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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）

営業
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

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 １０：３０～１９：３０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

※営業 時 間 を 延 長 い たしまし た 。
※8月15日（ 火 ）は 休まず 営業 い たします。

和家具総桐箪笥衣類収納

ベッド

マットレス

単品チェストから、ワードローブ、和箪笥まで !

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！

１周年記念 特別価格１周年記念 特別価格

20 種類以上の寝心地をゆっくりとご体感いただけます！

確かな価 値との出 会い ®

東京日本橋ショールーム春日部本店
東京ドームグラウンド面積の約２倍フロア面積 約27，000㎡※1日本最大級

ht tp : / /www. takumi-o t suka . jp

スーパーカーショー

～ 憧れのスーパーカーが春日部本店に集結 ～
パガーニ •ゾンダ

ムルシエラゴ

F430 F1 

１３：００～１９：００

場 所：春日部 本店 正面入り口前

お子様限定乗車撮影会も開催!（※先着順 ）

１９（土）•２０（日）８

詳しくはホームページへ

春 日 部 本 店 特 別 企 画

国 内 外 から 魅 力 ある インテリア を 一 堂 に！

～木づくり文化と伝統～飛騨・高山 ～こだわりのものづくり～広島

イタリア イタリア スペイン

kode7

承ります

修理
張り替え

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

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!承ります

桐箪笥
修理・再生

長年使用した桐箪笥の削り直し・
洗い直しを承ります。
修理内容や仕上げ方法など、
なんでもご相談ください。

絨 毯カーテン 照 明 アクセントラグから
ギャッベ・
ペルシャ絨毯まで
多数取扱い!

オーダーカーテンは
メーカー希望小売価格より

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

※260%OFF
最大

※240%OFF
最大

和箪笥・整理箪笥から、小袖箪笥まで
豊富な品揃え！

唐木家具・仙台民藝家具
岩屋堂箪笥・漆家具

マットレス
 シングル 19,980円～

総 数10 0台以上の
大展 示！◇ 春日部本店の

    展示数になります。 匠大塚推奨マットレス 匠大塚推奨マットレス

マットレス（シングル）
アーティス スタンダードポケット 48,600円～

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。

（他サイズあり）

◆ 材質：アルダー材（色違いあり●）

ベッドフレーム 66,420円
幅102.5×奥行209.5×高さ70.7(㎝)

シングルサイズ ベッド２点
86,400円～

写真の
組み合わせ 115,020円

マットレス（シングル）
アクシア ユーロトップ 110,700円～

（他サイズあり）

ファインレボ プライムマットレス
（シングル） 157,680円～

（他サイズあり）

STANDARD
POCKET

ARTIS 41.

アスリープの全てのマットレスに
内蔵された、30年耐久素材ファインレボ。
優れた「体圧分散性」と

「寝返りのしやすさ」を発揮します。

CMキャラクター

稲 村 亜 美

ポケット
コイル

40.

クッション性のある両面
ピロートップ仕様で睡眠中の
身体の自然な動きをサポートし、
ワンランク上の寝心地を。

ボンネル
コイル

39.

新商品 05. 身体のS字ラインにぴったりフィットするクッション設計！
ハイバックデザインで肩口までしっかりサポート。

◆材質：オーク材 （色違いあり●●）　◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

253,260円
幅180×奥行87×高さ92(㎝) ヘッドレスト

27,540円

お選びいただく張地により価格が変わります 。

サイズ
違いあり

07. 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。

◆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）

センターテーブル

97,200円
幅120×奥行60×高さ40(㎝)

本革張りソファ

341,280円
幅199×奥行90.5×高さ95(㎝)

お選びいただく張地により価格が変わります 。

291,060円～

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

04. シンプルなダイニングテーブルと
軽量設計のカバーリング仕様のチェア。

◆材質：オーク材 （色違いあり●●）　◆張地：布（色違いあり）

幅135×奥行80×高さ68.5(㎝)
テーブル 98,280円 チェア 各36,180円

ベンチ 49,950円

（写真の組み合わせは ダイニング 4 点  　　　　　　　 ）220,590円

サイズ違いあり

08.背もたれのカーブが身体にぴったりフィット！片手で持てる軽さも魅力！

◆材質：オーク材（色違いあり●●）  ◆張地：布（色違いあり）

幅165×奥行85×高さ68.5(㎝)
テーブル153,360円 チェア 各56,430円

チェア（アーム） 72,090円サイズ違いあり

お選びいただく張地により価格が変わります 。

01.

