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＊  家具・インテリアの専門店として最 大 級です。　◇ 表示 価格、表 記の数量 は２０１８年 4 月 23 日現 在のものとなります。◇ 表示価格はすべて税 込価 格になります。   ◇ 店舗によって 展示数が 異なります。また展示 商品の色、サイズ が 異なる 場合がございますので、あらかじめ ご了承ください。◇ 掲載商品の色合いは
印刷物のため、実物と多少異 なる場 合もございます。◇ 掲 載写真 は 商品 のイメージ 画 像に なります。また小物につきまして お 取 扱いしていない場合がございます。◇ お選びいただく張地により納期がかかる場合がございます。詳しくは店 舗にてご 確認ください。◇ 商品のサイズ表記はセンチメートルになります。
◇ 　　 は別サイズがあることの表記になります。詳しい情報は店舗までお問い合わせください。※１ オーダーカーテン及び 住宅用照明器具は、国内メーカー希望小売価 格 からの 割引になります。（ メーカー、アイテムにより割 引率 は 異 なります。一 部商品を除く。）別サイズ

コレド日本橋

日本橋三越本店（新館）

日本橋髙島屋

ビル建設中

日本橋駅

三越前駅

東京駅
八重洲北口

7 階入口
東京日本橋タワー

一方通行

駐車場へのルート案内
日本橋 高島屋
すぐ隣り

TEL.０４８-７６３-４００１

１０:３０～１９:００毎週火曜日定休日営業
時間 

（ 祝日を除く）

専用駐車場 約７００台

春日部本店
Kasukabe Main Store

埼玉県 春日部市 粕壁東２-５-１〒３４４-００６２

※当社ご利用のお客様は、無料にてご利用いただけます。

電車でお越しの方

（ 東武伊勢崎線）                         （ 東武野田線）
東武スカイツリーライン / 東武アーバンパークライン

春日部駅東口から徒歩約７分

TEL.０３-６２６２-５５７４
１０:３０～１９:００ 年中無休営業

時間 （年末年始を除く）

同ビル 地下３階 駐車場あり

東京日本橋ショールーム
Tokyo Nihonbashi Showroom

東京都中央区日本橋２-７-１東京日本橋タワー７階/２５階〒１０３-６０２５

※ 機 械 式 駐車 場に なります。

電車でお越しの方

東京メトロ　銀座 線・東西線・浅 草線

日本橋駅直結（ B6出口）

東口

埼玉縣信用金庫
春日部支店

春日部仲町
郵便局 （旧西武春日部店跡）

匠大塚春日部本店

至北千住 ▼

４号線

市民文化会館前

公園橋（西）

駐車場へのルート案内

お客様のさまざまなご要望やお悩みにお応えするためのサービスをご案内いたします。

インテリア相談
□ 理想の実現を徹底 サポート
□ きっと見つかるマストアイテム

ここが匠！その1

無料フィッティングサービス
□ サイズやコーディネートの不安を解決！
□ 店内でルームシーンを再現！

ここが匠！その2

家具修理・カスタマイズ
□ 専門の工房で丁寧に修理！
□ ご希望に添うカスタマイズ

ここが匠！その3

「インテリアを選ぶのも時間がかかる…」
「コーディネートはこれで大丈夫かな？」
そんなお悩みはありませんか？
ご安心下さい！
匠大塚では単品家具だけでなく
お部屋全体をコーディネートする
≪トータルプランニング≫まで専門の
スタッフがしっかりサポートいたします！

手織り絨毯から
ギャッベ・ペルシャ絨毯
アクセントラグまで
多数取扱い!

絨 毯カーテン
国産生地
取扱い数１,0００枚以上
輸入生地
取扱い数１００枚以上

照 明
国産照明
取扱い数１００灯以上
輸入照明
取扱い数 5０灯以上

５/１•８•１５•２２火曜日（定休日）は休まず営業いたします。

お買い物や、お仕事帰りに、
好アクセスの小田急百貨店新宿店
本館8階に出店！！

匠大塚
小田急百貨店新宿店

掲 載 商 品 は 一 例 になります。その他にも通 常 販 売 価 格よりお 買 得な商 品 が 多 数ございますので 、詳しくは 店 舗まで お 問 い 合 わせください！

数 量 限 定 特 別 ご 奉 仕 商 品 特別にご提供させていただくために 各３台 ご用意しました。この機会にぜひ！（５月１０日まで）

匠 大 塚 オリジ ナル 家 具 から 最 新 モ ダ ン、アンティーク 家 具 まで 国 内 外 から 魅 力 あるインテリア を 一 堂 に ! !

