
SUPER
OUTLET
商品入れ替えのため

全て展示品限りでお値段下げます！



ドイツの流儀を思わせるデザ
イン。ヘッド部は可動式。
サイズは幅273cmのみで、
脚の向きは変更可能です。
お部屋の広さに余裕のある
方にとても人気。

ロブスト  レザーテックス  コーナーソファ (左)
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム・スチール
全３色展開・他サイズなし・右コーナータイプも有り

LT03 ブラック

メーカー希望小売価格  ￥294,250

税込 ¥210,000
サイズ 幅273　奥行103〜230　高さ74〜97　座高45 (cm)

展示品に限り特価

¥158,000

フェザーの入ったクッション、
ゆったりとした奥行で
上質な優しい時間を楽しめる
ウォールナット使用ソファ。
サイドテーブル &シェルフは
お好きな場所に配置できます。

トラビス  シェーズソファ ４点セット
材質
注釈

カラー
ウォールナット材 ( オイル仕上げ )・ファブリック・ウレタンフォーム・フェザー + チップウレタン
生地は全３ランクあり変更可能 ( カラーオーダーは別注納期 )・木部は他色無し

ミントグレー (Range 1)

メーカー希望小売価格  ￥304,700

税込 ¥304,700
サイズ (全体)幅270  奥行92.5/152  高さ82  座高36 (cm)

出荷本数 50 万台突破
の 20 年売れ続ける品。
豊富すぎるサイズ・
カラー・材質・前脚を
自由に選べます。

スイート⑥  本革 ３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
本革 ( 顔料 )
多彩なサイズ、カラー、材質、前脚を自由に組み合わせ可能・背もたれ着脱可能

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥108,900

税込 ¥108,900
サイズ 幅185　奥行90　高さ91　座高 42 (cm)

展示品に限り特価

¥84,600

展示品に限り特価

¥198,000

ヘッドがリクライニングし、
プレミアムファイバーの
座面がやさしく体を支え、
腰の痛みが気になる方から
も評価の高い逸品です。

ZENTO  イタリア本革 2Pソファ
材質
注釈

イタリア革 ( 革厚 1.3 〜 1.5mm)・布・プレミアムファイバー・ポケットコイル
３Ｐソファも有り ( 売価 ¥389.091+ 税 )・生地は変更可能

メーカー希望小売価格  ￥358,000

税込 ¥358,000
サイズ 幅175　奥行110　高さ93　座高 43 (cm)

展示品に限り特価

¥158,000
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後ろ姿も美しい
名栗加工が施された
和的ソファ。

ラバーウッド無垢 ３Ｐソファ
材質
注釈

ラバーウッド材
１Ｐ回転チェアも有り ( 売価 ¥44,000 +税 )・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥159,500

税込 ¥99,000
サイズ 幅185　奥行71　高さ76　座高 34 (cm)

白王

スタイルマルチ コーナーソファ
幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm)

カラー
材質

注釈

FOG (forest green)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
廃盤につき現品限り
背面に穴あき有り

ゆるやかな曲線スタイル

税込 ¥ 35,200
メーカー希望小売価格  ￥35,200現品限り特価

¥9,900

足下に天然アッシュ無垢材の
ラインを入れた、最新
ミドルバックソファ。
ポップカラーをちりばめた生
地に、高密度ウレタンフォーム
を詰め込んだ本格派です。

ブッシュ  ファブリック/アッシュ材 2Pソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック ( 張り込み )・アッシュ無垢材・高密度ウレタンフォーム
3P ソファも有り・アーバンストーン、ラッシュブルーの全 2 色

アーバンストーン

メーカー希望小売価格  ￥90,200

税込 ¥90,200
サイズ 幅164　奥行90　高さ88　座高 46 (cm)

展示品に限り特価

¥58,800
展示品に限り特価

¥79,000
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角に丸みのあるコンパクトで
ローコストな食卓セット。
狭いお部屋に最適です。

トロッコ  120 バーチ突板 ダイニング4点セット
材質
注釈

カラー
[ テーブル ] 天板：バーチ突板 ( アミノ塗装 )　脚：ラバーウッド　[ チェア ] ラバーウッド・PVC・ウレタンフォーム

ナチュラル色も有り・他サイズなし

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥50,600

税込 ¥50,600
サイズ [ テーブル ] 幅120　奥行75　高さ70 (cm)

