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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２０１９年４月２６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 東京・埼玉・千葉・神奈川一部地域条件付き無料。島しょを除く。詳しくはお問い合わせください。別サイズ

インテリアの総合プロデュース企業匠大塚は催事やイベントなど百貨店とのさまざまな取組みを行っています。

小田急百貨店新宿店大宮高島屋 高崎高島屋
地下２階
０４８-６５７-８３２７（直通）

５階リビング売場
０２７-３２７-１１１１（代表）

日本橋高島屋S.C.本館
７階 家具売場
０３-３２４６-４８４２（直通）

本館８階＝家具売場
０3 -５３２５-２５３１（直通） （五十音順）（五十音順）

匠大塚取扱い
提 携 百貨 店

提　携
百貨店

匠大塚
小田急百貨店新宿店

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
日本橋髙島屋

日本橋髙島屋本館家具売場7階に
出店！！

１０:００～１９:００営業
時間 

TEL.０４８-６５７-８３２７

埼玉県さいたま市大宮区大門町１-３２
大宮髙島屋 地下２階

〒３３０-０８４６

3,000円以上のお買上げで
2時間まで無料

匠大塚
大宮タカシマヤ
Takumiotsuka
Omiya Takashimaya

大宮高島屋の休館日に準ずる

匠大塚
大宮タカシマヤ

大栄橋

大
栄
橋

三井住友銀行
大宮支店

大宮駅東口

JR / 東武鉄道

大宮駅東口から徒歩約２分

１１:００～１９:００営業
時間 

TEL.０３-6262-5574

東京都渋谷区渋谷１-７-７
住友不動産青山通ビル１・２階

〒１５０-０００２

匠大塚青山
Takumiotsuka Aoyama

年中無休（年末年始を除く）

宮益坂上

宮
益
坂

青
山
通
り

東口渋谷駅東口

匠大塚青山

渋谷郵便局

渋谷ヒカリエ

JR

渋谷駅東口から徒歩約６分
東京メトロ

表参道駅B2から徒歩約８分

１０:３０～１９:００営業
時間 

TEL.０４８-７６３-４００１

埼玉県春日部市粕壁東２-５-１
〒３４４-００６２

同専用駐車場 約７００台
※当社ご利用のお客様は、 
　無料にてご利用いただけます。

春日部本店
Kasukabe Main Store

毎週火曜日定休日（祝日を除く）

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

春日部駅東口から徒歩約７分
東武鉄道（東武伊勢崎線）/ 東武アーバンパークライン  （東武野田線）

4月27日
OPEN!

カーテン・照明・絨毯も国内最大級の品揃え

ダイニング - テーブルとチェアは自由に組み合わせできます- 展示数 4００台以上

展示数 5００台以上ソファ・ソファベッド - 多彩なブランド・デザインから選べます -

Grand Interior Fairグランドインテリアフェア
最新デザインから大収納ベッドまで！！

スリープアドバイザーがしっかりサポート！
寝心地体感フェア同時開催！

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円

日本の職人がつくり上げた
匠大塚オリジナルマットレス

ARTIS

SpecialBed Fair

※展示色は異なります。

TV ボード

アーティス

japan

選べる

色6
コンパクト
設計

リフトタイプ大型収納付き
圧倒的な収納力が魅力の
跳上げ式ベッド！
ベッド下を有効活用できる
大型収納付きベッドです。
ガススプリング搭載で
簡単スムーズ。
マットを乗せた状態でも楽に
開閉する事ができます。

&

カーテン 絨毯・ラグ照 明
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

国産生地
取扱い数１００灯以上

輸入生地
取扱い数 5０灯以上

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

新生活
応援セット

スタイリッシュな黒を基調としたラスティックデザイン。
ヘッドボード上部には便利な棚付き！

幅120×奥行43.9×高さ39
③TVボード 42,930円

幅90×奥行54×高さ39
④センターテーブル 42,930円

幅98×奥行214×高さ81
①ベッドフレーム 86,400円
18.

別サイズ

幅97×奥行195×高さ20
②マットレス 39,900円

別サイズ

212 ,160円
4点合計

フ レ ー ム と マ ッ ト レ ス は ご 自 由 に 組 み 合 わ せ い た だ け ま す 。

別サイズ

好評につき

会期延長!!

