
こたつ



ミシェル  120 オーク無垢こたつ
材質
注釈

カラー
オーク集成無垢材 ( ウレタン塗装 )
ブラウン色も有り・120 円形も有り ( 売価は同じ )

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥84,700

税込 ¥43,800
サイズ 幅120　奥行75　高さ38 (cm)

天板も脚もオーク集成無垢材を
使用した重厚感すらもあるこたつ。
天板裏にはアイアンの反り止め入り。

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

エッグ  80 UV塗装 こたつ
材質
注釈

カラー
天板：セン柄転写 (UV 塗装 )
80x80、105x75、150x85 サイズも有り・NA、MBR の全 2 色・5cm の継ぎ脚付き

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥35,200

税込 ¥16,800
サイズ 幅80　奥行80　高さ36/41 (cm)

展示品

しっかりした見た目の割に
ロープライスを実現したこたつ。
天板はキズ・熱に強い UV 塗装。
50mm の継ぎ足つきです。

石英管 300W ヒーター
ファンレス中間スイッチコントローラー
(MS-303H  メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

コストを抑えつつも、キズ汚れ
に高耐久の UV 塗装を使用。
高さ2 段階調節可能。

嵐山  120 こたつ
材質
注釈

ダークブラウン色

ライトブラウン色

カラー
MDF (UV 塗装 )・ラバーウッド
150x80cm ( 売価 ¥29,800)、180x90cm ( 売価 ¥32,000) も有り・ダークブラウン (DB) 色も有り

ライトブラウン (LB)

メーカー希望小売価格  ￥55,000

税込 ¥29,800
サイズ 幅120　奥行 80　高さ36/41 (cm)

石英管 500W ファンヒーター
中間スイッチコントローラー

(MSU-501H メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

ソフィア  120 オーク突板 こたつ
材質
注釈

カラー
オーク突板 ( 節有り・UV 塗装 )・スチール
NA( ナチュラル ) と BR( ブラウン ) の全 2 色・他サイズなし

NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥86,900

税込 ¥43,800
サイズ 幅120　奥行70　高さ40 (cm)

非常にシャープなスチール脚と
市松タイル柄の天然オーク材が
垢抜けた新しいデザイン。

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

https://msd-hl.com/up/pricecard/05_kotatsu/pop_sofia.jpg


K- フローラ  135 カバザクラ突板こたつ
材質
注釈

カラー
カバザクラ皮付突板 ( 硬質ウレタン塗装 )・Ｆ☆☆☆☆
120x80 サイズ有り ( 売価 ¥76,800 EEYYY)・150x85 サイズ有り ( 売価 ¥82,800 ETTYY)

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥80,080

税込 ¥79,800
サイズ 幅135　奥行85　高さ34/38 (cm)

樺桜のやさしい杢目が美しい
国産こたつ。長く愛される日本の
情緒をお部屋に取り入れましょう。

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

クロス IV  105 ハイグロスこたつ
材質
注釈

カラー
天板：MDF( ハイグロスウレタン塗装 )　脚：ラバーウッド
120cmタイプも有り ( 売価 ¥32,000)・ダークブラウン色も有り

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥66,000

税抜 ¥29,700
サイズ 幅105　奥行75　高さ37/42 (cm)

鏡面 UV 塗装による贅沢な輝きに、
クールなセンターライン。
こたつに見えないこのデザインは
ラグジュアリーな演出に向きます。

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

国内こたつ名産地・香川の職人が
作る、リビングテーブルとしても映
えるシンプルこたつ。遠赤効果のあ
るヒーターで体の芯までぽかぽか。

MoA  120 オーク&北海道ナラ材 こたつ
材質
注釈

カラー
日本製・天板：天然木オーク突板　脚：北海道ナラ無垢材
105x60 サイズ有り ( 売価 ¥55,800)・他色なし 

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥59,180

税込 ¥59,800
サイズ 幅120　奥行70　高さ38 (cm)

薄型カーボン 500W ヒーター
手元電子コントローラー

(MCU-501E メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

S O L DS O L D
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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



