
New 世界的プロダクトデザイナー奥山清行氏率いる
KEN OKUYAMA DESIGN の新作コレクションが登場。

グレーベースのユニセックスなデザインに、
大胆なダイヤモンドステッチでオンリーワンデザインに。
グレーベースのユニセックスなデザインに、
大胆なダイヤモンドステッチでオンリーワンデザインに。

落ち着いたブランの本革に、
ナチュラルカラーのファブリックで飽きのこない大人コーデ。
落ち着いたブランの本革に、
ナチュラルカラーのファブリックで飽きのこない大人コーデ。

アルテシア

生活の道具をただ手に入れるのではなく、
生活を豊かにしてくれるライフスタイルを手に入れることが、
本当の意味で人を満足させる。
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 i a 」。

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

写真提供：東武鉄道株式会社

「Revaty（リバティ）」

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 OKUY
AMA 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。

TA K U M I  O T S U K A
×

KEN OKUYAMA DESIGN 

洋服タンスから
総桐タンスまで！

無垢天板・一枚板無垢天板・一枚板

ウォールナットなど
人気の天板を好評大展示中！

77,000 円（税込）～

東武鉄道新型特急車両500系

伝統の「継承と革新」をコンセプトにした1Fフロアに
新設する「KEN OKUYAMA GALLERY」。
KEN OKUYAMA DESIGNがこれまで手がけてきた
デザインのアーカイブを見られるだけでなく、伝統技術
から新しく生まれたプロダクトを実際に見て・触って・
実感できるコンセプトフロアーへとリニューアルいた
します。

KEN OKYAMA ギャラリー OPEN

世界的工業デザイナー奥山清行氏

 この他にもさまざまな新作コレクションが
入荷しております。

◆張地：布 /革
幅210×奥行95×高さ72
KOD NEW L02-HE 1,078,000円
03.

◆張地：布 /革
幅210×奥行95×高さ72
New L02-CH 1,155,000円
01.

◆張地：布 /革
幅351×奥行252×高さ95
New Terrace G 3,190,000円
02.上質な本革とファブリック、

異なる素材を組み合わせることで
ワンランク上のシックで洗練された印象に。

◆張地：布 /革
幅351×奥行252×高さ95
New Terrace G 3,190,000円
02.

◆張地：布 /革
幅210×奥行95×高さ72
KOD NEW L02-HE 1,078,000円
03.

家具インテリア業界創業 51 周年を迎え、
日本最大級のインテリア専門店である『春日部本店』をリニューアル OPEN いたします。

これからも皆様にご満足いただける品質と信頼をご提供してまいります。

リニューアルOPEN！
4/4 土

曜
日春日部本店

＜ 蒔絵師 井上秀雄氏 ＞

20 / 03/13_19_27K / O

＊  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 2020年3 月4 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。別サイズ

KEN OKUYAMA ギャラリー
TAKUMI コンセプトギャラリー
カーテン・照 明
絨 毯・ラグ
総桐箪笥・和家具・座卓

匠サローネ

４F
特選リビング家具
特選ダイニング家具

輸入品から
Made in Japanの逸品まで

３F リビング・ダイニング家具
リクライニングチェア
学習デスク・二段ベッド
書斎家具
食器棚

５F

２F リビング・ダイニング家具
無垢天板
衣類収納
アンティーク家具

ベッド・寝具
ソファベッド
パーソナルチェア

１F

インフォメーションカウンター

キッズスペース

授乳室

ダイニング　展示数４００台以上ソファ　展示数 5００台以上 ベッド・マットレス　展示数 1００台以上

飛騨高山家具/無垢天板・一枚板
プレミアムギャラリー

カーテン・照明・絨 毯 も国 内最大級の品揃え レストラン & カフェ

▼ 国内外の有名ブランドが一堂に !   展示商品・ブランド・メーカーの一部をご紹介！▼ 

この他にも
多数ございます！

東京国立博物館でも展示された、長谷川等伯
の「柳橋水車図」を構図に製作された蒔絵箪笥。

リニューアルOPEN！４月４日（土曜日）春日部本店

リニューアルOPENフェア
&KEN OKUYAMA ギャラリー OPEN

世界的工業デザイナー奥山清行氏
２０２０ 新作コレクション

リニューアルOPENフェア

＜家具インテリア特別催事場＞

映画・ドラマ美術協力品など
『理由あり商品』特別販売会場 

~前後
最低価格保証

~前後

＜取扱メーカー・ブランド＞

最低価格保証
＜取扱メーカー・ブランド＞

伝統の『継承と革新』特別展示

リニューアルOPEN記念 ご成約プレゼント !

KEN OKUYAMA DESIGN
カップ&ソーサー『MILK』

4/12（日）まで！
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