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古民家を解体し、柱や梁など
の材を丁寧に時間をかけて
製材し生まれるクラッシュの
古材家具。使いこむほど深い
味が生まれます。

デコ  160 パイン古材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
パイン古材 ( 水性塗料 + ワックス仕上 )　※天厚 5.0cm
180cm サイズも有り

オールドウッド BR

メーカー希望小売価格  ￥101,200

税込 ¥101,200
サイズ 幅160　奥行80　高さ73 (cm)

パイン古材を使った
ヴィンテージテイストの
中棚付き食卓。
135x77 cm のワイドな
ワークデスクとしても
利用可能です。

クッパ II  135 パイン古材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
パイン古材 ( ラッカー塗装 )・GUN METAL
現モデルは廃盤につき現品限り・幅 152、135 の全 2 サイズ・他色なし

パイン古材

メーカー希望小売価格  ￥62,700

税込 ¥62,700
サイズ 幅135　奥行77　高さ72 (cm)

色が異なる天然パイン古材を
組み合わせて寄木細工のような
ユーモアを持たせた食卓。
幕板レスで細身のスチール脚が
天板を支える、ニューヴィンテー
ジ界の革新的デザイン。

ダース  180 パイン古材 ダイニングテーブル
材質
注釈

パイン古材 ( ラッカー塗装 )・スチール
150 サイズも有り ( 売価 ¥104,500)・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥137,500

税込 ¥137,500
サイズ 幅180　奥行84.5　高さ73 (cm)

鋸目入りの天板が味わい深く、
格好いい。貴重な 3.5cm厚
の無垢天板を使用。
前後には各1杯の引出しが、
側面にはタオルやフックを
かけられるスチールバー付き。

ハーデン  180 ナラ無垢材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
ナラ無垢材 ( オイル塗装 / ノコ目残し )・スチール
廃盤につき展示品限り  ・  脚間：138cm  ・  引出内寸：幅38.5 奥行34 高さ4 (cm)

WFN-2

メーカー希望小売価格  ￥203,500

税込 ¥203,500
サイズ 幅180　奥行86　高さ72　天厚 3.5 (cm)

S O L DS O L D
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展示品に限り特価

¥49,800
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優しい。その一言に尽きる
オーク無垢の温かいつくり。
朝食にたべるパン一つとって
もテーブルが違うとこうも味
が変わるんだろうか、
そう思わせてくれるテーブル。

デッケ  φ123 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
ナラ材 ( オイル塗装 )
φ103 円形や幅152cm 角、幅 172cm 角タイプ有り

WF-1

メーカー希望小売価格  ￥113,300

税込 ¥113,300
サイズ 直径φ123　高さ72 (cm)

天板の木種やサイズ、
脚の形状や高さをそれぞれ
自由に組み合わせられる
シリーズ。雰囲気のよいカフェ
・レストラン等での納品実績も
多いテーブルです。

トリップ  70x75 パイン古材 カフェテーブル
材質
注釈

カラー
天板：パイン古材 ( ラッカー塗装 )　脚：スチール
天板 4 種 +4サイズ有り 、脚 3 種 +3 サイズ有り (木種や形状によってサイズ展開は異なります)

OLD-PINE (W) / IRON-B

メーカー希望小売価格  ￥39,600

¥39,600
サイズ ( 全体 ) 幅70　奥行75　高さ72 (cm)

良質な天然木とスチール。
シンプルなフォルムながら、
素材の良さで長い時を経ても
変わらぬ愛着が持てる。
天板に素敵なアレンジを施して、
一生モノとして使いたい。

タンク  150 オーク無垢材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
オーク単板 ( オイル仕上げ )・スチール
135x86、150x86、180x86(cm) の全３サイズ・天板カラーは全４種

WFT-1

メーカー希望小売価格  ￥93,500

税込 ¥93,500
サイズ 幅150　奥行86　高さ72 (cm)

オイル仕上げでオーガニック
な風合いのダイニングテーブ
ル。ソファと組み合わせやすい
高さのリビングダイニング仕
様になっています。
小物が置ける中棚つき。

カイン II  140 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢材 ( オイル仕上げ )
140、150、165 の全 3 サイズ ・ オーク材、ウォールナット材の全 2 種

