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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５月２０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！！

JR

渋谷駅東口から徒歩約６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

駐車台数に限りがございます。
事前にご連絡ください。
※詳しくは当社ホームページをご覧ください 。

GRAND
OPEN!

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

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）

カーテン無料相談会開催中!

カーテン 取扱い総数

１,1００枚以上
照 明 取扱い総数

１5０灯以上
絨毯・ラグ

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 -

カーテン・照明・絨毯も国内最大級の品揃え

TV ボード

展示数 1００台以上ベッド・マットレス -自分好みの寝心地がきっと見つかる-

木の風合いを生かし、温かみのあるデザインで今大人気の「飛騨の家具」と、
大自然が創り出す世界でたった 1つのデザイン「無垢天板・一枚板」を、
春日部本店で大展示販売中！

コンパクト
設計

大展示販売！大展示販売！

&無垢天板・一枚板無垢天板・一枚板無垢天板・一枚板
世界でたった1つのデザイン飛騨の家具飛騨の家具飛騨の家具

日本の匠

日本最大級の品揃え

ソファ 500 台以上・ダイニング 400 台以上・ベッド 100 台以上を展示販 売 中！　商品の一部 をご紹介いたします。

昇降式テーブルでお部屋を有効活用！
食事をしたりTVを観たり、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行45×高さ40
◆張地：布 （色違いあり）

37,800円

◆材質 :オーク材 （材質違いあり）
幅120×奥行80×高さ55~70
昇降式テーブル 69,660 円
14.

幅160×奥行170×高さ66
◆張地：布 （色違いあり）

コーナーソファ（２点）

ベンチ

183,600円

写真組み合わせ
ダイニング4点
291,060円

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

◆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
09.

別サイズ

◆材質：チーク材/アカシア材
幅155×奥行80×高さ71
テーブル 81,000 円
16.

北欧の温もりを、日本の住居に合わせて
コンパクトなサイズで設計し、使いやすさを
追求したダイニング。

写真組み合わせ
ダイニング4点
155,520円

幅44.5×奥行51.5×高さ79.5
◆材質：アカシア材

チェア 各 23,760円
幅105×奥行36×高さ43
◆材質：アカシア材

ベンチ 27,000円

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

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！

写真組み合わせ
ダイニング5点

（カバー別途）
155,520円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円
◆張地：布
チェアカバー 各2,430円

別サイズ

贅沢な本革と包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

別サイズ
◆張地：革（色違いあり）
幅195×奥行92×高さ92
総革張りソファ 218,000円
12.

◆張地：布（色違いあり）
幅178×奥行92×高さ85
ファブリックソファ 178,000円
11.

別サイズ

アームから背にかけて厳選されたピール
( 皮籐 )で繊細に編み上げられ匠の手技が
感じられるソファ。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ 86-103
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

別サイズ
◆材質：オーク材
幅240×奥行45×高さ169.6
TVボード（３点） 276,000円
13.

オーク無垢材を使用した格子状デザインは 
リビングに馴染みやすい人気のテレビボード。

※マットレスは別売りです。
幅97×奥行210×高さ91

リフト式大型収納付きベッドフレーム
（シングル） 140,400円

18.

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の引出しで収納力をアップ！

床板の高さは２段階調整可能。
ヘッドボードはマガジンラック兼用で便利！

◆材質：オーク材
幅98×奥行213（222）×高さ78
ベッドフレーム 59,800円
17.

別サイズ

別サイズ幅97×奥行195×高さ29
マットレス 99,360円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

159,160円

昇降式テーブルでお部屋を有効活用！
食事をしたりTVを観たり、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行45×高さ40
◆張地：布 （色違いあり）

37,800円

◆材質 :オーク材 （材質違いあり）
幅120×奥行80×高さ55~70
昇降式テーブル 69,660 円
14.

幅160×奥行170×高さ66
◆張地：布 （色違いあり）

コーナーソファ（２点）

ベンチ

183,600円

写真組み合わせ
ダイニング4点
291,060円

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

◆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
09.

別サイズ

◆材質：チーク材/アカシア材
幅155×奥行80×高さ71
テーブル 81,000 円
16.

