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ブーストさいブーストさい

9.2fri - 9.25sun
2022

S A L ES A L E

OPEN 10:00 -18:30OPEN 10:00 -18:30※毎週火曜・第2水曜は定休です※毎週火曜・第2水曜は定休です

others

…15%OFF
…15 %OFF
…20%OFF
…20%OFF
…20%OFF

…20%OFF
…10 %OFF
…15 %OFF
…15 %OFF
…15 %OFF

※対象ブランドの全商品が割引対象です　　※価格は全て税込です
※一部、数に限りがございますのでご留意ください
※対象ブランドの全商品が割引対象です　　※価格は全て税込です
※一部、数に限りがございますのでご留意ください

※表示価格は全て税込です※表示価格は全て税込です

▼ 各ブランドの特価率 ▼

in マスダホームリビング

大幅BOOST!

大幅BOOST!

店舗より 50km圏内 送料無料！
組立・設置料 基本無料！

お買い上げ後 1年間 商品の取り置き無料！

店舗より 50km圏内 送料無料！
組立・設置料 基本無料！

お買い上げ後 1年間 商品の取り置き無料！

ぜいたくを、やさしい価格で。ぜいたくを、やさしい価格で。
デザイン・品質・価格、すべてが

高水準の大川・SEKIブランド 限定セール

トレビソ  レザーテックス
スモールカウチソファ ( 左 )
幅240  奥行92-164  高さ89  座高39 (cm)

通常 ¥149,800 を

展示特価¥99,800

トレビソ  レザーテックス
カウチソファ ( 右 )
幅279  奥行92-164  高さ89  座高39 (cm)

通常 ¥159,800 を

展示特価¥135,830

ドラゴ  レザーテックス
電動カウチソファ ( 左 )
幅 242 奥行 98-164 高さ96-75  座高43 (cm)

通常 ¥165,000 を

展示特価¥140,250

コロンバス  レザーテックス
3P ソファ
幅202  奥行90  高さ81  座高43 (cm)

通常 ¥105,000 を

展示特価¥89,250

バッジオ  レザーテックス
電動 3P ソファ
幅190  奥行91-154  高さ90  座高39(cm)

通常 ¥149,800 を

展示特価¥127,330

ロブスト  レザーテックス
コーナーソファ ( 左 )
幅 273 奥行103-230  高さ74-97  座高45(cm)

通常 ¥210,000 を

展示特価¥158,000

コパン  レザーテックス
カウチソファ
幅 205 奥行86-145  高さ81.5  座高41(cm)

通常 ¥158,000 を

展示特価¥134,300

カザル  スーパーレザーテックス
奥深 3Ｐソファ
幅 198 奥行112  高さ77  座高45 (cm)

通常 ¥145,000 を

展示特価¥123,250

カローレ  レザーテックス
カウチソファ
幅202  奥行82.5/140  高さ78  座高40(cm)

通常 ¥108,000 を

展示特価¥91,800

アペルト  レザーテックス
2Ｐソファ
幅 165 奥行 88 高さ76  座高40 (cm)

通常 ¥79,800 を

展示特価¥67,830

マルクト  レザーテックス
リビングダイニング 2 点セット
幅 257 奥行66-163  高さ85  座高43(cm)

通常 ¥198,000 を

展示特価¥168,300

ラウロ  レザーテックス
パーソナルチェア
幅76  奥行80-103  高さ101-80  座高43(cm)

通常 ¥79,000 を

展示特価¥67,150

ミーレ  ファブリック
カウチソファ
幅208  奥行86/145  高さ93  座高38(cm)

通常 ¥118,000 を

展示特価¥100,300

クラム  タモ材
105 センターテーブル
幅105  奥行50  高さ40 (cm)

通常 ¥39,900 を

展示特価¥33,910

タンブル III ( 脚部：ブラック )
サイドテーブル
幅 50 奥行50  高さ50 (cm)

通常 ¥29,800 を

展示特価¥25,330

タンブル III ( 脚部：ブラス )
サイドテーブル
幅 50 奥行50  高さ50 (cm)

通常 ¥55,000 を

展示特価¥46,750

コパン  オーク節有
105 センターテーブル
幅 105 奥行 50 高さ41 (cm)

通常 ¥34,000 を

展示特価¥28,900

コパン  オーク節有
180 TV ボード
幅180  奥行45  高さ39 (cm)

通常 ¥59,800 を

展示特価¥50,830

コパン  オーク節有
デスク
幅87  奥行32  高さ68(cm)

