
NEW VINTAGE



天板をリフティングすることで
ソファに座ったまま食事や
作業がしやすいフォームに。
引出も１杯付き。インダストリ
アルの格好良さと機能性が
タッグを組んだ有能品。

ロージー 100 オーク材 センターテーブル  
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク材 ( オイル塗装 )・スチール
他色、他サイズなし

WF-2

メーカー希望小売価格  ￥69,300

税込 ¥69,300
サイズ 幅100　奥行60　高さ45〜59 (cm)

リモコン等を収納できる
引出付きでパイン(松)古材の
深い味わいを楽しめる。
機能とデザインのバランスを
両立したセンターテーブル。
多少の傷なんて気にしない。

モカ  100 パイン古材 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
パイン古材 ( ラッカー塗装 )・スチール
オーク材タイプ (WFT-1) も有り・他サイズなし

パイン古材

メーカー希望小売価格  ￥50,600

税込 ¥50,600
サイズ 幅100　奥行45　高さ39 (cm)

杉古材で作られた天板に
可動タイヤを合わせた、
農機具ベースの遊び心
くすぐるデザイン。
庭に運んでバーベキュー時に
使うのもオシャレ。

カシャ  １２０ 杉古材 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
杉古材 ( ラッカー塗装 )・スチール・ラバータイヤ
100x45x40cm タイプも有り・他色無し

杉古材

メーカー希望小売価格  ￥74,800

税込 ¥74,800
サイズ 幅120　奥行65　高さ35 (cm)
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北欧ヴィンテージ・
名作テーブルのリプロダクト。
長い時を経てなお世界中に
愛されるこの曲線デザインは
やはり格調の高さをいつまで
も感じさせてくれる。

ジース  φ83 オーク材 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
オーク材・強化ガラス
OAK-BR( ブラウン )、OAK-LBR( ライトブラウン ) の全 2 色・他サイズなし

OAK-BR

メーカー希望小売価格  ￥63,800

税込 ¥63,800
サイズ 幅83.5　奥行83.5　高さ45.5 (cm)
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高さや材質の異なる
丸テーブルと合わせて
立体的なアートのような
空間を演出できる
リビングテーブルです。

バーク  φ80 オーク天板 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
「天板・縁 ] ホワイトオーク材 ( ワックス仕上 )・[ 脚 ] ステンレス ( チタンメッキ )
※オーク天板は在庫限りで廃盤　石天板タイプも有り

オーク材

メーカー希望小売価格  ￥59,400

税込 ¥59,400
サイズ 幅80　奥行80　高さ30 (cm)

ヘビーで極太な古材家具
ブランド「UPTOWN」らし
い無骨な車輪付きテーブル。
インダストリアル、西海岸、
ヴィンテージといったコーデ
に是非がっつり合わせたい。

PULLEY 2  110 古材 コーヒーテーブル
材質
注釈

パイン古材・スチール ( 粉体塗装 )
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  UNKNOWN

税込 ¥41,000
サイズ 幅110　奥行70　高さ35 (cm)

2種のサイズの
丸テーブルと合わせて
立体的なアートのような
空間を演出できる
リビングテーブルです。

バーク  φ60 石天板 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
[ 天板 ] 天然石・[ 縁 ] ホワイトオーク材・[ 脚 ] ステンレス ( チタンメッキ )
φ80 サイズも有り

天然石

メーカー希望小売価格  ￥77,000

税込 ¥77,000
サイズ 幅60　奥行60　高さ35 (cm)

ガラス天板から見える
ラタン調のデザインが
おしゃれなリビングテーブル。
一つ一つ人の手によって
編まれている世界に一つ
だけの形。

リゾネア  105 リビングテーブル
材質
注釈

カラー
天板：PE ポリエチレン ( ラタン調 )　ガラス：強化 5mm 透明ガラス　脚：スチール
他色、他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥27,133

税込 ¥16,000
サイズ 幅105　奥行56　高さ42 (cm)
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ウイスキーオーク  110 リビングテーブル
材質
注釈

ナラ無垢材 ( オイル塗装 )
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥64,900

税込 ¥64,900
サイズ 幅110　奥行49.7　高さ38 (cm)

