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古材とスチールを組み合わ
せた可動式ラック。まるで
フレームのようにディスプ
レイされたアイテムを引き
立てます。

マラン  930 古材×スチール ラック
材質
注釈

杉古材 ( ラッカー塗装 )・スチール・アイアンキャスター
廃盤につき現品限り

メーカー希望小売価格  ￥159,500

税込 ¥159,500
サイズ 幅93　奥行46　高さ159 (cm)

これを置くと一瞬にして
部屋に流れる時間が愛しく
変わる。上置きとセットで
使えますが、下台だけでも
迫力の存在感。欲しい！

ジョーカー  古材 キャビネット (右扉 左引出し)

材質
注釈

[ 本体 ] ポプラ材 ( ラッカー塗装 )・[ 背板 ] 杉古材 ( ラッカー塗装 )・スチール
廃盤につき現品限り ( ※左扉 右引出しタイプは継続 )・全５タイプ有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥137,500

税込 ¥137,500
サイズ 幅100　奥行45　高さ110 (cm)
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フェンス用の鉄鋼を使用した
ロッカーキャビネット。シュー
ズやジーンズなどクローゼット
にしまい込みたくないアイテム
の収納に便利です。フックを
ネットに引っかけて使うも良し。

カーゴ  570 ロッカーキャビネット
材質
注釈

カラー
MDF・スチール　※棚板は可動式 (16cm ピッチ )
幅 80 タイプ ( 両開き扉 ) も有り・他色なし

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥94,600

税込 ¥94,600
サイズ

※写真は幅80タイプです

幅57　奥行38　高さ178 (cm)

「アルプスのハ○ジ」の家の
２階でオンジがハシゴに登り
物思いに書物を取り出す、
というシーンは実際には全く
ないんですが、そんな情景
を思い浮かべたくなるような
雰囲気ありすぎる古材書庫。
このサビ加減は、本気だ。

LADDER  110x210 古材シェルフ
材質
注釈

パイン古材・鉄 ( 粉体塗装 )
160x243cm タイプや 160x210cm タイプも有り　※展示サイズ在庫限り廃盤

メーカー希望小売価格  ￥135,300

税込 ¥119,000
サイズ 幅110　奥行45　高さ210 (cm)
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シックモダンやヴィンテージ
系のスタイルにぴったりの
ストレージ。日本製。
前板はブラック塗装し、ワイピ
ング加工を施したアカシア材
をアクセントに加えています。

クイナ  78 アカシア材 シェルフ
材質
注釈

カラー
前板：アカシア材 ( ワイピング加工仕上げ )　本体：プリント紙　天板：強化プリント紙
幅 58cm タイプも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥38,500

税込 ¥38,500
サイズ 幅78　奥行35.5　高さ175 (cm)

背面のスチールネットが特長
で、S字フックをかけて収納力
を拡張することもできる。
杉古材の素朴感がお部屋に
深い味わいを与えてくれる
温かなアイテム。

アネット II  2列5段 杉古材 オープンシェルフ
材質
注釈

杉古材 ( 水性塗料 + ワックス )・スチールネット (25mm ラッカー塗装・錆び止め加工 )
3 列 3 段タイプも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥104,500

税込 ¥104,500
サイズ 幅109　奥行40　高さ 187.5(cm)

インダストリアルデザインの
メタルチェスト。キズも汚れも
味にしてしまいたい。
リビング収納としてもよし、
お風呂場の下着入れとして
活躍させるもよし。

MSG  スチール 9杯引出チェスト
材質
注釈

カラー
スチール
全８サイズ有り・グレー、ベージュ色も有り

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥51,800

税込 ¥51,800
サイズ 幅85　奥行32　高さ80 (cm)
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職人の技が詰まった国産家具。
アイアンと木が温かな、
引出し2杯つきの書棚です。
上棚は可動棚なので魅せる
ディスプレイも可能。
圧迫感の少ないデザインです。