通常 ¥18,800 を

展示特価¥15,980

コパン  オーク節有
シェルフ
幅87  奥行32  高さ68 (cm)

通常 ¥28,800 を

展示特価¥24,480

オピアム  イタリア本革
3Ｐソファ
幅 198 奥行97  高さ73  座高38 (cm)

通常 ¥352,000 を

展示特価¥299,200

プルート  スーパーレザーテックス
3Ｐソファ
幅198  奥行88  高さ74  座高39 (cm)

通常 ¥137,500 を

展示特価¥116,870

フリート  レザーテックス
3Ｐソファ
幅189  奥行84  高さ74  座高43 (cm)

通常 ¥104,500 を

展示特価¥88.820

デコ  パイン古材
160 ダイニングテーブル
幅 160 奥行80  高さ73 (cm)

通常 ¥99,000 を

展示特価¥84,150

ダース  パイン古材
180 ダイニングテーブル
幅 180 奥行84.5  高さ73 (cm)

通常 ¥126,500 を

展示特価¥107,520

クッパ II  パイン古材
135 ダイニングテーブル
幅135  奥行77  高さ72 (cm)

通常 ¥58,300 を

展示特価¥49,550

シンク  ナラ材
150 ダイニングテーブル
幅 150 奥行86  高さ71 (cm)

通常 ¥118,800 を

展示特価¥100,980

デッケ  ナラ材
φ123 ダイニングテーブル
直径φ123 高さ72 (cm)

通常 ¥113,300 を

展示特価¥96,300

トリム II & グリット
リビングダイニング 3 点セット 
[ソファ]幅209 奥行140 高さ75 座高 43 (cm)

通常 ¥231,000 を

展示特価¥196,350

トリップ  パイン古材
70ｘ75 カフェテーブル
幅70  奥行75  高さ72 (cm)

通常 ¥39,600 を

展示特価¥33,660

クロス II  リサイクルレザー
ダイニングチェア
幅 44.5 奥行52  高さ83  座高47.5(cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥14,960

クロエ II  PU レザー
ダイニングチェア
幅48  奥行56.5  高さ79  座高46.5(cm)

通常 ¥15,400 を

展示特価¥13,090

ログ  PU レザー
ダイニングチェア
幅 45 奥行54  高さ74  座高45.5(cm)

通常 ¥19,800 を

展示特価¥16,830

X-BACK III  ナラ材
チェア 肘無
幅 47.5 奥行50.5  高さ85  座高45(cm)

通常 ¥18,700 を

展示特価¥15,890

アボック  ファブリック
ダイニングチェア 肘付
幅 62.5 奥行59  高さ81  座高66.5(cm)

通常 ¥24,200 を

展示特価¥20,570

マーク II  アッシュ材
ダイニングチェア
幅 48.5 奥行49.5  高さ75  座高46.5(cm)

通常 ¥22,000 を

展示特価¥18,700

パッド  ナラ材
ダイニングチェア
幅 41 奥行51  高さ75.5  座高44(cm)

通常 ¥29,700 を

展示特価¥25,240

マルケッシュ  ナラ材
ダイニングチェア 肘無
幅 44.5 奥行51  高さ83  座高45(cm)

通常 ¥35,200 を

展示特価¥29,920

マルケッシュ  ナラ材
ダイニングチェア 肘付
幅50  奥行51.5  高さ78  座高45(cm)

通常 ¥46,200 を

展示特価¥39,270

アトム  タモ無垢
ダイニングチェア
幅54  奥行46  高さ78.5  座高47(cm)

通常 ¥24,200 を

展示特価¥20,570

スレッジ  ナラ材
ダイニングチェア 肘無
幅 50 奥行46  高さ85  座高45.5(cm)

通常 ¥31,900 を

展示特価¥27,110

カイン II  オーク無垢
ダイニングチェア 肘付回転
幅61  奥行58  高さ75.5  座高46 肘高 62(cm)

通常 ¥41,300 を

展示特価¥35,100

エイプ  タモ材
ダイニングチェア
幅 52 奥行52  高さ71.5  座高45(cm)

通常 ¥33,000 を

展示特価¥28,050

イロハ  オーク材 × ペーパーコード
ダイニングチェア
幅 54 奥行55.5  高さ76  座高46.5(cm)

通常 ¥49,500 を

展示特価¥42,070

デザイン、快適性、品質を追求した
関家具オリジナルのソファブランド。
本革のようなフィールを持ち、耐久性・
コストパフォーマンスは革を凌ぐ
新世代素材「レザーテックス」を
使用したソファが絶大なヒット作に。

「ニュー・ヴィンテージ」家具の分野で
国内の最先端を突き進み続けるブランド。
好きなものに囲まれて暮らすワクワクを
大切に、遊び心と実験精神で作られる
型にとらわれないユニークなプロダクト。



大幅BOOST! 大幅BOOST!