ソファ - 多彩なブランド・デザインから選べます -

- テーブルとチェアは自由に組み合わせできます-

- 自分好みの寝心地がきっと見つかる -

ダイニング

TVボード

衣類収納

ベッド・マットレス

展示数５００台以上

展示数４００台以上

展示数１００台以上

日本 国内で最新鋭設備と熟 練職人の技術を持つ工場と
インテリア業 界で長年の経 験と実績を持つ匠大塚が
共同開発したオリジナルマットレスコレクション。
6つの寝心地を、ぜひ店頭でご体感ください。

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円～

日本の匠（職人 ）が作り上げた
Made in Japanの
新しい最高品質

アメリカで日本人の
体型・好みに合わせて開発された
マットレス。

「究極の眠りのために・・・」
アメリカ政府機関などで納品実績がある、創業 85 年の
老舗マットレス工場でつくられるオリジナルマットレス。
8つの寝心地を比べてください。

ラグジュアリートップ
シングルサイズ

448,200円～

ARTIS

◆材質：オーク材
幅140×奥行80×高さ72
テーブル 46,980円
14.

別サイズ 幅110×奥行38×高さ45

ベンチ 17,550円
別サイズ

幅50×奥行56.5×高さ76

チェア 各 15,660円

選べるカバー全6色 3,110円～

◆材質：ウォールナット材
幅98.8×奥行12×高さ90
ヘッドボード 48,600円

別サイズ 幅97×奥行195×高さ33

マットレス 144,720円
別サイズ

幅97×奥行195×高さ19.5

ボトム 86,400円
別サイズ

中央・上部・側面の3カ所のスペースで、
ベッド周りの収納をサポート！

写真組み合わせ
シングルベッド3点
279,720円

20.

◆材質：オーク材
幅165×奥行85×高さ65
テーブル 66,690円
16.

別サイズ
幅155×奥行68×高さ84

ソファ 105,030円
別サイズ

幅63×奥行68×高さ84

チェア 各 58,590円
別サイズ

ダイニングとしてお食事も
リビングでのくつろぎも両立してお使いできる
人気のダイニング。

◆張地：布（色違いあり）

※ソファ、チェア共に専用のカバーがございます。

◆材質：節入オーク材
幅150×奥行85×高さ70
テーブル 108,000円
17.

別サイズ 幅44×奥行50.5×高さ76

チェア 各 27,000円

節入りのホワイトオーク無垢材を使用した
森の恵みを感じるダイニング。

◆張地：布（色違いあり）
幅185×奥行143×高さ78
ファブリックソファ 99,900円
09.

別サイズ 幅47×奥行10

ヘッドレスト 9,720円

コンパクトサイズで、くつろぎ方いろいろ！
※ソファタイプもございます。

※ベンチ、チェア共に専用のカバーがございます。

無垢材を使用した、
曲線のフォルムが美しいダイニング。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ103-86
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト ◆材質：オーク材（色違いあり●●）
◆張地：革（一部合成皮革/色違いあり）

幅199×奥行90.5×高さ95
本革張りソファ 338,000円
12.

別サイズ

シートには高反発ウレタンを使用し、
しっかりとした座り心地と抜群の耐久性を両立。

高級車のシートに
用いられる技術を採用。

◆張地：革（色違いあり）
幅264×奥行164×高さ90
総革張りカウチソファ 298,000円
11.

別サイズ

しっかり身体を包み込む
スタイリッシュなワイドカウチソファ。

◆色違いあり●
幅97×奥行202×高さ76
ベッドフレーム 39,150円
19.