展示品に限り特価

¥29,800

細めに組まれたアッシュ集成
無垢材を使用し、ほどよい
硬さを持ったソファと、
あたたかなオーク材とスチー
ルの素材感がふんだんに出た
テーブルの組み合わせです。

ソール & ダメル  183 リビングダイニング 3点セット
材質
注釈

カラー
[ ソファ & ベンチ ] アッシュ集成無垢材・布・スチール・ウレタンフォーム  [ テーブル ] オーク突板 / 無垢・スチール

ソファ& ベンチは全 3 色、テーブルは全 2 色有り・他サイズなし・スペアカバー有り

チャコールグレー /BR

メーカー希望小売価格  ￥218,900

税込 ¥218,900
サイズ [ソファ全体] 幅183　奥行58/135　高さ70　座高40 (cm)

※価格にベンチは含まれません。

展示品に限り特価

¥175,000

幅 140cmから200cm
まで選べるテーブル。
メラミン材なのでキズ・水気・
熱に非常に強いのが特徴。
天板の色柄は３色、脚の形状
は２タイプから選べます。

MT  180 メラミン ダイニング７点セット
材質
注釈

カラー
( テーブル天板 ) メラミン　( チェア ) 天然タモ材
幅 140cm から 10cm 刻みで幅 200cm まで対応・幅 150, 180 は基本在庫あり

ウォールナット色

メーカー希望小売価格  ￥303,600

税込 ¥195,000
サイズ ( テーブル ) 幅180　奥行90　高さ72 (cm)

展示品に限り特価

¥148,000

耐荷重 300kgを誇る、
屈強なハニカム構造の
クラフトペーパーチェア&
テーブル 3点セット。
全て書棚に収納できるほど
極薄に折りたたみできます。

IH ペーパー  テーブル & チェア3点セット
材質
注釈

カラー
クラフトペーパー ( ハニカム構造 ) [ チェア耐荷重 300kg]
展示品限り

[テーブル]ブラウン  [チェア] イエロー & ブラック

メーカー希望小売価格  ￥30,300

¥30,300
サイズ [ テーブル ] φ60  高さ63 (cm)　[ チェア ] φ36  高さ42 (cm)

テーブル
( ブラウン)

チェア
( イエロー&
 ブラック )

展示品に限り特価

¥19,800

https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_thole_damel.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_mt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_ihpaper.jpg


籐のカゴメ織り × ミッドセンチュリー

ピケ チェア
幅44　奥行50.5　高さ78.5　座高 46.5 (cm)

カラー
材質

注釈

BR/ チェック
ファブリック・オーク無垢材（ラッカー塗装）・
籐
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700現品限り特価

¥27,000

曲げ木技法を生んだ伝説トーネットの椅子

チェコ製 曲げ木椅子
幅42　奥行50　高さ83　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
ビーチ材

現品限り
チェコ製・正規プロダクト

税込 ¥ 27,500
メーカー希望小売価格  ￥27,500

北欧ヴィンテージ的デザイン

シンク 150 ナラ無垢材 ベンチ
幅150　奥行35　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

OAK-BR
ナラ無垢材 ( ウレタン塗装 )・スチール

廃盤につき現品限り
※ WF-1 色にて継続中

税込 ¥ 55,000
メーカー希望小売価格  ￥55,000現品限り特価

¥24,800
現品限り特価

¥27,500

肘をテーブルに掛けられる無垢材チェア

GL ダイニングチェア
幅50　奥行51.1　高さ78　座高 42 (cm)

カラー
材質
注釈

OAK ( オーク )
オーク無垢材 ( 座面：突板 )
廃盤につき現品限り
WN( ウォールナット ) 色も有り
( 売価 ¥27,500 CYAIY)

