
CHAIR / STOOL



ヴィンテージ調 PUレザーを使用

ログ チェア
幅45　奥行54　高さ74　座高 45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

PU レザー (ABS 樹脂 )・スチール

全 5 色
BK, ASH, CAMEL 色はカウンターチェア有り

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800

カラー
材質

注釈

PU レザー / スチール

キャメル・ブラック・ターコイズ・
モスグリーンの全 4 色

コスパ高し、当店人気 No.1 CRASH チェア

クロエ II チェア
幅48　奥行56.5　高さ79　座高 46.5 (cm)

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥15,400

カラー
材質

注釈

WF-2 / ベルベットジンジャー
ナラ材・ファブリック

カラーは全５パターン

ベルベット生地と、背面に打ちこまれた鋲

パッド チェア
幅41　奥行51　高さ75.5　座高 44 (cm)

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700

WF-2 / ベルベットジンジャー WF-2 / ベルベットアッシュ

コスパ高き CRASH 定番チェア

マーク II チェア (1脚)
幅48.5　奥行49.5　高さ75  座高 46.5 (cm)

ASH-2 / PVC-CAFE ASH-2 / PVC-DARK

カラー
材質

注釈

ASH-2 / PVC-CAFE,    ASH-2 / PVC-DARK
PVC・アッシュ材 ( ラッカー塗装 )

木部 ASH-2,  ASH-LBR 色の 2色有り
座面 PVC-CAFE, PVC-DARK の 2色有り

税込 ¥ 23,100
メーカー希望小売価格  ￥23,100

ミッドセンチュリーを思わせるクロス脚

クロス II チェア
幅44.5　奥行52　高さ83　座高 47.5 (cm)

カラー
材質

注釈

RL-26 キャメル
リサイクルレザー・スチール・ウレタンフォーム

RL-27 コーヒー色も有り

税込 ¥ 18,700
メーカー希望小売価格  ￥18,700

語り継がれる故きトーネットデザイン

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

カラー
材質

注釈

ナラ材 ( ラッカー塗装 )・スチール・籐

LBR ・DBR・BK の全 3 色
LBR と DBR のみ肘有タイプも有り

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800

CRASH 全国人気 No.1 チェア

アトム チェア (1脚)
幅54　奥行46　高さ78.5　座高 47 (cm)

カラー
材質

注釈

IC-ライトグレー / IC- ダークグレー
タモ無垢材 ( ラッカー塗装 )・ファブリック
※水と汚れに強い特殊生地です
"IC-ライトグレー"と"IC-ダークグレー"の
２色展開

税込 ¥ 24,750
メーカー希望小売価格  ￥24,750

IC-ライトグレー IC-ダークグレー

ランキング
人気

No.2

あたらしいミッドセンチュリー

アボック 肘無チェア
幅50　奥行59　高さ81　座高47 (cm)

カラー
材質

注釈

M-17 グリーン
オーク材・ファブリック・スチール

ベージュ・オレンジ・グリーン・グレーの
全４色・肘付タイプも有り

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥17,600
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CRASH 代表格のロングセラー

マルケッシュ 肘無チェア
幅44.5　奥行51　高さ83　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

WF-1
ナラ材 ( オイル塗装 )

他色なし
肘付タイプやベンチタイプも有り

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700

CRASH 代表格のロングセラー

マルケッシュ 肘付チェア
幅50　奥行51.5　高さ78  座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

WF-1
ナラ材 ( オイル仕上げ )

他色なし
肘無タイプやベンチタイプも有り

税込 ¥ 41,800
メーカー希望小売価格  ￥41,800

どっしりゆったり座れる

エイプ チェア (１脚)
幅52　奥行52　高さ71.5　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

IC-ライトグレー・IC-ダークグレー
タモ材 ( オイル塗装 )・ファブリック
※水と汚れに強い特殊生地です
"IC-ライトグレー"と"IC-ダークグレー"の
２色展開

税込 ¥ 36,300
メーカー希望小売価格  ￥36,300

IC-ライトグレー IC-ダークグレー

カラー
材質

注釈

ライトブラウン
タモ無垢材 ( ラッカー塗装 )

LBR 色と BK 色の全２色

心の拠り所、アンティークデザイン

コール II  チェア
幅49　奥行54.5　高さ87　座高 45 (cm)

税込 ¥ 26,400
メーカー希望小売価格  ￥26,400

古の風格を称えるペーパーコードチェア

イロハ チェア
幅54　奥行55.5　高さ76　座高 46.5 (cm)

カラー
材質

注釈

OAK-LBR / ペーパーコード BR
ホワイトオーク材 ( オイル仕上げ )・
ペーパーコード
IC-LGY、IC-DGY( どちらも座面が布 ) 色
タイプも有り

税込 ¥ 51,700
メーカー希望小売価格  ￥51,700

ニューヴィンテージの THE スタンダード。

スレッジ チェア 肘無
幅50　奥行46　高さ85　座高 45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

PU-CAMEL
ナラ材 ( オイル仕上げ )・PU レザー・
ウレタンフォーム
肘付タイプも有り (¥36,300)
他色なし

税込 ¥ 33,000
メーカー希望小売価格  ￥33,000

肘無 肘付

360度回転するナチュラルヴィンテージ

カイン II  肘付回転チェア
幅61　奥行58　高さ75.5　座高 46　肘高 62 (cm)

カラー
材質

注釈

LBR / PVC-BR
ホワイトオーク無垢材 ( オイル仕上 )・PVC・
ウレタンフォーム・S バネ・ウェビーングベルト
"LBR 背 PVC-BR 座 IC-GY" タイプも有り
ウォールナットタイプも有り (¥48,400)

税込 ¥ 42,900
メーカー希望小売価格  ￥42,900

カラー
材質

注釈

LBR/PVC-BR
オーク無垢材 ( オイル仕上 )・PVC・
ウレタンフォーム・S バネ・ウェービングベルト
145、160 の全 2 サイズ、オーク材ブラウンと
ウォールナット材ブラックの全 2 色

座面の感触が非常に気持ちいい

カイン II 145 木肘ベンチ
幅145　奥行58　高さ75.5　座高 46 (cm)

税込 ¥ 69,300
メーカー希望小売価格  ￥69,300
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当店調べ 【旦那様人気 No.1 チェア】

KT-88 チェア
幅49.5　奥行55　高さ80　座高 43.5 (cm)

カラー
材質

注釈

BK
PUレザー・ウレタンフォーム・スチール

BR( ブラウン ) 色も有り

税込 ¥ 14,800
メーカー希望小売価格  ￥27,500

超有名シェルチェアがデニムに？

スチール脚×デニム

KT-66 チェア

KT-55 チェア

幅45　奥行54　高さ80　座高44 (cm)

