります。

区分 内 容
一般的なスチールデスクSIKIL デスク

1セット単価 金 額 備 考 1セット単価 金 額 備 考 比較条件

初期費用 購入費 較比てしと入購ご台001000,000,2000,02000,484,2048,42

運用費用

配送費用 500 50,000
出荷には軽四サイズのミニバン若しくは営
業車ライトバン程度で可能

2,000 200,000出荷には2トンサイズのトラックが必要
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

設営費用 度程間時2～1で名2は営設000,004000,4能可で度程分03で名1は営設000,05005
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

倉庫保管時の費
用

150 15,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー5台
に収納可能

1,500 150,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー50
台に収納可能

◆倉庫坪単価5,000円／月賃
料として計算

複数年の利用 13,100 1,310,000
スチール天板、パネル面材交換を行った場
合の概算

20,000 2,000,000基本的にリペア対応は困難にて新品購入
◆リペア回数が増える程SIKIL
はお得に成ります

廃棄費用 100 10,000
スチール天板はリサイクル可能にて費用負
担は無しと考える

200 20,000

総額 39,190 3,919,000 47,700 4,770,000

SIKIL Furniture vol.1　SIKIL DESK

SIKIL デスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKIL デスクの特徴

SIKILデスクの特徴

工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

SIKILデスク（ファニチャー）

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具な
どを一切使わずに簡単に組み立てること
ができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコン
パクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして
対面にも簡単に連結して組んでいくこと
が可能です。　

SIKILのデスク/パーティションでトータ
ルコーディネイトがスムーズにできます。
面材の色をナチュラルな木目テイストに統
一すれば、明るくコミュニケーションのとり
やすいシェアオフィスや個別学習塾/自習スペ
ースに、暗い木目に統一すればホテルや空港の
ロビー/ラウンジにあるエグゼクティブなワーク
ブースに、そして定番の白とネイビーブルーの面
材でスタンダードなオフィスの構築が提案できます。

SIKILデスクは一般的で安価なスチール
デスクと同じ、もしくは若干単価が高い

ですが、それ以外に経済的にできる特徴が
あります。搬入作業者の作業軽減、時間短

縮による人件費削減、積載効率ＵＰによる輸
送費削減、倉庫空きスペースの有効利用など

のメリットが有ります。
特にレンタル業やシェア/レンタルオフィス事業

などの運営に適しております。
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SIKIL デスクの新しい奥行サイズラインナップ
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900 1050 1200

パネル3枚
 ①W900xH700  基本 2枚　
 ②W（900、1050、1200）xH700
　  両支柱1枚

④スチール天板　1枚
　W（900、1050、1200）ｘD700

⑤アンダーロックピン　2本

⑥丸型ベースプレートアジャスター　4本③デスクマット　4本
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工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

SIKIL デスクの
サイズバリエーションが増えました。

ＳＩＫＩＬ　パネル ・・・・　１７枚　
　　　　　スチール天板 ・・・・　１０枚
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3
STEP

1

STEP

1 2 3 4

パネルをベースプレート
に差し込む

3 枚のパネルスリットに天板
を差し込む

アンダーロックピンで
パネルを固定する

2

STEP

3

STEP

SIKILデスク単体構成

10台連結のケース

驚きの省スペース収納

デスクを連結する際の手順（横並びに5台と対面あわせて10台連結）

745
935

700

パネル　17枚 スチール天板　10枚 10連分収納寸法

250495

① Ａ ﾀｲﾌﾟ

パネル3枚　天板１枚

② Ｂ-1 タイプ

③ B-2 ﾀｲﾌﾟ

パネル２枚　天板１枚

パネル2枚　天板１枚

④ Ｃ タイプ

パネル１枚　天板１枚

横連結５台の対向島型連結の構成にすると
①タイプの単体基本デスク１台と②タイ
プのデスクが４台、③が1台と④が４台
の構成になります。これをすべて
W900ｘH700のパネルで構成した
場合ですと①の単体構成デスク
１ ０ 台 分 よ り パ ネ ル の 枚 数 が
13枚も少なく構成することが
できます。　　　　　　　　　

上図のような 10 台連結をする場合は、①の単体で自立するデスクを組み立ててから

それに②、③のような連結デスクを取り付けて、最後に④のパネルを取り付けて完成です。

上図のような 10 台連結をする場合は、①の単体で自立するデスクを組み立ててから

それに②、③のような連結デスクを取り付けて、最後に④のパネルを取り付けて完成です。

10連分収納寸法

パネル　17枚スチール天板　10枚
※パネルと天板だけの寸法です。
　これに丸型ベースプレート、ロックピンが付きます。
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◆営業メリット
・デスク～パーティション～ブースへの同商品での可変
  提案が可能になり、一体感のある意匠提案が行えます。

・無駄な部材を減らしトータルコスト削減出来ます。

5

◆連結すると１台当たりのコストがお得
・横連結していくと増設分のデスク構成はパネル構成が
　１枚少なくできます。対面方向にも連結可能で同様に
　パネル構成を少なくできます

・部材数はもちろん、組立工程も少なくなので
　トータルコストを削減できます

◆営業メリット
・デスク～パーティション～ブースへの同商品での可変
  提案が可能になり、一体感のある意匠提案が行えます。

・無駄な部材を減らしトータルコスト削減出来ます。

◆サイズラインナップ

◆オプションなど増設が簡単にできる

2

◆顧客（利用者）メリット

・デスクトップパネルやサイドパネルの取り付けも工具、金具なしで
　簡単に取り付け取り外しができます

・ローパーティションとの連動も同様におこなえてデスクをより拡張
　して使うことができます

・天板サイズはW900、1050、1200の3タイプ
・奥行サイズは下図の3タイプ

5

SIKILデスクは一般的で安価なスチールデスクと同じ、もしくは
若干単価が高いですが、それ以外に経済的にできる特徴があります。

◆管理メリット（トータルコスト削減）

・物流部門の負担軽減(倉庫スペースの圧縮)