大幅BOOST!

大幅BOOST!

大幅BOOST!

大幅BOOST!

大幅BOOST!

大幅BOOST!

【自宅のような場所は他にない
＝自分の家が一番のお気に入りの場所】
家の中の時間をたいせつに過ごす北欧の暮らしを
日本の住環境に合わせてデザインし、
適正な価格でお届けするブランド。

「ニッポネア」というブランド名の通り
日本の名産地・日本職人の手で
昔ながらの技術を継承し生み出される
家具ブランド。
生産の効率化をはかることで国産家具
とは思えない価格を実現しています。

カシャ  杉古材
120 コーヒーテーブル
幅120  奥行65  高さ35(cm)

通常 ¥71,500 を

展示特価¥60,770

バーク  天然石
φ60 コーヒーテーブル
幅 60 奥行60  高さ35(cm)

通常 ¥69,300 を

展示特価¥58,900

バーク  天然木
φ80 コーヒーテーブル
幅80  奥行80  高さ30(cm)

通常 ¥59,400 を

展示特価¥50,490

アウロ  ナラ材
100 コーヒーテーブル
幅100  奥行50  高さ38(cm)

通常 ¥57,200 を

展示特価¥48,620

シーブ  タモ無垢
ダイニングチェア
幅 56.5 奥行55.5  高さ72  座高44.5(cm)

通常 ¥35,200 を

展示特価¥29,920

ウィル  PP 樹脂
スツール
幅36.5  奥行36.5  高さ45(cm)

通常 ¥3,740 を

展示特価¥3,180

モカ  パイン古材
100 コーヒーテーブル
幅 100 奥行45  高さ39(cm)

通常 ¥46,200 を

展示特価¥39,270

ロージー  オーク材
100 センターテーブル
幅100  奥行60  高さ45-59(cm)

通常 ¥69,300 を

展示特価¥58,900

グラム  杉古材
160 TV ボード
幅160  奥行40  高さ40(cm)

通常 ¥88,000 を

展示特価¥74,800

バベル II  杉古材
168 TV ボード
幅 168 奥行 46 高さ42 (cm)

通常 ¥115,500 を

展示特価¥98,170

スラット LO  オーク材
160 TV ボード
幅160  奥行41  高さ41 (cm)

通常 ¥74,800 を

展示特価¥63,580

マラン  古材 × スチール
930 ラック
幅93  奥行 46 高さ159 (cm)

通常 ¥159,500 を

展示特価¥128,000

カーゴ  スチール
570 ロッカーキャビネット
幅57  奥行38  高さ178 (cm)

通常 ¥88,000 を

展示特価¥74,800

アネット II  杉古材
2 列 5 段 オープンシェルフ
幅109  奥行40  高さ187.5 (cm)

通常 ¥93,500 を

展示特価¥79,470

ABC  杉古材
チェスト
幅137  奥行45  高さ97(cm)

通常 ¥137,500 を

展示特価¥116,870

グラム  杉古材
3 列 3 段チェスト
幅80  奥行46  高さ75 (cm)

通常 ¥66,000 を

展示特価¥56,100

アトランダム
キッチンユニット

ASK

クロム  レザーファブリック
デスクチェア
幅56  奥行56  高さ78.5  座高45 (cm)

通常 ¥13,200 を

展示特価¥11,220

グーリス ( ウッドスプリング )
S ナラ材 ベッドフレーム
幅102.5  奥行211  高さ82.5  床高 24(cm)

通常 ¥93,500 を

展示特価¥79,470

ファーモ クロス
140×200 ラグ
140×200 (cm)

通常 ¥30,250 を

展示特価¥25,710

ファーモ スクエア
140×200 ラグ
140×200 (cm)

通常 ¥30,250 を

展示特価¥25,710

ラッシュ
140×200 ラグ
140×200(cm)

通常 ¥24,200 を

展示特価¥20,570

デクター L
ペンダントライト
幅52.5  奥行52.5  高さ55(cm)

通常 ¥44,000 を

展示特価¥34,800

キッズチェア  ナラ材
ポピー
幅41  奥行41  高さ76  座高50  肘高70(cm)