センター付近に" 象嵌 "と
呼ばれるデザインアクセント
を設けたこたつ。高さ3 段階。

レイガ II  120 象嵌入り ウォールナット突板 こたつ
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 (UV 塗装 )
105x75 (¥32,800)、135x80 (¥39,800)、150x85 (¥42,800) も有り・ナチュラル色も有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥78,320

税込 ¥34,800
サイズ 幅120　奥行80　高さ36/41/46 (cm)

ナチュラル色

ウォールナット色

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

エッグ  120 UV塗装 こたつ
材質
注釈

カラー
天板：セン柄転写 (UV 塗装 )
80x80、105x75、150x85 サイズも有り・NA、MBR の全 2 色・5cm の継ぎ脚付き

ミディアムブラウン

メーカー希望小売価格  ￥43,120

税込 ¥19,800
サイズ 幅120　奥行80　高さ36/41 (cm)

展示品

しっかりした見た目の割に
ロープライスを実現したこたつ。
天板はキズ・熱に強い UV 塗装。
50mm の継ぎ足つきです。

石英管 510W ヒーター
中間スイッチコントローラー

(MSU-501H  メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

バスター  105 UV塗装 こたつ
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット柄シート (UV 塗装 )
80x80、120x80、150x85 サイズも有り・他色なし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥52,360

税込 ¥24,800
サイズ 幅105　奥行75　高さ36/41 (cm)

天板はウォールナット柄のシート
貼り仕様でコストを抑えた作り。
高級 UV塗装のため汚れやキズに
強いです。50mm の継ぎ足つき。

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター



日本の心・ケヤキを贅沢な５枚接ぎ
にした天板。一枚板のような重厚感
を表現しつつ、価格を抑えています。

新宮  150 天然杢ケヤキ 5枚接ぎ こたつ
材質
注釈

カラー
日本製・天然杢ケヤキ突板 ( 硬質ウレタン塗装 ) アンティーク仕上げ
135x80 サイズ有り ( 売価 ¥71,500 EEERY)・他色なし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥115,500

税込 ¥78,000
サイズ 幅150　奥行85　高さ36/41 (cm)

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター

キズ汚れに強い UV 塗装を
施した日本製の高品質
高座卓セット。やや低め設計。

150 高座こたつ 6点セット
材質
注釈

カラー
[ テーブル ] オーク材 (UV 塗装 )
他色、他サイズなし  ※こたつ布団サイズ 300x240cm

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥304,480

税込 ¥138,000
サイズ [ テーブル ] 幅150　奥行90　高さ65 (cm)

U 形ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

120  ５種の天然木ストライプ こたつ
材質
注釈

カラー
ウォールナット / サペリ / メープル / オーク / ゼブラ突板 (UV 塗装 )
他色・他サイズなし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥85,800

税込 ¥43,000
サイズ 幅120　奥行70　高さ41 (cm)

ウォールナット・サペリ・メープル・
オーク・ゼブラ、
５種類の木が織りなすコントラスト。
天板は非常にキズに強い UV 塗装。

ハロゲン 600W ファンヒーター
手元電子コントローラー

(MHU-601E(D) メトロ電気工業(株)製)

こたつヒーター

ランキング
人気

No.1

スバル  150 天然ケヤキ こたつ
材質
注釈

カラー
ケヤキ ( ウレタン樹脂塗装 )
他色、他サイズなし・日本製

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥102,080

税込 ¥69,800
サイズ 幅150　奥行85　高さ36/40 (cm)

天然ケヤキを使用した、和の趣を
堂々感じるこたつ。
40mm の継ぎ足つき。

U 字型石英管 600W ヒーター
手元電子コントローラー

(MSU-601E (D) メトロ電気工業(株)製 )

こたつヒーター
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税込 税込

7色のカラーから選べる
定番の無地シリーズ。
裏地にはやわらかく温かい
フランネル生地を使用。
105 〜120cm 幅の
長方形こたつに適合します。

7色のカラーから選べる
定番の無地シリーズ。
裏地にはやわらかく温かい
フランネル生地を使用。
105 〜120cm 幅の
長方形こたつに適合します。

ノート 190x240 こたつ薄掛けふとん ノート 190x240 こたつ薄掛けふとん 
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
表地・裏地・中材：ポリエステル100%
全 7 色・190x190、190x240、楕円 185x225 の全 3 サイズ

