
NEW VINTAGE



印象的なデザインのブルック
リンスタイル TV ボード。
古材コーデのお部屋を始め、
どんなスタイルにも思いの外
調和する万能ルックス。
脚は内・外の２通り取付可能。

ヴォルト  150 TV ボード
材質
注釈

カラー
前板：強化紙　脚：アイアン
幅210、180サイズも有り・ナチュラル、ブラウンの全 2 色

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥56,870

税込 ¥29,800
サイズ 幅149.5　奥行44.5　高さ41 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

ランキング
人気

No.2

ラフな質感のある
ヴィンテージ調の木目と
ブラックガラスがかっこいい。
幅 180 サイズにして手の届
きやすい価格も魅力。

ミラー  180 ローボード
材質
注釈

天板：強化紙化粧板　本体：プリント化粧繊維板
幅 140 サイズもあり・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥66,000

税込 ¥34,800
サイズ 幅180　奥行40　高さ30.1 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内

ヴィンテージ調木目と黒との
組み合わせがクールで
スタイリッシュ。
バースピーカーなども置ける
下棚がついて収納もＯＫ。

ネイツ  160 TVボード
材質
注釈

天板：強化紙　本体：プリント化粧繊維板　ガラス：4mm 強化ダークグレーガラス
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥44,800
サイズ 幅160　奥行40　高さ42 (cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内

ランキング
人気

No.1

和風ナチュラルを演出する
市松模様が人気のボード。
少ししゃがれたナチュラル
シャビー色タイプで、
ほんのりヴィンテージ感を
醸し出してくれるアイテム。

ダレット  180 ローボード
材質
注釈

カラー
本体：プリント化粧板　前板：強化紙化粧板　脚部：スチール
NA( オーク ) 色や BR( ブラウン ) 色も有り・他サイズなし・耐荷重 50kg

シャビー

メーカー希望小売価格  ￥100,430

税込 ¥49,800
サイズ 幅175　奥行40　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内
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適正 TV サイズ

55インチ以内
やさしい素材感のオーク材を
オイル塗装で仕上げ、使い込
むほどに味わいが増す
シンプルなルックス。
ソファの高さに合わせて
HIタイプも選べます。

スラット LO  160 オーク材 TVボード
材質
注釈

カラー
ナラ材 ( オイル仕上げ )
HI タイプ ( 高さ 51cm) も有り・他色・他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥74,800

税込 ¥74,800
サイズ 幅160　奥行41　高さ41 (cm)

アンティークの薬箱を現代風
にアレンジしたグラムシリーズ。
香り立つ杉古材の独特な
フィールがどこか懐かしく、
変わらない木の魅力を教えて
くれる。非常にクールな存在だ。

グラム  160 杉古材 TVボード
材質
注釈

カラー
杉古材 ( 水性塗料 + ワックス )・スチール　※耐荷重：90kg
他色、他サイズなし

オールドウッドブラウン

メーカー希望小売価格  ￥92,400

税込 ¥92,400
サイズ 幅160　奥行40　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内

北欧レトロなハイセンスTV
ボード。大型テレビにも対応で
きるよう高さは 40cm に設
定。角は R 加工され、柔らか
さをまとった雰囲気に。
足元の真鍮がアクセント。

RAGO  150 オーク突板 TV ボード
材質
注釈

カラー
主材・天板：オーク突板 ( オイル塗装 )　前板：オーク無垢 ( オイル塗装 )　ガラス：4mm 強化ガラス　脚：スチール・真鍮

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  ￥180,400

税込 ¥98,000
サイズ 幅150　奥行40　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内
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スチールと古材を組み合わせ、
素材の風合いを活かした
シンプルさが魅力のボード。
引き出しのツマミにも
ヴィンテージ感あるパーツを
使用しました。

バベル II  168 杉古材 TVボード
材質
注釈

カラー
杉古材 ( 水性塗料 + ワックス )・スチール　※耐荷重：70kg
148 サイズ ( 引出 4 杯 ) も有り・他色なし

OLD WOOD BROWN

メーカー希望小売価格  ￥126,500

税込 ¥126,500
サイズ 幅168　奥行46　高さ42 (cm)