北欧の温もりを、日本の住居に合わせて
コンパクトなサイズで設計し、使いやすさを
追求したダイニング。

写真組み合わせ
ダイニング4点
155,520円

幅44.5×奥行51.5×高さ79.5
◆材質：アカシア材

チェア 各 23,760円
幅105×奥行36×高さ43
◆材質：アカシア材

ベンチ 27,000円

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

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！

写真組み合わせ
ダイニング5点

（カバー別途）
155,520円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円
◆張地：布
チェアカバー 各2,430円

別サイズ

贅沢な本革と包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

別サイズ
◆張地：革（色違いあり）
幅195×奥行92×高さ92
総革張りソファ 218,000円
12.

◆張地：布（色違いあり）
幅178×奥行92×高さ85
ファブリックソファ 178,000円
11.

別サイズ

アームから背にかけて厳選されたピール
( 皮籐 )で繊細に編み上げられ匠の手技が
感じられるソファ。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ 86-103
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

別サイズ
◆材質：オーク材
幅240×奥行45×高さ169.6
TVボード（３点） 276,000円
13.

オーク無垢材を使用した格子状デザインは 
リビングに馴染みやすい人気のテレビボード。

※マットレスは別売りです。
幅97×奥行210×高さ91

リフト式大型収納付きベッドフレーム
（シングル） 140,400円

18.

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の引出しで収納力をアップ！

床板の高さは２段階調整可能。
ヘッドボードはマガジンラック兼用で便利！

◆材質：オーク材
幅98×奥行213（222）×高さ78
ベッドフレーム 59,800円
17.

別サイズ

別サイズ幅97×奥行195×高さ29
マットレス 99,360円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

159,160円

店 内 動 画 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 中 ! !

宮益坂上

宮
益
坂

青
山
通
り

渋谷駅東口

匠大塚
青山

渋谷郵便局

渋谷ヒカリエ

詳しくは、
ホームページへ

東京青山
グランド
オープン!

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 大宮タカシマヤ
匠大塚 春日部本店

インテリアのテーマパーク
東京ドームグラウンド面積の約２倍

JapaneseModern
キルト展2019 in春日部

伝統の和を現代の感性で

6月19日（水）～7月15日（月・祝）
10時30分～19時00分

500円
共通入場料

（税込）
※最終日17時00分閉場

春日部で　　開催初
日本最大級のインテリア専門店
匠大塚春日部本店で開催!

その他にも盛りだくさんの企画を同時開催 !
詳しくはホームページで！

主催 : 匠大塚 株式会社

春 日 部 本 店 イ ベ ント 情 報

藤原照康刃物工芸
特別販売会

研ぎ直し・修理も行います。

日本刀の「刀工」が造り出す本物の切れ味、
「総手造り包丁」が匠大塚へ。

 19（水）
～23（日）
6 技

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

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

日本の匠 �� ���� ��� � ����� ��

◆張地：革
幅208×奥行92×高さ72 -101
総革張りソファ 828,900円
01.

別サイズ

◆張地：革
幅199×奥行90.5×高さ95
革張りソファ 358,000円
06.

別サイズ
◆材質：オーク材
幅120×奥行60×高さ40
センターテーブル 87,400円

幅102.3×奥行205×高さ91
※マットレスは別売りです。

ベッドフレーム
（シングル） 272,160円

07.

別サイズ 幅97×奥行198×高さ87
※マットレスは別売りです。

ベッドフレーム
（シングル） 63,990円

08.

別サイズ

◆材質：ホワイトオーク材
◆スライド扉にはミラー付属

幅120.2×奥行59.5×高さ191
ワードローブ 159,840円

◆材質：ホワイトオーク材
幅90.2×奥行44.5×高さ139.5
ハイチェスト 129,600円

04.

別サイズ

別サイズ

◆材質：ナラ材
幅165×奥行85×高さ68.5
テーブル 130,000円

◆張地：布
幅54×奥行59×高さ77.5
チェア 各51,800円

05.

別サイズ

◆材質：色違いあり
幅185×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（185） 210,000円

◆材質：色違いあり
幅165×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150×奥行46×高さ40
ベンチ 93,960円

03.

◆張地：布
幅48×奥行59×高さ90
チェア 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５月２０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！！

JR

渋谷駅東口から徒歩約６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

駐車台数に限りがございます。
事前にご連絡ください。
※詳しくは当社ホームページをご覧ください 。

GRAND
OPEN!

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

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）

カーテン無料相談会開催中!

