
東京日本橋ショールーム
春日部 本 店

同時開催
総決算フェア開催!
店頭展示品を特別価格にて販売をいたします。

開 催 期 間

～3 ２（金） ４１（日）

確 かな 価 値との 出 会 い ®

匠大塚 東京日本橋ショールーム

日本橋駅 直結 家具の大型ショールーム（ フロア面積 約３,０００㎡ ）

春日部本店日本最大級
＊  

インテリアのテーマパーク
（東京ドームグラウンド面積の約２倍）

多彩なブランド・
デザインから選べます。

ベッド・マットレス

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。

Ar t isan（ 職人・工匠）を由来とする「ARTIS」を冠し、Made in Japan の最高品質を実現。　

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円～
ラグジュアリートップ
シングルサイズ

448,220円～

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

匠大塚オリジナルマットレスの寝心地をぜひご体感ください。

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。

表面は柔く、
裏面は硬めに。
両方の寝心地を
実現した
両面リバーシブル設計。

裏面

ARTIS

匠大塚自慢のベッドが、
この時期だけのスペシャルプライス !

大好評の匠大塚のラインナップに加え、ASLEEP、
そして「東京ベッド」まで国内外より選び抜いた
安心の品質と豊富なマットレスの中から、
ご自身にあった寝心地をぜひこの機会にご体感ください。

3月 3日（ 土 ）～
     3 月 25日（日）

ベッドフェア開 催中! !

05 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。

幅97×奥行210×高さ91
◆色違いあり●

ベッドフレーム

140,400円 別サイズ

06 本革を贅沢に使ったエレガントなヘッドボード。

幅45×奥行45×高さ52
◆材質：大理石

サイドテーブル

243,000円

幅62×奥行57×高さ39
◆色違いあり●

オットマン

194,400円

幅220×奥行33×高さ104
◆材質：革（色違いあり●）

へッドボード

375,300円 別サイズ

01 深みある色合いのウォールナットの杢目と、
高級感溢れる艶やかな仕上げのベッドフレーム。

幅55×奥行45×高さ56
◆材質：樺材

ナイトテーブル

137,700円 別サイズ

幅140×奥行204.5×高さ83.5
◆材質：ウォールナット材/樺材

ベッドフレーム

266,220円 別サイズ

02 ウォールナット材とオーク材を
使用したルーバーデザインが
印象的！

幅141.8×奥行206×高さ100
◆材質：ウォールナット材/オーク材

ベッドフレーム

ダブルベッド

118,800円

幅140×奥行195×高さ29
マットレス

120,960円

239,760円 別サイズ

組み合わせにより 149,580円～

03 宮付きタイプのヘッドボードと
引出しで抜群の収納力！

幅141.8×奥行207.5×高さ90
◆材質：ウォールナット材

ベッドフレーム

ダブルベッド

150,120円

幅140×奥行195×高さ33
マットレス

138,240 円

288,360円 別サイズ

組み合わせにより 180,900円～

04 落ちついた色合いのレザーと
上質な木材の組み合わせが
寝室のアクセントに。

幅153×奥行203×高さ39
マットレス

ワイドダブルロングベッド

437,400円

幅168×奥行5.1×高さ100
◆材質：楠材

◆ダブルクッションタイプ

ヘッドボード

390,960円

幅153×奥行203×高さ20
ボトム

178,200円

1,006,560円 別サイズ

組み合わせにより 466,020円～

ベッド全体サイズ

450,360円～
幅220×奥行236×高さ104

リフトタイプ大型収納付き
ベッド下を有効活用できる
大型収納付きベッドです。
マットを乗せた状態でも楽に
開閉する事ができます。
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。

4灯式LEDスポット
照明が優雅な空間を
演出します。

イタリアの職人が手作業で
ひとつひとつ丁寧につくられた
エレガントなヘッドボードです。

落ち着いた雰囲気で
人気のウォールナット材と、
最高級の漆を使った
艶やかな仕上がりは、
寝室に至高の雰囲気を
もたらしてくれます。

＊  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 2 月 2 6 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

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）

東京日本橋
ショールーム
ブログは
こちらから！

TEL.０３-６２６２-５５７４
営業時間 １０：３０～１９：００ 年中無休（年末年始は除く）

同ビル地下３階 駐車場あり ※ 機械式駐車場になります。

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

電車でお越しの方

東武スカイツリーライン（ 東武伊勢崎線）

東武アーバンパークライン（ 東武野田線）

春日部駅東口から徒歩約７分

春日部本店
ブログは
こちらから！

TEL.０４８-７６３-４００１
営業時間 １０：３０～１９：００毎週火曜日定休日（祝日は除く）

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〒３３４-００６２

※当社ご利用のお客様は、無料
　にてご利用いただけます。

春日部駅
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旧西武
春日部店跡

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

駐車場へのルート案内

一方通行

日本橋 高島屋
すぐ隣り

伝統のクラシックスタイルを受け継ぎ風格の或る家具を質にこだわり、ハンドメイド
で造り続けるTHEODORE ALEXANDER /セオドア アレキサンダーは1996 年
に新たに立ち上げた家具メーカー。
歴史的かつ文化的な背景を思い浮かべながら、日常の風景に伝統スタイルで過ごす
極上のニュアンスを加え、気品ある優雅な暮らしを実現させてくれます。
また、ウォールナット材やマホガニー材などの高級木材を使用して造られ、家具への
愛情も一層深まるコレクションです。