約 2,30 年の間、ウイスキー
を寝かせていたオーク樽を
使って制作されたテーブル。
ウイスキーが深く染み込み、
使っているうちにも独特な
色味に深化していきます。

リモコンなどの収納に便利な
引出３杯が前面にあり、
後面はオープン収納スペース
になっているテーブル。
オイル仕上げで温かい木目を
表現しつつ機能性も抜群。

アウロ  100 ナラ無垢 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
ナラ材 ( オイル塗装 )・スチール
他色・他サイズなし

WF-1  節有 BR

メーカー希望小売価格  ￥57,200

税込 ¥57,200
サイズ 幅100　奥行50　高さ38 (cm)

鉄脚と木脚から選べる
オーソドックスなテーブル。
天板にはアッシュ無垢材を
使用したナチュラルモダンな
雰囲気。

ベラ  90 アッシュ無垢 センターテーブル
材質
注釈

カラー
アッシュ無垢材 ( オイル仕上げ )・アイアン
110 タイプも有り・鉄脚と木脚から選べます・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥33,000

税込 ¥33,000
サイズ 幅90　奥行45　高さ38 (cm)

リビングでソファに座りながら
仕事ができるリビングテーブ
ル。天板の上げ下げも工具が
要らずスムーズで楽 。々
姿勢を崩すことなくパソコン
作業ができます。

Adamlow  リフトアップテーブル
材質
注釈

カラー
強化紙化粧繊維板・プリント化粧板・オレフィン化粧板
他色、他サイズなし

LBR

メーカー希望小売価格  ￥77,000

税込 ¥39,600
サイズ 幅90　奥行65　高さ38〜58.5 (cm)
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飾らない風貌。
なのに空間の雰囲気を
しっかり決定づける
ニューヴィンテージ系
ガラステーブル。

ソコフ  120  センターテーブル
材質
注釈

アッシュ突板 ( 四方無垢廻し )・スチール・生ガラス
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥52,800

税込 ¥52,800
サイズ 幅120　奥行46　高さ39 (cm)

コンクリート柄の天板が
おしゃれ。メラミン素材なので
キズ・汚れに強く、
なおかつこのお値段。

コンタ I  メラミン材 ローテーブル
材質
注釈

カラー
天板・棚板：パーティクルボード・メラミン　フレーム：スチール
CON( コンクリート)、VIN( ヴィンテージ ) の全 2 色・他サイズなし

CON ( コンクリート)

メーカー希望小売価格  ￥9,900

税込 ¥6,580
サイズ 幅75　奥行40　高さ40 (cm)

ウッドとアイアンのヴィン
テージ調リビングテーブル。
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  105 メラミン センターテーブル
材質
注釈

カラー
天板：メラミン　脚：スチール
他色・他サイズなし ( ※同シリーズの食卓セット有り )

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥20,680

税込 ¥14,500
サイズ 幅105　奥行55　高さ40 (cm)

四面に一杯ずつ引出が仕込四面に一杯ずつ引出が仕込
まれている正方形ガラストッまれている正方形ガラストッ
プテーブル。同シリーズのブプテーブル。同シリーズのブ
ロックマルチソファにぴったロックマルチソファにぴった
りなサイジング。コーナー置りなサイジング。コーナー置
きとしても使えます。きとしても使えます。

ブロックマルチ  80 4方向引出 センターテーブル
材質
注釈

オーク突板・スチール・ガラス
他色、他サイズなし・引出４杯付き・キャスター脚

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥82,500
サイズ 幅80　奥行80　高さ45 (cm)

ランキング
人気

No.3
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FAMILIAL WARM



2枚の天板が自由に動く。
重ねてコンパクトに、
広げて子供の学習用に。
人気のナチュラル・シグ
ネイチャーシリーズ。

幅122〜199.5  360° 回転 センターテーブル
材質
注釈

天然木ラバーウッド ( ラッカー塗装 )
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥22,000

税込 ¥16,800
サイズ 幅122 〜 199.5　奥行50　高さ36.5 (cm)