まで

5 19
(Sun.)

Sバネとポケットコイルの２重構造。
座り心地にこだわった新作カウチソファ。

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

身体を優しく包み込む、
快適な座り心地の
ハイバックソファ。

◆材質 :オーク材 
幅165×奥行85×高さ68.5
テーブル 130,000円
16.

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！

◆材質：オーク材
幅140×奥行80×高さ72
テーブル 77,490円
15.

テーブルの天板には無垢集成材を使用！
ベンチと組み合わせて
多様なダイニングシーンを。

写真組み合わせ
ダイニング5点
324,400円

自然風合い節入りカバーリング仕様

◆材質 : 節入りウォールナット材
幅150×奥行90×高さ70
テーブル 157,680円
17.

やさしい風合いは、節や木目を活かして
世界にひとつだけの表情が生まれます。

幅124×奥行40×高さ41.5
ベンチ73,440円

幅45.4×奥行54×高さ84
チェア 各47,520円

幅110×奥行38×高さ45
ベンチ 21,600円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円

写真組み合わせ
ダイニング4点
326,160円

※ベンチ・チェア共に専用のカバーがございます。

別サイズ

写真組み合わせ
ダイニング4点
147,020円
（カバー含む）

幅54×奥行59×高さ77.5
◆張地：布

チェア 各 48,600円

選べるカバー
全6色

2,430円～

◆材質：アルダー材（色違いあり●）
幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
ベッドフレーム 59,800円
08.

別サイズ別サイズ

別サイズ

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97×奥行195×高さ21
マットレス 48,600円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

108,400円

◆材質：オーク材
幅99.8×奥行206×高さ90
ベッドフレーム 98,820円
09.

別サイズ

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の収納スペースで収納力をアップ！

幅97×奥行195×高さ28
マットレス 69,660円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

168 ,480円

◆材質：ナラ材（色違いあり●●）
◆張地：布（色違いあり）

幅160×奥行72.5×高さ74
ファブリックソファ 118,000円
10.

別サイズ 別サイズ
◆オーク材 （色違いあり●●）　
◆張地：布（色違いあり）

幅180×奥行87×高さ92
ファブリックソファ 228,000 円

幅49×奥行15.5×高さ55
ヘッドレスト24,800 円

13.
別サイズ

◆張地：布（色違いあり）
幅220×奥行169×高さ78
ファブリッカウチクソファ 148,000 円

別サイズ

12.

間取りに合わせて組み合わせ自由！
大容量の引き出し付き。

◆張地：張地：革（色違いあり）/一部合成皮革
幅175×奥行88×高さ92㎝

128,000円本革張りソファ
11.

別サイズ

ハイバックタイプの
ゆったりと寛げる
コンパクトソファ。

4灯式LEDスポット照明が
優雅な空間を演出します。

◆色違いあり●
幅97×奥行210×高さ91
ベットフレーム(シングル ) 140,400円
07.

※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。※画像のサイズはダブルサイズになります。

◆材質：ウォールナット材

◆材質：ウォールナット材
幅180×奥行48.2×高さ180
TVボード 168,000円
14.

別サイズ

別サイズ幅65.4×奥行46.7×高さ180
キャビネット（ガラス戸） 89,000円

◆材質：ウォールナット材
別サイズ幅34×奥行46.7×高さ180

キャビネット（板戸） 58,000円

①
②

③
④

①
②

③
④

店 内 動 画 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 中 ! !

日本最大級
家 族３世 代 で 楽し め る イン テリア 専 門 店

＊  

匠大塚 春日部本店

東京ドームグラウンド面積の約２倍

再生

リフレッシュ
ま
さ
に職

人
技

大好評
お好みの生地を選ぶだけ！

長年使用した桐箪笥の
削り直し・洗い直しを承ります。木部のキズや、クッション材も

リフレッシュできます。

匠大塚の確かな技術力でご自宅のソファや椅子・箪笥を修理・再生いたします。
桐箪笥の修理

修理内容や仕上げ方法など、お気軽にご相談ください。
写真提供：ダニエル「家具の病院」

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。

木のぬくもりが家族団らんの温かい空間を演出します。

春日部本店店内

グランドオープン！
匠大塚青山

５月１６日（木）～２１日（火）

東武百貨店 池袋店 8F催事場

6日間限定出店！

 営業時間：午前１０時～午後８時　※ 最終日は午後６時閉場

お問合せ：ナビダイヤル 0570-086 -102
（通話料はお客様負担となります。） 

�� ������� � ������ � �����  ������� ��匠品質

必要だからというニーズではなく欲しいという
心を刺激する、確かなものづくりと、洗練された
デザインが魅せる上質なプロダクトを
提案するライフスタイルブランド「 Artes ia 」。