通常 ¥25,300 を

展示特価¥21,500

アーク
メタルランプ S
幅25.5  奥行25.5  高さ25.5 (cm)

通常 ¥14,850 を

展示特価¥12,620

S

L
M

アーク
メタルランプ M
幅34.5  奥行34.5  高さ34.5 (cm)

通常 ¥18,150 を

展示特価¥15,420

ポコ (A)
古材ボックス
幅18.5  奥行38.5  高さ14.5 (cm)

通常 ¥4,620 を

展示特価¥3,920

アーク
メタルランプ L
幅43.5  奥行43.5  高さ43.5 (cm)

通常 ¥26,400 を

展示特価¥22,400

デック
傘立て
幅31  奥行13  高さ65 (cm)

通常 ¥11,000 を

展示特価¥9,350

モンド
マガジンラック
幅72  奥行8  高さ26 (cm)

通常 ¥8,800 を

展示特価¥7,480

トラビス
シェーズソファ 4 点セット 
幅270 奥行92.5/152 高さ82 座高 36 (cm)

通常 ¥304,700 を

展示特価¥198,000

ノード ウォールナット無垢
150 ダイニングテーブル
幅 150 奥行80  高さ70(cm)

通常 ¥119,800 を

展示特価¥95,840

ノード II ( ヘリンボーン )
150 ダイニングテーブル
幅150  奥行80  高さ70(cm)

通常 ¥88,000 を

展示特価¥70,400

モノ III  ウォールナット無垢
180 ダイニングテーブル
幅180  奥行85  高さ70(cm)

通常 ¥115,500 を

展示特価¥78,000

マンタ  ウォールナット材
ダイニングチェア
幅59.6  奥行50  高さ76  座高45(cm)

通常 ¥38,000 を

展示特価¥30,400

アレン  ウォールナット材
ダイニングチェア
幅 51 奥行48.5  高さ71.5  座高42(cm)

通常 ¥32,600 を

展示特価¥26,080

オーウェン  オーク材
ダイニングチェア 肘無
幅 52 奥行56  高さ76  座高44(cm)

通常 ¥37,400 を

展示特価¥29,920

オーウェン  ウォールナット材
ダイニングチェア 肘付
幅55.5  奥行56  高さ76  座高44(cm)

通常 ¥45,100 を

展示特価¥36,080

カペル  オーク材
ダイニングチェア
幅52.2  奥行49.2  高さ75  座高44(cm)

通常 ¥27,500 を

展示特価¥22,000

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

通常 ¥25,300 を

展示特価¥17,800

バーサ  ウォールナット材
60ｘ110 センターテーブル
幅 60 奥行 110 高さ35(cm)

通常 ¥73,700 を

展示特価¥45,000

ユニック (ヘリンボーン・スノコ)
S オーク材 ベッドフレーム
幅102.5  奥行200.5  高さ74.5  床高26.5(cm)

通常 ¥75,200 を

展示特価¥60,160

スーク  ウォールナット材
55 スタンドミラー
幅55  奥行3.2  高さ160 (cm)

通常 ¥27,500 を

展示特価¥22,000

スーク  オーク材
40 スタンドミラー
幅40  奥行3.2  高さ160 (cm)

通常 ¥22,000 を

展示特価¥17,600

スーク  オーク材
40 ラウンドミラー
幅40  奥行3.6  高さ40 (cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥14,080

スーク  オーク材
40 ラダーハンガー
幅40  奥行3.2  高さ160 (cm)

通常 ¥15,400 を

展示特価¥12,320

レスター  オーク無垢
180 ダイニングテーブル
幅180  奥行85  高さ70  天厚 4(cm)

通常 ¥178,200 を

展示特価¥142,560

ノキア II  オーク無垢
ダイニングチェア
幅48  奥行52  高さ74.5  座高42(cm)

通常 ¥35,200 を

展示特価¥28,160

テディ  飛騨職人
ウインザーチェア
幅48.5  奥行50.5  高さ91.6  座高44(cm)

通常 ¥38,500 を

展示特価¥27,000

ライチョウ  ウォールナット材
120 センターテーブル
幅120  奥行60  高さ30(cm)

通常 ¥61,600 を

展示特価¥49,280

ライチョウ  ウォールナット材
180 TV ボード
幅180  奥行40  高さ35 (cm)

通常 ¥126,500 を

展示特価¥101,200

メイレキ  オーク材
180 TV ボード
幅180  奥行40  高さ33(cm)