幅49.5　奥行55　高さ80　座高 43.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

デニム ( 綿 )・ビーチ無垢材

他色なし

デニムブルー
張地：デニム　中身：ウレタンフォーム・
PP 樹脂成形　脚部：スチール ( 粉体塗装 )
他色なし

税込 ¥ 15,900

税込 ¥ 12,980

メーカー希望小売価格  ￥30,800

メーカー希望小売価格  ￥16,280

カラー
材質

注釈

座面：オフホワイト
背：PE ポリエチレン ( ラタン調 )　張地：ポリプロピ

レン　中身：通水性ウレタン　脚：スチール

廃盤につき現品限り

生地は耐水性があり、屋外使用も可

リゾネア ラウンジチェア
幅65　奥行66　高さ76　座高43 (cm)

税込 ¥ 24,000
メーカー希望小売価格  ￥44,000

ヴィンテージレザーのような風合い

アルベロ チェア
幅52　奥行56　高さ80  座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

CA ( キャメル )
合成皮革 (PU)・積層合板・ウレタン
フォーム・スチール ( 粉体塗装 )
CA( キャメル )・BR( ブラウン ) の全 2 色

税込 ¥ 14,800
メーカー希望小売価格  ￥25,667

細身モダンなコーデュロイ生地

テル コーデュロイ チェア
幅50　奥行56　高さ81  座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

グレー
ポリエステル・積層合板・ウレタンフォーム
スチール ( 粉体塗装 )
ブラウン (BR) 色も有り

税込 ¥ 12,000
メーカー希望小売価格  ￥21,633

外でも中でもOK、軽量ガーデンチェア

リゾネア オーバルチェア
幅60　奥行64　高さ85　座高43 (cm)

カラー
材質

注釈

背もたれ：ポリエチレン ( ラタン調 ) 張地：ポリプロピレン　

中身：通水性ウレタン　脚部：ステンレス ( 粉体塗装 )

他色なし

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥33,733

カラー
材質

注釈

籐 ( ラタン )・プラスチックコード

廃盤につき現品限り
他色、他サイズなし

年に 1 回、6 月頃入荷の限定品です

デジャブ  ラタン アームチェア
幅59　奥行63　高さ81　座高 45 (cm)

税込 ¥ 27,500
メーカー希望小売価格  ￥27,500現品限り特価

¥22,800
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21世紀  名作デザイン

ダニス ショートアームチェア
幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

NT-CMR ( ナチュラル / モッシュブラウン )
背板：オーク突板　アーム：アッシュ無垢材
フレーム：スチール　座面：ファブリック
木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

名作チェアにウォールナット版 登場 名作チェアにウォールナット版 登場

ダニス ショートアームチェア ダニス ショートアームチェア
幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm) 幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

WN-CBR ( ウォールナット / チャコールブラウン )
背板：ウォールナット突板　アーム：ウォールナット　
フレーム：スチール　　座面：ファブリック

木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

WN-CMB ( ウォールナット / モッシュブラウン )
背板：ウォールナット突板　アーム：ウォールナット　
フレーム：スチール　　座面：ファブリック

木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

税込 ¥ 34,980 税込 ¥ 34,980
メーカー希望小売価格  ￥34,980 メーカー希望小売価格  ￥34,980

TVでもよく見かけるようになりました

ダニス ショートアームチェア
幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

BR-CGY ( ブラウン / チャコールグレー )
背板：オーク突板　アーム：アッシュ無垢材
フレーム：スチール　座面：ファブリック
木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

PU 座面、新登場 汚れを拭き取りやすい PU 座面

ダニス ショートアームチェア ダニス ショートアームチェア
幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm) 幅54　奥行55　高さ73.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

NT-DBR ( ナチュラル / ダークブラウン )
背板：オーク突板　アーム：アッシュ無垢材
フレーム：スチール　座面：PU
木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

BR-IV ( ブラウン / アイボリー )
背板：オーク突板　アーム：アッシュ無垢材
フレーム：スチール　座面：PU
木部カラーはナチュラル・ブラウン・ウォー
ルナットの 3 色・座面張地は全 8 色

税込 ¥ 31,900 税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥31,900 メーカー希望小売価格  ￥31,900
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a.depeche ブランド 売上 No.1 チェア

パニッシュ チェア
幅45.5　奥行57　高さ80　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

LBR ( ライトブラウン )
PU ・スチール・ウレタン

全 4 色・耐荷重 80kg
ウイングタイプ・カウンタータイプも有り

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700

包み込む、ヴィンテージ感

パニッシュ ウイングチェア
幅51.5　奥行57　高さ80　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
PU ・スチール・ウレタン

全 4 色・耐荷重 80kg
ウイングタイプ・カウンタータイプも有り

税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥31,900

a.depeche ブランド 売上 No.1 チェア

パニッシュ チェア
幅45.5　奥行57　高さ80　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

GY ( グレー )
PU・スチール・ウレタン

全 4 色・耐荷重 80kg
ウイングタイプ・カウンタータイプも有り

税込 ¥ 29,700
メーカー希望小売価格  ￥29,700

包み込む、ヴィンテージ感

パニッシュ ウイングチェア
幅51.5　奥行57　高さ80　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

IV ( アイボリー )
PU ・スチール・ウレタン

全 4 色・耐荷重 80kg
ウイングタイプ・カウンタータイプも有り

税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥31,900

軽やかさと、オーク無垢の素材感

ソルム オーク材 チェア
幅47　奥行44　高さ74.5　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

チャコールグレー (CGY) / チャコールブラウン (CBR)

オーク無垢材 ( オイル仕上げ )・ファブリック

ナチュラル / チャコールブラウン、
ナチュラル / チャコールグレーの全２色

税込 ¥ 29,150
メーカー希望小売価格  ￥29,150

CGY CBR

CGY

CBR

背もたれにウォールナット無垢をプラス
ソルム オーク材 x ウォールナット材 チェア

幅47　奥行44　高さ74.5　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

チャコールグレー (CGY)

オーク無垢材 ( オイル仕上げ )・ファブリック
ウォールナット無垢材
座面は CGY・CBR の全 2 色

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

税込 ¥ 28,050 税込 ¥ 30,800

たっぷりオーク無垢、なめらか座面 スポーク部にウォールナットを MIX

ハーフ ラウンド チェア ハーフ ラウンド チェア ウォールナット
幅55.5　奥行49　高さ75　座高 42 (cm) 幅55.5　奥行49　高さ75　座高 42 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ナチュラル
オーク無垢材 ( オイル仕上げ )

ウォールナット MIX タイプも有り

ナチュラル + ウォールナット MIX
オーク無垢材 ( オイル仕上げ )
ウォールナット無垢材 ( オイル仕上げ )
ナチュラルタイプも有り

メーカー希望小売価格  ￥28,050 メーカー希望小売価格  ￥30,800
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シャビーな鉄脚が a.depeche らしい味わい