別サイズ 幅97×奥行195×高さ21

マットレス 48,600円
別サイズ

ベッド下の収納スペースで
お部屋の収納力をアップ！

◆色違いあり●
※開閉は足元から上げるタイプと横から上げるタイプからお選びいただけます。

幅97×奥行210×高さ91
ベッドフレーム 140,400円
21.

別サイズ 幅97×奥行195×高さ33

マットレス 99,360円
別サイズ

圧倒的な収納力が魅力の、跳ね上げ式ベッド！
ガススプリング搭載で開閉も簡単スムーズ。

◆材質：ウォールナット材（色違いあり●）
幅150×奥行46×高さ39
TVボード 105,300円
13.

別サイズ

ウォールナット材を使用したルーバーデザインが
印象的なテレビボード。

◆材質：ナラ材
　　　　（素材違い/色違いあり●）

幅90×奥行55.8×高さ193
ワードローブ 118,800円
18.

別サイズ 幅119.8×奥行46.5×高さ120

ハイチェスト 99,360円
別サイズ

日々ふれる家具だからこそ安らぐ風合いを！
全24種類からお選びいただけます。

シートの組み替えで、
カウチソファにも。

カウチソファソファ+オットマン

◆張地：布
◆カバーリング仕様

幅230×奥行160×高さ70
ファブリックカウチソファ

168,000円

22.

上質なフェザーをたっぷりと！
心地よさに満たされるカウチタイプ。

特別価格

◆材質：オーク材
幅160×奥行40×高さ38
TVボード

54,800円

26.

シンプルなデザインでしっかり収納できる
テレビボード。

特別価格
◆材質：オーク材
◆張地：PVC

幅140×奥行80×高さ72
テーブル

ダイニングセット５点

128,000円

23.

背中のラインにぴったりフィットする
座り心地抜群のハイバックチェア。

特別価格幅46×奥行55.5×高さ95

チェア
◆材質：オーク材
幅98.8×奥行206×高さ90
ベッドフレーム（シングル）

幅97×奥行195×高さ20
ベッドフレーム（シングル）

17,000円

25.

シンプルで落ち着いた雰囲気が
人気のベッドフレーム。

特別価格
59,000円

特別価格

◆材質：オーク材
◆張地：布

幅160×奥行85×高さ72
テーブル

ダイニングセット５点

169,000円

24.

オーク材の深みのある杢目と、
洗練されたシャープなデザインが大人気！

特別価格幅47×奥行56.5×高さ85

チェア

写真組み合わせ
ダイニング4点
106,260円 写真組み合わせ

ダイニング5点
216,000円

写真組み合わせ
ダイニング4点
288,900円

写真組み合わせ
シングルベッド3点
87,750円

写真組み合わせ
シングルベッド2点
239,760円

◆材質：アルダー材（色違いあり） ◆張地：布（色違いあり）
幅120×奥行80×高さ55-70
昇降式テーブル 69,660円
15.

別サイズ 幅190×奥行170×高さ66

コーナー
ソファ（２点）144,180円

食事をしたりテレビを見たり、
１台２役のLDセット。

写真組み合わせ
ダイニング２点
213,840円

その他にも栓（せん）、楠（くす）、樺（かば）、ブビンガなどお気に入りの天板と脚を自由に組み合わせて、世界に一つだけのテーブルを見つけてください。

屋久杉

欅（けやき）

栃（とち）

木のぬくもりが 家族 団らんの温かい空間を演出します。

高級ソファやアームチェアの生産地で有名なイタリア北部
ロンバルディア州ブリアンツァ地域の中心地メダに設立され、
チーフ・デザイナー兼アートディレクター、ジョルジオ・ソレッシと
匠大塚による新ブランドです。

設計から試作品の作成、商品の金属フレーム、
内部のウレタンや羽毛なども自社で手がけるなど、
徹底した自社生産にこだわったモノづくりを行っています。

デザイナー：
ジョルジオ・ソレッシ

伝統の香川漆芸を手がける工房で、職人の手により
しっかりとつくり込まれ仕上げられるその家具は、
艶やかな光沢を放ち深く美しい杢目が顕れます。

ESSENZA
（エッセンサ）

工業デザイナー :
KEN OKUYAMA DESIGN 代表

Kiyoyuki Ken Okuyama

奥 山 清 行
（ おくやま きよゆき ）

1959年 山形市生まれ。
フェラーリ エンツォ、マセラティ クアトロポルテなどの
自動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、
ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。
2007年よりKEN OKUYAMA DESIGN代表として、
山形・東京・ロサンゼルスを拠点に、
企業コンサルティングのほか、
自身のブランドで自動車・
インテリアプロダクト・
眼鏡の開発から販売までを行う。