アルテシア
LIFE  STYLE BRAND

工業デザイナー : KEN OKUYAMA DESIGN 代表

KEN OKUYAMA DESIGNがデザインおよび監修を行った
東武鉄道新型特急車両500系

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。

数々の有名ブランドの製造を担い、
世界が認める工場でつくられる匠大塚オリジナルブランド。
デザインはイタリア有名デザイナージョルジオ・ソレッシ氏が
手がけています。

ジョルジオ・ソレッシ

伝統の技 × 最新デザイン

england
1938年創業。伝統と格式あるイギリス国内で、
最も信頼ある工場でつくられる匠大塚最新コレクション。

�� ���� ��� � ����� ��

◆張地：革
幅72×奥行99×高さ86
アームチェア 415,800円
06.

幅67×奥行47×高さ40

オットマン 149,580円

◆張地：革

◆材質：布
幅226×奥行102高さ90

ファブリックソファ
（３人掛け） 675,000円～

04.

別サイズ

◆張地：革
幅254×奥行160×高さ72 -101
総革張りカウチソファ 1,452,600円
01.

別サイズ

◆張地：革
幅270×奥行158×高さ79
総革張りカウチソファ 1,350,000円
05.

４月２７日
入荷予定
４月２７日
入荷予定

����
�������������

����
�������������

◆材質：色違いあり
幅185×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（185） 210,640円

◆材質：色違いあり
幅160×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（165） 198,000円

◆材質：色違いあり
幅160×奥行45×高さ76
ベンチ 93,960円

03.

◆張地：布

幅48×奥行59×高さ90

チェア 各 102 ,600円

◆材質：樺材
幅154.4×奥行85.4×高さ68.8
テーブル 196,560円
02.
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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２０１９年４月２６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 東京・埼玉・千葉・神奈川一部地域条件付き無料。島しょを除く。詳しくはお問い合わせください。別サイズ

インテリアの総合プロデュース企業匠大塚は催事やイベントなど百貨店とのさまざまな取組みを行っています。

小田急百貨店新宿店大宮高島屋 高崎高島屋
地下２階
０４８-６５７-８３２７（直通）

５階リビング売場
０２７-３２７-１１１１（代表）

日本橋高島屋S.C.本館
７階 家具売場
０３-３２４６-４８４２（直通）

本館８階＝家具売場
０3 -５３２５-２５３１（直通） （五十音順）（五十音順）

匠大塚取扱い
提 携 百貨 店

提　携
百貨店

匠大塚
小田急百貨店新宿店

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
日本橋髙島屋

日本橋髙島屋本館家具売場7階に
出店！！

１０:００～１９:００営業
時間 

TEL.０４８-６５７-８３２７

埼玉県さいたま市大宮区大門町１-３２
大宮髙島屋 地下２階

〒３３０-０８４６

3,000円以上のお買上げで
2時間まで無料

匠大塚
大宮タカシマヤ
Takumiotsuka
Omiya Takashimaya

大宮高島屋の休館日に準ずる

匠大塚
大宮タカシマヤ

大栄橋

大
栄
橋

三井住友銀行
大宮支店

大宮駅東口

JR / 東武鉄道

大宮駅東口から徒歩約２分

１１:００～１９:００営業
時間 

TEL.０３-6262-5574

東京都渋谷区渋谷１-７-７
住友不動産青山通ビル１・２階

〒１５０-０００２

匠大塚青山
Takumiotsuka Aoyama

年中無休（年末年始を除く）

宮益坂上

宮
益
坂

青
山
通
り

東口渋谷駅東口

匠大塚青山

渋谷郵便局

渋谷ヒカリエ

JR

渋谷駅東口から徒歩約６分
東京メトロ

表参道駅B2から徒歩約８分

１０:３０～１９:００営業
時間 

TEL.０４８-７６３-４００１

埼玉県春日部市粕壁東２-５-１
〒３４４-００６２

同専用駐車場 約７００台
※当社ご利用のお客様は、 
　無料にてご利用いただけます。

春日部本店
Kasukabe Main Store

毎週火曜日定休日（祝日を除く）

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

春日部駅東口から徒歩約７分
東武鉄道（東武伊勢崎線）/ 東武アーバンパークライン  （東武野田線）

4月27日
OPEN!