◆材質：ビーチ材 （色違いあり●）  ◆張地：布（色違いあり）  ※カバーリング仕様

幅150×奥行85×高さ70(㎝)
テーブル102,600円 チェア 各37,800円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点   　　　　　　　 ）253,800円

サイズ違いあり

06. 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（色違いあり●●）  ◆張地：布（色違いあり）

幅165×奥行85×高さ68.5(㎝)
テーブル144,720円 チェア 各54,000円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点  　　　　　　　 ）360,720円

サイズ違いあり

お選びいただく張地により価格が変わります 。

03. 天然木と手作り感が生み出すその美しさは、使うほどに味わいが出ます。

◆材質：樺 材  （色違いあり）

食器棚

321,840円
幅89×奥行39.5×高さ180(㎝)

◆材質：樺 材  （色違いあり）

幅１50×奥行85×高さ70(㎝)
テーブル129,600円 チェア 各48,600円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点  　　　　　　　 ）324,000円

サイズ違いあり

02. カントリーテイストのデザインをモダンに
リデザインした、
人気のロングセラーシリーズ。

◆材質：オーク材 
                ウォールナット材 
　　　 （色違いあり） 
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

345,600円
幅186×奥行81.5×高さ94.5(㎝)

サイズ
違いあり

センターテーブル

111,240円
幅110×奥行50×高さ43(㎝)

サイズ
違いあり

シンプルなデザインの中に、素材とつくりにこだわりを感じる
飛騨の新作ダイニング。

50. 8種類のサイズバリエーション。素材・色違いを
合わせ全 24 種類からお選びいただけます。

①① ②②

幅100×奥行42×高さ98.8(㎝)
②ミドルチェスト
幅80×奥行42×高さ80.5(㎝)
①ローチェスト 66,150円

◆材質：ホワイトオーク材（色違いあり●/ 素材違いあり）

88,290円

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

楠（くすのき）で防虫効果！
大切な衣類をしっかり守ります。

①

②

③

幅104.8×奥行56.9×高さ61.5.(㎝)
③上置き
幅104.8×奥行56.9×高さ133.9(㎝)
②ハイチェスト 232,200円

◆材質：楠材 

89,640円

幅127.8×奥行56.9×高さ195.4(㎝)
①ワードローブ 297,000円

51.

無垢材をふんだんに使った丈夫なつくりが魅力。44.

◆材質：オーク材（色違いあり●） 

ベッドフレーム 97,740円
幅102×奥行200.5×高さ86(㎝)

シングルサイズ ベッド２点
117,720円～

写真の
組み合わせ130,950円

46. 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！

写真の
組み合わせ 253,260円

132,300円
ダブルサイズ ベッド２点
163,080円～ ベッドフレーム

幅141.8×奥行206×高さ100(㎝)

45. 天然木無垢材を使用した、スクエアなフォルムの
ヘッドボード。

写真の
組み合わせ 228,300円

◆材質：楠材   ◆ダブルクッションタイプ

ダブルサイズ ベッド３点 151,350円～
●ベッド全体サイズ 幅141×奥行199×高さ95(㎝)

48.

●ベッド全体サイズ 幅100×奥行198.2×高さ85(㎝)
シングルサイズ ベッド３点 68,000円
◆ ダブルクッションタイプ　◆材質：ビーチ材

43.

特別価格

47.

シングルサイズ ベッド２点 53,800円
◆ 色違いあり● 

特別価格

49.

ベッドフレーム 幅98.8×奥行206×高さ90(㎝)ベッドフレーム 幅97×奥行202×高さ76(㎝)
シングルサイズ ベッド 2 点 84,800円
◆材質：オーク材

特別価格

新商品

新商品

コンセント付きのヘッドボードは、携帯の充電にも便利！

43,740円

◆ 色違いあり●

シングルサイズ ベッド２点
63,720円～ ベッドフレーム

幅98×奥行209×高さ84(㎝)

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。

42.



１周年記念特別価格１周年記念特別価格 １周年記念特別価格１周年記念特別価格Special Price Special Price

品質・デザイン そして 価格 。
私たちが自信を持って紹介する『 プレミアム・クオリティ』。Premium Quality

人気のウォールナットやモンキーポッドから
栃 •屋久杉まで１００枚以上の大展示 !