表地・裏地・中材：ポリエステル100%
全 7 色・190x190、190x240、楕円 185x225 の全 3 サイズ

グレー レッド

メーカー希望小売価格  ￥8,778 メーカー希望小売価格  ￥8,778

¥ ¥8,700 8,700
サイズ サイズ190 x 240 (cm) 190 x 240 (cm)

長方形長方形

7色のカラーから選べる
定番の無地シリーズ。
裏地にはやわらかく温かい
フランネル生地を使用。
105 〜120cm 幅の
長方形こたつに適合します。

7色のカラーから選べる
定番の無地シリーズ。
裏地にはやわらかく温かい
フランネル生地を使用。
105 〜120cm 幅の
長方形こたつに適合します。

ノート 190x240 こたつ薄掛けふとん ノート 190x240 こたつ薄掛けふとん 
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
表地・裏地・中材：ポリエステル100%
全 7 色・190x190、190x240、楕円 185x225 の全 3 サイズ

表地・裏地・中材：ポリエステル100%
全 7 色・190x190、190x240、楕円 185x225 の全 3 サイズ

ネイビー オレンジ

メーカー希望小売価格  ￥8,778 メーカー希望小売価格  ￥8,778

¥ ¥8,700 8,700
サイズ サイズ190 x 240 (cm) 190 x 240 (cm)

税込税込

長方形 長方形
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7色のカラーから選べる
定番の無地シリーズ。
裏地にはやわらかく温かい
フランネル生地を使用。
105 〜120cm 幅の
長方形こたつに適合します。

ノート 190x240 こたつ薄掛けふとん 
材質
注釈

カラー
表地・裏地・中材：ポリエステル100%
全 7 色・190x190、190x240、楕円 185x225 の全 3 サイズ

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥8,778

¥8,700
サイズ 190 x 240 (cm)

税込

長方形

桃のような手触りの
ピーチスキン素材を使用。
40° 以下の水温で
洗濯機が使用できます。
( 洗濯ネット推奨 )
薄いので干す際も便利。

マルク  190x240 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル
廃盤につき現品限り

グレー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥5,500
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形

マルク こたつ薄掛ふとん 単品価格
190x190 サイズ

190x240 サイズ

グレー マルチ

税込 ¥4,500

税込 ¥5,500

カラーバリエーション

こたつ本体適合サイズ：約 80x80cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x120cm まで



ふんわり起毛仕上げが
気持ちいい裏地の肌触り。
薄型なので畳んでも
押入収納スペースの
場所を取りません。

クレア  190x240 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル
190x190 サイズ有り ( 売価 ¥5,800)・レッド色も有り

ブラウン

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥6,800
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形

こたつ本体適合サイズ：約 80x80cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x120cm まで

 クレア こたつ薄掛ふとん 単品価格
190x190 サイズ

190x240 サイズ

ブラウン レッド

税込 ¥5,800

税込 ¥6,800

カラーバリエーション

凹凸のあるサンゴマイヤー
生地を使用。
裏地はフランネル生地で
ふかふか温かい感触。
男女問わず人気のチェック柄
です。

ベリーズ  190x190 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル
廃盤につき現品限り

オレンジ

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥6,800
サイズ 190 x 190 (cm)

正方形

こたつ本体適合サイズ：約 80x80cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x120cm まで

ベリーズ こたつ薄掛ふとん 単品価格
190x190 サイズ

190x240 サイズ

オレンジ

グリーン

グレー

ナチュラル

税込 ¥6,800

税込 ¥8,800

カラーバリエーション
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メディアで人気のギャベ柄。
表地は短毛のマイクロ
ファイバーを使っており、
ふかふかの手触り感。

ラディ  205x245 こたつ掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル　　　※グリーン色、MX( ミックス ) 色も有り
205x205 ( 売価 ¥9,900)、205x285 ( 売価 ¥15,400)、205x315 ( 売価 ¥19,800)