通常 ¥129,800 を

展示特価¥103,840

シトク  ウォールナット無垢
デスク
幅140  奥行60  高さ72  天板厚 3(cm)

通常 ¥126,500 を

展示特価¥101,200
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関家具の女性チームが主体となり
ブランディングされたカントリー系
アイテム。市場の既存家具と比べ、
デザインや品質、価格に「ちょっと」
した違いを付加した、温かく大事に
したくなるものばかり。

関家具の顔とも言える
日本有数の「一枚板」ブランド。
１億円超えのテーブルをも制作可能な
高い技術力を基に、日々世界中の銘木
を丹念に製材し、世界中のお客様に
「一生モノの温もり」を届けています。

ハイクオリティなチェアを世に送り出し
続ける関家具が本気で取り組んだ
「日本人のためのゲーミングチェア」。
高級欧米ソファと同じウレタンを
内蔵したハイクラスな座り心地が特徴。
未来のデスク環境を構築したい人へ。

全国的ベストセラー商品を抱える、
もっとも手の届きやすい価格で
構成されつつも魅力的な素材で
つくられた家具のラインナップ。

北欧系の中でもより現代寄りの
デンマークスタイルを取り入れた
「ノフリス」ブランド。
注目キーワードである”韓国インテリア”
に寄せたコーディネートも可能で、
圧倒的コスパが素晴らしい。

ダーマ  スーパーレザーテックス
2Ｐソファ
幅 165 奥行82  高さ68  座高37(cm)

通常 ¥123,200 を

展示特価¥98,560

モンロー  ファブリック
2.5Ｐソファ
幅 160 奥行84.5  高さ69  座高41(cm)

通常 ¥64,000 を

展示特価¥51,200

ブッシュ  ファブリック
2Ｐソファ
幅164  奥行90  高さ88  座高46(cm)

通常 ¥90,200 を

展示特価¥58,800

ブッバ  ファブリック
ビーズクッション[1P+スツール]
幅80  奥行90  高さ70  座高30(cm)

通常 ¥34,100 を

展示特価¥27,280

メレ
右肘ソファ
幅 140 奥行59  高さ70  座高39.5(cm)

通常 ¥53,900 を

展示特価¥43,120

メレ
2Ｐソファ
幅 125 奥行59  高さ70  座高39.5(cm)

通常 ¥50,600 を

展示特価¥40,480

メレ
1Ｐソファ
幅 50 奥行59  高さ70  座高39.5(cm)

通常 ¥26,400 を

展示特価¥21,120

アマン  バーチ材
120 ダイニングテーブル
幅120  奥行70  高さ65(cm)

通常 ¥50,600 を

展示特価¥40,480

マーキュリー  ビーチ材
ダイニングチェア
幅 44 奥行43  高さ81  座高42(cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥14,080

マーキュリー  ビーチ材
ダイニングチェア
幅 44 奥行43  高さ81  座高42(cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥14,080

ベラ  アッシュ無垢
90 センターテーブル
幅 90 奥行45  高さ38(cm)

通常 ¥30,800 を

展示特価¥24,640

パウンド  オーク突板
サイドテーブル
幅 53 奥行31.6  高さ61(cm)

通常 ¥19,800 を

展示特価¥15,840

ペディア
160 TV ボード
幅159.7  奥行40  高さ40 (cm)

通常 ¥62,700 を

展示特価¥50,160

ローゼル  パイン突板
3x3 シェルフ
幅104.4  奥行29  高さ117.2 (cm)

通常 ¥55,000 を

展示特価¥44,000

カンカン
4 段シェルフ
幅31  奥行31  高さ78 (cm)

通常 ¥14,300 を

展示特価¥11,440

カンカン
5 段シェルフ
幅31  奥行31  高さ93 (cm)

通常 ¥14,960 を

展示特価¥11,960

アニス
キャビネット
幅62.5  奥行37  高さ120(cm)

通常 ¥44,000 を

展示特価¥29,800

リンツ
60 オープンダイニングボード
幅59.9  奥行45  高さ181 (cm)

通常 ¥70,400 を

展示特価¥56,320

リンツ
110 カウンター
幅110.4  奥行45  高さ85 (cm)

通常 ¥61,600 を

展示特価¥49,280

セージ  パイン材
90 デスク
幅91  奥行45  高さ72 (cm)

通常 ¥38,500 を

展示特価¥30,800

Spoon me!
乗って遊べる ダイナソー
幅95  奥行29  高さ107 (cm)

通常 ¥23,100 を

展示特価¥18,480

アイガー  PU 合皮
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ126.5~134  座高42~49.5 (cm)