脚が特徴的なデザインの
円形リビングテーブル。
シンプルであるが故に場所を
選ばず、スチールの脚がお部
屋に浮遊感を演出します。

脚が特徴的なデザインの
円形リビングテーブル。
同シリーズのローテーブルと
併せると、高さ違いの
オシャンティーなツイン
テーブルが出来上がる。

TH ASH  φ73 ローテーブル TH ASH  φ63 テーブル
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
本体：アッシュ天然木（ウレタン仕上）　脚部：アイアン

「φ63 高さ 47.5(cm)」タイプのテーブルも有り (売価 ¥25,300)・他色なし
本体：アッシュ天然木（ウレタン仕上）　脚部：アイアン

「φ73 高さ 36(cm)」タイプのテーブルも有り (売価 ¥28,600)・他色なし

ナチュラル ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥28,600 メーカー希望小売価格  ￥25,300

税込 税込¥ ¥28,600 25,300
サイズ サイズφ73　高さ36 (cm) φ63　高さ47.5 (cm)

ランキング
人気

No.1

計算された、圧迫感なき
デザインの最新鋭。
抜け感のいいオーク無垢と
真鍮のアクセントが、
気取らないオトナの雰囲気を
象ってくれます。

シュクル  オーク無垢 センターテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢 ( ウレタン塗装 )・真鍮
他色、他サイズなし

オーク

メーカー希望小売価格  ￥60,500

税込 ¥42,800
サイズ 幅105　奥行50　高さ39 (cm)
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贅沢なオーク総無垢材
にしてこの価格。
引出１杯も付いており
シンプルな形だけに
長く愛用できる一作です。

OZ III  105 オーク無垢 センターテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢材 ( オイル塗装 )
ウォールナット無垢材タイプも有り ( 売価 ¥35,000)・他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥35,200

税込 ¥32,000
サイズ 幅105　奥行50　高さ35 (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。

フォルク  105 オーク無垢 センターテーブル
材質
注釈

カラー
オーク無垢材・アイアン
120x60 サイズも有り・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥72,600

税込 ¥35,000
サイズ 幅105　奥行55　高さ42 (cm)
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CHIC MODERN



イサム・ノグチ氏デザイン、
世界で最も知られる名作コー
ヒーテーブルの復刻品。
国内で最も技術を持つ
E-comfort が制作。

ノグチテーブル (リプロダクト)
材質
注釈

カラー
強化ガラス ( 厚み 19mm)・[ 脚部 ] アッシュ無垢材
全４色・他サイズなし

アッシュブラウン

メーカー希望小売価格  Unknown

税込 ※値引き不可¥76,120
サイズ 幅125　奥行90　高さ40 (cm)

ウォールナットの木目を
活かし、ネジ等の余計
なものを見えなくした
人気の北欧調デザイン。
下段に収納も可能。

バーサ  60x110 ウォールナット突板 センターテーブル

材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ポリウレタン塗装 )
100x100 サイズも有り・他色なし

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥77,000

税込 ¥77,000
サイズ 幅60　奥行110　高さ35 (cm)

S O L DS O L D

O U TO U T

シンプルを突き詰めた先に
究極の美を見つける
岩倉榮利デザイン。
キズがつきにくく、汚れに
強い高光沢の UV 塗装が
色の艶やかさを映し出す。

C-62  60 ティーテーブル
材質
注釈

カラー
天板：UV 塗装　脚：ウォールナット ( セラウッド塗装 )
天板色はレッド・グレー・パープルの 3 色、脚色はウォールナット・オークの 2 色 

グレー

メーカー希望小売価格  ￥34,430

税込 ¥21,800
サイズ 幅60　奥行60　高さ40 (cm)

簡素なる美：岩倉榮利デザイン

C-54 45 ティーテーブル
幅45　奥行45　高さ55 (cm)

カラー
材質

注釈

レッド / ウォールナット
UV 塗装・ウォールナット ( セラウッド塗装 )

天板色はレッド・グレー・パープルの 3 色
脚色はウォールナット・オークの 2 色

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥27,720

簡素なる美：岩倉榮利デザイン

C-58 45 ティーテーブル
幅45　奥行45　高さ55 (cm)

カラー
材質

注釈

レッド / ウォールナット
UV 塗装・ウォールナット ( セラウッド塗装 )

天板色はレッド・グレー・パープルの 3 色
脚色はウォールナット・オークの 2 色

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥27,720
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BLACK & WHITE