オレンジ

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥13,200
サイズ 205 x 245 (cm)

長方形

こたつ本体適合サイズ：約 80x80cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x160cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x120cm まで

こたつ本体適合サイズ：約 80x200cm まで

ラディ こたつ厚掛ふとん 単品価格
205x205 サイズ

205x285 サイズ

205x245 サイズ

205x315 サイズ

グリーン オレンジ

IRYY

AAYY

TIYY

LDYY

税込 ¥9,900

税込 ¥15,400

税込 ¥13,200

税込 ¥19,800

カラーバリエーション

キリム柄のこたつふとん。
裏地にモフモフのフランネル
素材、表地にはシェニール
糸を使用しています。
薄手なのでコンパクトに収納
できます。

ノーブル  190x240 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル 100%
廃盤につき現品限り

レッド

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥14,000
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形



永遠の定番 " ドット柄 " を
あしらい、うるさくなり
過ぎない絶妙なトーンで
抑えた人気柄。

CFドット  200x250 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル 85% 以上・ ( アクリル・レーヨン・毛・綿 )15% 未満
ブルー色も有り・180x230、200x200 サイズも有り

オレンジ

メーカー希望小売価格  ¥18,500

税込 ¥18,500
サイズ 200 x 250 (cm)

長方形

中綿の量を抑えた薄掛けタイプ。
収納時に場所をとりません。
北欧らしくあり、和モダンにも
洋風にも使える万能柄。

ラハティ  200x250 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル 100%
200x200, 200x300 サイズも有り・グレー色も有り

ネイビー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥18,500
サイズ 200 x 250 (cm)

長方形

スタイリッシュな北欧デザイ
ン。収納に便利な薄タイプな
のに、しっかりした厚みがあ
り保温力があります。
裏地はふんわり柔らかな
マイクロファイバー素材を。

オウル  200x250 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

カラー
ポリエステル 100%
ブラック色も有り・他サイズなし

ベージュ

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥18,500
サイズ 200x250 (cm)

長方形

東レ・マッシュロン綿を詰めた
軽くてあったかいふとん。
表地はシェニール織の生地、
裏地はなめらかでさらっとした
短毛マイクロ生地を使用。
綿入加工は国内で行っています。

ジェード  200x250 こたつ掛けふとん
材質
注釈

カラー
表地・裏地・中材：ポリエステル100%
ブラウン色も有り・200x200cm、200x300cm タイプも有り

アイボリー

メーカー希望小売価格  ￥18,480

¥18,480
サイズ 200x250 (cm)

長方形

税込



鮮やかさを抑えた色味で、
ヴィンテージコーデにも
呼応する無地ふとん。
ボア付きがうれしい。

190x230 こたつ薄掛け布団
材質
注釈

カラー
ポリエステル
190x190 サイズ ( 売価 ¥9,900 DTYY)・カーキ、ベージュ、グレー色も有り

ネイビー

メーカー希望小売価格  ￥14,850

税込 ¥12,000
サイズ 190 x 230 (cm)

長方形

撥水加工を施した
汚れに強いこたつ布団。
裏面は肌触りの良い
ぬくぬくファブリック。

撥水加工を施した
汚れに強いこたつ布団。
裏面は肌触りの良い
ぬくぬくファブリック。

190x230 撥水加工 こたつ薄掛けふとん 190x190 撥水加工 こたつ薄掛けふとん
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
コットン・ポリエステル
190x190 サイズ ( 売価 ¥11,000 IBYY)・カーキ色も有り

コットン・ポリエステル
190x230 サイズも有り ( 売価 ¥13,200 AYYY)・カーキ色も有り

グレー グレー

メーカー希望小売価格  ￥19,250 メーカー希望小売価格  ￥15,950

税込 税込¥ ¥13,200 11,000
サイズ サイズ190 x 230 (cm) 190 x 190 (cm)