税込 ¥ 25,300
メーカー希望小売価格  ￥25,300現品限り特価

¥17,800

オーストリアの環境派メーカーが作りました

マデーラ チェア

カラー
材質

注釈

ドイツアルダー材

税込 ¥ 52,360
メーカー希望小売価格  ￥52,360現品限り特価

¥27,000 税込 ¥ 22,800

持ち手が嬉しいモダンデザイン

ストラタ アームチェア
幅54　奥行54　高さ78　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

PVC レザー・タモ材

廃盤につき現品限り

メーカー希望小売価格  ￥35,200現品限り特価

¥17,800

欧州デザイナー造形のモダンチェア 欧州デザイナー造形のモダンチェア

OPHELIA アームレスチェア OPHELIA アームチェア
幅46　奥行52.5　高さ80　座高 46 (cm) 幅54　奥行54　高さ81　座高 46　肘高 63 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

baia
ファブリック

アームチェアも有り ( 売価 ¥31,900)
他色なし

baia
ファブリック

アームレスも有り ( 売価 ¥25,30 0)
他色なし

税込 ¥ 25,300 税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥25,300 メーカー希望小売価格  ￥31,900現品限り特価

¥27,000
現品限り特価

¥22,000
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スタイリッシュなスチール。テラスなど屋外にも。

パコダ チェア
幅45.5　奥行52　高さ79  座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

背 縦型・ブラック
スチール ( ラッカー塗装 )

廃盤につき現品限り
スタッキング可能・防水加工は施していません

税込 ¥ 13,750
メーカー希望小売価格  ￥13,750現品限り特価

¥11,000

椅子に花台に。積み重ねできます。

スタッキング ワイヤースツール
φ 39.5　高さ43.5 (cm)

カラー
材質

注釈

全 4 色
座板：パインウッド　フレーム：スチール

廃盤につき現品限り

税込 ¥ 5,478
メーカー希望小売価格  ￥5,478

天然オーク無垢材のあたたかみ

クローバー スツール
幅40　奥行40　高さ42 (cm)

カラー
材質

注釈

OR ( オレンジ )
オーク無垢材 ( ウレタン塗装 )・
ポリエステル 100%
現品限り

税込 ¥ 8,250
メーカー希望小売価格  ￥18,040 現品限り特価

¥3,980
現品限り特価

¥4,980

当店ロングセラー。 全10カラー有り

バーチェア
幅46　奥行48.5　高さ90.5〜111.5　座高 62〜83 (cm)

カラー
材質

注釈

シルバー
PU・スチール

全 10 色展開
昇降機能つき

税込 ¥ 10,800
メーカー希望小売価格  ￥15,400現品限り特価

¥7,400

軽く、強固で美しい FRP材を採用 軽く、強固で美しい FRP材を採用

NO-FP カウンターチェア NO-FP カウンターチェア
幅39　奥行43　高さ81〜101　座高 63〜83 (cm) 幅39　奥行43　高さ81〜101　座高 63〜83 (cm)

カラー
材質
注釈

カラー
材質
注釈

BK x IV ( 座面アイボリー )
FRP・スチール・綿・ポリエステル
張地変更のため現行品は展示限り
座面がグレー (BK x GY) 色や
ブラック (BK x BK) 色も有り

BK x GY ( 座面グレー )
FRP・スチール・綿・ポリエステル
張地変更のため現行品は展示限り
座面がアイボリー (BK x IV) 色や
ブラック (BK x BK) 色も有り

税込 ¥ 17,380 税込 ¥ 17,380
メーカー希望小売価格  ￥17,380 メーカー希望小売価格  ￥17,380現品限り特価

¥14,800
現品限り特価

¥14,800

180度に曲げられた肘の意匠美

バーチェア
幅53　奥行51.5　高さ88〜109　座高 62.5〜83.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
合成皮革 (PU)・天然木突板貼り合板 (ラッ
カー塗装)・ウレタン・スチール
ブラウン色も有り

税込 ¥ 18,150
メーカー希望小売価格  ￥21,780現品限り特価

¥15,800

アマニ油を２度塗りし、深みを表現しました

マージ オーク無垢 ハイチェア
幅42　奥行42　高さ93  座高 70 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
オーク無垢材 ( オイル仕上げ )

展示品限り

税込 ¥ 25,300
メーカー希望小売価格  ￥25,300現品限り特価

¥13,000
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名栗加工を施した
和風テーブル。
１枚板のような貫禄を
たたえながらも値段が
良心的。大川発。