カーテン 取扱い総数

１,1００枚以上
照 明 取扱い総数

１5０灯以上
絨毯・ラグ

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 -

カーテン・照明・絨毯も国内最大級の品揃え

TV ボード

展示数 1００台以上ベッド・マットレス -自分好みの寝心地がきっと見つかる-

木の風合いを生かし、温かみのあるデザインで今大人気の「飛騨の家具」と、
大自然が創り出す世界でたった 1つのデザイン「無垢天板・一枚板」を、
春日部本店で大展示販売中！

コンパクト
設計

大展示販売！大展示販売！

&無垢天板・一枚板無垢天板・一枚板無垢天板・一枚板
世界でたった1つのデザイン飛騨の家具飛騨の家具飛騨の家具

日本の匠

日本最大級の品揃え

ソファ 500 台以上・ダイニング 400 台以上・ベッド 100 台以上を展示販 売 中！　商品の一部 をご紹介いたします。

昇降式テーブルでお部屋を有効活用！
食事をしたりTVを観たり、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行45×高さ40
◆張地：布 （色違いあり）

37,800円

◆材質 :オーク材 （材質違いあり）
幅120×奥行80×高さ55~70
昇降式テーブル 69,660 円
14.

幅160×奥行170×高さ66
◆張地：布 （色違いあり）

コーナーソファ（２点）

ベンチ

183,600円

写真組み合わせ
ダイニング4点
291,060円

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

◆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
09.

別サイズ

◆材質：チーク材/アカシア材
幅155×奥行80×高さ71
テーブル 81,000 円
16.

北欧の温もりを、日本の住居に合わせて
コンパクトなサイズで設計し、使いやすさを
追求したダイニング。

写真組み合わせ
ダイニング4点
155,520円

幅44.5×奥行51.5×高さ79.5
◆材質：アカシア材

チェア 各 23,760円
幅105×奥行36×高さ43
◆材質：アカシア材

ベンチ 27,000円

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

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！

写真組み合わせ
ダイニング5点

（カバー別途）
155,520円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円
◆張地：布
チェアカバー 各2,430円

別サイズ

贅沢な本革と包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

別サイズ
◆張地：革（色違いあり）
幅195×奥行92×高さ92
総革張りソファ 218,000円
12.

◆張地：布（色違いあり）
幅178×奥行92×高さ85
ファブリックソファ 178,000円
11.

別サイズ

アームから背にかけて厳選されたピール
( 皮籐 )で繊細に編み上げられ匠の手技が
感じられるソファ。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ 86-103
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

別サイズ
◆材質：オーク材
幅240×奥行45×高さ169.6
TVボード（３点） 276,000円
13.

オーク無垢材を使用した格子状デザインは 
リビングに馴染みやすい人気のテレビボード。

※マットレスは別売りです。
幅97×奥行210×高さ91

リフト式大型収納付きベッドフレーム
（シングル） 140,400円

18.

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の引出しで収納力をアップ！

床板の高さは２段階調整可能。
ヘッドボードはマガジンラック兼用で便利！

◆材質：オーク材
幅98×奥行213（222）×高さ78
ベッドフレーム 59,800円
17.

別サイズ

別サイズ幅97×奥行195×高さ29
マットレス 99,360円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

159,160円

昇降式テーブルでお部屋を有効活用！
食事をしたりTVを観たり、
１台２役のLDセット。

幅120×奥行45×高さ40
◆張地：布 （色違いあり）

37,800円

◆材質 :オーク材 （材質違いあり）
幅120×奥行80×高さ55~70
昇降式テーブル 69,660 円
14.

幅160×奥行170×高さ66
◆張地：布 （色違いあり）

コーナーソファ（２点）

ベンチ

183,600円

写真組み合わせ
ダイニング4点
291,060円

コンパクトな奥行きで
快適な座り心地を実現。

◆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
09.

別サイズ

◆材質：チーク材/アカシア材
幅155×奥行80×高さ71
テーブル 81,000 円
16.