無垢一枚板天板 アンティーク家具

◆天板中央：ガラス

本革張りソファ（3人掛け）

591,300円
幅230×奥行91×高さ77(㎝)

本革張りソファ（2人掛け）

473,580円
幅169×奥行91×高さ77(㎝)

センターテーブル

170,100円
幅142.6×奥行82.6×高さ35(㎝)

◆材質：ウォールナット材
◆張地：革

背もたれと上質な厚革を
使用した重心が低く、
圧迫感の少ない
ロータイプソファ。

◆黒漆塗：存清秋草の図

飾棚

794,880円
幅105×奥行33.1×高さ91.5(㎝)

座卓

662,040円
幅151×奥行91×高さ35(㎝)

香川の伝統に培われた
漆工芸の１つ
「存清（ぞんせい）」の
技法による座卓と飾棚。

◆材質：樺材   ◆張地：布

ダイニングテーブル

204,120円
幅180×奥行90×高さ71(㎝)

ダイニングチェア

各108,000円

掛け心地も、フォルムにも、
椅子らしさにこだわった
オーソドックスなデザイン。

◆張地：布

ファブリックソファ

475,200円
幅221×奥行104×高さ105(㎝)

背の緩やかな曲線が
印象的な「キャメルバック」
デザイン。
お部屋を優雅で気品ある
空間に。

◆展示商品の張地とは異なります。

サイズ
違いあり

新商品

※シートの組み替えで、カウチソファにも。

（写真の組み合わせは ダイニング５点   　　　　　　　 ）636,120円

26. 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(㎝)
ファブリックソファ 142,560円
◆張地：布（色違いあり）  ※カバーリング仕様   

25. 可動式ヘッドレストと弾力のある厚いソフトレザーが
ワンランク上の座り心地を実現！

27. 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。

新商品 新商品

28. スペースに合わせて形を変えるフェザーソファ。
脚を付け替えてロータイプソファとしても
ご使用いただけます。

組み替えファブリックソファ 159,840円
◆張地：布（色違いあり）

幅210×奥行160×高さ82(㎝)
ファブリックカウチソファ 148,000円
◆張地：布（色違いあり） ※カバーリング仕様
幅220×奥行169×高さ78(㎝)

幅74×奥行64×高さ40(㎝)
オットマン
幅200×奥行99×高さ75~86(㎝)
ソフトレザーソファ 119,880円

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）

25,380円

35. 36.

37. 38.

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

14. 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。

13. 食事をしたりテレビを見たり、１台２役の LD セット11. 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。

21. 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。

19.

幅139.8×奥行49×高さ206(㎝)
食器棚

109,620円

◆カラー：ダーク色

耐火性・調湿機能・
消臭性能に優れた
モイスを標準装備！

22. 高級感あふれるウォールナット材を使用した
収納力が魅力のテレビボード。

20.

②①

10㎝刻みのサイズオーダーに加え、耐火性・調湿機能・
消臭性能に優れたモイスを標準装備。

幅58.8×奥行49×高さ210.5(㎝)
②食器棚（両開き戸） 96,120円
幅155.8×奥行49×高さ210.5(㎝)
①食器棚（オープン） 180,900円

◆カラー：ホワイト
幅160×奥行40×高さ38(㎝)
TVボード 68,580円

◆材質：オーク材（色違いあり●）
幅140×奥行45.7×高さ155(㎝)
TVボード 111,240円

◆材質：ウォールナット材（素材違いあり●）

24.

243,000円～
幅71.5×奥行79~112×高さ90~74(㎝)
◆材質：マホガニー材
           （色違いあり●）
◆張地：革（色違いあり）

身体にジャストフィット！
ゆったりくつろげるマイチェア。

日本が誇る、匠の技術が実現した
究極の座り心地。

リクライニングチェア

23.

φ35×高さ49(㎝)
サイドテーブル
幅75×奥行82-170×高さ110(㎝)
リクライニングチェア（手動） 126,360円

◆材質：ウォールナット材 
32,400円

◆張地：布

サイズ違いあり サイズ違いあり

サイズ違いあり

サイズ
違いあり

09. 天板には天然木オーク材突板を使用！

シンプル＆ナチュラルテイストの
人気のダイニングシリーズ !