白王  120 センターテーブル
材質
注釈

ラバーウッド材
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥57,200

税込 ¥37,000
サイズ 幅120　奥行60　高さ38 (cm)

展示品に限り特価

¥28,000

上部トレーは外して利用もできます

シンボル サイドテーブル
幅38　奥行42　高さ31.8 (cm)

カラー
材質

注釈

BR/BK
MDF+ ウォールナット突板・スチール・
ラバー材
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 12,800
メーカー希望小売価格  ￥13,037現品限り特価

¥9,900

天然木の素材感

フォールディング テーブル
幅60　奥行40　高さ56 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
ラバーウッド材

廃盤につき現品限り

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥35,200現品限り特価

¥7,700

精巧につくられた高品位モデル

ナイトテーブル
幅 30　奥行40　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
化粧繊維板

廃盤につき現品限り

税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥22,000現品限り特価

¥12,000

日本製、天然木の温かみ

天然木 ナイトテーブル
幅40　奥行31　高さ42.5 (cm)

カラー
材質

注釈

NA ( ナチュラル )
天然木化粧板

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700現品限り特価

¥9,800

国内高級家具メーカー「モリシゲ」
の特約店である「瀬戸内漆器」(讃岐)
が製作。稀少なナラ柾目杢が美しい
折れ脚タイプ。

モニカ  120 ナラ柾目 折脚こたつ
材質
注釈

カラー
日本製・ナラ柾目突板 ( 硬質ウレタン塗装 )・Ｆ☆☆☆☆
ウォールナット色も有り・105x65サイズ有り ( 売価 ¥54,800 RBRYY)・90x60 サイズ有り ( 売価 ¥52,800  RTDYY)

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥10,5,600

税込 ¥55,000
サイズ 幅120　奥行70　高さ38 (cm)

石英管600Wヒーター
手元電子コントローラー

(MSU-601E メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

展示品に限り特価

¥44,800
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クセのない安心感ある
ベーシックデザイン。
前板・脚にアルダー無垢材を
使った温かなナチュラル
カラーです。
ウォールナットタイプも有り。

フロック 2  150 アルダー無垢材 TV ボード
材質
注釈

カラー
前板・脚部：アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：プリント紙 + 面木　ガラス：クロスガラス　側板：プリント紙　引出し：桐材

展示モデルは現品限り ( 現行モデルは " フロック3")

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥オープンプライス

税込 ¥29,900
サイズ 幅150.4　奥行42　高さ42.4 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

展示品に限り特価

¥24,000

展示品に限り特価

¥62,820

50色もの中から好きな
カラーを選べるシリーズ。
こちらはオススメのステン
ブルー。※別注カラーなので
納期 4 週間ほどかかります。

オパール  160 ハイグロス TVボード
材質
注釈

カラー
全面ハイグロス
全 50 色 ※展示色は納期   約1ヶ月半かかります・幅 140, 180, 200 サイズも有り

ステンブルー

メーカー希望小売価格  ￥118,800

税込 ¥69,800
サイズ 幅155　奥行40　高さ 45(cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内
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味わい深いオーク無垢材と
アンティークスチールを
組み合わせた雰囲気抜群の
キャビネット。部屋のオーラ
を変える立役者になります。
書棚やキッチン収納として。

カデル  90 スライドガラス キャビネット High
材質
注釈

天板：オーク突板　前板：オーク無垢 ( オイル仕上げ )
全３サイズ展開・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥101,200

税込 ¥101,200
サイズ 幅90　奥行43　高さ170 (cm)

展示品、キズ物のため

¥75,000

下に行くほど奥行が広くなり
安定感の増す台形書棚。
棚板は申し分のない厚み
30mm 設計で歪みの心配
もなし。低ホルマリン仕様の
国産クオリティです。

if  90 国産厚棚 ブックシェルフ (H)
材質
注釈

カラー
強化紙 ( タモ柄 )・日本製・Ｆ☆☆☆☆
幅70cmタイプや高さ120cmタイプ有り・NA ( ナチュラル ) 色も有り

BR ( ブラウン )

メーカー希望小売価格  ￥63,250

税込 ¥39,800
サイズ 幅87　奥行33　高さ180 (cm)