適正 TV サイズ

60 インチ以内

ア.デペシュらしいオーク無垢材
とアイアンを組み合わせた TV
ボード。最も印象的な前板には
無垢材をふんだんに使い、そし
てフレームには水気や湿気に
強いポリ合板を使っています。

カデル  150 オーク材 TV ボード
材質
注釈

カラー
前板：オーク無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：オーク突板　フレーム：ポリ合板 　ガラス・アイアン

120 サイズも有り ( 売価 ¥74,800)、180 サイズも有り ( 売価 ¥101,200)

メーカー希望小売価格  ￥96,800

税込 ¥96,800
サイズ 幅150　奥行43　高さ46 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内
オーク材の重厚感ある質感に、
ラタンの質感を重ねたテレビ
ボードです。たっぷりとした大
きさがありながら、シンプルで
お部屋に馴染みやすいように
デザインされています。

トーネ  200 オーク材×籐 TVボード
材質
注釈

カラー
オーク材 ( ウレタン塗装 )・籐 ( ラタン )
200、180 サイズの全 2 サイズ・他色なし

OAK-LBR (PU)

メーカー希望小売価格  ￥115,500

税込 ¥115,500
サイズ 幅200　奥行43　高さ43 (cm)

適正 TV サイズ

75 インチ以内
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THE NATURAL



見慣れたオーク材カラー
ではないホワイトオークの
優しい色味。お掃除ロボットが
通れるこの４つ脚タイプは
部屋が広く見える効果も有り。

クロスタイム  120 ホワイトオーク突板 TVボード
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク突板・強化紙・ラバー材 ( 脚部 )
WN( ウォールナット突板 ) 色も有り・幅 140 タイプも有り ( 売価 ¥39,800)

OAK

メーカー希望小売価格  ￥56,400

税込 ¥37,800
サイズ 幅120.5　奥行40　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

37 インチ以内

キシリア II  160 オーク無垢材 TVボード
材質
注釈

カラー
表面材：オーク無垢 ( ウレタン塗装 )　側面・天板材：オーク突板　内装材：木目シート
廃盤につき現品限り・耐荷重 100kg・フルオープンレール

オーク

メーカー希望小売価格  ￥69,300

¥59,000
サイズ 幅160　奥行42　高さ33 (cm)

オーク無垢材を使った
THE スタンダードなTVボード。
前板のトライアングルを描く
両サイドがスタイリッシュ。
やや低めの高さで、近年の大型
TVに合わせやすいサイズです。

適正 TV サイズ

55インチ以内

ブレイド II  153 アルダー無垢材 TV ボード
材質
注釈

カラー
前板：アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：プリント紙化粧繊維板　引出：桐無垢材
幅 124cm タイプも有り・２年保証

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 ¥34,590
サイズ 幅152.4　奥行46.5　高さ34.2 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

名工職人が集う静岡ブランド。
人気のルーバーデザインでア
ルダー無垢材を前板に使用。
驚くほどコストパフォーマン
スが良い。

クセのない安心感ある
ベーシックデザイン。
前板・脚にアルダー無垢材を
使った温かなナチュラル
カラーです。
ウォールナットタイプも有り。

フロック 2  150 アルダー無垢材 TV ボード
材質
注釈

カラー
前板・脚部：アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：プリント紙 + 面木　ガラス：クロスガラス　側板：プリント紙　引出し：桐材

展示モデルは現品限り ( 現行モデルは " フロック3")

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 ¥32,390
サイズ 幅150.4　奥行42　高さ42.4 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

展示品に限り特価

¥24,000

S O L DS O L D

O U TO U T

https://msd-hl.com/up/pricecard/06_tvboard/pop_crosstime_tvb.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/06_tvboard/pop_kishiria_ii.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/06_tvboard/pop_blade2_na.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/06_tvboard/pop_flock2_tvb.jpg