セラミック調シートでコーティ
ングした現代らしいアイテム。
下棚は収納として使えます。
支柱がミディアムブラウン
カラーになっているタイプも。

プレジー  110 セラミック調 センターテーブル
材質
注釈

カラー
天板：塩ビシート ( セラミック柄 )　内装：コート紙 (MBR/BK)
80x80cm サイズも有り・ミディアムブラウンタイプも有り

BK

メーカー希望小売価格  ￥44,000

税込 ¥26,400
サイズ 幅110　奥行46　高さ35.5 (cm)

キズや摩擦、汚れ、熱に強い
人気のイタリアンセラミックを
使用したリビングテーブル。
モノトーンスタイルの部屋に
合わせやすいデザインです。

マクロン  イタリアンセラミック リビングテーブル
材質
注釈

イタリア産セラミック・強化ガラス・スチール
他色、他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥96,800

税込 ¥54,000
サイズ 幅120　奥行60　高さ45 (cm)

大理石調メラミンを天板に
使用したセンターテーブル。
キズ・熱に強く、見た目の割に
軽いのが特徴です。
天然木調のカラーも合わせる
と全部で４カラー有り。

SHANON  110 メラミン天板 センターテーブル
材質
注釈

カラー
天板：メラミン樹脂 ( ポリウレタン樹脂 )　脚部：ラバー無垢
大理石調のブラック、ホワイト、天然木調のナチュラル、ミディアムブラウンの全４色・他サイズ無し

ホワイト

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥19,990
サイズ 幅110　奥行54　高さ36.1 (cm)
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NORDIC POP



奥行きが広いテーブル。
家族・友達を呼んだ
際に広 と々囲んで
使えます。

120 みんなで囲める奥深座卓
材質
注釈

カラー
[ 天板 ] オーク突板　[ フレーム ] ラバーウッド
WN (ウォールナット突板) タイプも有り (¥19,800)・他サイズなし

NA

メーカー希望小売価格  ￥24,200

税込 ¥17,800
サイズ 幅120　奥行75　高さ38 (cm)

アルダー無垢材の温かみが
豊かなセンターテーブル。
引出２杯と下棚が付いており
収納に困らない形。
自然系オイル塗装なので
小さいお子様にも安心です。

エラン  100 アルダー無垢材 センターテーブル
材質
注釈

カラー
本体・脚部：アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )　側板：シート貼り　引出：桐材
他色、他サイズなし

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 ¥34,650
サイズ 幅100.5　奥行50　高さ38 (cm)

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  100 メラミン / オーク無垢 センターテーブル
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 )
幅 120、150cm タイプも有り・天板は GY、WH、NA の全 3 色、脚は全 2 種有り

WH / A 脚

メーカー希望小売価格  ￥28,600

税込 ¥28,600
サイズ 幅100　奥行48　高さ40 (cm)

GY / C 脚

WH / A 脚 ( 展示タイプ )

https://msd-hl.com/up/pricecard/04_livingtable/pop_comet.jpg
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LUXURY



カリモクの高級ブランド
「ドマーニ」。
２つと同じ物がない、
宝石のような玉杢模様
をお楽しみ下さい。

80 ホワイトオーク玉杢 リビングテーブル
材質
注釈

オーク・ホワイトオーク杢目突板
現品限り現品限り

メーカー希望小売価格  ￥122,100

税込 ¥122,100
サイズ 幅79.5　奥行79.5　高さ39.8 (cm)

中国・大理市で採掘
された本場の大理石を
使用。世界に一つの
柄を持つテーブルです。

幅127cm 本場大理石 センターテーブル
材質
注釈

カラー
天然大理石・ステンレス
ホワイト色 ( 天然トルコ石材 ) も有り・他サイズなし

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥220,000

税込 ¥200,000
サイズ 幅127　奥行77　高さ36 (cm)

入 荷入 荷

待 ち待 ち

日本を代表する家具
メーカー「カリモク」
ブランド。角を美しく滑
らかにした形は、小さ
いお子様にも安心です。

100 アネグレ突板 センターテーブル
材質
注釈

カラー
主材：ラバートリー　天板：アネグレ突板
全６色展開・他サイズなし

NKG (モカブラウン)

