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確かな価 値との出 会い ®

匠大塚 東京日本橋ショールーム

店頭展示品 販売会開催 !
新規ブランドの取扱い、新商品の大量入荷に伴い、

■ 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。 20 ～６２３（金） ７２（日）店頭展示品に限り
通常販売価格より

全 品 対 象 開 催 期 間

※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。

日本 初 上 陸 ブランド『 E S S E N ZA（ エッセンサ ）』や 、国 内 有名 産 地 の インテリアなど 、
取 扱 い 約 1 8 , 0 0 0 点の中から、厳 選した 商 品 をご 用意して おります 。魅 力あるインテリアを 世 界 から。

◆材質：樺材   ◆張地：革 ◆材質：樺材 ・メープル材（天板） ◆材質：樺材 ・メープル材（扉）

センターテーブル

158,220円
幅130×奥行62×高さ42.4(㎝)

サイドボード

550,260円
幅180.4×奥行45.2×高さ76.1(㎝)

本革張りソファ（3人掛け）

497,880円
幅203×奥行85×高さ83(㎝)

本革張りアームチェア

293,760円
幅94×奥行85×高さ83(㎝)

曲線的で流れるようなシルエットがリビングを優しく彩ります。1.

飽きのこないシンプルな使い勝手のよいダイニングテーブルと
女性でも持ち運び易い軽量設計のカバーリング仕様のチェアの組み合わせ。

3.

◆材質：オーク材   ◆張地：布

ダイニングテーブル
220,590円

幅135×奥行80×高さ68.5(㎝)
ダイニングチェア
幅48×奥行55.2×高さ77(㎝)

ベンチ
幅110×奥行40×高さ43(㎝)

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。

2.

◆材質：樺材 ・メープル材（天板） ◆材質：樺材   ◆張地：布

ダイニングテーブル
636,120円

幅180×奥行90×高さ71(㎝)
ダイニングチェア
幅48×奥行60×高さ90(㎝)

ダイニング5点

ダイニング４点

◆張地：布

ファブリックソファ（3人掛け）

443,880円
幅210×奥行95×高さ80(㎝)

4.無駄のない洗練されたデザイン。
イタリア人デザイナージョルジオ・ソレッシ氏が
手がける匠大塚オリジナルソファ。

◆張地：布

ファブリックソファ（3人掛け）

479,520円
幅218×奥行99×高さ74(㎝)

5.創業127年のソファブランドが長年の実績と
確かな技術で快適な座り心地を叶えます。

◆張地：革

総革張りソファ（3人掛け）

920,160円
幅208×奥行92×高さ72-101(㎝)

6.匠大塚オリジナルソファ。
背もたれは可動式になります。

398,000円➡

355,000円➡ 382,000円➡ 735,000円➡

126,000円➡ 440,000円➡235,000円➡

176,000円➡

508,000円➡



◇ 表示価格、表記の数量は２０１７年６月１９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。＊ 春日部 本店は家具・インテリアの専門店として最大級です。

カーテン 照 明 絨 毯 & ラグ無垢 天板大展示中！

ベッド ※ サイズ・色違いがございます。マットレスとフレームは自由に組み合わせいただけます ! マットレスのみのお買い替えも !!

テーブルとチェアは 組み合わせ自由！ 収納家具

TVボ ード100ソファ       種類以上

ダイニングテーブル       種類以上100

承ります

修理
張り替え

今、お使いの家具をリフォームしてみませんか？
修理はもちろん、お部屋の模様替えや新しい家具に合わせて
お持ちの家具を素敵にリフォーム! 承ります

オーダー
家具

お部屋にピッタリの家具つくりませんか？
技術力の高い優良工房で、お部屋の間取りや
雰囲気に合わせてしっかりおつくりいたします!

ゆったりとした落ち着いた空間でご自分に合ったベッドをお選びください。

マットレス シングル

眠りとつくりにこだわったマットレス&フレーム
19,980円～

本革張りソファ

◆張地：革（一部合成皮革）
幅174×奥行89×高さ85(㎝)

13. コンパクトなデザインと高反発素材を
使用したしっかりとした座り心地の本革ソファ。

204,660円

14. 優しいフォルムの人気フルカバーリングソファ。

幅200×奥行94×高さ89(㎝)
ファブリックソファ

◆張地：布

275,670円

※カバーリング使用

総革張りカウチソファ

◆張地：革
幅264×奥行164×高さ90(㎝)

15. 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。

298,000円

16. 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。

幅170×奥行44.5×高さ43(㎝)
TVボード

◆材質：オーク材

165,240円

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！

12.