Filia
Luxury Top

フィリア
ラグジュアリートップ

「 究 極の眠りのために…」
アメリカで培った確かな技術を
日本人の体型・
好みに合わせてデザイン・
開発された最上位モデル。

【 片面仕様 】

モダンで エレガントな 洗 練された 空 間を
時代を牽引する世界的デザイナー 奥山 清行氏率いる
KEN OKUYAMA DESIGNによるブランドを
豊富に取り揃えました。

KEN OKUYAMA DESIGNのデザインした洗練された 家具・インテリアの数々が
展示された空間を店内で、直接触れてご体感ください。

匠 大 塚 オリ ジ ナ ル 家 具 か ら 最 新 モ ダ ン 、ア ン ティ ー ク 家 具 ま で 国 内 外 か ら 魅 力 あ る イ ン テ リ ア を 一 堂 に ! !

CLASSIC CAR FESTIVAL 
3（木） 6（日）5 ～

in kasukabe

春日部本店催事企画

車だけでなく様々な趣味のお部屋を展開し、
新たなライフスタイルとインテリアの提案を行います。

◆材質：樺材
幅154.4×奥行85.4×高さ68.8
テーブル 166,860円
08.

幅48×奥行59×高さ90

チェア 各 86,940円

細部にまでこだわったデザインと仕上げ。
ハイバックの背もたれが格調高い雰囲気を醸し出します。

◆張地：革（色違いあり）
幅72×奥行99×高さ98
ロッキングチェア 432,000円
05.

幅67×奥行47×高さ37

オットマン 135,000円

工業デザイナー 奥山清行氏が
代表を務めるデザインスタジオが手がけた
ロッキングチェア。

高級車の内装にも用いられる
キルトステッチを採用。

◆張地：布（色違いあり●）
幅210×奥行90×高さ65

ファブリックソファ
（３P） 437,400円
03.

別サイズ
◆張地：布（色違いあり●）
幅180×奥行90×高さ65

ファブリックソファ
（２P） 397,440円

別サイズ

幅広くゆったりとくつろげる座面でファブリックならではの柔和な雰囲気が、高級感のあるソファに。

◆張地：革（色違いあり●）
幅208×奥行92×高さ72-101
総革張りソファ 828,900円
01.

別サイズ

オリジナルブランド「 ESSENZA」。
スタイリッシュで柔和な雰囲気が
リビングに寛ぎをもたらす
モダンスタイルソファ。

◆張地：布
幅195×奥行86×高さ76
ソファ 880,200円
04.

別サイズ

肌触りの良いファブリックとの組み合わせで、
シャープで温かみのあるデザイン。
日本が世界に誇る奥山デザインのソファを
ぜひこの機会に！

◆張地：布
幅219×奥行94×高さ97
ファブリックソファ 680,400円
06.

気品溢れる美しいフォルムは暮らしに心地良さを与え、
ワンランク上の上質な空間を演出します。

◆張地：布
幅186×奥行13×高さ104

ヘッドボード
（クィーンサイズ） 297,000円

02.

別サイズ 幅170×奥行203×高さ40.5

マットレス
（クィーンロング）783,000円

別サイズ

幅170×奥行203×高さ20

ボトム 216,000円
別サイズ

モダンかつエレガントでラグジュアリー なデザイン。
寝室を豪華で気品ある雰囲気に仕上げてくれます。

◆材質：オーク材

◆張地：布

幅150×奥行80×高さ68.5
テーブル 117,000円
07.