メーカー希望小売価格  ￥55,550

税込 ¥50,500
サイズ 幅101　奥行49.4　高さ40 (cm)

「ケルヴィン・ジョルマーニ」
は ASFD (アメリカ家具デ
ザイン協会)で数度に渡る最
優秀賞を獲得した高級ブラン
ド。イタリア最大級のタンナー

「mastrotto」の高級牛革
を使用しています。

0551  120 イタリア本革 コーヒーテーブル
材質
注釈

カラー
本革 (100% フルグレイン ・ 革厚 1.3 〜1.5mm)
展示品限り

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥113,300

税込 ¥78,000
サイズ 幅120　奥行70　高さ30 (cm)

展示品に限り
¥



JAPANESE



正方形天板の巾接着による
幾何学デザイン。
昔は廃棄するのが当たり前
だった「節入り」の木を
大切に使ったプロダクト。

森のことば 100 オーク無垢材 フロアテーブル
材質
注釈

ホワイトオーク無垢材 ( 節入り ) Ｆ☆☆☆☆
受注生産商品受注生産商品・120x120 サイズも有り ( 売価 ¥182,600)

メーカー希望小売価格  ￥169,400

税込 ¥169,400
サイズ 幅100　奥行100　高さ34.5 (cm)

ライチョウ  120 ウォールナット 国産センターテーブル
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板　Ｆ☆☆☆☆ 
オーク色も有り・他サイズ無し

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥71,500

税込 ¥71,500
サイズ 幅120　奥行60　高さ30 (cm)

大川の匠を起用しての制作。
シンプルながら、厚みのある天
板に突板を貼り合わせる作業
は機械で出来ず、苦労が伝わ
りにくい職人泣かせの構造。
低めの高さとすることで
日本らしい空間美を作ります。

展示品に限り特価

¥99,900

節ありのオーク厚突板を
使用し、天然木本来の風合い
を楽しめるセンターテーブル。
便利な棚付き。直線フォルム
の中に、曲線の意匠を溶け込
ませる優雅なデザイン。

コパン  105 オーク節有 センターテーブル
材質
注釈

カラー
オーク節有
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥53,625

税込 ¥37,000
サイズ 幅105　奥行50　高さ41 (cm)

ランキング
人気

No.2
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SIDE TABLE



渋さと力強さ備えるインドネシアチーク
NEW チーク古材 サイドテーブル

幅40　奥行40　高さ52 (cm)

カラー
材質

注釈

チーク古材・アイアン

他色・他サイズなし

税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥22,000

モダンイタリアな空間へ

タンブルⅢ サイドテーブル
幅50　奥行50　高さ50 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
天板：強化ガラス ( ヒートソーク加工 )
フレーム：スチール
フレームがブラス色のタイプ有り ( 別価格 )
φ90 センターテーブルも有り

税込 ¥ 33,000
メーカー希望小売価格  ¥48,125

更に麗しい格調を求めて

タンブルⅢ サイドテーブル
幅50　奥行50　高さ50 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラス ( 脚部 )
天板：強化ガラス ( ヒートソーク加工 )
フレーム：ステンレス ( ブラス仕上げ )
脚フレームが黒色のタイプ有り ( 別価格 )
φ90 センターテーブルも有り

税込 ¥ 59,800
メーカー希望小売価格  ￥89,375

カラー
材質

注釈

ナチュラル
天板：オーク突板　横桟：アッシュ無垢
アイアン
他色、他サイズなし

2口コンセント付き。オイル仕上げ天然木

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)

税込 ¥ 20,900
メーカー希望小売価格  ￥20,900

スツールにもサイドテーブルにもなる

シャレット スツールテーブル
[ 縦置き時 ] 幅42　奥行32　高さ52 (cm)

カラー
材質

注釈

税込 ¥ 18,500
メーカー希望小売価格  ￥18,500

LBR ( ライトブラウン )
オーク突板 ( オイル仕上げ )・
スチール ( クリア塗装 )
ナチュラル、ライトブラウン、ウォールナットの
全 3 色・耐荷重：縦置き 5kg・横置き 80kg

透明感とレトロ感

ソコフ サイドテーブル
幅40　奥行40　高さ55 (cm)