節有りオーク柄の温かみある
国産 TVボード。シンプルな
がら長く愛用できるデザイン。
右扉の前板はガラス仕様のた
め、扉を閉めた状態でのリモ
コン操作も可能です。

ペディア  160 TVボード
材質
注釈

カラー
MDF・強化シート・ガラス
180 サイズも有り・他色無し

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥67,100

税込 ¥67,100
サイズ 幅159.7　奥行40　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内

ナチュラルヴィンテージ風の
しゃがれ感を持ち合わせる
コンパクトな TV ボード。
組立家具なのでお値段も
お手頃です。国産品。

ビエンテージライト  90 ローボード
材質
注釈

カラー
プリント紙化粧繊維板・[ 引手] 亜鉛合金 (F ☆☆ )
他色、他サイズなし

ナチュラルシャビー

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥13,900
サイズ 幅87.2　奥行39.6　高さ44.9 (cm)

在庫を持ち帰って組み立てられる場合は
税込¥1,000 お値引きします

組立家具
適正 TV サイズ

32 インチ以内

S O L DS O L D
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オランダの画家で知られる
モンドリアンの柄を大胆に
落とし込んだ、幾何学アート
な TV ボード。
あの有名絵画を飾るように
部屋づくりを楽しんで。

モンドール  180 ローボード
材質
注釈

カラー
プリント・MDF ( エナメル塗装 )・強化 4mm ダークグレーガラス
他色、他サイズなし

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥95,700

税込 ¥56,000
サイズ 幅175　奥行40　高さ39.2 (cm)

適正 TV サイズ

65 インチ以内
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CHIC MODERN



前板にアルダー無垢材を
あしらったロングセラー
TVボード。安心の日本製。
オイルで仕上げた凹凸ある
タイル状フェイスが
お部屋をよりモダンに。

CK  160 ローボード
材質
注釈

カラー
前板：アルダー無垢・ガラス　天板：強化紙　本体：プリント紙　※背面コード孔有り
130 サイズ・90 サイズも有り・他色なし

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥44,000

税込 ¥36,800
サイズ 幅160　奥行44.5　高さ30.5 (cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内

最大の特徴が価格。
徹底的にクセを省いた
シンプルなストレージ。

ヒデット  150 TVボード
材質
注釈

カラー
MDF・メラミン貼り
WN( ウォールナット)・NA( ナチュラル )・WH( ホワイト) の全 3 色・他サイズなし

WN

メーカー希望小売価格  ￥32,670

税込 ¥23,500
サイズ 幅150　奥行38.8　高さ28.2 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

脚を付け替えることで
２段階の高さ調整ができる
ツースタイルTV ボード。
高級木 ウォールナット材を
前板に使用しつつもシンプル
な佇まいが飽きさせない作り。

STYLE-2  150 ウォールナット突板 TV ボード
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・プリント紙化粧繊維板
幅 125cm サイズも有り・他色無し

ミディアムブラウン

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥49,990
サイズ 幅149.8　奥行42　高さ34/47 (cm)

ウォールナット突板が
高級感を演出してくれる、
お部屋の隅っこ用。
角は丸みのあるフォルムで
うっかりぶつかっても
ダメージを和らげる設計。

ウルス  113 ウォールナット突板 コーナーTVボード (L)
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )
ハイタイプも有り (¥59,400)・ナチュラル色も有り

ミディアムブラウン

メーカー希望小売価格  ￥67,320

税込 ¥45,800
サイズ 幅113　奥行42.5　高さ40.5 (cm)

適正 TV サイズ

45 インチ以内
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適正 TV サイズ

65インチ以内

大川メーカーの中では最も
モダンの先陣を切る「シギヤマ」
の作。ダークトーンに
ウォールナットのブラウンが
絶妙のバランスで映える。

ロルフ  260 TV ボード 3点セット
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 (UV 塗装・ウレタン塗装 )
160TV ボード + 60フリーボード + 40キュリオケースの３点セット・他色なし

BR/BK

メーカー希望小売価格  ￥385,330

税込 ¥238,000
サイズ 幅260.2　奥行42.5　高さ185 (cm)