別サイズ

◆材質：オーク材
幅200×奥行87×高さ92
ファブリックソファ 259,000円

別サイズ

幅54×奥行59×高さ77.5

チェア 各 50,000円

シンプルなダイニングテーブルと
簡単着脱！お手入れしやすいカバーリングチェア！

５/１•８•１５•２２火曜日（定休日）は休まず営業いたします。
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印刷物のため、実物と多少異 なる場 合もございます。◇ 掲 載写真 は 商品 のイメージ 画 像に なります。また小物につきまして お 取 扱いしていない場合がございます。◇ お選びいただく張地により納期がかかる場合がございます。詳しくは店 舗にてご 確認ください。◇ 商品のサイズ表記はセンチメートルになります。
◇ 　　 は別サイズがあることの表記になります。詳しい情報は店舗までお問い合わせください。※１ オーダーカーテン及び 住宅用照明器具は、国内メーカー希望小売価 格 からの 割引になります。（ メーカー、アイテムにより割 引率 は 異 なります。一 部商品を除く。）別サイズ

コレド日本橋

日本橋三越本店（新館）

日本橋髙島屋

ビル建設中

日本橋駅

三越前駅

東京駅
八重洲北口

7 階入口
東京日本橋タワー

一方通行

駐車場へのルート案内
日本橋 高島屋
すぐ隣り

TEL.０４８-７６３-４００１

１０:３０～１９:００毎週火曜日定休日営業
時間 

（ 祝日を除く）

専用駐車場 約７００台

春日部本店
Kasukabe Main Store

埼玉県 春日部市 粕壁東２-５-１〒３４４-００６２

※当社ご利用のお客様は、無料にてご利用いただけます。

電車でお越しの方

（ 東武伊勢崎線）                         （ 東武野田線）
東武スカイツリーライン / 東武アーバンパークライン

春日部駅東口から徒歩約７分

TEL.０３-６２６２-５５７４
１０:３０～１９:００ 年中無休営業

時間 （年末年始を除く）

同ビル 地下３階 駐車場あり

東京日本橋ショールーム
Tokyo Nihonbashi Showroom

東京都中央区日本橋２-７-１東京日本橋タワー７階/２５階〒１０３-６０２５

※ 機 械 式 駐車 場に なります。

電車でお越しの方

東京メトロ　銀座 線・東西線・浅 草線

日本橋駅直結（ B6出口）

東口

埼玉縣信用金庫
春日部支店

春日部仲町
郵便局 （旧西武春日部店跡）

匠大塚春日部本店

至北千住 ▼

４号線

市民文化会館前

公園橋（西）

駐車場へのルート案内

お客様のさまざまなご要望やお悩みにお応えするためのサービスをご案内いたします。

インテリア相談
□ 理想の実現を徹底 サポート
□ きっと見つかるマストアイテム

ここが匠！その1

無料フィッティングサービス
□ サイズやコーディネートの不安を解決！
□ 店内でルームシーンを再現！

ここが匠！その2

家具修理・カスタマイズ
□ 専門の工房で丁寧に修理！
□ ご希望に添うカスタマイズ

ここが匠！その3

「インテリアを選ぶのも時間がかかる…」
「コーディネートはこれで大丈夫かな？」
そんなお悩みはありませんか？
ご安心下さい！
匠大塚では単品家具だけでなく
お部屋全体をコーディネートする
≪トータルプランニング≫まで専門の
スタッフがしっかりサポートいたします！

手織り絨毯から
ギャッベ・ペルシャ絨毯
アクセントラグまで
多数取扱い!

絨 毯カーテン
国産生地
取扱い数１,0００枚以上
輸入生地
取扱い数１００枚以上

照 明
国産照明
取扱い数１００灯以上
輸入照明
取扱い数 5０灯以上

５/１•８•１５•２２火曜日（定休日）は休まず営業いたします。

お買い物や、お仕事帰りに、
好アクセスの小田急百貨店新宿店
本館8階に出店！！

匠大塚
小田急百貨店新宿店

掲 載 商 品 は 一 例 になります。その他にも通 常 販 売 価 格よりお 買 得な商 品 が 多 数ございますので 、詳しくは 店 舗まで お 問 い 合 わせください！

数 量 限 定 特 別 ご 奉 仕 商 品 特別にご提供させていただくために 各３台 ご用意しました。この機会にぜひ！（５月１０日まで）

匠 大 塚 オリジ ナル 家 具 から 最 新 モ ダ ン、アンティーク 家 具 まで 国 内 外 から 魅 力 あるインテリア を 一 堂 に ! !