WFT-1

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥82,500
サイズ 幅140　奥行80　高さ68 (cm)
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ア.デペシュ定番の「splem」
シリーズ。良質オーク無垢材
と細身のアイアン脚の組み合
わせが今らしいオトナ感。
あえて色目を合わせない木の
接ぎ合わせが個性的。

スプレム  160 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢材 ( オイル仕上げ )・スチールパイプ ( 黒塗装 )
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥107,800

税込 ¥107,800
サイズ 幅160　奥行80 　高さ73 (cm)

" 新世代ナチュラル " を提案
する「solo」シリーズ。
さりげないスチール使いと
贅沢なオーク無垢材を使用
した、本物の大人コーデが
楽しめる食卓です。

ソロ  160 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢材・スチール
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥107,800

税込 ¥107,800
サイズ 幅160　奥行80　高さ73 (cm)

a.depecheらしい高級感を
あしらったメラミンテーブルが
登場。スタイリッシュなスチール
脚に、天板をオーク無垢材で巻
きました。足元の真鍮は
外すことで高さを低くできます。

ポル  160 メラミン天板 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
フレーム：スチール ( 焼付塗装 )　天板：中圧メラミン板・オーク無垢材 ( オイル塗装 )　真鍮
幅 160、145 の 2 サイズ有り・天板カラーは OLD、MBL・STN の全 3 色・アジャスター付き

MBK × OLD

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥82,500
サイズ 幅160　奥行80　高さ73/68 (cm)
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お好みのスチール脚が選べる、
オーク材の豊かな表情が
楽しめる「ソウ」シリーズ。
芯材にはオーク無垢を使用、
表・裏面には厚み3mm の
オーク材を貼りあわせました。

ソウ  φ120 オーク材 ダイニングテーブル (脚001)

材質
注釈

カラー
オーク材・アイアン ( スチール )
φ105、140x80、120x80cm タイプも有り・ブラウン色も有り・脚は全 3 タイプから選べます

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥80,300

税込 ¥80,300
サイズ φ120　高さ73 (cm)

[ 展示品 ]
脚 001 タイプ

お好みのスチール脚が選べる、
オーク材の豊かな表情が
楽しめる「ソウ」シリーズ。
芯材にはオーク無垢を使用、
表・裏面には厚み3mm の
オーク材を貼りあわせました。

ソウ  140 オーク材 ダイニングテーブル (脚003)

材質
注釈

カラー
オーク材・アイアン ( スチール )
120x80、φ120、φ105cm タイプも有り・ナチュラル色も有り・脚は全 3 タイプから選べます

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥74,800

税込 ¥74,800
サイズ 幅140　奥行80　高さ73 (cm)

[ 展示品 ]
脚 003 タイプ

実質 無垢材と言える、3mm
厚のウォールナットを天板に
あしらい、バーチ材の芯材で
組んだテーブル天板です。
角度強めのしゃがれたスチー
ル脚がモダンさを表現。

ウェルメ  150 ウォールナット突板 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
表面：ウォールナット 3mm 厚突板　芯材：バーチ集成無垢材　脚：スチール
150、135 サイズの全 2 種・他色なし

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥90,200

税込 ¥90,200
サイズ 幅150　奥行80　高さ73 (cm)

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& ベンチは展示品限り・テーブルは全 2 色有り・他サイズなし

チャコールグレー /BR

メーカー希望小売価格  ￥265,100

税込 ¥265,100
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

¥132,500
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ウッドとアイアンのヴィン
テージ調ダイニング。
ローコストながらメラミン
天板なのでキズ汚れにとても
強い材質です。

ダイヤ  80 メラミン材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：メラミン　脚：スチール　チェア：PVC・スチールパイプ・積層合板
130x80 の食卓５点セットも有り ( 売価 ¥36,000)・他色なし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥22,220

税込 ¥15,000
サイズ 幅80　奥行80　高さ70 (cm)