カーテン・照明・絨毯も国内最大級の品揃え

ダイニング - テーブルとチェアは自由に組み合わせできます- 展示数 4００台以上

展示数 5００台以上ソファ・ソファベッド - 多彩なブランド・デザインから選べます -

Grand Interior Fairグランドインテリアフェア
最新デザインから大収納ベッドまで！！

スリープアドバイザーがしっかりサポート！
寝心地体感フェア同時開催！

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円

日本の職人がつくり上げた
匠大塚オリジナルマットレス

ARTIS

SpecialBed Fair

※展示色は異なります。

TV ボード

アーティス

japan

選べる

色6
コンパクト
設計

リフトタイプ大型収納付き
圧倒的な収納力が魅力の
跳上げ式ベッド！
ベッド下を有効活用できる
大型収納付きベッドです。
ガススプリング搭載で
簡単スムーズ。
マットを乗せた状態でも楽に
開閉する事ができます。

&

カーテン 絨毯・ラグ照 明
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

国産生地
取扱い数１００灯以上

輸入生地
取扱い数 5０灯以上

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

新生活
応援セット

スタイリッシュな黒を基調としたラスティックデザイン。
ヘッドボード上部には便利な棚付き！

幅120×奥行43.9×高さ39
③TVボード 42,930円

幅90×奥行54×高さ39
④センターテーブル 42,930円

幅98×奥行214×高さ81
①ベッドフレーム 86,400円
18.

別サイズ

幅97×奥行195×高さ20
②マットレス 39,900円

別サイズ

212 ,160円
4点合計

フ レ ー ム と マ ッ ト レ ス は ご 自 由 に 組 み 合 わ せ い た だ け ま す 。

別サイズ

好評につき

会期延長!!

まで

5 19
(Sun.)

Sバネとポケットコイルの２重構造。
座り心地にこだわった新作カウチソファ。

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

身体を優しく包み込む、
快適な座り心地の
ハイバックソファ。

◆材質 :オーク材 
幅165×奥行85×高さ68.5
テーブル 130,000円
16.

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！

◆材質：オーク材
幅140×奥行80×高さ72
テーブル 77,490円
15.

テーブルの天板には無垢集成材を使用！
ベンチと組み合わせて
多様なダイニングシーンを。

写真組み合わせ
ダイニング5点
324,400円

自然風合い節入りカバーリング仕様

◆材質 : 節入りウォールナット材
幅150×奥行90×高さ70
テーブル 157,680円
17.

やさしい風合いは、節や木目を活かして
世界にひとつだけの表情が生まれます。

幅124×奥行40×高さ41.5
ベンチ73,440円

幅45.4×奥行54×高さ84
チェア 各47,520円

幅110×奥行38×高さ45
ベンチ 21,600円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円

写真組み合わせ
ダイニング4点
326,160円

※ベンチ・チェア共に専用のカバーがございます。

別サイズ

写真組み合わせ
ダイニング4点
147,020円
（カバー含む）

幅54×奥行59×高さ77.5
◆張地：布

チェア 各 48,600円

選べるカバー
全6色

2,430円～

◆材質：アルダー材（色違いあり●）
幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
ベッドフレーム 59,800円
08.

別サイズ別サイズ

別サイズ

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97×奥行195×高さ21
マットレス 48,600円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

108,400円

◆材質：オーク材
幅99.8×奥行206×高さ90
ベッドフレーム 98,820円
09.

別サイズ

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の収納スペースで収納力をアップ！

幅97×奥行195×高さ28
マットレス 69,660円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

168 ,480円

◆材質：ナラ材（色違いあり●●）
◆張地：布（色違いあり）

幅160×奥行72.5×高さ74
ファブリックソファ 118,000円
10.