オトナなシックモダンコーデ
に似合う、高級感ある定番
ルーバーデザイン。
お掃除ロボットも足下を
通過します。

VT  160 ウォールナット突板 TVボード
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・アイアン
145 サイズや 180 サイズも有り・他色なし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥101,750

税込 ¥63,000
サイズ 幅160　奥行42　高さ39.5 (cm)

適正 TV サイズ

55インチ以内

天板はブロンズブラック、
前板は天然木柄。スマートな
スチール脚が今らしい。
背面には電源タップが収納
できるスペース有り。モダン系、
ニューヴィンテージ系に。

バークレー  180 TVボード
材質
注釈

カラー
本体：真空貼り　脚：スチール ( アジャスター付き )　日本製
210 、180、150 の全 3 サイズ・ナチュラルとブラウンの全 2 色

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥132,000

税込 ¥58,000
サイズ 幅180　奥行41　高さ42.5 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内

職人CLASSEブランド。
高級無垢材を天板・前面で
ぜいたくに使用。見た目に反し
てリモコンを通す設計です。
無駄を注ぎ落としたデザイン
はいつまでも飽きが来ません。

グロッセ  ウォールナット無垢 180 TVスタンド
材質
注釈

カラー
天板・戸枠・前板：ウォールナット無垢材 ( ウレタン塗装 )　外装：突板　鏡板：5mm 強化ガラス・突板貼り

全 3 種の素材・幅 160, 200, 240cm も有り・スリムタイプ ( 奥行 36.7cm) も有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥187,000

税込 ¥187,000
サイズ 幅180　奥行46.7　高さ35 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内
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BLACK & WHITE



カラー

適正 TV サイズ

65インチ以内

BK  180 セラミック調 TVボード
材質
注釈

セラミック柄シート
幅 150, 210 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  ￥89,100

税込 ¥59,800
サイズ 幅180.5　奥行43　高さ41 (cm)

エンボス加工を施した
セラミック調のシートを
全面に使用。
完全ブラックに振り切らない
色味が今らしいですね。

抜群の強度・耐熱性を誇る
セミラック材を天板に使用した
こだわりの TV ボード
前面は大理石調の柄。
3杯引出の両側内には可動式
の棚板が付いています。

ヤリス  180 セラミック TVボード
材質
注釈

カラー
天板：セラミック (6mm)　側面・前板：MDF ( 鏡面塗装仕上げ )
160 サイズも有り・ホワイト、グレー、ブラックの全 3 色・お掃除ロボット対応

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥78,540

税込 ¥45,000
サイズ 幅180　奥行40　高さ42 (cm)

ホワイト

グレー

ブラック

適正 TV サイズ

65 インチ以内

漉き紙のような絶妙な淡い
模様が美しいTV ボード。
中央フラップ扉は突板ガラス
なのでリモコンの赤外線を
通します。

セロ  180 漉き紙柄 TVボード
材質
注釈

カラー
天板・側板・前板：オレフィン化粧繊維板　フラップ扉：ガラス・オレフィン・MDF　脚部：スチール
180、150 の全２サイズ・ライトグレー、ダークグレーの全２色

ライトグレー

メーカー希望小売価格  ￥77,000

税込 ¥73,000
サイズ 幅180　奥行42.1　高さ42.5 (cm)

セラミック柄シートが
現代らしいテイストを作ってく
れる、ひねくれなき角形タイプ。
モノトーンのお部屋を始め、
実質あらゆる色調のマイルー
ムにフィットします。

セス  180 セラミック柄 TV ボード
材質
注釈

カラー
塩ビシート ( セラミック柄 )・フルオープンレール
150、180、210 の全 3 サイズ有り・CERA、WH の全２色

CERA

メーカー希望小売価格  ￥87,120

税込 ¥56,000
サイズ 幅180　奥行41.5　高さ40 (cm)
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場所を占拠せず、首振りが
できるので今までと全く違う
設置方法に挑戦できる。
ソファとキッチンの中間に置く
と、どちら側に居てもTV が
観れる... など。