インドネシアで橋や杭として
使われていたチーク材を
ワイルドに使用。
環境派オランダデザイナーに
よる作品です。

セレベス  160 チーク古材 ダイニングテーブル
材質
注釈

古材チーク・アイアン
180x85cm ( 売価 ¥126,500)、140x85cm( 売価 ¥102,300) タイプも有り

メーカー希望小売価格  ￥140,800

税込 ¥140,800
サイズ 幅160　奥行85　高さ75 (cm)

ヴィンテージ色のある風合い、
天然木アカシア材でテーブル
周囲を巻いた、コスパ最高級
ダイニングテーブル。
天板中央はキズ・汚れに強い
メラミン材を使っています。

ヴィンテージ色のある風合い、
天然木アカシア材でテーブル
周囲を巻いた、コスパ最高級
カフェテーブル。
天板中央はキズ・汚れに強い
メラミン材を使っています。

ゲンブ  120 古材風 ダイニングテーブル ゲンブ  80 古材風 ダイニングテーブル
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
天板：MDF・メラミン貼り　天板エッジ：アカシア　脚：スチール
165、150、120、80 の全 4 サイズ・他色なし

天板：MDF・メラミン貼り　天板エッジ：アカシア　脚：スチール
165、150、120、80 の全 4 サイズ・他色なし

ブラウン ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥29,700 メーカー希望小売価格  ￥26,675

税込 税込¥ ¥19,800 17,800
サイズ サイズ幅120　奥行70　高さ70 (cm) 幅80　奥行70　高さ70 (cm)
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FAMILIAL WARM



テーブルの脚デザインを
選べる人気「ノード」シリーズ
にヘリンボーン柄が登場。
無垢材を接ぎ合わせた
趣ある豊かな表情です。

ノード II ヘリンボーン  150 オーク無垢 ダイニングテーブル

材質
注釈

カラー
オーク無垢材 / 突板 ( ポリウレタン塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
全 5 サイズ・脚は５種類のデザイン & サイズから選べます・他色なし

オーク ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥102,300

税込 ¥88,000
サイズ 幅150　奥行80　高さ70 (cm)

幅130 〜210cmに可変する
テーブル (4人〜6人対応 )。
引き出すだけの簡単操作です。
柿渋で塗装した国産くるみ材を
使用、経年変化の味わいも楽し
める日本職人によるプロダクト。

Aki  国産くるみ材 × 柿渋 エクステンションテーブル
材質
注釈

カラー
天然杢くるみ材 ( 柿渋塗装 )　※日本 ( 岐阜県 ) 製
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥119,900

税込 ¥129,800
サイズ 幅130 〜 210　奥行80　高さ71 (cm)

2層のオーク無垢材を重ねた
厚み 40mm の重厚感ある
天板。スタイリッシュな
デザインが都会的。

ランス II  150 オーク無垢 40mm厚 ダイニングテーブル

材質
注釈

カラー
オーク無垢 40mm 厚・スチール
廃盤につき現品限り・脚位置変更可

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥126,500

税込 ¥58,000
サイズ 幅150　奥行80　高さ72 (cm)

CW  160 オーク無垢 ダイニングテーブル (L)
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク無垢 ( ウレタン塗装 )
左右対称形の L タイプ・R タイプ有り・他サイズなし

オーク

メーカー希望小売価格  ￥135,300

税込 ¥83,000
サイズ 幅160　奥行110　高さ70 (cm)

大人数でも囲めて、
角が丸い当店人気食卓。
ホワイトオーク無垢材の
白木目が今らしいかろやかな
雰囲気を作ります。
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コンパクトながら３段階の
伸張式で、2人用〜 4人用
まで対応できるテーブル。
木の節があり、オーガニックな
温もりを感じさせます。

スレイド  85〜145 ダイニングテーブル 両バタ
材質
注釈

カラー
背板：節有オーク突板　脚：ラバーウッド無垢
他色、他サイズなし

ミディアムブラウン

メーカー希望小売価格  ￥101,200

税込 ¥42,000
サイズ 幅85 / 115 / 145　奥行80　高さ72 (cm)