ソウ 120 オーク材 ベンチ
幅120　奥行30　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
オーク材・アイアン ( スチール )

ナチュラル、ブラウンの全 2 色
他サイズなし・脚は 1 種類のみ

税込 ¥ 30,250
メーカー希望小売価格  ￥30,250

コーデュロイ生地の温かい懐かしさ

Zip Design チェア
幅47　奥行55　高さ77　座高 45.6 (cm)

カラー
材質
注釈

ネイビー / カーキ / ブラウン
スチールパイプ・成形合板・ウレタン・綿
コーデュロイ生地は全３色
ヘリンボーン生地は全３色
※背面のジッパーは装飾です

税込 ¥ 18,480
メーカー希望小売価格  ￥18,480

ネイビー
カーキ

ブラウン

ヘリンボーン生地の温かい懐かしさ

Zip Design チェア
幅47　奥行55　高さ77　座高 45.6 (cm)

カラー
材質
注釈

ブラウン / ネイビー / ブラック
スチールパイプ・成形合板・ウレタン・綿
コーデュロイ生地は全３色
ヘリンボーン生地は全３色
※背面のジッパーは装飾です

税込 ¥ 18,480
メーカー希望小売価格  ￥18,480

ブラウン ブルー ブラック

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

¥27,500

海外ブランドのワイルドチェア

マンハッタン チェア
幅46　奥行46　高さ87　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
オーク材・アイアン

廃盤につき現品限り
スタッキング可能

税込 ¥ 19,250
メーカー希望小売価格  ￥19,250

チーク古材にデニム、西海岸好きに。

カンパーニャ チェア
幅40　奥行50　高さ86　座高45 (cm)

カラー
材質

注釈

チーク古材・アイアン・デニム・ウレタン

他色なし
デニム地は使うほど風合いが変化します

税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥31,900

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現品限り特価

¥24,800

ベルベット素材の名作パッチワーク

チェスター チェア
幅50　奥行56　高さ92　座高48 (cm)

カラー
材質

注釈

ベルベット パッチワーク ボヘム / 脚 BR
ベルベット（ビスコース 85%、ポリエス
テル 15%）・オークウッド
受注生産 ( 次回より脚カラーがウェザーオ
ーク色になります )・他素材タイプ有り

税込 ¥ 75,900
メーカー希望小売価格  ￥75,900
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古材家具にすら合うオールマイティ色
ライブ スタッキングチェア (1脚)

幅44.5　奥行56.5　高さ86　座高 44.5 (cm)

カラー
材質

注釈

グリーン・パープル・グレー・ブラック
ポリエステル・ウレタンフォーム・スチール

注文時は４脚単位

税込 ¥ 18,700
メーカー希望小売価格  ￥18,700

カラー
材質

注釈

ベージュ / ブラウン / グレー
張地：PU　中材：ウレタン・樹脂
フレーム：スチール
ベージュ、ブラウン、グレーの全３色

なにより、価格が嬉しい

モモン チェア
幅44　奥行57　高さ83　座高 44 (cm)

ブラウン (BR) グレー (GY)

ベージュ (BE)

税込 ¥ 7,980
メーカー希望小売価格  ￥9,845

カラー
材質

注釈

ブラウン
張地 : ファブリック/PVC
中材 : ウレタン 脚：スチール
GY( グレー ) 色もあり

ファブリックと合皮の組み合わせが斬新

クリン チェア
幅49　奥行57.5　高さ80.5　座高45 (cm)

BR GY

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥19,470

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

PVC 座
背板：節有オーク突板　脚：ラバーウッド無垢

座面張地は PVC 座、布座の全 2 種
他色なし

布座
背板：節有オーク突板　脚：ラバーウッド無垢

座面張地は PVC 座、布座の全 2 種
他色なし

チェア座面は２種から選べる チェア座面は２種から選べる

ピンゴ ダイニングチェア ピンゴ ダイニングチェア
幅46　奥行50　高さ80　座高46 (cm) 幅46　奥行50　高さ80　座高46 (cm)

税込 ¥ 13,000 税込 ¥ 13,000
メーカー希望小売価格  ￥31,680 メーカー希望小売価格  ￥31,680

コスパ重視のインダストリアル派

ダイヤ  ダイニングチェア
幅42　奥行54　高さ76　座高43 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
PVC・スチールパイプ・積層合板

他色なし

税込 ¥ 6,500
メーカー希望小売価格  ￥9,020
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完成度高き、モダンデザインの決定版

マンタ オーク無垢 チェア
幅59.6　奥行50　高さ76　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

オーク
オーク無垢材 ( ポリウレタン塗装 )・
PVC
オーク、ウォールナット、ブラックの
全 3 色 ( 価格はそれぞれ異なります )

税込 ¥ 29,800
メーカー希望小売価格  ￥37,400

マンタ (OAK)

68 関家具 I/D/RB CDTRY+DBE.

　　　   ( 現 CETYY+DBE.)

カラー
材質

注釈

オーク / 布ライトグレー

フレーム色：オーク・ウォールナットの 2 色
座面：板座・布ライトグレーの 2 種有り

肘も掛けられる、身体に沿った繊細なカーブ

カペル  オーク材 チェア
幅52.2　奥行49.2　高さ75　座高 44 (cm)

税込 ¥ 24,500
メーカー希望小売価格  ￥29,700

カラー
材質

注釈

オーク ( 座面 PVC-BK)
アッシュ無垢材 ( ウレタン塗装 )・
PVC
ブラック ( 座面 布 -BK)、ブラック ( 座面 布 -GY)、

ウォールナット ( 座面 PVC-BK) も有り・回転タイプも有り

軽量でゆったり座れるベストセラー
ロジャー II  アッシュ無垢 チェア A型

幅56　奥行49.5　高さ74　座高 43 (cm)

税込 ¥ 23,000
メーカー希望小売価格  ￥55,000

白木目が優しいホワイトオーク材白木目が優しいホワイトオーク材

CW 110 オーク無垢 ベンチCC オーク無垢 チェア
幅118　奥行41　高さ44.5 (cm)幅52.5　奥行54.5　高さ76　座高 43 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

オーク
PVC・ホワイトオーク材 ( ウレタン塗装 )

布座タイプも有り (CWB-004 OAK BR)
他サイズなし

オーク
PVC・ホワイトオーク材 ( ウレタン塗装 )

布座タイプも有り (CWB-004 OAK BR)
他サイズなし

税込 ¥ 27,000税込 ¥ 23,000
メーカー希望小売価格  ￥44,000メーカー希望小売価格  ￥37,400

ランキング
人気

No.1

カラー
材質

注釈

ナチュラル
本体：アッシュ無垢 ( ウレタン塗装 )