カラー
材質

注釈

アッシュ突板 ( 四方無垢廻し )・スチール・
生ガラス
他色、他サイズ無し

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

カラー
材質

注釈

WN ( 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 )

オーク・ウォールナットの全 2 色

スマホを充電しながら立てられる
トラビス  ウォールナット無垢 サイドテーブル

幅25　奥行45　高さ46 (cm)

税込 ¥ 27,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

https://msd-hl.com/up/pricecard/04_livingtable/pop_new.jpg
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天板中央にグリーンなどを
置いて更にオシャレ化できる
ソファ横サイズのテーブル。
中央部、ローズゴールドの
スモーキーな輝きが本当に
美しい。これはお値段以上。

BT  550 サイドテーブル
材質
注釈

カラー
天板：MDF ( ラッカー塗装 )　脚：スチール
高さ 75cm タイプも有り・ホワイト色も有り

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥14.300

税込 ¥13,200
サイズ 幅55　奥行55　高さ55 (cm)

美しい大理石模様の
セラミックトップは耐熱・
耐傷性が破格性能。
天板裏にはグラスを逆さ吊り
できる小棚がついています。

ラフト  セラミック サイドテーブル
材質
注釈

カラー
天板：セラミック　フレーム：スチール ( 粉体塗装 )
ホワイト色も有り

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥25,300

税込 ¥24,200
サイズ 幅66　奥行37　高さ53 (cm)

フランス作家による繊細なチークシリーズ

チーク&牛皮 サイドテーブル
幅40　奥行35　高さ60 (cm)

カラー
材質

注釈

チーク材・牛皮

他色・他サイズなし
※送料諸経費込み価格

税込 ¥ 25,000

天然オーク無垢材の温かみ

オーガニック サイドテーブル
幅53　奥行27　高さ50 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
節有りオーク無垢材 ( ウレタン塗装 )

他色なし

税込 ¥ 21,800
メーカー希望小売価格  ￥25,000

S O L DS O L D

O U TO U T

縦に長い、収納力あるコンソール
アルグ アカシア無垢 サイドテーブル

幅40.4　奥行76　高さ59 (cm)

カラー
材質

注釈

前板：アカシア無垢（オイル塗装）脚部：
ラバーウッド（ウレタン塗装) 天板：強化紙
化粧板　本体：プリント化粧板
他色、他サイズなし

税込 ¥ 38,800
メーカー希望小売価格  ¥73,700

ラタンチェアとセットで

リゾネア φ50 カフェテーブル
幅59.5　奥行59.5　高さ66.5 (cm)

カラー
材質

注釈

天板：PE ポリエチレン ( ラタン調 )
ガラス：強化 5mm 透明ガラス　脚：スチール
他色、他サイズなし

税込 ¥ 18,000
メーカー希望小売価格  ￥30,433

https://msd-hl.com/up/pricecard/04_livingtable/pop_raft.jpg


Qi 対応のスマホ充電 + スピーカー機能
ワイヤレス充電+スピーカー サイドテーブル

幅39.5　奥行39.5　高さ45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

バンブー

すべての Qi 対応デバイスが充電できます

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥15,400

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

北欧モダンな存在

プレーリー 40 サイドテーブル
幅40　奥行40　高さ49 (cm)

カラー
材質

注釈

NA( ナチュラル )
天板：オーク突板 ( ラッカー塗装 )
フレーム：ラバーウッド
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 9,800
メーカー希望小売価格  ￥13.695

セレブ御用達ブランド「MAESTRO」

天然トルコ石 サイドテーブル
幅42　奥行38　高さ60 (cm)

カラー
材質

注釈

ストレートホワイト
天然トルコ石

ブラック色も有り

税込 ¥ 74,000
メーカー希望小売価格  ￥109,780

大理石柄セラミック × ステンレスの高級感

セラミック サイドテーブル
幅45　奥行35　高さ60.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
セラミック・ステンレス ( ヘアライン加工 )