ソファ - 多彩なブランド・デザインから選べます -

- テーブルとチェアは自由に組み合わせできます-

- 自分好みの寝心地がきっと見つかる -

ダイニング

TVボード

衣類収納

ベッド・マットレス

展示数５００台以上

展示数４００台以上

展示数１００台以上

日本 国内で最新鋭設備と熟 練職人の技術を持つ工場と
インテリア業 界で長年の経 験と実績を持つ匠大塚が
共同開発したオリジナルマットレスコレクション。
6つの寝心地を、ぜひ店頭でご体感ください。

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円～

日本の匠（職人 ）が作り上げた
Made in Japanの
新しい最高品質

アメリカで日本人の
体型・好みに合わせて開発された
マットレス。

「究極の眠りのために・・・」
アメリカ政府機関などで納品実績がある、創業 85 年の
老舗マットレス工場でつくられるオリジナルマットレス。
8つの寝心地を比べてください。

ラグジュアリートップ
シングルサイズ

448,200円～

ARTIS

◆材質：オーク材
幅140×奥行80×高さ72
テーブル 46,980円
14.

別サイズ 幅110×奥行38×高さ45

ベンチ 17,550円
別サイズ

幅50×奥行56.5×高さ76

チェア 各 15,660円

選べるカバー全6色 3,110円～

◆材質：ウォールナット材
幅98.8×奥行12×高さ90
ヘッドボード 48,600円

別サイズ 幅97×奥行195×高さ33

マットレス 144,720円
別サイズ

幅97×奥行195×高さ19.5

ボトム 86,400円
別サイズ

中央・上部・側面の3カ所のスペースで、
ベッド周りの収納をサポート！

写真組み合わせ
シングルベッド3点
279,720円

20.

◆材質：オーク材
幅165×奥行85×高さ65
テーブル 66,690円
16.

別サイズ
幅155×奥行68×高さ84

ソファ 105,030円
別サイズ

幅63×奥行68×高さ84

チェア 各 58,590円
別サイズ

ダイニングとしてお食事も
リビングでのくつろぎも両立してお使いできる
人気のダイニング。

◆張地：布（色違いあり）

※ソファ、チェア共に専用のカバーがございます。

◆材質：節入オーク材
幅150×奥行85×高さ70
テーブル 108,000円
17.

別サイズ 幅44×奥行50.5×高さ76

チェア 各 27,000円

節入りのホワイトオーク無垢材を使用した
森の恵みを感じるダイニング。

◆張地：布（色違いあり）
幅185×奥行143×高さ78
ファブリックソファ 99,900円
09.

別サイズ 幅47×奥行10

ヘッドレスト 9,720円

コンパクトサイズで、くつろぎ方いろいろ！
※ソファタイプもございます。

※ベンチ、チェア共に専用のカバーがございます。

無垢材を使用した、
曲線のフォルムが美しいダイニング。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ103-86
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト ◆材質：オーク材（色違いあり●●）
◆張地：革（一部合成皮革/色違いあり）

幅199×奥行90.5×高さ95
本革張りソファ 338,000円
12.

別サイズ

シートには高反発ウレタンを使用し、
しっかりとした座り心地と抜群の耐久性を両立。

高級車のシートに
用いられる技術を採用。

◆張地：革（色違いあり）
幅264×奥行164×高さ90
総革張りカウチソファ 298,000円
11.

別サイズ

しっかり身体を包み込む
スタイリッシュなワイドカウチソファ。

◆色違いあり●
幅97×奥行202×高さ76
ベッドフレーム 39,150円
19.

別サイズ 幅97×奥行195×高さ21

マットレス 48,600円
別サイズ

ベッド下の収納スペースで
お部屋の収納力をアップ！

◆色違いあり●
※開閉は足元から上げるタイプと横から上げるタイプからお選びいただけます。

幅97×奥行210×高さ91
ベッドフレーム 140,400円
21.