脚：ラバーウッド無垢 ( ウレタン塗装 ) 張地：PVC

ブラウン色も有り
Ｆ☆☆☆☆

現代ナチュラルデザインに添う回転式

YT  アッシュ無垢 回転チェア
幅57.7　奥行56　高さ73　座高 44 (cm)

税込 ¥ 32,000
メーカー希望小売価格  ￥58,300

ブラウン

ナチュラル

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

タモ無垢材 ( ウレタン塗装 )・PVC レザー

110、140 の全 2 サイズ
他色なし

タモ無垢材 ( ウレタン塗装 )・PVC レザー

他色なし

ホワイト木目が優しいホワイト木目が優しい
アビー  タモ無垢材 110 ベンチアビー  タモ無垢材 チェア

幅110　奥行40　高さ45 (cm)幅46　奥行56.5　高さ95.5　座高 45 (cm)

税込 ¥ 18,800税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥29,118メーカー希望小売価格  ￥30,735
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カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ナチュラル
バーチ無垢 ( オイル塗装 )

NA バーチ、NA アッシュ、WH の全 3 色

ナチュラル
バーチ無垢 ( オイル塗装 )

板座バーチ、板座アッシュ、布座バーチの
全 3 種

nora.ブランド人気 No.1チェア 丸いフォルムとスポークがポイント

アネモネ バーチ無垢 チェア マーガレット バーチ無垢 チェア
幅43.7　奥行47.8　高さ79　座高 43 (cm) 幅40　奥行44.5　高さ85　座高 42.3 (cm)

税込 ¥ 22,000 税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥22,000 メーカー希望小売価格  ￥22,000

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ベージュ ( 座面色 )
ニレ無垢 ( オイル塗装 )・ファブリック

座面色はベージュ・ミッドブラウンの全 2 色
肘無しタイプは無し

ミッドブラウン ( 座面色 )
ニレ無垢 ( オイル塗装 )・ファブリック

座面色はベージュ・ミッドブラウンの全 2 色
肘無しタイプは無し

テーブルに肘をかけられる テーブルに肘をかけられる
チャームス ニレ無垢 肘付きチェア チャームス ニレ無垢 肘付きチェア

幅47　奥行54　高さ74　座高 42 (cm) 幅47　奥行54　高さ74　座高 42 (cm)

税込 ¥ 27,500 税込 ¥ 27,500
メーカー希望小売価格  ￥27,500 メーカー希望小売価格  ￥27,500

割とテーブルを選ばないコスパ派 割とテーブルを選ばないコスパ派

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

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブルー
ビーチ材 ( ラッカー塗装 )

グレー、ブルー、ナチュラルの全 3 色
座高 37cm タイプも有り ( 価格は同一 )

グレー
ビーチ材 ( ラッカー塗装 )

グレー、ブルー、ナチュラルの全 3 色
座高 37cm タイプも有り ( 価格は同一 )

税込 ¥ 20,350 税込 ¥ 20,350
メーカー希望小売価格  ￥20,350 メーカー希望小売価格  ￥20,350

コスパの良い新世代デザイン

MV 105 ベンチ
幅105　奥行36　高さ44 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークグレー
座面：綿 80%・ポリエステル 20%
脚：スチール
ベージュ色も有り・他サイズなし

税込 ¥ 14,300
メーカー希望小売価格  ￥14,300
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体をぴったり包み込むハイバック・スポーク 体をぴったり包み込むハイバック・スポーク

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

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

IV 布座
背・脚：オーク無垢　座面：ファブリック

IV 色・BR 色 ( 共に布地カラー ) と
板座タイプも有り

BR 布座
背・脚：オーク無垢 ( ウレタン塗装 )
座面：ファブリック
IV 色・BR 色 ( 共に布地カラー ) と
板座タイプも有り

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

現代的で美しく楽しい北欧デザイン 現代的で美しく楽しい北欧デザイン

ウェズン オーク無垢 チェア ウェズン オーク無垢 チェア
幅56　奥行53　高さ79 (cm) 幅56　奥行53　高さ79 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

IV/BK ( アイボリー / ブラック )
背：アイアン・オーク無垢 ( ウレタン塗装 )
脚：オーク無垢　座面：ファブリック
廃盤につき現品限り

YE/WH ( イエロー / ホワイト)
背：アイアン・オーク無垢 ( ウレタン塗装 )
脚：オーク無垢　座面：ファブリック
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 30,800 税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800 メーカー希望小売価格  ￥30,800

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
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完成度高き、モダンデザインの決定版
マンタ ウォールナット無垢 チェア

幅59.6　奥行50　高さ76　座高 45 (cm)

カラー
材質

注釈

ウォールナット
ウォールナット無垢材 (ポリウレタン塗装)
PVC
オーク、ウォールナット、ブラックの
全 3 色 ( 価格はそれぞれ異なります )

税込 ¥ 38,000
メーカー希望小売価格  ￥46,200

カラー
材質

注釈

ウォールナット
ウォールナット無垢材 (ポリウレタン塗装)・
スチール
140 サイズも有り
オーク材タイプも有り

ウォールナット無垢材を贅沢に使用
ノード II 120 ウォールナット材 ベンチ

幅120　奥行40　高さ42 (cm)

税込 ¥ 49,800
メーカー希望小売価格  ￥57,200

上質な木目の美を活かすシンプル設計

オーウェン チェア(肘無)
幅52　奥行56　高さ76　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ウォールナット
ウォールナット無垢＆突板・PVC

ウォールナット材とオーク材の全２色展開・
肘有りタイプも有り ( 売価 ¥31,900)

税込 ¥ 32,000
メーカー希望小売価格  ￥39,600

上質な木目の美を活かすシンプル設計

オーウェン チェア(肘付)
幅55.5　奥行56　高さ76　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ウォールナット
ウォールナット無垢＆突板・PVC

ウォールナット材とオーク材の全２色展開・
肘無しタイプも有り ( 売価 ¥28,600)

税込 ¥ 38,000
メーカー希望小売価格  ￥47,300

カラー
材質

注釈

ASH-BR / IC-LGY
タモ無垢材 ( ラッカー塗装 )・スチール・
ファブリック・ウレタンフォーム
IC-LGY、IC-DGY の全 2 色

深みある北欧スタイル。撥水力のある生地使用。

シーブ  タモ無垢 チェア
幅56.5　奥行55.5　高さ72　座高 44.5 (cm)

IC-LGY

IC-DGY

税込 ¥ 37,400
メーカー希望小売価格  ￥37,400

ランキング
人気

No.1

美しい笠木の曲線は、肘掛けにもなる

アレン II ウォールナット材 チェア
幅51　奥行48.5　高さ71.5　座高 42 (cm)

カラー
材質

注釈

WN / キャメル
ウォールナット無垢材＆突板 (ウレタン塗装)