長方形 正方形

人気の北欧風・丸ドット柄。
ふとんを掛けた状態でも
こたつ天板を固定できる穴
付きでふとんがズレることなく
使えます。中綿も取り外せるの
でご家庭で洗濯も可能。

ヴァイレ  190x240 こたつ掛けふとん
材質
注釈

カラー
表地・中わた・裏地：ポリエステル 100%
190x190cm ( 売価 ¥17,380)、190x290cm ( 売価 ¥23,980) タイプも有り

イエロー

メーカー希望小売価格  ￥19,580

税込 ¥19,580
サイズ 190x240 (cm)

長方形 S O L DS O L D

O U TO U T



「モダンデザインの父」こと
ウィリアム・モリス監修の
デザイン。人気の「アイリス」
柄を使用したこたつふとん。

V&A  190x240 こたつ掛けふとん
材質
注釈

カラー
表＆裏生地：綿 100%

ネイビー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥30,800
サイズ 190 x 240 (cm)

ウィリアム・モリスウィリアム・モリス
(1834-1896)(1834-1896)長方形

長方形

洗ってたためる敷きもの。
こたつの下など様々な用途に
おすすめです。

レンジ  190x240こたつ敷きふとん
材質
注釈

カラー
表地：ポリエステル100%　中材：ウレタンフォーム ( ポリエステル綿 )　裏地：不織布
130x190 ( 売価 ¥5,980)、190x190 ( 売価 ¥7,980) も有り・ネイビー、グレー、カーキ、ベージュの全 4 色

グレー

メーカー希望小売価格  ￥10,780

税込 ¥9,980
サイズ 190 x 240 (cm)

洗ってたためる敷きもの。
こたつの下など様々な用途に
おすすめです。

レンジ  190x240こたつ敷きふとん
材質
注釈

カラー
表地：ポリエステル100%　中材：ウレタンフォーム ( ポリエステル綿 )　裏地：不織布
130x190 ( 売価 ¥5,980)、190x190 ( 売価 ¥7,980) も有り・ネイビー、グレー、カーキ、ベージュの全 4 色

ネイビー

メーカー希望小売価格  ￥10,780

税込 ¥9,980
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形

幅 150cm のこたつ用
285×205cm こたつ掛敷ふとん

[ 掛 ] 285x205　[ 敷 ] 270x190 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン

幅120cm こたつ用 (245x205cm) も有り
( 売価 ¥12,800)

幅 120cm のこたつ用
245×205cm こたつ掛敷ふとん

[ 掛 ] 245x205　[ 敷 ] 240x190 (cm)

カラー
材質

注釈

ベージュ

幅150cm こたつ用 (285x205cm) も有り
( 売価 ¥14,000)

税込 ¥ 14,800 税込 ¥ 12,000
メーカー希望小売価格  ￥31,680 メーカー希望小売価格  ￥26,400



「モダンデザインの父」こと
ウィリアム・モリス監修の
デザイン。「イーヴン・ロード」
柄を使用したこたつふとん。

V&A 190x240 こたつ敷きふとん
材質
注釈

カラー
表生地：綿 50%・ポリエステル 50%　※裏地はすべり止め

エンジ

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥18,700
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形 ウィリアム・モリスウィリアム・モリス
(1834-1896)(1834-1896)

「モダンデザインの父」こと
ウィリアム・モリス監修の
デザイン。人気の「アイリス」
柄を使用したこたつふとん。

V&A  190x240 こたつ敷きふとん
材質
注釈

カラー
表＆裏生地：綿 100%

ネイビー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥27,500
サイズ 190 x 240 (cm)

ウィリアム・モリスウィリアム・モリス
(1834-1896)(1834-1896)長方形

寝具界大手「ロマンス小杉」
が作る、あんしんあったかの
こたつ敷き布団。
薄型 綿ベロアタイプ。

190x240 こたつ敷きふとん (薄め)
材質
注釈

カラー
表生地：綿 50%・ポリエステル 50%

レッド

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥19,800
サイズ 190 x 240 (cm)

長方形 S O L DS O L D

O U TO U T



座卓



サイズとカラー ( 材種 )が
選べる天板に、座卓用か
食卓用の脚を組み合わせて
お好みのテーブルが作れます。
日本一のこたつ名産地である
香川の木工メーカーが制作。