・作業者の負担軽減(現場での運搬、組立作業の時短)

・組立 / 組替が簡単
・軽い
・連結時に増設部のパーツを減らすことができる
　（横連結ならば、サイドパネル 1 枚不要、対面連結ならば、正面パネルが不要）
・ローパーティションと連結できる
・デスク / パーティションとパネル部が共通で使用できる
・デスクトップパネルが簡単につけることができる
・個人ブースタイプにも簡単に変えることができる
・業者に頼むことなく利用者だけでレイアウト変更することも可能

コスト比較資料
◆コスト以外にも搬入作業者の作業軽減、倉庫空きスペース
の有効利用などのメリットが有ります。

区分 内 容
一般的なスチールデスクSIKIL デスク

1セット単価 金 額 備 考 1セット単価 金 額 備 考 比較条件

初期費用 購入費 較比てしと入購ご台001000,000,2000,02000,484,2048,42

運用費用

配送費用 500 50,000
出荷には軽四サイズのミニバン若しくは営
業車ライトバン程度で可能

2,000 200,000出荷には2トンサイズのトラックが必要
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

設営費用 度程間時2～1で名2は営設000,004000,4能可で度程分03で名1は営設000,05005
◆一回当たりの平均出荷台数
10台で計算

倉庫保管時の費
用

150 15,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー5台
に収納可能

1,500 150,000
一般的な1M＊2Mパレット、ネステナー50
台に収納可能

◆倉庫坪単価5,000円／月賃
料として計算

複数年の利用 13,100 1,310,000
スチール天板、パネル面材交換を行った場
合の概算

20,000 2,000,000基本的にリペア対応は困難にて新品購入
◆リペア回数が増える程SIKIL
はお得に成ります

廃棄費用 100 10,000
スチール天板はリサイクル可能にて費用負
担は無しと考える

200 20,000

総額 39,190 3,919,000 47,700 4,770,000

SIKIL Furniture vol.1　SIKIL DESK

SIKIL デスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具などを一切使わずに簡単に組み立てることができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコンパクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして対面にも簡単に連結して組んでいくことが可能です。　

SIKIL デスクの特徴

SIKILデスクの特徴

工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

SIKILデスク（ファニチャー）

SIKILデスクは、ねじやボルトや工具な
どを一切使わずに簡単に組み立てること
ができます。
さらに部材点数も少なく分解時にもコン
パクトの運ぶ事ができます。
また、デスクを横方向に並列に、そして
対面にも簡単に連結して組んでいくこと
が可能です。　

SIKILのデスク/パーティションでトータ
ルコーディネイトがスムーズにできます。
面材の色をナチュラルな木目テイストに統
一すれば、明るくコミュニケーションのとり
やすいシェアオフィスや個別学習塾/自習スペ
ースに、暗い木目に統一すればホテルや空港の
ロビー/ラウンジにあるエグゼクティブなワーク
ブースに、そして定番の白とネイビーブルーの面
材でスタンダードなオフィスの構築が提案できます。

SIKILデスクは一般的で安価なスチール
デスクと同じ、もしくは若干単価が高い

ですが、それ以外に経済的にできる特徴が
あります。搬入作業者の作業軽減、時間短

縮による人件費削減、積載効率ＵＰによる輸
送費削減、倉庫空きスペースの有効利用など

のメリットが有ります。
特にレンタル業やシェア/レンタルオフィス事業

などの運営に適しております。
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SIKIL デスクの新しい奥行サイズラインナップ
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パネル3枚
 ①W900xH700  基本 2枚　
 ②W（900、1050、1200）xH700
　  両支柱1枚

④スチール天板　1枚
　W（900、1050、1200）ｘD700

⑤アンダーロックピン　2本

⑥丸型ベースプレートアジャスター　4本③デスクマット　4本
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工具いらずの簡単組立

アンダーロックピンを取り付けてパネル3方を連結し、パネル3方の溝に天板の折れ部を差し込むだけです。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

システムファニチャー「SIKIL」と吸音パネル「OFF TONE」の展示会を
大建工業株式会社様秋葉原テクニカルスペースにて10月25日～26日にかけて行います。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

さまざまな使用シーンを想定してSIKIL デス
クのサイズラインナップが増えました。
ご要望の大きかったパネルの奥行を短くし、
コールセンターや学習塾での使用を想定し
た、奥行600㎜のデスクも用意しました。

SIKIL デスクの
サイズバリエーションが増えました。

　

3
STEP

1

STEP

1 2 3 4

パネルをベースプレート
に差し込む

3 枚のパネルスリットに天板
を差し込む

アンダーロックピンで
パネルを固定する

2

STEP

3

STEP

SIKILデスク単体構成

奥行600デスク 奥行700デスク 奥行900デスク（天板奥行700）

デスクトップパネル デスクトップ＆サイドパネル パーソナルブース

10台連結のケース

驚きの省スペース収納

デスクを連結する際の手順（横並びに5台と対面あわせて10台連結）

横連結５台の対向島型連結の構成にすると
①タイプの単体基本デスク１台と②タイ
プのデスクが４台、③が1台と④が４台
の構成になります。これをすべて
W900ｘH700のパネルで構成した
場合ですと①の単体構成デスク
１ ０ 台 分 よ り パ ネ ル の 枚 数 が
13枚も少なく構成することが
できます。　　　　　　　　　

※パネルと天板だけの寸法です。
　これに丸型ベースプレート、ロックピンが付きます。
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