座面ブラックタイプも有り
オーク材タイプも有り ( 売価 ¥36,300)

税込 ¥ 37,800
メーカー希望小売価格  ￥41,800

カラー
材質

注釈

ウォールナット
アッシュ無垢材 ( ウレタン塗装 )・
PVC
ブラック ( 座面 布 -BK)、ブラック ( 座面 布 -GY)、

オーク ( 座面 PVC-BK) も有り・固定タイプも有り

座面奥行がちょっと広め
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)

税込 ¥ 24,800
メーカー希望小売価格  ￥59,400

S O L DS O L D

O U TO U T

S O L DS O L D

O U TO U T

https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_manta2.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_node_ii_dt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_owen_dc.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_owen_dc.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_aren.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_roger.jpg


カラー
材質

注釈

ブラウン ( 座面ブラック )
ラバーウッド・PVC( 合皮 )

廃盤につき 現品限り

持ち手のある回転チェア

ケトル  回転チェア
幅43　奥行55　高さ81　座高43 (cm)

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥13,200

ブラウン

アイボリー

アカシア材でつくったフレーム

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

カラー
材質

注釈

WN・座ブラック
張地：PVC　座：ウレタンフォーム
木部：アカシア無垢材 ( ラッカー塗装 )
座面色はアイボリー・ブラックの 2 色
フレームは他色なし

アカシア材でつくったフレーム

エッセンス 105 ベンチ
幅105　奥行39　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

WN・座アイボリー
張地：PVC　座：ウレタンフォーム
木部：アカシア無垢材 ( ラッカー塗装 )
座面色はアイボリー・ブラックの 2 色
フレームは他色なし・135 サイズも有り

税込 ¥ 14,000 税込 ¥ 13,000
メーカー希望小売価格  ￥33,000 メーカー希望小売価格  ￥29,920

ウォールナット無垢フレーム

OZ III  ダイニングチェア (1脚 )
幅45　奥行52　高さ89  座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

WN・DBR-PVC
ウォールナット無垢 ( ウレタン塗装 )
PVC
座面はアイボリー・ブラックの全 2 色
フレームは WN・NA の全 2 色

税込 ¥ 18,000
メーカー希望小売価格  ￥20,900

コスパが映える北欧テイスト

クローン ダイニングチェア (1脚)
幅43.5　奥行53.5　高さ77　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

ミディアムブラウン (張地ストーングレー)
[ 本体 ] ラバーウッド無垢 ( ウレタン塗装 )
[ 張地 ] ファブリック
ライトブラウン ( 張地グリーン ) 色も有り

税込 ¥ 8,500
メーカー希望小売価格  ￥8,500

ライトブラウン
(RW-LBR-BR)

ミディアムブラウン
(RW-MBR-SGY)

カラー
材質

注釈

ブラック
PU・スチール

ブラック色も有り

大人クールな回転チェア

ルシア  ラウンドチェア
幅54　奥行51　高さ87/107 (cm)

税込 ¥ 23,000
メーカー希望小売価格  ￥41,800

ブラウン

ブラック

https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_essence
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_essence
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_oz.jpg


良コスパのファブリックチェア

DC-5 ダイニングチェア
幅45　奥行52　高さ83　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック / グレー
[ 本体 ] ファブリック
[ 脚部 ] 天然木 ( ウレタン塗装 )
ブラックとグレーの全 2 色展開

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

オートターン仕様

DC-6 回転チェア
幅55　奥行52　高さ86　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック / グレー
ファブリック・アイアン

ブラックとグレーの全 2 色

税込 ¥ 20,800
メーカー希望小売価格  ￥37,400

グレー

グレー

ブラックブラック

肌触り抜群の生地に、奥深の座面

ホーク 125 背付きベンチ
幅125　奥行76　高さ80　座高 46 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ファブリック・ウレタンフォーム・
シリコンフィル・スチール
背付き幅 155 タイプや、
幅 125・155 ベンチ、スツールも有り

税込 ¥ 43,000
メーカー希望小売価格  ￥74,800

水拭き可能、絹のようなナノファイバー

CAPULET ダイニングチェア
幅45　奥行57　高さ88　座高 44.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ice
ナノファイバー

全 5 色有り

税込 ¥ 25,300
メーカー希望小売価格  ￥25,300

北欧デザイナー "2DOT" プロデュース

QUEEN B アームチェア
幅53　奥行62　高さ77　座高 45.5　肘高 62.5 (cm)

カラー
材質

注釈

gray
[ 背 ] オーク突板  [ 座面 ] ベルベット
[ フレーム ] メタル粉体塗装
sand 色も有り

税込 ¥ 33,000
メーカー希望小売価格  ￥33,000

水拭き可能、絹のようなナノファイバー

CAPULET ダイニングチェア
幅45　奥行57　高さ88　座高 44.5 (cm)

カラー
材質

注釈

smoke
ナノファイバー

全 5 色有り

税込 ¥ 25,300
メーカー希望小売価格  ￥25,300

水拭きも可能。欧州のフラワーデザイン。

tulip チェア
幅60  奥行60  高さ82  座高 48 (cm)

カラー
材質

注釈

smoke
ナノファイバー

全 4 色展開

税込 ¥ 38,500
メーカー希望小売価格  ￥38,500

S O L DS O L D
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カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

グレー
ベロア生地・スチール

幅 152cm 背付ベンチタイプも有り
他色なし

グレー
PVC・スチール

他色、他サイズなし

自動でセンターに帰るオートリターン式光沢感あるベロア生地

アーロン 回転チェアピエール  ダイニングチェア
幅54.5　奥行60　高さ82.5　座高 45 (cm)幅45　奥行57　高さ85.5　座高 45 (cm)

税込 ¥ 17,000税込 ¥ 14,000
メーカー希望小売価格  ￥40,480メーカー希望小売価格  ￥32,120

剥離が起こりにくい SPレザーを使用

トット チェア
幅50　奥行59.5　高さ88.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
SP レザー ( 特殊合成皮革 )・スチール

他色なし

税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥51,920

カラー
材質

注釈

グレー
ベロア生地・スチール ( 粉体塗装 )

他色、他サイズなし

やや大きめでゆっくり座れます

ピエール 背付きベンチ
幅152　奥行64　高さ81.5　座高 45 (cm)

税込 ¥ 38,000
メーカー希望小売価格  ￥90,200

カラー
材質

注釈

ブラック
PU・スチール

ブラック・ホワイトの全２色

ホワイト

ハイコスパ。

ビーチ チェア
幅43　奥行54　高さ86  座高44 (cm)

税込 ¥ 8,500
メーカー希望小売価格  ￥12,980

ブラックS O L DS O L D
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飛騨の匠が制作。背辺りの良さ、耐久性が◎