オーク無垢材をふんだんに
使った高級感あるダイニング
テーブル。天板のフチは丸み
を帯び、柔らかい雰囲気。
中棚があり、ちょっとした
収納もできます。

シーナ  φ110 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：オーク無垢（ウレタン塗装）　脚部：ラバーウッド無垢（ウレタン塗装）
140 テーブルも有り、他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥111,100

税込 ¥59,800
サイズ φ110　高さ72 (cm)

オーク無垢材をふんだんに
使った高級感あるダイニング
テーブル。天板のコーナーや
脚部など、角になりがちな部
分は丸みを帯びているので
柔らかい雰囲気。

シーナ  140 オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：オーク無垢（ウレタン塗装）　脚部：ラバーウッド無垢（ウレタン塗装）
φ110 円形テーブルも有り・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥111,100

税込 ¥68,000
サイズ 幅140　奥行80　高さ72 (cm)

S O L DS O L D

O U TO U T

幅135 〜215まで無段階
に伸ばせるので、4〜8人
使いに対応します。
天板は光沢ある白木目柄の
クリアホワイト。ホワイトナチュ
ラルの脚色が優しい印象です。

フリー  135 伸張ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
[ 天板 ] ハイグロス (UV 塗装・白木目柄 )　[ 木部 ] RBW材 ( タモ突板貼り )
他色、他サイズなし

ホワイト / ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥103,400

税込 ¥68,000
サイズ 幅135 〜 215　奥行80　高さ70 (cm)
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CHIC MODERN



６種の脚、4つのサイズ、
2 色の天板材から自由に
組み合わせできる万能な
ユーティリティ性。
圧迫感がなく、素材感が
贅沢に活きるモダンな食卓。

ノード 150 ウォールナット無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
ウォールナット無垢 ( ポリウレタン塗装 )
5 種の脚、2 種の天板材、４つの天板サイズから選べます

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥137,500

税込 ¥119,800
サイズ 幅150　奥行80　高さ70 (cm)

世界三大名木「ウォールナット」
の無垢材のみを使用。
テーブル裏面の補強板が
安心感をプラス。それでいて
リーズナブルなロングセラー。

OZ Ⅲ  160 ウォールナット総無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
木部：ウォールナット無垢 ( ウレタン塗装 )
ナチュラル色 ( オーク材 ) も有り・135x80, 180x90 サイズも有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥77,000

税込 ¥68,000
サイズ 幅160　奥行80　高さ72 (cm)

ブラックウォールナット８枚
を手間暇かけて接ぎ合わせ
た、一枚板のような迫力を
楽しめるワイルドテーブル。
美観と耐久を兼ね揃える特殊
国産オイルを使っています。

材質
注釈

[ 天板 ] アメリカンブラックウォールナット無垢 ( オレオ塗装 )　　[ 脚 ] スチール
155x80・200x90・215x90 タイプも有り・オーク色も有り・オーダーカット可能

メーカー希望小売価格  ￥245,300

税込 ¥245,300
サイズ 幅185　奥行90　高さ69　板厚 4 (cm)

ラミエッジ Ⅲ 185 ブラックウォールナット無垢 テーブル (脚付き)

突板しかできない、こだわりの
矢張りデザインを大胆にあし
らった、日本職人による
純国産テーブル。天板周囲の
面材に無垢材を使うことで
耐久度も向上しています。

レキオウ  150 ウォールナット材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )　天板面材：ウォールナット無垢　脚：スチール ( 粉体塗装 )
廃盤につき現品限り・Ｆ☆☆☆☆・生産地：福岡

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥125,400

税込 ¥125,400
サイズ 幅150　奥行85　高さ71.2 (cm)

ランキング
人気

No.3

ランキング
人気

No.2
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ウォールナット、メープル、
チェリー3種の天然木を
貼りあわせた天板が特徴。
片側面にマガジンラックを
備えており、雑誌・瓶・調味料
などが収納できます。

エッセンス  140 3種の天然木 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット・メープル・チェリー突板 ( ラッカー塗装 )　脚：アカシア無垢材
170・140・80 の全 3 サイズ有り・他色無し