◆材質：ウォールナット材

ベッド全体サイズ
幅123.8×奥行207×高さ90(㎝)

セミシングルサイズ ベッド３点 353,160円

◆材質：ホワイトオーク材
 幅98.4×奥行206×高さ90(㎝)
ベッドフレーム

ヘッドボード上部に携帯電話の充電に便利な
コンセントが付属。

11.

シングルサイズ ベッド２点 163,080円

コンセント付きのヘッドボードは、
携帯の充電にも便利！

10.

ベッドフレーム
幅102.5×奥行209.5×高さ70.7(㎝)

シングルサイズ ベッド２点

◆材質：アルダー材

115,020円
幅98×奥行209×高さ84(㎝)
ベッドフレーム

緩やかなカーブラインが特徴のシンプルデザインの
ベッドフレーム。

9.

シングルサイズ ベッド２点 63,720円

表面には耐久性の高いナラ材、
引出内部には衣類収納に最適な桐材を使用！

20.

幅119.8 奥行46.5×高さ120(㎝)
ハイチェスト

◆材質：ナラ材

110,700円
幅90 奥行55.8×高さ193(㎝)
ワードローブ

132,300円

77,490円マットレス（シングル）

アクシア プラッシュ
（他サイズあり）

8.

３層のクッションと６インチの
ボンネルコイルでしっかりとした
寝心地と高い耐久性を実現した
モデルです。

ボンネル
コイル

48,600円
マットレス（シングル）

アーティス 
スタンダードポケット

7.

耐久性を高めたポケットコイルと
立体感のある側生地が優しく身体に
フィットするアーティス
エントリーモデルのマットレスです。

STANDARD
POCKET

ARTIS

（他サイズあり）

ポケット
コイル

天板には二層４０㎜のオーク無垢材を
ふんだんに使用しています。

17.

◆材質：オーク材　◆張地：布

幅165×奥行90×高さ66(㎝)

ダイニング４点
ダイニングテーブル

ベンチ

回転チェア（アーム）
幅66×奥行62×高さ79(㎝)

幅145×奥行40×高さ38(㎝)

198,720円

ソファのような座り心地！お食事もくつろぎも
両立した人気のベンチタイプダイニング。

19.

◆材質：オーク材　◆張地：布
※カバーリング使用

幅165×奥行85×高さ65(㎝)

ダイニング４点
ダイニングテーブル

ダイニングチェア

ファブリックソファ
幅155×奥行68×高さ84(㎝)

幅63×奥行68×高さ84(㎝)

288,900円

18. 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！

◆材質：オーク材　◆張地：布
幅160× 奥行85× 高さ72(㎝)

ダイニング 5 点

ダイニングテーブル ダイニングチェア
幅47× 奥行56.5× 高さ85(㎝)

221,400円

163,000円➡ 220,000円➡ 238,000円➡ 129,000円➡

61,900円➡

279,000円➡129,000円➡92,000円➡49,900円➡

38,800円➡

88,000円➡

105,000円➡228,000円➡➡
➡158,000円 177,000円

17_0623_N

詳しい情 報・アクセス 方法はホームページまで

東京日本橋ショールーム 春日部本店

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
東京メトロ 半蔵門線

「 三越前駅」B6出口から 徒歩５分

（ B6出口）

内覧
時間 １０：３０～１８：３０年中無休（年末年始は除く）

まずは７階入口へお越しください。

東京日本橋
ショールーム
ブログは
こちらから！

約 7 分

東京ドームグラウンド面積の約２倍フロア面積約27，000㎡＊日本最大級
0３-６２６２-５５７４

春日部駅東口から
徒歩

日本橋 高島屋 すぐ隣り

電車でお越しの方

営業
時間 １０：３０～１８：３０ 毎週火曜日定休日

　　　　     　（祝日は除く）

春日部本店
ブログは
こちらから！

0４８-７６３-４００１

4

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

400

駐車場入口は
こちらからになります。

市民文化会館前

公園橋（西）

永代通り

中
央
通
り

ビル建設中

コレド日本橋

日本橋三越本店
（新館）

日本橋三越本店
（新館）

日本橋髙島屋丸善

一方通行
駐車場入口

当ビル

日本橋駅

三越前駅

は
い
ば
ら

駐車場へのルート案内

7階入口
東京日本橋タワー

家族３世代が笑顔になれるインテリアのテーマパーク!

東京日本橋タワー７階 /２５階