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

カラー
材質

注釈

BK
ブナ無垢材 ( 艶消しウレタン塗装 )

廃盤につき現品限り

税込 ¥ 38,500
メーカー希望小売価格  ￥38,500現品限り特価

¥27,000

上質な木目の美を活かすシンプル設計

オーウェン チェア(肘無)
幅52　奥行56　高さ76　座高44 (cm)

カラー
材質

注釈

オーク
オー無垢＆突板・PVC

ウォールナット材とオーク材の全２色展開・
肘付タイプも有り ( 売価 ¥38,500)

税込 ¥ 28,000
メーカー希望小売価格  ￥34,100

肘無

肘付

カラー
材質

注釈

ブラウン
タモ ( アンティーク塗装 Ｆ☆☆☆☆ )

肘無回転チェアも有り
他色なし

アンティーク塗装タモ材の深い味わい

肘付 回転チェア
幅64　奥行58　高さ84　座高42 (cm)

税込 ¥ 30,000
メーカー希望小売価格  ￥52,800

禅

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ナチュラル
ラバーウッド集成無垢材 ( ウレタン塗装 )

肘付回転チェアも有り
他色なし

ナチュラル
ラバーウッド集成無垢材 ( ウレタン塗装 )

160 サイズも有り
他色なし

良心価格の和モダン 良心価格の和モダン

肘無 回転チェア 130 背付ベンチ
幅58　奥行57　高さ79　座高40 (cm) 幅130　奥行55　高さ75　座高38 (cm)

税込 ¥ 22,000 税込 ¥ 31,000
メーカー希望小売価格  ￥35,200 メーカー希望小売価格  ￥52,800

白王 白王

カラー
材質

注釈

ブラウン
タモ ( アンティーク塗装 Ｆ☆☆☆☆ )

180、140 サイズも有り
他色なし

アンティーク塗装タモ材の深い味わい

160 ベンチ
幅160　奥行40　高さ43 (cm)

税込 ¥ 37,000
メーカー希望小売価格  ￥63,800

禅

カラー
材質

注釈

ブラウン
タモ ( アンティーク塗装 Ｆ☆☆☆☆ )

肘付回転チェアも有り
他色なし

アンティーク塗装タモ材の深い味わい

肘無 回転チェア
幅44　奥行58　高さ84　座高42 (cm)

税込 ¥ 28,000
メーカー希望小売価格  ￥48,400

禅

カラー
材質

注釈

オーク
オーク無垢材 ( ウレタン塗装 )・PVC
※生産地：岐阜県
オーク・ウォールナット ( 売価 ¥38,500)・
ブラック ( 売価 ¥31,900) の全 3 色

背板に無垢の曲げを使用、日本職人のチェア

ノキア II  チェア
幅48　奥行52　高さ74.5　座高 42 (cm)

税込 ¥ 41,800
メーカー希望小売価格  ￥41,800

https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_teddy.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_owen_dc.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_zen.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_hakuou_dt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_hakuou_dt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_zen.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/02_dining/pop_zen.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/03_chair/pop_nokia_dc.jpg


往年の名作チェア、現代アレンジ

メイベル チェア
幅65　奥行58　高さ85　座高45 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエステル・天然木無垢材

全 8 色展開
( ファブリックタイプ・合皮タイプの 2 種 )

税込 ¥ 21,000
メーカー希望小売価格  ￥28,050

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

後ろ姿がかわいいね 大きいカーブかわいいね

ビアンカ チェア (肘無) ビアンカ チェア (肘有)
幅 46.5　奥行56　高さ74.5　座高 44 (cm) 幅 57.5　奥行56　高さ74.5　座高 44 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブルー
ビーチ材 ( ラッカー塗装 )・ファブリック

肘付タイプも有り
ブラウン色も有り

ブラウン
ビーチ材 ( ラッカー塗装 )・ファブリック

肘無タイプも有り
ブルー色も有り

税込 ¥ 30,140 税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥30,140 メーカー希望小売価格  ￥31,900

カラー
材質

注釈

モノトーン
ファブリック・ポリプロピレン・天然木無垢

カラフル・モノトーン・ベーシックの 3 色

世紀の名作チェア・イームズのリプロダクト

フィンリー チェア
幅60　奥行59　高さ82　座高 45 (cm)

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥23,540

世紀の名作チェア・リプロダクト

イームズ Re:  シェルチェア
幅47　奥行55　高さ82　座高46 (cm)

PWC PWS

モノトーン

カラフル

カラー
材質

注釈

PWC
ファブリック・ポリプロピレン

PWC・PWS の全 2 色

税込 ¥ 11,900
メーカー希望小売価格  ￥17,600

カラー
材質

注釈

スチール ( 粉体塗装 )・ポリプロピレン

GY(グレー)・WH(ホワイト)・YE(イエロー)
の全３色

世界的デザインのリプロダクト

チェア
幅49.5　奥行51.5　高さ80　座高 47 (cm)

税込 ¥ 9,800
メーカー希望小売価格  ￥14,300

カラー
材質

注釈

座面：ポリプロピレン

全９色
lot:4

高コスパの有名シルエット

シェルチェア

9 Colors

幅52　奥行46　高さ82　座高 44 (cm)

税込 ¥ 4,800
メーカー希望小売価格  ￥8,360
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メーカー希望小売価格  ￥7,975

ウサギの体毛をなでるような

ポム スツール
幅39　奥行39　高さ47 (cm)

カラー
材質

注釈

座面：ポリエステル
脚：ホワイトスティールロッド
ピンク・グレー・ホワイトの 3 色展開

税込 ¥ 7,700
メーカー希望小売価格  ￥7,700

生地カラー全５色。北欧風の無垢材スツール

シェル スツール
幅40　奥行40　高さ46 (cm)

カラー
材質

注釈

ビーチ無垢材・ファブリック・合板・
ウレタンフォーム　※注文は４脚単位
座面色：ブルー・オレンジ・グリーン・ベージュ・
グレーの全 5 色

税込 ¥ 5,280

オーク無垢材のヴィンテージテイスト
スケッチⅡ  オーク無垢材 スツール

幅30　奥行30　高さ45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

OAK-MBR
ホワイトオーク無垢材 ( ラッカー塗装 )・
スチール
スタッキング可能
他色、他サイズなし

税込 ¥ 14,300
メーカー希望小売価格  ￥14,300

北欧風、食卓用やソファ横に置きたい

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

カラー
材質

注釈

ファブリック・プライウッド

全 6 色・他サイズなし

税込 ¥ 15,840
メーカー希望小売価格  ￥15,840

カウンター用や足置き用にも
キューブモード  ファブリック スツール

幅41　奥行41　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

A44 スカイ
ファブリック・高密度ウレタンフォーム・
ウェビングベルト
全 12 色展開
他サイズなし

税込 ¥ 12,000
メーカー希望小売価格  ￥17,875

分厚いクッションでロングセラー！

折り畳みチェア
幅30　奥行47　高さ74　座高47 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークグレー
ポリエステル・スチール ( 粉体塗装 )