あずみ  150 ウォールナット突板 座卓
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット突板・節有オーク突板 (UV 塗装 )　脚：ラバーウッド材
ナチュラル色天板も有り・ダイニング用脚も有り・  NA：天板 全 4 サイズ　BR：天板 全 2 サイズ

BR ( ウォールナット)

メーカー希望小売価格  ￥79,200

税込 ¥39,800
サイズ 幅150　奥行80　高さ35.5 (cm)

日本の伝統を継承して作られ
た紫檀杢の座卓。
美しい風格をたたえ、
和室をより格調高く仕上げて
くれます。

150 総紫檀杢 高級応接台
材質
注釈

本紫檀
現品限定品

税込 ¥500,000
サイズ 幅150.5　奥行89.5　高さ33.5 (cm)

畳んでスキマに収納できる、
天然無垢材を使用した
座卓テーブル。
汚れに強いウレタン塗装。

畳んでスキマに収納できる、
天然無垢材を使用した
座卓テーブル。
汚れに強いウレタン塗装。

バーグ II  90 折脚テーブル バーグ II  105 折脚テーブル
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
ラバーウッド無垢材 ( ウレタン塗装 )
75x50、90x60、105x75 の全 3 サイズ・NA、DBR、WH の全 3 色

ラバーウッド無垢材 ( ウレタン塗装 )
75x50、90x60、105x75 の全 3 サイズ・NA、DBR、WH の全 3 色

ナチュラル ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥12,490 メーカー希望小売価格  ￥12,490

税込 税込¥ ¥12,490 12,490
サイズ サイズ幅90　奥行60　高さ32 (cm) 幅90　奥行60　高さ32 (cm)

NA (ナチュラル) DBR ( ダークブラウン ) NA (ナチュラル)

WH ( ホワイト )
WH ( ホワイト )

DBR ( ダークブラウン )

https://msd-hl.com/up/pricecard/05_kotatsu/pop_azumi.jpg


みなさまもよくお目にかかる
であろう、どこにでもあるよ
うなシンプル折れ脚座卓。
畳むと厚み8cmになります。

120x75cm 折れ脚テーブル
材質
注釈

カラー
主材：ラバーウッド　天板：MDF・天然木突板
ナチュラル色も有り・幅 75, 90, 105, 120cm タイプも有り

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥23,980

税込 ¥12,980
サイズ 幅120　奥行75　高さ32 (cm)

細かいホワイトドット柄。折りたためます

60x40 ドット柄ローテーブル
幅60　奥行40　高さ 31.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
表面材：プリント紙化粧繊維板 ( ポリエステル
樹脂塗装 )　脚部：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
廃盤につき在庫限り

税込 ¥ 3,480
メーカー希望小売価格  ￥4,6,75

お一人様にぴったりのちゃぶ台

80x40 折れ脚ローテーブル
幅80　奥行40　高さ 31(cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
表面材：プリント紙化粧パーティクルボード　
脚部：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
ホワイトウォッシュ色も有り

税込 ¥ 3,980
メーカー希望小売価格  ￥5,500

お一人様にぴったりのちゃぶ台

60x40 折れ脚ローテーブル
幅60　奥行40　高さ 31(cm)

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
表面材：プリント紙化粧繊維板 ( ポリエステル
樹脂塗装 )　脚部：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
70x50cm サイズも有り 
他色なし

税込 ¥ 3,580
メーカー希望小売価格  ￥4,950

お一人様にぴったりのちゃぶ台

80x40 折れ脚ローテーブル
幅80　奥行40　高さ 31(cm)

カラー
材質

注釈

ホワイトウォッシュ
表面材：プリント紙化粧パーティクルボード　
脚部：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
ナチュラル色も有り

税込 ¥ 3,980
メーカー希望小売価格  ￥5,500



カラー
材質

注釈

ホワイト
ポリプロピレン

他色、他サイズなし
LOT: 6　　　国産品

超軽量・コンパクト。タブレットも立てられる

折りたたみ ミニテーブル
幅63　奥行35.8　高さ25 (cm)

税込 ¥ 2,600
メーカー希望小売価格  ￥3,630