通常 ¥34,760 を

展示特価¥31,280

ルセル オットマン V1  PU 合皮
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ119.5~125.5  座高41~47(cm)

通常 ¥37,000 を

展示特価¥26,800

ローザ  ジャージ生地
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ126.5~134  座高42~50(cm)

通常 ¥39,600 を

展示特価¥35,640

シャスティーナ V2  ファブリック
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ126~134  座高41~48(cm)

通常 ¥40,700 を

展示特価¥36,630

ティトリス  ファブリック
ゲーミングチェア
幅71.5 奥行71.5  高さ134~142  座高45~53 (cm)

通常 ¥40,700 を

展示特価¥29,800

プレラ  ファブリック
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ128~135.5  座高45~52.5(cm)

通常 ¥44,000 を

展示特価¥39,600

ディアブロ  前傾姿勢対応
ゲーミングチェア
幅71.5  奥行71.5  高さ128.5~136.5  座高47~55(cm)

通常 ¥46,860 を

展示特価¥42,170

シャスティーナ ファブリック
ゲーミング座椅子
幅71  奥行61  高さ105  座高23(cm)

通常 ¥39,600 を

展示特価¥35,640

スイート  SP レザー 
2P ソファ
幅150  奥行90  高さ91  座高42 (cm)

通常 ¥60,500 を

展示特価¥51,420

スイート  本革 
3P ソファ
幅185  奥行90  高さ91  座高42 (cm)

通常 ¥108,900 を

展示特価¥92,560

ノイン  ファブリック
ソファベッド
幅198  奥行86/100  高さ71  座高37 (cm)

通常 ¥64,800 を

展示特価¥55,080

プリメーラ  SP レザー
 リクライニングチェア
幅83  奥行86-121  高さ98-87  座高40-45(cm)

通常 ¥48,000 を

展示特価¥40,800

OZ III ウォールナット総無垢
160 ダイニングテーブル
幅160  奥行80  高さ72 (cm)

通常 ¥68,000 を

展示特価¥57,800

ピエール  セラミック
150 ダイニングテーブル
幅150  奥行80  高さ72 (cm)

通常 ¥65,000 を

展示特価¥55,250

エッセンス  3 種の天然木
140 ダイニングテーブル
幅140  奥行70  高さ70 (cm)

通常 ¥40,920 を

展示特価¥34,780

トロッコ  バーチ突板
120 ダイニング 4点セット
[ テーブル ] 幅120  奥行75  高さ70 (cm)

通常 ¥50,600 を

展示特価¥29,800

グレッチャー  ファブリック
オットマンスツール
幅44  奥行46.5  高さ40~47  座高385~45.5(cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥15,840

アーク
アーケードスツール
幅63.5  奥行63.5  高さ65.5~72.5  座高39~46(cm)

通常 ¥11,000 を

展示特価¥9,900

スクウェア
ゲーミング ビーズソファ
幅66  奥行66  高さ70  座高38 (cm)

通常 ¥18,700 を

展示特価¥16,830

グラウンズ
120 デスク
幅120  奥行60  高さ70 (cm)

通常 ¥30,800 を

展示特価¥27,720

セクター
120 ラック
幅120  奥行40  高さ140 (cm)

通常 ¥29,800 を

展示特価¥26,820

セクター
30 デスクワゴン
幅30  奥行90  高さ70 (cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥15,840

スピカ
カウチソファ ( 左 )
幅 209 奥行172  高さ82 (cm)

通常 ¥126,500 を

展示特価¥101,200

ルファ  オーク無垢 × メラミン
150 ダイニングテーブル
幅 150 奥行80  高さ70(cm)

通常 ¥71,500 を

展示特価¥57,200

ウェズン  オーク無垢
ダイニングチェア
幅56  奥行53  高さ79(cm)

通常 ¥30,800 を

展示特価¥24,640

インディ  オーク無垢
ダイニングチェア
幅 49 奥行52  高さ97  座高42(cm)

通常 ¥29,700 を

展示特価¥23,760

ルファ  オーク無垢 × メラミン
100 センターテーブル
幅100  奥行48  高さ40(cm)

通常 ¥26,400 を

展示特価¥21,120

フォルナ  オーク無垢×メラミン
150 TV ボード
幅150  奥行40  高さ46 (cm)

通常 ¥68,200 を

展示特価¥54,560

アルニ
140×200 ラグ
140×200 (cm)