12. 節入りのホワイトオーク無垢材を使用した
森の恵を感じるダイニング。

優しく身体を包み込む、ソフトな座り心地が魅力的！34.15.

10. 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。

◆材質：オーク材/ラバーウッド材  
◆張地：PVC幅120×奥行75×高さ72(㎝)

ダイニング 4点 79,800円
テーブル

特別価格

天板には２０㎜厚のオーク無垢材を贅沢に使用、
座面はお手入れ便利な PVC 張り。

16.

◆材質：オーク材   ◆張地：PVC幅135× 奥行80× 高さ71(㎝)

ダイニング 4点 94,800円
テーブル

特別価格

ウォールナット無垢材を贅沢に使用した
北欧テイストのダイニングシリーズ。

18.

◆材質：ウォールナット材　◆張地：PVC幅140× 奥行80× 高さ72(㎝)

ダイニング 5点 159,000円
テーブル

特別価格

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。

17.

◆材質：オーク材 　◆張地：PVC幅140× 奥行80× 高さ72(㎝)

ダイニング 5点 138,000円
テーブル

特別価格

積層ウレタンでやわらかさと弾力のある座り心地 !31. コンパクトサイズでも、くつろぎ方いろいろ！32. 上質な革と高密度ウレタンがやさしく身体を支える
座り心地。

33.

特別価格

幅208×奥行94×高さ92(㎝)
総革張りソファ 158,000円
◆張地：革

特別価格

幅185×奥行85・143×高さ78(㎝)
ファブリックカウチソファ 99,800円
◆張地：布

特別価格

幅188×奥行95×高さ90(㎝)
総革張りソファ 149,000円
◆張地：革

特別価格

幅185×奥行92×高さ91(㎝)
ソフトレザーソファ 62,500円
◆張地：ソフトレザー

サイズ違いあり

サイズ違いあり
◆材質：オーク材（色違いあり●）  ◆張地：布

幅150× 奥行85× 高さ70(㎝)
テーブル108,000円 チェア 各27,000円

（写真の組み合わせは   　　　　　　　 ）216,000円
◆材質：オーク材（節入り）

幅165×奥行90×高さ66(㎝)
テーブル 77,220円 回転チェア 各42,120円

ベンチ 37,260円

（写真の組み合わせは  　　　　　　　 ）198,720円
◆材質：オーク材 　◆張地：布 （色違いあり）
※カバーリング仕様

幅165×奥行85×高さ65(㎝)
テーブル 66,690円 チェア 各58,590円

ファブリックソファ 105,030円
（写真の組み合わせは   　　　　　　　 ）288,900円

◆材質：オーク材/ラバーウッド材   ◆張地：PVC

幅140× 奥行80× 高さ70(㎝)
テーブル 40,770円 チェア 各17,550円

（写真の組み合わせは  　　　　　　　 ）110,970円

サイズ違いあり

◆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77,490円 ソファ（２点）160,380円

（写真の組み合わせは   　　　　　　　 ）237,870円

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

30. 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。

サイズ
違いあり

29. 94㎝のハイバック仕様！
ノックダウン式で搬入も安心。

本革張りソファ 198,000円
◆材質：ウォールナット材  ◆張地：革（一部合成皮革/色違いあり） 
幅19８×奥行93×高さ94(㎝)

サイズ
違いあり

◆材質：ウォールナット材/ラバーウッド材   ◆張地：PVC

幅140× 奥行80× 高さ72(㎝)
テーブル 66,690円 チェア 各18,090円

（写真の組み合わせは  　　　　　　　 ）

●ロータイプ時の高さ：69㎝

139,050円

テーブルとチェアは 組み合わせ自由！

他にも多数ご用意しております！ 他にも多数ご用意しております！

ダイニングセット       種類以上300

食器棚 TVボード

リクライニングチェア

日本初上陸ブランドや、オリジナルデザインなどこだわりの逸品をぜひ店頭でご覧ください！

壁面収納
タイプも
多数展示

取扱い数

100種類
以上

ソファ       種類以上500

※１ 家具・インテリアの専門店として最大級です。※２ 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。）
◇ 表示価格、表記の数量は２０１７年7月31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。

取扱い商品数約　　　 点！ 皆さまの満足にお応えします。18,000圧 倒的な 規 模・品 揃えと 安 心のプライス !