下に行くほど奥行が広くなり
安定感の増す台形書棚。
棚板は申し分のない厚み
30mm 設計で歪みの心配
もなし。低ホルマリン仕様の
国産クオリティです。

if  90 国産厚棚 ブックシェルフ (M)
材質
注釈

カラー
強化紙 ( タモ柄 )・日本製・Ｆ☆☆☆☆
幅70cmタイプや高さ180cmタイプ有り・BR( ブラウン ) 色も有り

NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥48,950

税込 ¥29,800
サイズ 幅87　奥行33　高さ120 (cm)

展示品に限り特価

¥24,000
展示品に限り特価

¥32,000
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スキマ収納的なサイズの
コンパクトな脱衣所収納。
前面ハイグロスシートによる
光沢感がクリーンな印象。
最下部に体重計が収納でき
ます。そして安心の日本製。

エアリス  45 ランドリー収納 ( カゴ付き )

材質
注釈

カラー
前板：ハイグロスシート
他色なし・サイズは多種展開

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥57,200

税込 ¥36,300
サイズ 幅45.5　奥行39.5　高さ180 (cm)

展示品に限り特価

¥26,000

コストを削りつつ、温かさは増幅

40 オープンシェルフ
幅39.4　奥行29.6　高さ162 (cm)

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板・Ｆ☆☆
ラバーウッド ( ウレタン塗装 )
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 14,600
メーカー希望小売価格  ￥14,600現品限り特価

¥8,800

限られたスペースを有効活用しよう 限られたスペースを有効活用しよう 限られたスペースを有効活用しよう
クリア 幅35cm スキマチェスト クリア 幅25cm スキマチェスト クリア 幅20cm スキマチェスト

幅35　奥行40　高さ180 (cm) 幅25　奥行40　高さ180 (cm) 幅20　奥行40　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：３枚

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：４枚

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：４枚

税込 ¥ 25,300 税込 ¥ 21,800 税込 ¥ 20,800
メーカー希望小売価格  ￥49,170 メーカー希望小売価格  ￥42,900 メーカー希望小売価格  ￥40,700現品限り特価

¥16,000
現品限り特価

¥19,000
現品限り特価

¥15,000

カリモク こだわりの天然木使用

ＣＤマガジンラック
幅42　奥行25.5　高さ75.8 (cm)

カラー
材質

注釈 現品限り

税込 ¥ 32,780
メーカー希望小売価格  ￥32,780現品限り特価

¥24,000

A4 サイズ収納可能・カギ付き・曙工芸製

ミニチェスト (4段)
幅33　奥行36.5　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

DO ( ダークブラウン )
ニレ材

LO( ナチュラル ) 色も有り
３段タイプ有り 

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥22,550現品限り特価

¥13,500



幅 60 や 80、高さは 70 や
88。カラーは2色のバリエー
ションから選べるシリーズ。
背面にはコードを通せる
孔が空いており、
家電などの収納にも。

クルーラ  W60xH70 チェスト 
材質
注釈

カラー
ウォルナット突板材繊維板、プリント紙化粧繊維板
モデルチェンジのため現品限り ( 高さが 88cm [ 引出4段 ] になります  売価 ¥22,990)

ミディアムブラウン

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥18,990
サイズ 幅59.8　奥行29.8　高さ70 (cm)

展示品に限り特価

¥15,800

日本製。
お値打ち価格の
桐材チェストです。

▼ ▼

シュガー  80 桐材 ハイチェスト
材質
注釈

カラー
天然木桐材 ( ポリウレタン樹脂塗装 )
120 ローチェストも有り ( 売価 ¥27,500)・ホワイト色も有り

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥50,600

税込 ¥27,500
サイズ 幅78.8　奥行42　高さ120.5 (cm)

展示品に限り特価

¥24,000

匠・曙工芸の製作・重厚な安定感

ポールスタンド
幅40　奥行40　高さ175 (cm)

カラー
材質

注釈

DO ( ダークブラウン )
マイアン材・MDF ( ウレタン樹脂塗装 )

フック部分は 360°回転します
CD( ナチュラル ) 色も有り

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥25,410

部屋の場所を取らせたくない方に

木製ハンガー
幅80　奥行45　高さ148 (cm)