円形タイプ(φ45cm)も有り ( 売価は同一)
他色なし

税込 ¥ 33,000
メーカー希望小売価格  ￥66,000

現品限り特価

¥7,700

タテ・ヨコに置いたり、イスにしたり

リス サイドテーブル
幅50.5　奥行30　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

NA ( ナチュラル )
オーク材

ダークブラウン色も有り

税込 ¥ 11,000
メーカー希望小売価格  ￥15,180

https://msd-hl.com/up/pricecard/04_livingtable/pop_128001.jpg


LIFTING TABLE



天然無垢材を贅沢に使用
したリフティングテーブル。
オリジナル製品のため、
他店では手に入らない
限定品です。

TMレグノ  120x60 ウォールナット無垢 リフティングテーブル

材質
注釈

カラー
天然木ウォールナット無垢材・鉄 ( ブラック塗装 )
オーク無垢材タイプも有り・幅 140、奥行 65、70 タイプも対応 ( 納期 40 日 )

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥59,800

税込 ¥59,800
サイズ 幅120　奥行60　高さ25〜72　天板厚 2 (cm)

カップホルダーとコンセント付き

メラミン 昇降テーブル
幅80　奥行40　高さ95 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
メラミン化粧板・ガス圧シリンダー

廃盤につき展示品限り
カップホルダー＆コンセント付き

税込 ¥ 21,800
メーカー希望小売価格  オープンプライス

展示品限り (天板傷有り)

¥39,800

現品限り特価

¥15,800

シンプルな昇降式テーブル。
リビングテーブル、簡易デスク、
食卓の補助台などに。
キャスター付で畳みながらの
移動もしやすく、非常に
コンパクトに収納できます。

マルス  100 昇降テーブル
材質
注釈

カラー
MDF・PVC シート
廃盤につき在庫限り

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥19,800
サイズ 幅100　奥行55　高さ11.5〜70 (cm)

展示品に限り特価

¥15,800

S O L DS O L D

O U TO U T

築80年の旧家屋を解体した
古材と黒スチールの無骨な昇降
テーブル。食卓・ワークデスク・
センターテーブル、子どもの目線に
合わせたテーブル ... など多彩な
シーンが作れる。ガス圧式で高さ
は無段階調整可能です。

PULLEY  110 パイン古材 リフティングテーブル
材質
注釈

カラー
パイン古材 ( ワックス塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
140x50cm、140x80cm タイプも有り・他色無し

パイン古材

メーカー希望小売価格  ￥82,867

税込 ¥54,800
サイズ 幅110　奥行71　高さ28〜77 (cm)

ダイニングの補助テーブルとしても
NEWルーシー2 120 リフトテーブル

幅120　奥行60　高さ25〜72 (cm)

カラー
材質

注釈

NA
天板：MDF ( ポリエステル樹脂塗装 )
脚部：スチール ( 粉体塗装 )
廃盤につき現品限り・WH( ホワイト ) 色
は現行で継続中 ( 売価 ¥ 38,280)

税込 ¥ 38,280
メーカー希望小売価格  ¥55,000現品限り特価

¥18,000
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NIGHT TABLE



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

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

¥12,000

現品限り特価

¥9,800

天然木使用、小さなラグジュアリー感やや広めサイズ、オイル塗装の素材感
アマンド II ウォールナット材 ナイトテーブルリンセ アルダー無垢 ナイトテーブル

幅30　奥行30　高さ40 (cm)幅40　奥行33　高さ43 (cm)

カラー
材質
注釈

カラー
材質

注釈

ウォールナット
ウォールナット材 ( ウレタン塗装 )
ナチュラル・ブラウン ( 共にタモ材 )・
節有オーク色も有り・他サイズなし・
引出、２口コンセント有り

アルダー無垢材 ( オイル塗装 )

廃盤につき現品限り
引出、２口コンセント有り

スリムサイズの天然木
トネリ 200 タモ材 ナイトテーブル

幅20　奥行35　高さ48 (cm)

カラー
材質
注釈

ブラウン
タモ材 ( ウレタン塗装 )
ナチュラル・節有オーク・ウォールナット
色も有り・幅 35cm タイプも有り・
２口コンセント、引出有り

税込 ¥ 13,300税込 ¥ 17,000 税込 ¥ 12,500
メーカー希望小売価格  ￥19,250メーカー希望小売価格  ￥24,750 メーカー希望小売価格  ￥17,875
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