Special Price

17_0804_K

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）

営業
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

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 １０：３０～１９：３０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

※営業 時 間 を 延 長 い たしまし た 。
※8月15日（ 火 ）は 休まず 営業 い たします。

和家具総桐箪笥衣類収納

ベッド

マットレス

単品チェストから、ワードローブ、和箪笥まで !

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！

１周年記念 特別価格１周年記念 特別価格

20 種類以上の寝心地をゆっくりとご体感いただけます！

確かな価 値との出 会い ®

東京日本橋ショールーム春日部本店
東京ドームグラウンド面積の約２倍フロア面積 約27，000㎡※1日本最大級

ht tp : / /www. takumi-o t suka . jp

スーパーカーショー

～ 憧れのスーパーカーが春日部本店に集結 ～
パガーニ •ゾンダ

ムルシエラゴ

F430 F1 

１３：００～１９：００

場 所：春日部 本店 正面入り口前

お子様限定乗車撮影会も開催!（※先着順 ）

１９（土）•２０（日）８

詳しくはホームページへ

春 日 部 本 店 特 別 企 画

国 内 外 から 魅 力 ある インテリア を 一 堂 に！

～木づくり文化と伝統～飛騨・高山 ～こだわりのものづくり～広島

イタリア イタリア スペイン

kode7

承ります

修理
張り替え

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

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!承ります

桐箪笥
修理・再生

長年使用した桐箪笥の削り直し・
洗い直しを承ります。
修理内容や仕上げ方法など、
なんでもご相談ください。

絨 毯カーテン 照 明 アクセントラグから
ギャッベ・
ペルシャ絨毯まで
多数取扱い!

オーダーカーテンは
メーカー希望小売価格より

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

※260%OFF
最大

※240%OFF
最大

和箪笥・整理箪笥から、小袖箪笥まで
豊富な品揃え！

唐木家具・仙台民藝家具
岩屋堂箪笥・漆家具

マットレス
 シングル 19,980円～

総 数10 0台以上の
大展 示！◇ 春日部本店の

    展示数になります。 匠大塚推奨マットレス 匠大塚推奨マットレス

マットレス（シングル）
アーティス スタンダードポケット 48,600円～

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。

（他サイズあり）

◆ 材質：アルダー材（色違いあり●）

ベッドフレーム 66,420円
幅102.5×奥行209.5×高さ70.7(㎝)

シングルサイズ ベッド２点
86,400円～

写真の
組み合わせ 115,020円

マットレス（シングル）
アクシア ユーロトップ 110,700円～

（他サイズあり）

ファインレボ プライムマットレス
（シングル） 157,680円～

（他サイズあり）

STANDARD
POCKET

ARTIS 41.

アスリープの全てのマットレスに
内蔵された、30年耐久素材ファインレボ。
優れた「体圧分散性」と

「寝返りのしやすさ」を発揮します。

CMキャラクター

稲 村 亜 美

ポケット
コイル

40.

クッション性のある両面
ピロートップ仕様で睡眠中の
身体の自然な動きをサポートし、
ワンランク上の寝心地を。

ボンネル
コイル

39.

新商品 05. 身体のS字ラインにぴったりフィットするクッション設計！
ハイバックデザインで肩口までしっかりサポート。

◆材質：オーク材 （色違いあり●●）　◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

253,260円
幅180×奥行87×高さ92(㎝) ヘッドレスト

27,540円

お選びいただく張地により価格が変わります 。

サイズ
違いあり

07. 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。

◆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）

センターテーブル

97,200円
幅120×奥行60×高さ40(㎝)

本革張りソファ

341,280円
幅199×奥行90.5×高さ95(㎝)

お選びいただく張地により価格が変わります 。

291,060円～

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

04. シンプルなダイニングテーブルと
軽量設計のカバーリング仕様のチェア。

◆材質：オーク材 （色違いあり●●）　◆張地：布（色違いあり）

幅135×奥行80×高さ68.5(㎝)
テーブル 98,280円 チェア 各36,180円

ベンチ 49,950円

（写真の組み合わせは ダイニング 4 点  　　　　　　　 ）220,590円

サイズ違いあり

08.背もたれのカーブが身体にぴったりフィット！片手で持てる軽さも魅力！

◆材質：オーク材（色違いあり●●）  ◆張地：布（色違いあり）

幅165×奥行85×高さ68.5(㎝)
テーブル153,360円 チェア 各56,430円

チェア（アーム） 72,090円サイズ違いあり

お選びいただく張地により価格が変わります 。

01.