北欧の温もりを、日本の住居に合わせて
コンパクトなサイズで設計し、使いやすさを
追求したダイニング。

写真組み合わせ
ダイニング4点
155,520円

幅44.5×奥行51.5×高さ79.5
◆材質：アカシア材

チェア 各 23,760円
幅105×奥行36×高さ43
◆材質：アカシア材

ベンチ 27,000円

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

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！

写真組み合わせ
ダイニング5点

（カバー別途）
155,520円

幅49×奥行53×高さ77
◆張地：PVC

チェア 各 19,440円
◆張地：布
チェアカバー 各2,430円

別サイズ

贅沢な本革と包み込むようなクッションが、
快適な座り心地を実現します。

別サイズ
◆張地：革（色違いあり）
幅195×奥行92×高さ92
総革張りソファ 218,000円
12.

◆張地：布（色違いあり）
幅178×奥行92×高さ85
ファブリックソファ 178,000円
11.

別サイズ

アームから背にかけて厳選されたピール
( 皮籐 )で繊細に編み上げられ匠の手技が
感じられるソファ。

◆張地：ソフトレザー（色違いあり）
幅198×奥行92-158×高さ 86-103
電動リクライニングソファ137,700円
10.

別サイズ

電動モーター機能を搭載し、
固定式リモコンですっきりとした
人気のハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

別サイズ
◆材質：オーク材
幅240×奥行45×高さ169.6
TVボード（３点） 276,000円
13.

オーク無垢材を使用した格子状デザインは 
リビングに馴染みやすい人気のテレビボード。

※マットレスは別売りです。
幅97×奥行210×高さ91

リフト式大型収納付きベッドフレーム
（シングル） 140,400円

18.

別サイズ

シンプルでナチュラルなデザインが人気！
ベッド下の引出しで収納力をアップ！

床板の高さは２段階調整可能。
ヘッドボードはマガジンラック兼用で便利！

◆材質：オーク材
幅98×奥行213（222）×高さ78
ベッドフレーム 59,800円
17.

別サイズ

別サイズ幅97×奥行195×高さ29
マットレス 99,360円

写真組み合わせ
シングルベッド2点

159,160円

店 内 動 画 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 中 ! !
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匠大塚
青山

渋谷郵便局

渋谷ヒカリエ

詳しくは、
ホームページへ

東京青山
グランド
オープン!

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 大宮タカシマヤ
匠大塚 春日部本店

インテリアのテーマパーク
東京ドームグラウンド面積の約２倍

JapaneseModern
キルト展2019 in春日部

伝統の和を現代の感性で

6月19日（水）～7月15日（月・祝）
10時30分～19時00分

500円
共通入場料

（税込）
※最終日17時00分閉場

春日部で　　開催初
日本最大級のインテリア専門店
匠大塚春日部本店で開催!

その他にも盛りだくさんの企画を同時開催 !
詳しくはホームページで！

主催 : 匠大塚 株式会社

春 日 部 本 店 イ ベ ント 情 報

藤原照康刃物工芸
特別販売会

研ぎ直し・修理も行います。

日本刀の「刀工」が造り出す本物の切れ味、
「総手造り包丁」が匠大塚へ。

 19（水）
～23（日）
6 技

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

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

日本の匠 �� ���� ��� � ����� ��

◆張地：革
幅208×奥行92×高さ72 -101
総革張りソファ 828,900円
01.

別サイズ

◆張地：革
幅199×奥行90.5×高さ95
革張りソファ 358,000円
06.

別サイズ
◆材質：オーク材
幅120×奥行60×高さ40
センターテーブル 87,400円

幅102.3×奥行205×高さ91
※マットレスは別売りです。

ベッドフレーム
（シングル） 272,160円

07.

別サイズ 幅97×奥行198×高さ87
※マットレスは別売りです。

ベッドフレーム
（シングル） 63,990円

08.

別サイズ

◆材質：ホワイトオーク材
◆スライド扉にはミラー付属

幅120.2×奥行59.5×高さ191
ワードローブ 159,840円

◆材質：ホワイトオーク材
幅90.2×奥行44.5×高さ139.5
ハイチェスト 129,600円

04.

別サイズ

別サイズ

◆材質：ナラ材
幅165×奥行85×高さ68.5
テーブル 130,000円

◆張地：布
幅54×奥行59×高さ77.5
チェア 各51,800円

05.

別サイズ

◆材質：色違いあり
幅185×奥行70×高さ82

ダイニングチェア
（185） 210,000円

◆材質：色違いあり
幅165×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150×奥行46×高さ40
ベンチ 93,960円

03.

◆張地：布
幅48×奥行59×高さ90
チェア 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.