カラー
材質

注釈

BR
天然木ラバーウッド ( ラッカー塗装 )

現品限り

税込 ¥ 6,600
メーカー希望小売価格  ￥6,600現品限り特価

¥4,800
現品限り特価

¥13,800

昔ながらの高級感

ポールスタンド
幅45　奥行45　高さ175 (cm)

カラー
材質

注釈

DB ( ダークブラウン )
マイアン材 ( ウレタン塗装 )

LO ( ライトブラウン ) 色も有り
アジャスター付き

税込 ¥ 21,800
メーカー希望小売価格  -Unknown-現品限り特価

¥14,800



リビングやキッチン用の大
容量収納として使えますが、
シューズボックス用としても
全く問題なく設置できます 
(※40足まで収納可能 )。
日本製。

ティノ  87H フリーボックス
材質
注釈

カラー
強化シート ( 引手部分：オーク材 )
廃盤につき現品限り・日本製

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥69,300

税込 ¥52,800
サイズ 幅87　奥行40　高さ182 (cm)

展示品に限り特価

¥42,000

パイン材を使いカントリー感を
出しつつも、ブラックフレーム
を合わせてモダンさを表現した
アイテム。新加工法のサンドブ
ラストを施したアンティークな
質感が遊び心をくすぐります。

モダージュ  120 パイン無垢 キッチンボード
材質
注釈

カラー
前板：パイン無垢材 ( ウレタン仕上げ )　フレーム：ポリ合板　脚：スチール
廃盤につき現品限り

メーカー希望小売価格  ￥156,200

税込 ¥156,200
サイズ 幅120　奥行45　高さ180 (cm)

展示品に限り特価

¥110,000

木柄メラミン天板とスチール
のコンパクトな北欧風デスク。
天板は耐水・耐熱・強度に優
れており、水をはじくので汚れ
が気になりにくい作り。

マーキュリー  100 デスク
材質
注釈

カラー
メラミン・パーティクルボード・スチール
ブラック色も有り・他バリエーション有り

ホワイト / ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥14,817

税込 ¥10,800
サイズ 幅102　奥行50　高さ117  天板高76 (cm)

展示品に限り特価

¥7,900

プリンターやタブレットを設置可能

フリンク プリンターカート
幅45　奥行45　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

ミディアムブラウン
天板：ウォールナット突板
前板：ウォールナット無垢材
他色・他サイズなし

税込 ¥ 18,000
メーカー希望小売価格  ￥オープン価格現品限り特価

¥12,000

高耐久のFRP素材。高センスな嗄色。

NO-FP キャスターチェア
幅47.5　奥行57　高さ82〜92　座高 46〜56 (cm)

カラー
材質

注釈

インダストリアルグレー
FRP( 繊維強化プラスチック )・綿・
ポリエステル・スチール
張地変更のため現行品は展示品限り
アイボリー・グレー・ブラックの全 3 色

税込 ¥ 19,580
メーカー希望小売価格  ￥19,580現品限り特価

¥17,800
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腰のサポートも兼ねる高コスパチェア

ランバーメッシュチェア (肘無)
幅51.5 奥行53 高さ84.5 〜 92.5 座高 39.5 〜 47.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック

現品限り

税込 ¥ 14,834
メーカー希望小売価格  ￥14,834現品限り特価

¥6,800

5つのスタイルに変形できる
大川の定番 3Ｄデスク。
パール塗装を施した
クリスタルカラーの天板が
女の子に大人気です。
カラー全4 色、LEDライト付。

5つのスタイルに変形できる
大川の定番 3Ｄデスク。
人工素材ではなく無垢材を
使っており、子どもの良木に対
する知見拡大にも役立ちます。
カラー全7色、LEDライト付。

大川のパールペイント 3Dデスク (LEDライト付き)大川の天然木 3Dデスク (LEDライト付き)
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
本体：MDF (UV 塗装 )　天板：パール塗装　LED ライト (3 段階調光可能 )
本体カラー全 4 色・LED ライト付き (HTL-8W WH)・本体と書棚は組替可能

天然木ラバーウッド (UV 塗装 )・LED ライト (3色 3 段階調光可能 )・全段フルオープンレール
カラー全 7 色・LED ライト付き (HTL-12W WH)・本体と書棚は組替可能

