
ONthe UMEDA オークションカタログ
リニューアルのため不要となる什器を、オークション形式で販売いたします。
オークション参加に際しては、以下の説明をご⼀読ください。

■オークションのご参加について
本オークションは、WEBフォームを使⽤した、封印⼊札⽅式のファーストプライス・オークショ
ンにて実施します。
3⽉23⽇AM０時の開票時に最も⾼額⼊札をした⽅が落札者となります。
落札者には別途個別にEメールにて連絡を差し上げます。

■ご⼊⾦について
落札者の⼊⾦⽅法は以下の通りです。
ONthe UMEDA会員 原則ご登録のクレジットカードより引き落とし
⾮会員 請求書発⾏の上、事前振込みまたは現地払い

■落札物の引き取りについて
落札された什器は、落札者の責任で持ってお引き取りください。
ONthe UMEDAでの発送の⼿配当は致しかねます。ご了承ください。

■オークションスケジュール
⼊札期間 3⽉13⽇（⼟）〜22⽇（⽉）
⼊札結果発表 3⽉24⽇（⽔）
引き取り期間 3⽉25⽇（⽊）から4⽉末⽇まで

■オークション⼊札⽤URL
こちらのWEBページからご⼊札ください。本カタログもWEBページからDL可能です。
https://onthe.osaka/column/topics/4689 （裏⾯にQRコードがございます）
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記号 品名1 出品数 最低
⼊札価格

参考上代
（）は下代 配置

A-1 固定席デスクライト 4 ¥1 ¥4,999

地下階

A-2 ナップルームサイドテーブル（⽊） 3 ¥1 ¥9,990

A-3 ナップルーム テーブルランプ（⽊） 3 ¥1 ¥2,750

C-1 エスプレッソマシン（ミルク冷蔵庫付き） 1 ¥370,000 ¥1,632,400

F-22 ロッカー 4 ¥1 ¥245,410

F-24 TALKBOX内チェアー 2 ¥1 ¥107,800

F-29 エントランス背もたれ付ベンチ（グレー） 4 ¥1 ¥278,300

F-32 BOXチェア（⻘） 3 ¥1 ¥282,700

F-35 ナップルーム リクライニングチェア 3 ¥1 ¥232,980

F-36 ナップルーム オットマン 3 ¥1 ¥51,810

F-38 固定席デスク（⽊） 4 ¥1 ¥194,480

F-7 1F⼤テーブル席チェア（リニューアル不要分） 26 ¥1 ¥42,020

地上階F-9B 1F⼤テーブル（リニューアル不要分） 3 ¥1 ¥481,800

F-9C 1F⼤テーブル ハーフ（リニューアル不要分） 1 ¥1 ¥580,800

出品什器⼀覧

記号 A-1 商品名１ 固定席デスクライト
商品名２ LED DESK LAMP
メーカー TaoTronics 参考上代 ¥4,999

規格 ⽊⽬調 / LED  / 電源コード式 / 
サイズ 36cm*36cm（台座直径18cm）/ USB充電ポート付き

最低落札額 ¥1 出品数 4

記号 A-2 商品名１ ナップルームサイドテーブル（⽊）
商品名２ LISTERBY リステルビー
メーカー IKEA 参考上代¥9,990

規格 Φ500 H560

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 A-3 商品名１ ナップルーム テーブルランプ（⽊）
商品名２ LEDデスクライト

メーカー 参考上代 ¥2,750

規格

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 C-1 商品名１ エスプレッソマシン（ミルク冷蔵庫付き）
商品名２ A600 FM ２G ２P H1 S1
メーカー FRANKE 参考下代 ¥1,632,400

規格 ⾼さ (mm) 796.00 mm 幅 (mm) 340.00 mm 奥⾏き (mm) 600.00 mm
最⼤重量 (kg) 38.00 kg

最低落札額 ¥370,000 出品数 1



記号 F-22 商品名１ ロッカー
商品名２ (ロッカー)BWU-RN82D79SAWN3
メーカー コクヨ 参考上代¥245,410

規格 W900 D450 H1752

最低落札額 ¥1 出品数 4

記号 F-24 商品名１ TALKBOX内チェアー
商品名２ ノーブルベンチ
メーカー 相合家具 参考下代¥107,800

規格 W1050 D450 H430 ⽣地 シンコールフランケン T-7277

最低落札額¥1 出品数 2

記号 F-29 商品名１ エントランス背もたれ付ベンチ（グレー）
商品名２ ランブル F008-1 脚BK
メーカー キノシタ/アボール 参考上代¥278,300

規格 W1100 D600 H800 (SH450) ⽣地 サンゲツ ブリエピエール
UP8271

最低落札額¥1 出品数 4

記号 F-32 商品名１ BOXチェア（⻘）
商品名２ カームス WD-BR
メーカー 相合家具 参考上代¥282,700

規格 W850 D730 H1310 (SH450) ⽣地 シンコール インフェルノ
T-7381

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 F-35 商品名１ ナップルーム リクライニングチェア
商品名２ ルシェロチェア/クロス座アルミ脚 8CB12B-FTS6 （ベージュ）
メーカー オカムラ 参考上代¥232,980

規格 W730 D660 H1170～1227 ⽣地 オカムラ FTS6（ベージュ-）

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 F-38 商品名１ 固定席デスク（⽊） （チェア別）
商品名２ プロユニット⽚袖ラウンドデスク DNA7LE 右⽤
メーカー オカムラ 参考上代¥194,480

規格 W1500 D850 H720

最低落札額 ¥1 出品数 4

記号 F-36 商品名１ ナップルーム オットマン
商品名２ ルシェロチェア/クロス座アルミ脚8CB32Z-FTS6（ベージュ-）
メーカー オカムラ 参考上代¥51,810

規格 W510 D440 H410～502 ⽣地 オカムラ FTS6（ベージュ-）

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 F-7 商品名１ 1F⼤テーブル席チェア
商品名２ タックWNA
メーカー 相合家具 参考上代 ¥42,020

規格 W500 D500 H850 （SH455）⽣地 リバコ TR2010

最低落札額¥1 出品数 26

記号 F-9B 商品名１ 1F⼤テーブル （チェア別）
商品名２ 制作
メーカー アスプルンド 参考下代¥481,800

規格 W3000 D1200 H720

最低落札額 ¥1 出品数 3

記号 F-9C 商品名１ 1F⼤テーブルハーフ （チェア別）
商品名２ 制作
メーカー アスプルンド 参考下代 ¥580,800

規格 W3000 D600 H720 ⽣地
ファブリックススクリーン
帆布富⼠⾦梅 #8000 No.77 グ
レージュ

最低落札額 ¥1 出品数 1

⼊札⽤のWEBページには右記のQRコードより
アクセスしてください。
https://onthe.osaka/column/topics/4689

オークションに関するお問い合わせ先
infoumeda@onthe.osaka 担当：島村、横内

新しくなるONthe UMEDA の情報はこちらに掲載中です。
https://onthe.osaka/column/topics/4569