別サイズ 別サイズ
◆オーク材 （色違いあり●●）　
◆張地：布（色違いあり）

幅180×奥行87×高さ92
ファブリックソファ 228,000 円

幅49×奥行15.5×高さ55
ヘッドレスト24,800 円

13.
別サイズ

◆張地：布（色違いあり）
幅220×奥行169×高さ78
ファブリッカウチクソファ 148,000 円

別サイズ

12.

間取りに合わせて組み合わせ自由！
大容量の引き出し付き。

◆張地：張地：革（色違いあり）/一部合成皮革
幅175×奥行88×高さ92㎝

128,000円本革張りソファ
11.

別サイズ

ハイバックタイプの
ゆったりと寛げる
コンパクトソファ。

4灯式LEDスポット照明が
優雅な空間を演出します。

◆色違いあり●
幅97×奥行210×高さ91
ベットフレーム(シングル ) 140,400円
07.

※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。※画像のサイズはダブルサイズになります。

◆材質：ウォールナット材

◆材質：ウォールナット材
幅180×奥行48.2×高さ180
TVボード 168,000円
14.

別サイズ

別サイズ幅65.4×奥行46.7×高さ180
キャビネット（ガラス戸） 89,000円

◆材質：ウォールナット材
別サイズ幅34×奥行46.7×高さ180

キャビネット（板戸） 58,000円

①
②

③
④

①
②

③
④

店 内 動 画 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 中 ! !

日本最大級
家 族３世 代 で 楽し め る イン テリア 専 門 店

＊  

匠大塚 春日部本店

東京ドームグラウンド面積の約２倍

再生

リフレッシュ
ま
さ
に職

人
技

大好評
お好みの生地を選ぶだけ！

長年使用した桐箪笥の
削り直し・洗い直しを承ります。木部のキズや、クッション材も

リフレッシュできます。

匠大塚の確かな技術力でご自宅のソファや椅子・箪笥を修理・再生いたします。
桐箪笥の修理

修理内容や仕上げ方法など、お気軽にご相談ください。
写真提供：ダニエル「家具の病院」

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。

木のぬくもりが家族団らんの温かい空間を演出します。

春日部本店店内

グランドオープン！
匠大塚青山

５月１６日（木）～２１日（火）

東武百貨店 池袋店 8F催事場

6日間限定出店！

 営業時間：午前１０時～午後８時　※ 最終日は午後６時閉場

お問合せ：ナビダイヤル 0570-086 -102
（通話料はお客様負担となります。） 
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必要だからというニーズではなく欲しいという
心を刺激する、確かなものづくりと、洗練された
デザインが魅せる上質なプロダクトを
提案するライフスタイルブランド「 Artes ia 」。

アルテシア
LIFE  STYLE BRAND

工業デザイナー : KEN OKUYAMA DESIGN 代表

KEN OKUYAMA DESIGNがデザインおよび監修を行った
東武鉄道新型特急車両500系

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。

数々の有名ブランドの製造を担い、
世界が認める工場でつくられる匠大塚オリジナルブランド。
デザインはイタリア有名デザイナージョルジオ・ソレッシ氏が
手がけています。

ジョルジオ・ソレッシ

伝統の技 × 最新デザイン

england
1938年創業。伝統と格式あるイギリス国内で、
最も信頼ある工場でつくられる匠大塚最新コレクション。
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◆張地：革
幅72×奥行99×高さ86
アームチェア 415,800円
06.

幅67×奥行47×高さ40

オットマン 149,580円

◆張地：革

◆材質：布
幅226×奥行102高さ90

ファブリックソファ
（３人掛け） 675,000円～

04.

別サイズ

◆張地：革
幅254×奥行160×高さ72 -101
総革張りカウチソファ 1,452,600円
01.

別サイズ

◆張地：革
幅270×奥行158×高さ79
総革張りカウチソファ 1,350,000円
05.

４月２７日
入荷予定
４月２７日
入荷予定
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◆材質：色違いあり
幅185×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（185） 210,640円

◆材質：色違いあり
幅160×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（165） 198,000円

◆材質：色違いあり
幅160×奥行45×高さ76
ベンチ 93,960円

03.

◆張地：布

幅48×奥行59×高さ90

チェア 各 102 ,600円

◆材質：樺材
幅154.4×奥行85.4×高さ68.8
テーブル 196,560円
02.