◆材質：ビーチ材 （色違いあり●）  ◆張地：布（色違いあり）  ※カバーリング仕様

幅150×奥行85×高さ70(㎝)
テーブル102,600円 チェア 各37,800円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点   　　　　　　　 ）253,800円

サイズ違いあり

06. 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（色違いあり●●）  ◆張地：布（色違いあり）

幅165×奥行85×高さ68.5(㎝)
テーブル144,720円 チェア 各54,000円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点  　　　　　　　 ）360,720円

サイズ違いあり

お選びいただく張地により価格が変わります 。

03. 天然木と手作り感が生み出すその美しさは、使うほどに味わいが出ます。

◆材質：樺 材  （色違いあり）

食器棚

321,840円
幅89×奥行39.5×高さ180(㎝)

◆材質：樺 材  （色違いあり）

幅１50×奥行85×高さ70(㎝)
テーブル129,600円 チェア 各48,600円

（写真の組み合わせは ダイニング 5 点  　　　　　　　 ）324,000円

サイズ違いあり

02. カントリーテイストのデザインをモダンに
リデザインした、
人気のロングセラーシリーズ。

◆材質：オーク材 
                ウォールナット材 
　　　 （色違いあり） 
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

345,600円
幅186×奥行81.5×高さ94.5(㎝)

サイズ
違いあり

センターテーブル

111,240円
幅110×奥行50×高さ43(㎝)

サイズ
違いあり

シンプルなデザインの中に、素材とつくりにこだわりを感じる
飛騨の新作ダイニング。

50. 8種類のサイズバリエーション。素材・色違いを
合わせ全 24 種類からお選びいただけます。

①① ②②

幅100×奥行42×高さ98.8(㎝)
②ミドルチェスト
幅80×奥行42×高さ80.5(㎝)
①ローチェスト 66,150円

◆材質：ホワイトオーク材（色違いあり●/ 素材違いあり）

88,290円

サイズ
違いあり

サイズ
違いあり

楠（くすのき）で防虫効果！
大切な衣類をしっかり守ります。

①

②

③

幅104.8×奥行56.9×高さ61.5.(㎝)
③上置き
幅104.8×奥行56.9×高さ133.9(㎝)
②ハイチェスト 232,200円

◆材質：楠材 

89,640円

幅127.8×奥行56.9×高さ195.4(㎝)
①ワードローブ 297,000円

51.

無垢材をふんだんに使った丈夫なつくりが魅力。44.

◆材質：オーク材（色違いあり●） 

ベッドフレーム 97,740円
幅102×奥行200.5×高さ86(㎝)

シングルサイズ ベッド２点
117,720円～

写真の
組み合わせ130,950円

46. 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！

写真の
組み合わせ 253,260円

132,300円
ダブルサイズ ベッド２点
163,080円～ ベッドフレーム

幅141.8×奥行206×高さ100(㎝)

45. 天然木無垢材を使用した、スクエアなフォルムの
ヘッドボード。

写真の
組み合わせ 228,300円

◆材質：楠材   ◆ダブルクッションタイプ

ダブルサイズ ベッド３点 151,350円～
●ベッド全体サイズ 幅141×奥行199×高さ95(㎝)

48.

●ベッド全体サイズ 幅100×奥行198.2×高さ85(㎝)
シングルサイズ ベッド３点 68,000円
◆ ダブルクッションタイプ　◆材質：ビーチ材

43.

特別価格

47.

シングルサイズ ベッド２点 53,800円
◆ 色違いあり● 

特別価格

49.

ベッドフレーム 幅98.8×奥行206×高さ90(㎝)ベッドフレーム 幅97×奥行202×高さ76(㎝)
シングルサイズ ベッド 2 点 84,800円
◆材質：オーク材

特別価格

新商品

新商品

コンセント付きのヘッドボードは、携帯の充電にも便利！

43,740円

◆ 色違いあり●

シングルサイズ ベッド２点
63,720円～ ベッドフレーム

幅98×奥行209×高さ84(㎝)

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。

42.