全 6 色のバリエーション・ロット：６
背無しスツールも有り

税込 ¥ 4,480
メーカー希望小売価格  ￥6,160

分厚いクッションでロングセラー！

折り畳みスツール
幅30　奥行30　高さ49 (cm)

カラー
材質

注釈

イエロー
ポリエステル・スチール ( 粉体塗装 )

全 6 色のバリエーション・ロット：６
背付きチェアも有り

税込 ¥ 3,440
メーカー希望小売価格  ￥4,730

旋回脚デザインの北欧調スツール

ウィル  スツール
幅36.5　奥行36.5　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

PP 樹脂

ベージュ・ピンク・グレー・ブラックの
全 4 色・スタッキング可能

税込 ¥ 4,070
メーカー希望小売価格  ￥4,070
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イスとしても収納としても。

樽形スツール (高さ39cm)
幅32　奥行32　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

天然木 ( ワックス仕上げ )・スチール

高さ 24cm・29cm・39cm の全 3 種
耐荷重：80kg

税込 ¥ 5,800
メーカー希望小売価格  ￥6,380

収納も可能。個人的にワインボトルを差して頂きたい

樽形スツール (高さ23cm)
幅25　奥行25　高さ24 (cm)

カラー
材質

注釈

天然木 ( ワックス仕上げ )・スチール

高さ 24cm・29cm・39cm の全 3 種
耐荷重：80kg

税込 ¥ 4,400
メーカー希望小売価格  ￥4,840

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

重ねて便利。 突然の法事用にも。

スタッキングチェア
幅43.5　奥行39　高さ44　座高 42 (cm)

カラー
材質

注釈

DBR
曲木合板・PVC

注文時は同色４脚単位
ナチュラル色も有り

税込 ¥ 5,500
メーカー希望小売価格  ￥8,800

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

雰囲気あり過ぎる「ちょい収納」

樽形スツール (高さ29cm)
幅28　奥行28　高さ30 (cm)

カラー
材質

注釈

天然木 ( ワックス仕上げ )・スチール

高さ 24cm・29cm・39cm の全 3 種
耐荷重：80kg

税込 ¥ 5,400
メーカー希望小売価格  ￥5,940

現品限り特価

¥2,500
現品限り特価

¥4,980

しっかり天然木の恵み

バジル スタッキングチェア
幅40　奥行40　高さ44 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
ラバーウッド材

ブラウン色も有り
ロット：６

税込 ¥ 2,980
メーカー希望小売価格  ￥2,980



卵の殻のような滑らかな丸いフォルムに
ウッドの美しい木目。
家具製造技術の中で近代において
最も進歩したのは曲げの技術です。
背部分の大きな板は一枚の天然の
突板をプレスして曲げています。
見る者を圧倒する技術はデザインの
発想を具現化する泉のようなものです。

OC  ラウンドチェア
材質
注釈

カラー
背・座：ウレタンフォーム・布張込・オーク突板成形合板　脚：ステンレス
デザイナー：サイモン・ペンジュリー

レッド / ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥302,500

税込 ¥302,500
サイズ 幅79　奥行82　高さ73　座高 38 (cm)

3段階角度調整OK。アウトドアにも。 座面・背面にプラスする、ふかふかのコーデュロイ

2WAY フォールディングチェア 2WAY フォールディングチェア クッション
幅80　奥行65〜75　高さ65〜80 +12 (cm) 幅　奥行　高さ (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

マスタード
綿 100%・スチール・ポリエステル・
塩化ビニル樹脂
アイボリー・マスタード・ダークカーキの
全 3 色・オットマンやクッションは別売り

マスタード
綿 100%・スチール・ポリエステル・
塩化ビニル樹脂
アイボリー・マスタード・ダークカーキの
全 3 色・オットマンやクッションは別売り

カラー
材質

注釈

マスタード
綿 100%・ポリエステル・シリコン樹脂粒

アイボリー・マスタード・ダークカーキの
全 3 色・オットマンやクッションは別売り

脚を伸ばして使う用。折り畳み可能。

2WAY フォールディングチェア オットマン
幅49　奥行33　高さ36 (cm)

税込 ¥ 18,480 税込 ¥ 4,620 税込 ¥ 9,350
メーカー希望小売価格  ￥18,480 メーカー希望小売価格  ￥4,620 メーカー希望小売価格  ￥9,350



BAR CHAIR



カラー
材質

注釈

ブラック
レザーファブリック・スチール

他色なし
ガス圧式昇降

格調感じるレザーファブリック

クロム バーチェア
幅47　奥行51　高さ95〜116　座高 62〜83 (cm)

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥15,400

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 BK ( 座面ブラック )
FRP・スチール・綿・ポリエステル
座面がアイボリー (BK x IV) 色や
グレー (BK x GY) 色も有り

BK x GY ( 座面グレー )
FRP・スチール・綿・ポリエステル
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 ¥ 18,700税込 ¥ 18,700
メーカー希望小売価格  ￥18,700メーカー希望小売価格  ￥18,700

カラー
材質

注釈

ホワイト
PVC・スチール

ブラック・ホワイトの全 2 色
昇降機能つき

大川謹製だから作りが違う。圧迫感レス。

バーチェア
幅38　奥行44　高さ66〜87　座高56〜77 (cm)

税込 ¥ 7,980
メーカー希望小売価格  ￥13,200

当店ロングセラー。 全5色有り

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

ブラック
PU・スチール

全 5 色展開
昇降機能つき

税込 ¥ 10,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800

曲げ木のシルエットがバーに映える

スリット バーチェア
幅48　奥行46　高さ84〜106　座高 62〜84 (cm)

カラー
材質

注釈

BR
張地：合成皮革 (PU)
芯材：積層合板　脚：スチール
NA( ナチュラル ) 色も有り

税込 ¥ 16,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

カラー
材質

注釈

ブラウン
PU・曲げ成形合板 ( ラッカー塗装 )・
スチール ( 粉体塗装 )・ウレタンフォーム
ブラックとブラウンの全 2 色

エレガントなラウンジバー 開店。

ルシア  バーチェア
幅54　奥行51　高さ87〜107　座高63〜83 (cm)

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

座面を回すと昇降します

コンベックス Ⅲ 昇降スツール L
幅36　奥行36　高さ62〜82 (cm)

カラー
材質

注釈

パイン古材
パイン古材 ( ラッカー塗装 )
スチール
ロータイプ ( 高さ 42 〜 62cm) も有り
オーク無垢 (LBR) タイプも有り

税込 ¥ 18,150
メーカー希望小売価格  ￥18,150
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調理時の腰休めイスとしても