ピンクLB/NB

メーカー希望小売価格  ￥172,700メーカー希望小売価格  ￥151,800

税込 ¥¥ 86,40077,800
サイズサイズ [本体]幅100  奥行55  高さ76 (cm)　[書棚]幅100  奥行23  高さ193.5 (cm)[ 本体 ] 幅95  奥行55  高さ76 (cm)　[ 書棚 ] 幅95  奥行23  高さ121 (cm)

展示品に限り特価

¥59,000
展示品に限り特価

¥68,000

天然木の温かみを感じる
ツートンデスク。
大人になっても収納に役立つ
ハイタイプ２段棚。
※LEDライトとチェアは
別売りです

イトーキ 天然オーク無垢材 学習デスク
材質
注釈

天然木 ( オーク無垢接ぎ材 )
現品限り・チェア &LED ライトは別売り・tref シリーズデスク

メーカー希望小売価格  ￥229,900

税込 ¥129,800
サイズ 幅100　奥行75　高さ161 (76) (cm)

ハートのアクセントが可愛い木製チェア

木製ラブリー 学習チェア
幅41.3　奥行49.5 〜 54.5　座高 44 〜 53 (cm)

カラー
材質

注釈

PW / ハートピンク
ラバーウッド・PVC レザー

座面高さ４段階・足置き高さ２段階
足元収納つき・背もたれハートマーク

税込 ¥ 21,560
メーカー希望小売価格  ￥25,300現品限り特価

¥15,800
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疲れたときの休息にうれしい
オットマン付きモデル。
座面に非常にヘタれにくい
高反発モールドウレタン内蔵、
新 4Dアームレスト、低座面、
135°リクイライニング機構。

ルセル オットマン  PU合皮 ゲーミングチェア
スペック
注釈

カラー
PU・モールド座面・新 4D アームレスト・160°静音リクライニング
グレー・レッド・ブルー・ピンクの全４色展開・耐荷重 150kg

ブルー

　　　　　　　　　　　メーカー希望小売価格  ￥36,080

税込 ¥36,080
サイズ 幅71.5 奥行71.5 高さ119.5〜125.5 座高 41 〜47 (cm)

展示品に限り特価

¥29,800

座面廻ります

曲げ木座椅子 (回転式)
幅36　奥行47　高さ48　座高11 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
木・ファブリック

廃盤につき現品限り
回転式

税込 ¥ 9,680
メーカー希望小売価格  ￥12,980

国産、和室のくつろぎに

ラスター 和風 肘付き座椅子
幅53　奥行51　高さ57 〜 67　座面幅 38 (cm)

カラー
材質

注釈

ネイビー
ファブリック ( ポリエステル 100%)・
スチールパイプ・ウレタン・日本製

税込 ¥ 8,360
メーカー希望小売価格  - Unknown -現品限り特価

¥4,950
現品限り特価

¥5,980

リゾートホテルのような軽やかさ

ノネット 籐センターテーブル
幅110　奥行56　高さ38 (cm)

カラー
材質

注釈

シルクブラウン
籐・ガラス

税込 ¥ 24,800
メーカー希望小売価格  -Unknown-

老舗職人による洗練されたフォルム

リード 籐ラウンドテーブル
幅51　奥行51　高さ51.5 (cm)

カラー
材質

注釈

籐・ガラス

現品限り

税込 ¥ 19,800

使いやすい "ちょっと高め" テーブル

パルフェ 籐リビングテーブル
幅90　奥行50　高さ51 (cm)

カラー
材質

注釈

籐・6mm 厚ガラス
※Ｆ☆☆☆☆ 塗料使用
現品限り

税込 ¥ 41,800
メーカー希望小売価格  ￥58,300メーカー希望小売価格  - Unknown - 現品限り特価

¥24,800
現品限り特価

¥19,800
現品限り特価

¥41,800

国産、和室のくつろぎに

ラスター 和風 肘付き座椅子
幅53　奥行51　高さ57 〜 67　座面幅 38 (cm)

