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Made in Japan

特別価格商品を多数ご用意いたしております !

渋谷・東急本店 3階イベントサロンに
匠大塚が 6日間限定出店！

ソファ・ダイニングセット・テレビボード・ベッド・整理タンス
リクライニングチェア・ジュータン・インテリア雑貨 etc

・・・・・・

■ １１月２日（木）～７日（火）
■ １０時 ～１９時  ※３日（金）・４日（土）は１９時３０分まで営業（最終日は１７時閉場）

家具　 ベッド 特別販売会
■ １１月２日（木）～７日（火）
■ １０時 ～１９時  ※３日（金）・４日（土）は１９時３０分まで営業（ 最終日は１７時閉場）

■ 　場所： 渋谷・東急本店 3 階 イベントサロン
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内部構造

Hourglasspocket - アワーグラスポケット-

スプリングの胴部分をアワーグラス（砂時計）型に加工することで、
しっかりと身体を支えて沈み込まない「理想の寝心地」を実現。

スプリング上部と下部は、
コイルを大きく巻き、触れ
た時の柔らかさとラグジュ
アリーな感覚を。

スプリング中央部は、
よりタイトに巻き、必要
な時に身体をしっかり
サポートする硬さを。

The
Japan
Quality

ARTISシリーズ

日本の匠（職人）がつくり上げたMade in Japan の最高品質

ARTIS
アワーグラスポケット

シングルサイズ 162,000円

＜匠大塚オリジナルマットレス＞

全 5 種類

その他にもオリジナルマットレスを含め
さまざまな寝心地のマットレスをご用意
しております。 
※ 取り扱いマットレス全 16 種類

シンプルでナチュラルな
デザインが人気！02.

◇ 表示価格、表記の数量は２０１７年９月28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。   ◇ 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。◇ 小物につきましてはお取扱いしていない場合がございます。◇ 数量に限りがございます。売切れ・品切れの場合はご容赦願います。

◇ 送料・設置料はサービス（一部無料地域を除く）。

幅263 奥行217 高さ95(㎝)
総革張りコーナーソファ２点

340,000円 ◆張地：革 （色違いあり）

上質な革を使用した
モダンスタイルのコーナーソファ

◆材質：オーク材

04.

幅194 奥行98 高さ90(㎝)
総革張りソファ

159,000円 ◆張地：革 （色違いあり）

◆材質：ウォールナット材
◆張地：PVC

ウォールナット無垢材を贅沢に
使用したダイニングシリーズ

03.

質感とくつろぎを追求した
本格総革張りソファ01.

幅239 奥行157 高さ93(㎝)
本革張りカウチソファ

240,000円 ◆張地：革 （一部合成皮革）

フェザーと高密度ウレタンによる
柔らかな座り心地が人気のハイバック

05.

幅120 奥行75 高さ72(㎝)
テーブル

43,200円

ベンチ

15,800円

チェア

各16,800円

幅120 奥行75 高さ72(㎝)
テーブル

77,220円

ベンチ

37,260円

回転チェア

各42,120円

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 ! 06.

幅220 奥行169 高さ78(㎝)
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

Sバネとポケットコイルの二重構造で
座り心地にこだわった新作カウチソファ

07.

シングルベッド

53,800円

ベッド下の収納スペースで
お部屋の収納力をアップ！

08.
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 09.

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

座面のクッションを入れ替えて
カウチにもできる人気のシリーズ！ 10.

幅160 奥行72.5 高さ74(㎝)
ファブリックソファ

131,220円

チェア

各23,800円  

◆材質：オーク材 
◆張地：PVC

（色違いあり●）

コンパクトな奥行きで快適な
座り心地を実現11.

幅160 奥行90 高さ65(㎝)
テーブル

44,400円

ゆったりした座り心地で人気の
キャスター付き回転チェア！

12.

幅198 奥行92~158 高さ103~86(㎝)
電動リクライニングソファ

137,700円
◆張地：ソフトレザー
　　　　（色違いあり）

リクライニング機能を搭載した
人気のハイバックデザインソファ 13.

シングルサイズ
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特別展示

48,600円～

匠大塚株式会社 お問合せ窓口　TEL.03-6262-5574（直通）受付時間 10時 30分 ～19時
商品に関するお問い合せ

特別価格

特別価格

特別価格

特別価格 特別価格

特別価格

特別価格

幅98.8 奥行206 高さ90(㎝)
シングルベッド

84,800円

特別価格特別価格

幅140 奥行80 高さ72(㎝)
ダイニング5点セット

159,000円

特別価格

ベッドフレーム
幅97 奥行202 高さ76(㎝)◆材質：ウォールナット材/ラバーウッド材  　◆張地：PVC

◆材質：オーク材  　◆張地：ファブリック
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