セオドア・アレキサンダー
    新規商品取扱い開始！

カーテン・照明 無料相談会 開催中！
● 新築・引っ越し・新生活のお客様向けの採寸＆見積もり無料

65%OFF最大

オーダーカーテンはメーカー希望小売価 格より

※1 50%OFF最大

国内ブランド住宅照明器具はメーカー希望小売価 格より

※1

絨 毯カーテン 照 明

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!

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！！
お気軽にお立ち寄りください。

匠大塚 小田急百貨店 新宿店
Grand Open!!

■ 一部商品、特別催事品、配送 費・取付費・古家具引取等の 実費 は対象外に なります。　※店頭展示品限りのため、売却済の場合はご容赦ください。※お買い上げ商品の返品、変更はご容赦ください。　※お届けは１ヵ月以内にお願いいたします。
※詳しくは東京日本橋ショール ームに お問い合わせください。

総決算フェア開催!Special Price
開 催 期 間

～3 ２（金） ４１（日）

新規ブランドの取扱い、商品の大量入荷に伴い、
人気の家具から品質にこだわった選りすぐりの家具まで
店頭展示品を特別価格にて販売をいたします。
人気の商品からなくなりますので、どうぞお早めに !
お得なこの機会にぜひご利用ください !

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 、この 機 会 に ぜ ひ お 越しください！（店頭展示品のみになります。）

18 天然木の自然な風合いと、すっきり
した脚部が人気のテレビボード。

08 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。

幅264×奥行164×高さ90
◆張地：革

総革張りカウチソファ

298,400円
268,000円

12 簡単着脱！
お手入れしやすいカバーリングチェア！

幅150×奥行80×高さ68.5
◆材質：オーク材

テーブル

117,000円
105,000円

幅54×奥行59×高さ77.5
◆材質：オーク材　◆張地：布

チェア

各 50,000円
各45,000円

※  画像のテーブルは幅165×奥行85（㎝）ですが、
　 展示品は幅150×奥行80（㎝）になります。

17 8種類のサイズ豊富なバリエーション。

幅90×奥行55.8×高さ193
◆材質：ナラ材

❶ワードローブ

118,800円
105,000円

幅119.8×奥行46.5×高さ120
◆材質：ナラ材

❶ハイチェスト

99,360円
89,000円

16 コンセント付きのヘッドボードは、
携帯の充電にも便利！

幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
◆材質：アルダー材

ベッドフレーム

59,800円
54,000円

幅97×奥行195×高さ21
マットレス

48,600円
44,000円

15 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！

幅141.8×奥行207.5×高さ90
◆材質：オーク材

ベッドフレーム

105,300円
95,000円

幅140×奥行195×高さ39
マットレス

398,520円
358,900円

13 昇降式のテーブルで高さを変えて
食事をしたりテレビを見たりできる、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行80×高さ55-70
◆材質：アルダー材

昇降式テーブル

69,660円
63,000円

幅190×奥行170×高さ66
◆材質：アルダー材　◆張地：布

ファブリックコーナーソファ

144,180円
128,000円

14 厚みのあるウォールナット材が、
ワンランク上のダイニング空間へ。

幅160×奥行85×高さ72
◆材質：ウォールナット材

テーブル

105,030円
94,500円

幅47×奥行54.5×高さ79.5
◆材質：ウォールナット材　◆張地：PVC

チェア

各 21,060円
各18,500円

07 掛け心地にもフォルムにも、椅子らしさにこだわったハイバックスタイルソファ。

幅190×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

ファブリックソファ
(3人掛け)

344,250円
308,000円

幅135×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

ファブリックソファ
( 2人掛け)

275,400円
248,000円

幅80×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

アームチェア

197,370円
178,000円

幅125×奥行60×高さ48
◆材質：樺材

センターテーブル

151,470円
135,000円

09 包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

幅214×奥行98×高さ98
◆張地：革

総革張りソファ

197,640円
178,000円

10 すっきりとしたシンプルな
デザインが人気の
フルカバーリングソファ。

幅190×奥行83×高さ80
◆張地：布

ファブリックソファ

127,980円
115,000円

幅170×奥行44.5×高さ43
◆ 材質：オーク材

TVボード

148,500円
129,800円

19 日本が誇る、匠の技術が実現した
究極の座り心地。
Pulito
（プリート）

幅71.5×奥行79～112×高さ90～74
◆材質：マホガニー材　◆張地：革

リクライニングチェア

243,000円
218,000円

11 ハイバックスタイルと天板の艶やかな塗りでダイニングルームを
優雅で気品ある雰囲気に。 幅180×奥行90×高さ71

◆材質：樺材 / メープル材

テーブル

183,600円
165,000円

幅48×奥行60×高さ90
◆材質：樺材　◆張地：布

チェア

各97,200円
各88,000円
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愛情も一層深まるコレクションです。

セオドア・アレキサンダー
    新規商品取扱い開始！

カーテン・照明 無料相談会 開催中！
● 新築・引っ越し・新生活のお客様向けの採寸＆見積もり無料

65%OFF最大

オーダーカーテンはメーカー希望小売価 格より

※1 50%OFF最大

国内ブランド住宅照明器具はメーカー希望小売価 格より

※1

絨 毯カーテン 照 明

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!