カラー
材質

注釈

グリーン
ファブリック ( ポリエステル 100%)・
スチールパイプ・ウレタン・日本製

税込 ¥ 8,360
メーカー希望小売価格  - Unknown -現品限り特価

¥4,950
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両脚を中に納められる

ラタン 正座器
幅42　奥行31　高さ14.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
籐

現品限り

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  -Unknown-現品限り特価

¥1,980

籐シェルフ S
幅36　奥行30　高さ81 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
籐

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  -Unknown-

大正 10 年創業「カザマ」ブランド

籐 ４段ランドリー
幅50　奥行36　高さ98 (cm)

カラー
材質

注釈

アンティークブラウン
籐

税込 ¥ 26,400
メーカー希望小売価格  -Unknown-現品限り特価

¥26,400
現品限り特価

¥8,800

見るからに通気性抜群、快眠の三日月カーブ

籐まくら
幅55　奥行21　高さ13 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
籐

現品限り

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  -Unknown-現品限り特価

¥1,980

シングル 洗える合繊掛けふとん
材質

カラー
[ 表・裏生地 ] 綿 100%　[ 詰物 ] ダクロン クォロフィル アクア
[ 詰物重量 ] 1.8kg

グリーン

メーカー希望小売価格  ¥20,000

税込 ¥14,000
サイズ 150 x 210 (cm)

ダクロン
クォロフィルアクアシングル

サイズ
日本製

展示品に限り特価

¥11,200

現品特価  ダブル 羽毛掛けふとん
材質

カラー
[ 表・裏生地 ] ポリエステル 85%・綿 15%　[ 詰物 ] ダウン 85%・フェザー 15%
[ 詰物重量 ] 1.7kg　　展示品限り

ピンク

メーカー希望小売価格  ￥60,000

税込 ¥43,800
サイズ 190 x 210 (cm)

85% 350㎤/g

ダウン率 (品質)

フランス
シルバー
ダック

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

展示品に限り特価

¥32,800



現品特価  シングル 羽毛掛けふとん
材質

カラー
[ 表・裏生地 ] 綿 65%・ポリエステル 35%　[ 詰物 ] ダウン 93%・フェザー 7%
[ 詰物重量 ] 1.2kg　　展示品限り

ブルー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥107,800
サイズ 150 x 210 (cm)

93% 430㎤/g

ダウン率 (品質)

ノースポール
ホワイト
グース

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

展示品に限り特価

¥64,680

高すぎる通気性「ブレスエアー」内蔵

ブレスエアー ピロー
60 x 37　厚み10 (cm)

カラー
材質

注釈

側地：ポリエステル 100%
詰物：ポリエーテルエステル系繊維
展示品限り・通気性・吸汗・消臭性が抜群
高さ調整可能・純日本製

税込 ¥ 15,180
メーカー希望小売価格  ￥15,180現品限り特価

¥12,900

清潔フランスベッドの抗菌防臭加工済み
エッフェ ベーシック ピローケース

50 x 70cm 用

カラー
材質

注釈

ダークグレー
綿 100% ( 抗菌防臭加工 )

廃盤色につき現品限り

税込 ¥ 1,980
メーカー希望小売価格  ￥1,980現品限り特価

¥990

耐久性抜群でスタイリッシュ

ステンレス スタンドポスト
幅35　奥行33　高さ100 (cm)

カラー
材質

注釈

ステンレス

南京錠付き・アジャスター付き

税込 ¥ 49,500
メーカー希望小売価格  ￥49,500現品限り特価

¥24,800

外でもインドアでも使える、
家具メーカーが作った底冷え
しにくい木製コット。丈夫なホ
ワイトアッシュ材を使用。ベッド
としてもベンチとしてもOK。
専用収納ケース付き。

アペロ  ホワイトアッシュ材 ウッドコット
材質
注釈

カラー
脚フレーム：天然木 ( ホワイトアッシュ材 )・シート：帆布 ( 撥水加工 )
廃盤につき展示品限り

NV (ネイビー)

メーカー希望小売価格  ￥28,930

税込 ¥28,930
サイズ 幅190　奥行60　高さ40 (cm)

展示品に限り特価

¥9,990

アンティーク・カントリー調な玄関に

アンティーク調 傘立て
幅22.6　奥行22.6　高さ38.4 (cm)

カラー
材質

注釈

BL
レジン

現品限り

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥13,200現品限り特価

¥8,800