別サイズ 幅97×奥行195×高さ33

マットレス 99,360円
別サイズ

圧倒的な収納力が魅力の、跳ね上げ式ベッド！
ガススプリング搭載で開閉も簡単スムーズ。

◆材質：ウォールナット材（色違いあり●）
幅150×奥行46×高さ39
TVボード 105,300円
13.

別サイズ

ウォールナット材を使用したルーバーデザインが
印象的なテレビボード。

◆材質：ナラ材
　　　　（素材違い/色違いあり●）

幅90×奥行55.8×高さ193
ワードローブ 118,800円
18.

別サイズ 幅119.8×奥行46.5×高さ120

ハイチェスト 99,360円
別サイズ

日々ふれる家具だからこそ安らぐ風合いを！
全24種類からお選びいただけます。

シートの組み替えで、
カウチソファにも。

カウチソファソファ+オットマン

◆張地：布
◆カバーリング仕様

幅230×奥行160×高さ70
ファブリックカウチソファ

168,000円

22.

上質なフェザーをたっぷりと！
心地よさに満たされるカウチタイプ。

特別価格

◆材質：オーク材
幅160×奥行40×高さ38
TVボード

54,800円

26.

シンプルなデザインでしっかり収納できる
テレビボード。

特別価格
◆材質：オーク材
◆張地：PVC

幅140×奥行80×高さ72
テーブル

ダイニングセット５点

128,000円

23.

背中のラインにぴったりフィットする
座り心地抜群のハイバックチェア。

特別価格幅46×奥行55.5×高さ95

チェア
◆材質：オーク材
幅98.8×奥行206×高さ90
ベッドフレーム（シングル）

幅97×奥行195×高さ20
ベッドフレーム（シングル）

17,000円

25.

シンプルで落ち着いた雰囲気が
人気のベッドフレーム。

特別価格
59,000円

特別価格

◆材質：オーク材
◆張地：布

幅160×奥行85×高さ72
テーブル

ダイニングセット５点

169,000円

24.

オーク材の深みのある杢目と、
洗練されたシャープなデザインが大人気！

特別価格幅47×奥行56.5×高さ85

チェア

写真組み合わせ
ダイニング4点
106,260円 写真組み合わせ

ダイニング5点
216,000円

写真組み合わせ
ダイニング4点
288,900円

写真組み合わせ
シングルベッド3点
87,750円

写真組み合わせ
シングルベッド2点
239,760円

◆材質：アルダー材（色違いあり） ◆張地：布（色違いあり）
幅120×奥行80×高さ55-70
昇降式テーブル 69,660円
15.

別サイズ 幅190×奥行170×高さ66

コーナー
ソファ（２点）144,180円

食事をしたりテレビを見たり、
１台２役のLDセット。

写真組み合わせ
ダイニング２点
213,840円

その他にも栓（せん）、楠（くす）、樺（かば）、ブビンガなどお気に入りの天板と脚を自由に組み合わせて、世界に一つだけのテーブルを見つけてください。

屋久杉

欅（けやき）

栃（とち）

木のぬくもりが 家族 団らんの温かい空間を演出します。

高級ソファやアームチェアの生産地で有名なイタリア北部
ロンバルディア州ブリアンツァ地域の中心地メダに設立され、
チーフ・デザイナー兼アートディレクター、ジョルジオ・ソレッシと
匠大塚による新ブランドです。

設計から試作品の作成、商品の金属フレーム、
内部のウレタンや羽毛なども自社で手がけるなど、
徹底した自社生産にこだわったモノづくりを行っています。

デザイナー：
ジョルジオ・ソレッシ

伝統の香川漆芸を手がける工房で、職人の手により
しっかりとつくり込まれ仕上げられるその家具は、
艶やかな光沢を放ち深く美しい杢目が顕れます。

ESSENZA
（エッセンサ）

工業デザイナー :
KEN OKUYAMA DESIGN 代表

Kiyoyuki Ken Okuyama

奥 山 清 行
（ おくやま きよゆき ）

1959年 山形市生まれ。
フェラーリ エンツォ、マセラティ クアトロポルテなどの
自動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、
ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。
2007年よりKEN OKUYAMA DESIGN代表として、
山形・東京・ロサンゼルスを拠点に、
企業コンサルティングのほか、
自身のブランドで自動車・
インテリアプロダクト・
眼鏡の開発から販売までを行う。