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！！
お気軽にお立ち寄りください。

匠大塚 小田急百貨店 新宿店
Grand Open!!

■ 一部商品、特別催事品、配送 費・取付費・古家具引取等の 実費 は対象外に なります。　※店頭展示品限りのため、売却済の場合はご容赦ください。※お買い上げ商品の返品、変更はご容赦ください。　※お届けは１ヵ月以内にお願いいたします。
※詳しくは東京日本橋ショール ームに お問い合わせください。

総決算フェア開催!Special Price
開 催 期 間

～3 ２（金） ４１（日）

新規ブランドの取扱い、商品の大量入荷に伴い、
人気の家具から品質にこだわった選りすぐりの家具まで
店頭展示品を特別価格にて販売をいたします。
人気の商品からなくなりますので、どうぞお早めに !
お得なこの機会にぜひご利用ください !

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 、この 機 会 に ぜ ひ お 越しください！（店頭展示品のみになります。）

18 天然木の自然な風合いと、すっきり
した脚部が人気のテレビボード。

08 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。

幅264×奥行164×高さ90
◆張地：革

総革張りカウチソファ

298,400円
268,000円

12 簡単着脱！
お手入れしやすいカバーリングチェア！

幅150×奥行80×高さ68.5
◆材質：オーク材

テーブル

117,000円
105,000円

幅54×奥行59×高さ77.5
◆材質：オーク材　◆張地：布

チェア

各 50,000円
各45,000円

※  画像のテーブルは幅165×奥行85（㎝）ですが、
　 展示品は幅150×奥行80（㎝）になります。

17 8種類のサイズ豊富なバリエーション。

幅90×奥行55.8×高さ193
◆材質：ナラ材

❶ワードローブ

118,800円
105,000円

幅119.8×奥行46.5×高さ120
◆材質：ナラ材

❶ハイチェスト

99,360円
89,000円

16 コンセント付きのヘッドボードは、
携帯の充電にも便利！

幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
◆材質：アルダー材

ベッドフレーム

59,800円
54,000円

幅97×奥行195×高さ21
マットレス

48,600円
44,000円

15 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！

幅141.8×奥行207.5×高さ90
◆材質：オーク材

ベッドフレーム

105,300円
95,000円

幅140×奥行195×高さ39
マットレス

398,520円
358,900円

13 昇降式のテーブルで高さを変えて
食事をしたりテレビを見たりできる、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行80×高さ55-70
◆材質：アルダー材

昇降式テーブル

69,660円
63,000円

幅190×奥行170×高さ66
◆材質：アルダー材　◆張地：布

ファブリックコーナーソファ

144,180円
128,000円

14 厚みのあるウォールナット材が、
ワンランク上のダイニング空間へ。

幅160×奥行85×高さ72
◆材質：ウォールナット材

テーブル

105,030円
94,500円

幅47×奥行54.5×高さ79.5
◆材質：ウォールナット材　◆張地：PVC

チェア

各 21,060円
各18,500円

07 掛け心地にもフォルムにも、椅子らしさにこだわったハイバックスタイルソファ。

幅190×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

ファブリックソファ
(3人掛け)

344,250円
308,000円

幅135×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

ファブリックソファ
( 2人掛け)

275,400円
248,000円

幅80×奥行83×高さ85
◆材質：樺材　◆張地：布

アームチェア

197,370円
178,000円

幅125×奥行60×高さ48
◆材質：樺材

センターテーブル

151,470円
135,000円

09 包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

幅214×奥行98×高さ98
◆張地：革

総革張りソファ

197,640円
178,000円

10 すっきりとしたシンプルな
デザインが人気の
フルカバーリングソファ。

幅190×奥行83×高さ80
◆張地：布

ファブリックソファ

127,980円
115,000円

幅170×奥行44.5×高さ43
◆ 材質：オーク材

TVボード

148,500円
129,800円

19 日本が誇る、匠の技術が実現した
究極の座り心地。
Pulito
（プリート）

幅71.5×奥行79～112×高さ90～74
◆材質：マホガニー材　◆張地：革

リクライニングチェア

243,000円
218,000円

11 ハイバックスタイルと天板の艶やかな塗りでダイニングルームを
優雅で気品ある雰囲気に。 幅180×奥行90×高さ71

◆材質：樺材 / メープル材

テーブル

183,600円
165,000円

幅48×奥行60×高さ90
◆材質：樺材　◆張地：布

チェア

各97,200円
各88,000円
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