通常 ¥36,300 を

展示特価¥29,040

ラミエッジIII  ウォールナット無垢
185 テーブル ( 脚付き )
幅 185 奥行90  高さ69  板厚 4(cm)

通常 ¥245,300 を

展示特価¥196,240

モカ II
ハーフアームチェア
幅50  奥行55.7  高さ66.6  座高41(cm)

通常 ¥33,000 を

展示特価¥26,000
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マスダホームリビング
Instagram

ホテル、オフィス、レストラン、
ショップなど、業務用レベルの
厳しい要求にも応える、
コントラクト向けライン。

ユニークなデザインはそのまま愛着に。
品質の信頼性はもちろん
機能性としてもぬかりのない
プロダクト・コレクションです。

医療先進国・ドイツで培われた
ノンコイルマットレス「ゲルテックス」、
コスパの高いマットレス、
秀逸なデザインのベッドフレームで
構成されたオールマイティ・ベッド
ブランド。

“全員釣り好き” という関家具の開発
スタッフが手がける「釣り人による
釣り人のための家具」。
釣りをもっと気軽な存在にしたいという
想いで作られた、インテリアになじむ
最新「釣り家具」です。

OZ III  ウォールナット無垢
ダイニングチェア
幅45  奥行52  高さ89  座高44 (cm)

通常 ¥18,000 を

展示特価¥15,300

コンポジット
80 ワークシェルフ
幅77.5-126.5  奥行44  高さ171.5 (cm)

通常 ¥82,500 を

展示特価¥70,120

OZ III  ウォールナット無垢
135 背付ベンチ
幅135  奥行50.5  高さ75  座高45 (cm)

通常 ¥46,000 を

展示特価¥39,100

ピエール  ベロア生地
ダイニングチェア
幅45  奥行57  高さ85.5  座高45 (cm)

通常 ¥14,300 を

展示特価¥12,150

ピエール  ベロア生地
背付ベンチ
幅152  奥行64  高さ81.5  座高45 (cm)

通常 ¥36,000 を

展示特価¥30,600

アーロン  PVC
回転チェア
幅54.5  奥行60  高さ82.5  座高45 (cm)

通常 ¥16,500 を

展示特価¥14,020

エッセンス  アカシア無垢
ダイニングチェア
幅45  奥行52  高さ81  座高43 (cm)

通常 ¥14,740 を

展示特価¥12,530

エッセンス  アカシア無垢
105 ベンチ
幅105  奥行39  高さ43 (cm)

通常 ¥13,200 を

展示特価¥11,220

ロジャー  アッシュ無垢
回転チェア
幅55.6  奥行47  高さ73.5  座高42 (cm)

通常 ¥21,000 を

展示特価¥17,850

ケトル  ラバーウッド材
回転チェア
幅43  奥行55  高さ81  座高43 (cm)

通常 ¥13,200 を

展示特価¥11,220

OZ III  オーク無垢
105 センターテーブル
幅105  奥行50  高さ35 (cm)

通常 ¥32,000 を

展示特価¥27,200

キシリア II  オーク無垢
160 TV ボード
幅160  奥行42  高さ33 (cm)

通常 ¥59,000 を

展示特価¥50,150

アルマ  桐無垢
120-4 段 ローチェスト
幅118  奥行40  高さ83 (cm)

通常 ¥23,100 を

展示特価¥19,630

シェリー  パイン材
学習デスク
幅100/123  奥行51/100  高さ121 (cm)

通常 ¥61,600 を

展示特価¥52,360

ネルフ  パイン材
学習デスク
幅100  奥行65  高さ130 (cm)

通常 ¥52,800 を

展示特価¥44,880

ホップ
学習チェア
幅46.7  奥行49.5  高さ77.4~89  座高40.9~52.5(cm)

通常 ¥8,030 を

展示特価¥6,820

ステップ
学習チェア
幅46.7  奥行49.5  高さ77.4~89  座高40.9~52.5(cm)

通常 ¥11,660 を

展示特価¥9,910

タップ
学習チェア
幅57  奥行50  高さ82~93  座高42~53(cm)

通常 ¥17,600 を

展示特価¥14,960

アーム型 LED ライト
[ ライト部 ] 幅38  奥行6.5  高さ2 (cm)

通常 ¥8,300 を

展示特価¥7,050

ルグナ  2段ベッド用
S 高反発マットレス
幅97  奥行195  高さ5 (cm)

通常 ¥10,800 を

展示特価¥9,180

ミーティア II
スツール
幅50  奥行40  高さ56  座高46 (cm)