スラスト  90 首振り壁掛け TVボード
材質
注釈

カラー
セラミック調 塩ビシート・ウォールナット突板・コート紙
WH( ホワイト ) 色も有り・他サイズなし

BK

メーカー希望小売価格  ￥124,300

税込 ¥79,800
サイズ 幅90　奥行60　高さ122 (cm)

適正 TV サイズ
35~65インチ

前板 ( 右 ) はアカシア無垢材
のスライドレール引出し、
前板 ( 左 ) にダークグレー
ガラスのフラップ扉を配置。
単純なブラックTVボードで
はない個性が光ります。

サッジ  170 アカシア無垢 ローボード
材質
注釈

カラー
前板：アカシア無垢材・ダークグレイガラス　天板：強化紙化粧板　脚/引手：スチール
日本製・他色 他サイズなし

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥52,800

税込 ¥43,500
サイズ 幅170　奥行44.5　高さ40 (cm)

適正 TV サイズ

60 インチ以内
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JAPANESE



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TV ボード。
和モダンのお部屋と相性が良く、
長く生活していても飽きない
温かな恒久的デザイン。

コパン 180 オーク節有 TVボード
材質
注釈

カラー
オーク節有
160 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  ￥93,500

税込 ¥63,000
サイズ 幅180　奥行45　高さ39 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内

木の貴重な柾目だけを使い、
職人技で張り合わせる

「矢羽根張り」という匠の技法
を用いた日本製TVボード。
前板はリモコンの赤外線を
通す突板ガラス使用です。

メイレキ  180 オーク材 国産TVボード
材質
注釈

カラー
ホワイトオーク突板 ( ウレタン塗装 )・Ｆ☆☆☆☆
200 サイズもあり ( 売価 ¥140,800)・ウォールナット色も有り

オーク

メーカー希望小売価格  ￥140,800

税込 ¥140,800
サイズ 幅180　奥行40　高さ33 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内

匠の箱物産地「大川」発。
突板にして無垢以上の存在
感。天板から側面にかけて
木目が繋がる技法

「ブック貼り」が美しい。

ライチョウ  180 ウォールナット材 TV ボード
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・桐材・ガラス
オーク材タイプも有り・幅 160, 200、220、240 タイプも有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥140,800

税込 ¥140,800
サイズ 幅180　奥行40　高さ35 (cm)

適正 TV サイズ

65インチ以内

ランキング
人気

No.3

縦・横格子のコンビネーショ
ンが特徴の天然木TVボード。
格子の引き戸をスライドすると
グリッドが生まれる遊び心も
ある新鋭デザイン。
和風からモダンインテリア
まで幅広く対応します。

オルト II  180 オーク材 TVボード
材質
注釈

カラー
オーク ( ウレタン塗装 )
200、180、160 幅の全 3 サイズ・オーク、ブラック、ウォールナットの全 3 色

オーク

メーカー希望小売価格  ￥99,000

税込 ¥69,800
サイズ 幅180　奥行45　高さ41 (cm)
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NORDIC POP



ラバーウッド材とは思えない
おしゃれなデザインで人気の
Natural Signatureシリー
ズ。引出ボックス２杯つきで
配置を自由に変えることが
できます。

Natural Signature  150 TVボード
材質
注釈

カラー
ラバーウッド ( ラッカー塗装 )
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥30,250

税込 ¥19,800
サイズ 幅150　奥行40　高さ36.5 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内

グレージュゴールドの取手が
魅力的。キズ・汚れに強い
メラミン天板はグレー・ホワイ
トの 2 色から選べます。
お掃除ロボットもスイスイ。
美しい北欧的デザイン。

フォルナ  150 メラミン/ オーク無垢 TVボード
材質
注釈

カラー
天板：メラミン　本体：オーク無垢 ( ウレタン塗装 )
180cm タイプも有り・アイボリー ( 天板色 ) も有り

GY

メーカー希望小売価格  ￥74,800

税込 ¥74,800
サイズ 幅150　奥行40　高さ46 (cm)

適正 TV サイズ

50インチ以内
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