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥95,480

税込 ¥39,800
サイズ 幅140　奥行70　高さ70 (cm)

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  ￥101,200

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

S O L DS O L D

O U TO U T

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  ￥380,600

税込 ¥226,600
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
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BLACK & WHITE



キズ・汚れ・熱に高耐久の
セラミックを使用し、細身で
浮遊感のあるスチール脚を
組み合わせた現代らしい
食卓テーブル。
お手入れもとっても簡単。

ピエール  150 セラミック ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
セラミック・強化ガラス・スチール ( 粉体塗装 )
180x90 サイズも有り・他色なし

ダークグレー

メーカー希望小売価格  ￥169,400

税込 ¥69,800
サイズ 幅150　奥行80　高さ72 (cm)

12mm厚の重厚なブロンズ
色ガラスと、それを支える
アジャスター付きのスタイリッ
シュなアイアン脚が名作の
雰囲気を醸し出します。チェア
は本革 / 布の2トーン仕様。

LC ブロンズカラードガラス ダイニング6点セット
材質
注釈

カラー
( テーブル ) 12mm 強化ブロンズ・アイアン　( チェア ) 本革・布・ステンレス
展示品限り・椅子 ブラック x5脚・ホワイト x1脚　※椅子サイズ 幅45 奥行56 高さ91 座高46(cm)

メーカー希望小売価格  ￥555,100

税込 ¥438,000
サイズ 幅160　奥行90　高さ73 (cm)

ブラック 5脚

展示品に限り特価

¥268,000

目を奪われるほど美しい
国産クリスタルガラス。
200℃の耐熱性、
キズ強度 9Hという
ルックスだけにとどまらない
実用的な高スペックも。

CRYSTAL TOP 180 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：国産強化ガラス (AGC製 )　脚：タモ無垢材
150x85 サイズや 140x85 サイズも有り・ブラック、マーブル色も有り・４本脚も有り

グレー

メーカー希望小売価格  ￥244,200

税込 ¥129,000
サイズ 幅180　奥行85　高さ71 (cm)

目を奪われるほど美しい
国産クリスタルガラス。
200℃の耐熱性、
キズ強度 9Hという
ルックスだけにとどまらない
実用的な高スペックも。

CRYSTAL TOP 150 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：国産強化ガラス (AGC製 )　脚：タモ無垢材
180x85 サイズや 140x85 サイズも有り・ブラック、マーブル色も有り・２本脚も有り

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥222,200

税込 ¥117,000
サイズ 幅150　奥行85　高さ71 (cm)

ランキング
人気

No.1
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NORDIC & COUNTRY



片肘ソファ+2Pソファ+
120 テーブルの３点セット。
とにかく大人気。
食事だけではなく集うスペー
スにもなるカワイイやつ。
ソファカバーは洗えます。

アマン&メレ リビングダイニング３点セット
材質
注釈

[テーブル] バーチ材 ( オイル仕上げ )　[ ソファ ] ファブリック・バーチ材 ( オイル仕上げ )
テーブルは幅 120・135cm の２種・ソファはブルー、ブラウンの全２色

メーカー希望小売価格  ￥155,100

税込 ¥155,100
サイズ （全体スペース ) 幅 約 184　奥行140　高さ70　座高 39.5 (cm)

デスクカウンターに置くのもアリ

メレ 1Pソファ
幅50　奥行59　高さ70　座高 39.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
ファブリック・バーチ材 ( オイル仕上げ )

ブルー・ブラウンの全２色
2P や肩肘ソファも有り

税込 ¥ 26,400
メーカー希望小売価格  ￥26,400

現代北欧デザインから
インスピレーションを得た、
スタイリッシュなテーブル。
キズ・汚れに強いメラミントッ
プに、2タイプの脚を組み合
わせることができます。

ルファ  150 メラミン/ オーク無垢 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：メラミン　脚・幕板：オーク無垢 ( ウレタン塗装 )
135x80 や 180x85cm タイプも有り・天板 WH・GY・NA の全 3 色・脚は全 2 タイプ有り