通常 ¥15,840 を

展示特価¥13,460

ビアンカ  ビーチ材
チェア ( 肘無 )
幅46.5  奥行56  高さ74.5  座高44 (cm)

通常 ¥30,140 を

展示特価¥25,620

ビアンカ  ビーチ材
チェア ( 肘付 )
幅57.5  奥行56  高さ74.5  座高44 (cm)

通常 ¥31,900 を

展示特価¥27,110

トット  SP レザー
ダイニングチェア
幅50  奥行59.5  高さ88.5  座高44 (cm)

通常 ¥22,000 を

展示特価¥18,700

グラント ローバック
レザーポケットコイルチェア
幅67.5  奥行76  高さ102-107  座高46-51(cm)

通常 ¥30,580 を

展示特価¥25,990

ロッティ
オフィスチェア
幅63  奥行63  高さ85  座高38-46.5(cm)

通常 ¥24,200 を

展示特価¥20,570

ゲルツ  アカシア材
システムベッド 4 点セット
[ 全体 ] 幅98-204  奥行204  高さ110 (cm)

通常 ¥85,000 を

展示特価¥72,250

ブランシェ
システムベッド
幅204  奥行104  高さ184 (cm)

通常 ¥110,000 を

展示特価¥93,500

SW-ODM23
S  5ゾーニング ポケットコイル マットレス
幅97  奥行195  高さ23 (cm)

通常 ¥36,000 を

展示特価¥30,600

SW-RE33
S 夏冬対応 ポケットコイル マットレス
幅97  奥行195  高さ33 (cm)

通常 ¥56,000 を

展示特価¥47,600

ラスク ヘッドレス ( スノコ )
S タモ材 ベッドフレーム
幅100.7  奥行201  高さ30/22 (cm)

通常 ¥35,800 を

展示特価¥30,430

デミール III (ウッドスプリング)
S アルダー材 ベッドフレーム
幅100.6  奥行207  高さ87  床高25/30(cm)

通常 ¥66,000 を

展示特価¥56,100

ロブレ ( スノコ )
S 節有ナラ材 ベッドフレーム
幅100.5  奥行208.5  高さ85  床高25.5(cm)

通常 ¥42,500 を

展示特価¥36,120

プレジー ( スノコ )
S シート材 ベッドフレーム
幅100.7  奥行209.5  高さ83  床高20/25(cm)

通常 ¥43,000 を

展示特価¥36,550

カプリス II ( 引付 )
S ベッドフレーム
幅98  奥行208.5  高さ80.8  床高22 (cm)

通常 ¥43,800 を

展示特価¥37,230

パフ II
GELTEX ピロー
幅70  奥行32  高さ12 (cm)

通常 ¥13,200 を

展示特価¥11,220

IR-P01
ピロー
幅71  奥行31  高さ11 (cm)

通常 ¥17,800 を

展示特価¥15,130

ヨサ
枕
幅43  奥行63  高さ12 (cm)

通常 ¥1,980 を

展示特価¥1,680

リンセ  アルダー無垢
ナイトテーブル
幅40  奥行33  高さ43(cm)

通常 ¥14,800 を

展示特価¥12,580

アマンド II  ウォールナット材
ナイトテーブル
幅30  奥行30  高さ40(cm)

通常 ¥9,800 を

展示特価¥8,330

トネリ 200  タモ材
ナイトテーブル
幅20  奥行35  高さ48(cm)

通常 ¥8,700 を

展示特価¥7,390

マルス ( レッグ )
S ベッドフレーム
幅98  奥行202.1  高さ80.8  床高22 (cm)

通常 ¥24,000 を

展示特価¥20,400

ベスタ III ( ベーシック )
S ベッドフレーム
幅98  奥行205.3  高さ80.8  床高22 (cm)

通常 ¥29,800 を

展示特価¥25,330

ゲルテックス クオンタム 180
S ノンコイルマットレス
幅100  奥行195  高さ18 (cm)

通常 ¥99,000 を

展示特価¥84,150

ゲルテックス クオンタムタッチ 220
S ノンコイルマットレス
幅100  奥行195  高さ22 (cm)

通常 ¥158,000 を

展示特価¥134,300

ゲルテックス クオンタムタッチ 260
S ノンコイルマットレス
幅100  奥行195  高さ26 (cm)

通常 ¥228,000 を

展示特価¥193,800

SW-21X ( ハード )
S ポケットコイル マットレス
幅97  奥行195  高さ21.5 (cm)

通常 ¥28,000 を

展示特価¥23,800