パズー バースツール
幅38　奥行45　高さ81 (cm)

カラー
材質

注釈

座面 YE / 脚 NA
PVC・ラバーウッド

座面カラー全４色 (GY, YE, GR, BL)・
脚カラー全３色 (BR・NA・WH) 有り

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥25,300

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

¥9,900

ヴィンテージ調 PUレザーを使用

ログ カウンターチェア
幅51.5　奥行56　高さ96.5  座高 67 (cm)

カラー
材質

注釈

ヴィンテージアッシュ
PU レザー (ABS 樹脂 )・スチール

ブラック、アッシュ、キャメル色の全3色
ダイニングチェアも有り

税込 ¥ 25,300
メーカー希望小売価格  ￥25,300

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
カラー
材質

注釈

ナチュラル
アッシュ無垢 ( ラッカー塗装 )・
スチール ( 粉体塗装 )
他色、他サイズなし

温かみあるアッシュ無垢材 × モダンスチール

フレッタ  バースツール
幅40　奥行35　高さ67 (cm)

税込 ¥ 16,500
メーカー希望小売価格  ￥29,700
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座椅子



国産。体がなまったとき、
後に倒れ込むとグイ〜ッと
座椅子が曲がり、背筋を
気持ちよく伸ばしてくれる。
もはや、前代未聞の体験。
リクライニングは 42 段階。

国産。1954 年、日本で
初めてウレタンフォームを生
産した「イノアック」社の開発。
販売数６万台以上を誇る
人気のモコモコ座椅子です。

グロウ  ストレッチ座椅子カブール  モコモコ座椅子
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
ファブリック・ウレタンフォーム・スチール
ブルー・オレンジ・ブラウンの全３色・LOT 4

[ 表生地 ] ポリエステル 100%　[ 構造部材 ] ウレタンフォーム・鋼
全５色・日本製・LOT 4

全 3 色全 5 色

メーカー希望小売価格  ￥13,063メーカー希望小売価格  ￥13,750

税込税込 ¥¥ 8,8009,500
サイズサイズ 幅52　奥行65 〜 116　高さ70 〜 16.5 (cm)幅63　奥行86〜130　高さ25〜71 (cm)

体に沿う曲面と、今らしい
カラーリングのファブリックが
楽しい座椅子。
3 段階リクライニング、360 °
回転式、折り畳んで収納も楽、
コンパクトな設計です。

ブレンボ  360°回転 フロアチェア
材質
注釈

カラー
中材：スチールフレーム・ウレタン　フレーム：スチール　張地：ファブリック
全 3 色・3 段階リクライニング・360°回転・LOT 1

全 3 色

メーカー希望小売価格  ￥16,170

税込 ¥11,500
サイズ 幅50　奥行55〜75　高さ55〜60　座高23 (cm)

見るより座った方が「よく分
かる」ので、いくら文字で
説明しても意味がない。
一言でいえば「想像以上の
包容力」。まずは体感して
欲しい。

ブルコ  1P リクライニングソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック・ウレタン・スチール
2P サイズも有り ( 売価 ¥33,800)・EM,BU,GY,RD,BR の全５色

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥37,180

税込 ¥25,900
サイズ 幅78 奥行70〜103 高さ85〜51.5 座高 33.5 (cm)
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匠の「ミヤタケ」ブランド。
日本の職人が手間暇かけて
製作する至極の一台。
本革のような滑らかなソフト
レザーを使用した、前滑りを
防止する座面形状の座椅子。

匠ミヤタケの スーパーレザー回転座椅子
材質
注釈

カラー
合成皮革 (PU)・ポリエステル・スチール・ウレタン・天然木 ( ラッカー塗装 )
キャメル・ダークグレー色の全 2 色・日本製・レバー式リクライニング 13 段階

キャメル

メーカー希望小売価格  ￥37,400

税込 ¥37,400
サイズ 幅65  奥行70〜130  高さ35〜78  座高22 (cm)

ヘッドリクライニング可能の人気椅子 ヘッドリクライニング可能の人気椅子

コザト 高座椅子 コザト 高座椅子
幅58　奥行57〜83　高さ101〜92　座高 39 (cm) 幅58　奥行57〜83　高さ101〜92　座高 39 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブルー
張地：ファブリック　フレーム：木製
中材：スチール・ウレタン
グリーン・ブルー・ブラウンの全 3 色
背を折りたたむことができます

ブラウン
張地：ファブリック　フレーム：木製
中材：スチール・ウレタン
グリーン・ブルー・ブラウンの全 3 色
背を折りたたむことができます

税込 ¥ 15,000 税込 ¥ 15,000
メーカー希望小売価格  ￥22,165 メーカー希望小売価格  ￥22,165

ヘッドリクライニング可能の人気椅子

コザト 高座椅子
幅58　奥行57〜83　高さ101〜92　座高 39 (cm)

カラー
材質

注釈

グリーン
張地：ファブリック　フレーム：木製
中材：スチール・ウレタン
グリーン・ブルー・ブラウンの全 3 色
背を折りたたむことができます

税込 ¥ 15,000
メーカー希望小売価格  ￥22,165

定評ある匠家具メーカー
「ミヤタケ」と同じ工場で
作られた高品位な座椅子。
ベッドに使われるポケットコイ
ルを使用した豊かな座り心地。
360° 回転、袖ポケット付き。

バレンティ  フロアチェア
材質
注釈

カラー
張地：PVC　中材：ウレタン・スチール・ポケットコイル　肘部：積層合板
他色無し

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ¥44,660

税込 ¥29,800
サイズ 幅61　奥行67-118　高さ92  座高23 (cm)
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座面の高さは 4 段階 跳ね上げ式の脚でリラックス

リクライニング高座椅子 オットマン付き高座椅子
幅63 奥行66〜111 高さ99〜108 座高37〜46 (cm) 幅63 奥行66〜111 高さ99〜108 座高37〜46 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質
注釈

ネイビー
ポリエステル・ラバーウッド ( ウレタン塗装 )

ブラウン色も有り
7 段階リクライニング・高さ 4 段階調節

ブラウン
ポリエステル・ラバーウッド ( ウレタン塗装 )
ネイビー色も有り
脚跳ね上げ式
7 段階リクライニング・高さ 4 段階調節

税込 ¥ 29,800 税込 ¥ 36,800
メーカー希望小売価格  ￥44,000 メーカー希望小売価格  ￥57,200

ゆらゆらロッキングが気持ちいい

ローレル チェア
幅60　奥行81　高さ91 (cm)

カラー
材質

注釈

グレー
ファブリック・天然木・ウレタン

アイボリー・グレーの全 2 色

税込 ¥ 15,000
メーカー希望小売価格  ¥22,165