GY / C 脚

メーカー希望小売価格  ￥71,500

税込 ¥71,500
サイズ 幅150　奥行80　高さ70 (cm)

ハの字脚で出入りしやすい
シンプルデザインのダイニン
グテーブル。
小口面を丸く仕上げているた
め、お子様のいるご家庭でも
安心してご使用いただけます。

チャームス  135 オーク突板 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：オーク突板 ( オイル塗装 )　脚：アッシュ無垢
135x80・150x80 の全 2 サイズ・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥62,700

税込 ¥62,700
サイズ 幅135　奥行80　高さ70 (cm)
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お二人様までの場面に
ちょうどよい北欧風の
円形カフェテーブル。
天然木であるタモ突板を
天板に使った本格派です。

φ60 天然木タモ突板 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
天板：タモ突板　脚：ビーチ天然木
ブラウン色 ( ウォールナット突板 ) も有り・他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥27,940

税込 ¥14,800
サイズ 幅60　奥行60　高さ72 (cm)

S O L DS O L D

O U TO U T

余計な装飾など捨てた
シンプル・ベーシック。
しかし丁寧な作りで、
強度に安心感をもたせた
幕つき仕様です。
汚れに強いメラミン天板。

マイキー  75 ダイニングテーブル (単品)

材質
注釈

カラー
天板：MDF・メラミン貼り　脚：ラバーウッド (NA)  アカシア (BR)
ブラウン色も有り・120x75cm サイズも有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥26,675

税込 ¥18,400
サイズ 幅75　奥行75　高さ70 (cm)

しゃがれたカントリーテイスト
の nora.ブランドらしい
あたたかな円形テーブル。
優しい丸みのあるフチは
子供の怪我防止効果も。

ロジー  φ90 バーチ材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
バーチ材 ( オイル仕上げ )
140x80cm タイプも有り・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥49,500

税込 ¥49,500
サイズ 幅90　奥行90　高さ70 (cm)
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JAPANESE



深い風合いのアンティーク塗
装と、天板側面に名栗加工を
施したテーブル。シックハウ
ス対策 (F ☆☆☆☆ ) の塗料・
接着剤を使用しています。

180 タモ材 ダイニングテーブル (単体)禅
材質
注釈

タモ ( アンティーク塗装  F ☆☆☆☆ )
テーブルは幅 200, 165 サイズも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥134,200

税込 ¥77,000
サイズ ( テーブル ) 幅180　奥行90　高さ70 (cm)

天板側面に名栗加工を施し、
１枚板のような風合いを
ローコストで実現。
当店でも非常に人気の高い
テーブルです。

150 ラバーウッド無垢  ダイニングテーブル (単体)白王
材質
注釈

カラー
ラバーウッド集成無垢材 ( ウレタン塗装 )
180x90cm テーブルも有り・他色無し

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥96,800

税込 ¥58,000
サイズ 幅150　奥行90　高さ67 (cm)

福岡の職人を起用し、最も美
しく見える耳の形を設計士と
密に打ち合わせ加工を施した
プロダクト。塗装タイプ・脚の
タイプ・カラー・サイズをお好
みに選べます。

レスター  180 オーク無垢材 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク無垢材 ( ウレタン塗装・F ☆☆☆☆ )・スチール
サイズは 150・165・180・200cm の全４種・ウォールナット材タイプも有り・脚は全 4 タイプ・オイル塗装タイプも選べます

オーク

メーカー希望小売価格  ￥201,300

税込 ¥201,300
サイズ 幅180　奥行85　高さ70　天厚 4 (cm)

日本の職人が手がける
ロングセラーのテーブル。
風車状に寸分狂いの無く
貼りあわせた突板は職人泣
せの技と言われる。
細部に神が宿る逸品。

アトリ  150 オーク突板 ダイニングテーブル
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク突板・ホワイトオーク無垢 ( ウレタン塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )  Ｆ☆☆☆☆
廃盤につき現品限り

オーク

メーカー希望小売価格  ￥103,400

税込 ¥103,400
サイズ 幅150　奥行85　高さ70.8 (cm)

展示品に限り特価

¥59,800
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