Filia
Luxury Top

フィリア
ラグジュアリートップ

「 究 極の眠りのために…」
アメリカで培った確かな技術を
日本人の体型・
好みに合わせてデザイン・
開発された最上位モデル。

【 片面仕様 】

モダンで エレガントな 洗 練された 空 間を
時代を牽引する世界的デザイナー 奥山 清行氏率いる
KEN OKUYAMA DESIGNによるブランドを
豊富に取り揃えました。

KEN OKUYAMA DESIGNのデザインした洗練された 家具・インテリアの数々が
展示された空間を店内で、直接触れてご体感ください。

匠 大 塚 オリ ジ ナ ル 家 具 か ら 最 新 モ ダ ン 、ア ン ティ ー ク 家 具 ま で 国 内 外 か ら 魅 力 あ る イ ン テ リ ア を 一 堂 に ! !

CLASSIC CAR FESTIVAL 
3（木） 6（日）5 ～

in kasukabe

春日部本店催事企画

車だけでなく様々な趣味のお部屋を展開し、
新たなライフスタイルとインテリアの提案を行います。

◆材質：樺材
幅154.4×奥行85.4×高さ68.8
テーブル 166,860円
08.

幅48×奥行59×高さ90

チェア 各 86,940円

細部にまでこだわったデザインと仕上げ。
ハイバックの背もたれが格調高い雰囲気を醸し出します。

◆張地：革（色違いあり）
幅72×奥行99×高さ98
ロッキングチェア 432,000円
05.

幅67×奥行47×高さ37

オットマン 135,000円

工業デザイナー 奥山清行氏が
代表を務めるデザインスタジオが手がけた
ロッキングチェア。

高級車の内装にも用いられる
キルトステッチを採用。

◆張地：布（色違いあり●）
幅210×奥行90×高さ65

ファブリックソファ
（３P） 437,400円
03.

別サイズ
◆張地：布（色違いあり●）
幅180×奥行90×高さ65

ファブリックソファ
（２P） 397,440円

別サイズ

幅広くゆったりとくつろげる座面でファブリックならではの柔和な雰囲気が、高級感のあるソファに。

◆張地：革（色違いあり●）
幅208×奥行92×高さ72-101
総革張りソファ 828,900円
01.

別サイズ

オリジナルブランド「 ESSENZA」。
スタイリッシュで柔和な雰囲気が
リビングに寛ぎをもたらす
モダンスタイルソファ。

◆張地：布
幅195×奥行86×高さ76
ソファ 880,200円
04.

別サイズ

肌触りの良いファブリックとの組み合わせで、
シャープで温かみのあるデザイン。
日本が世界に誇る奥山デザインのソファを
ぜひこの機会に！

◆張地：布
幅219×奥行94×高さ97
ファブリックソファ 680,400円
06.

気品溢れる美しいフォルムは暮らしに心地良さを与え、
ワンランク上の上質な空間を演出します。

◆張地：布
幅186×奥行13×高さ104

ヘッドボード
（クィーンサイズ） 297,000円

02.

別サイズ 幅170×奥行203×高さ40.5

マットレス
（クィーンロング）783,000円

別サイズ

幅170×奥行203×高さ20

ボトム 216,000円
別サイズ

モダンかつエレガントでラグジュアリー なデザイン。
寝室を豪華で気品ある雰囲気に仕上げてくれます。

◆材質：オーク材

◆張地：布

幅150×奥行80×高さ68.5
テーブル 117,000円
07.

別サイズ

◆材質：オーク材
幅200×奥行87×高さ92
ファブリックソファ 259,000円

別サイズ

幅54×奥行59×高さ77.5

チェア 各 50,000円

シンプルなダイニングテーブルと
簡単着脱！お手入れしやすいカバーリングチェア！

５/１•８•１５•２２火曜日（定休日）は休まず営業いたします。