職人の技が詰まった国産家具。
モザイク風のガラスが懐かし
い感情を呼び起こす書棚です。
下台は目隠し収納に向いた
ウッドキャビネット。しゃがれた
アイアンが豊かな雰囲気に。

カデル  オーク材 ブックケース with ドロワー カデル  オーク材 ブックケース ガラスドア
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
オーク材・プリント化粧繊板・MDF・アイアン
全 4 タイプ有り・他色なし

オーク材・ガラス・プリント化粧繊板・MDF・アイアン
全 4 タイプ有り・他色なし

ナチュラル ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥95,700 メーカー希望小売価格  ￥106,700

税込 税込¥ ¥95,700 106,700
サイズ サイズ幅80　奥行39.5　高さ182.5 (cm) 幅80　奥行39.5　高さ182.5 (cm)

木目のナチュラルな雰囲気
に、 メンズライクなスチール
がアクセント。
食器やお菓子、本やお気に
入りのコレクションを置いて
雰囲気を作りたい。

カデル  スライドガラスキャビネット Low
材質
注釈

カラー
前板：オーク無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：ポリ合板　フレーム：プリント化粧板　取手 / 脚：スチール

全 3 サイズ有り・他色なし・日本製

メーカー希望小売価格  ￥68,200

税込 ¥68,200
サイズ 幅90　奥行43　高さ120 (cm)

味わい深いオーク無垢材と
アンティークスチールを
組み合わせた雰囲気抜群の
キャビネット。部屋のオーラ
を変える立役者になります。
書棚やキッチン収納として。

カデル  スライドガラス キャビネット High
材質
注釈

天板：オーク突板　前板：オーク無垢 ( オイル仕上げ )
全３サイズ展開・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥101,200

税込 ¥101,200
サイズ 幅90　奥行43　高さ170 (cm)
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下に行くほど奥行が広くなり
安定感の増す台形書棚。
棚板は申し分のない厚み
30mm 設計で歪みの心配
もなし。低ホルマリン仕様の
国産クオリティです。

if  90 国産厚棚 ブックシェルフ (M)
材質
注釈

カラー
強化紙 ( タモ柄 )・日本製・Ｆ☆☆☆☆
幅70cmタイプや高さ180cmタイプ有り・BR( ブラウン ) 色も有り

NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥56,100

税込 ¥33,800
サイズ 幅87　奥行33　高さ120 (cm)

展示品に限り特価

¥24,000

カントリー調のインテリアが
好きな方には ( そうでない方
も) ぜひ置いてほしい収納。
オイル塗装による木目の
表情がほっこり温かい。

ローゼル  3x3 パイン突板 シェルフ
材質
注釈

パイン突板 ( オイル仕上げ )
全４サイズ有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥58,300

税込 ¥58,300
サイズ 幅104.4　奥行29　高さ117.2 (cm)

奥行きの狭い棚板を
組み合わせることで、

「A4 雑誌」「文庫本・CD」と
２段構えの奥行きを作り
きめ細かく配置することが
できる書棚。

ミファー  90 書棚
材質
注釈

カラー
フラッシュ+ 木目調シート貼り
ナチュラル、ホワイト、ブラウンの全 3 色・他サイズなし

ナチュラル

ナチュラル
ブラウン ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥59,400

税込 ¥29,800
サイズ 幅89　奥行29　高さ180.5 (cm)
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中の収納がうっすら透けて
見える、メッシュの
スチール・カラーボックス。
取手と脚先のゴールドが
なかなかオシャレです。
段違いタイプと並べて置くも吉。

中の収納がうっすら透けて
見える、メッシュの
スチール・カラーボックス。
取手と脚先のゴールドが
なかなかオシャレです。
段違いタイプと並べて置くも吉。

bcl スチールキャビネット 2-ドアbcl スチールキャビネット 1-ドア
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
スチール・亜鉛合金
ホワイト、ブラックの全 2 色・1 段タイプと 2 段タイプが有り

スチール・亜鉛合金
ホワイト、ブラックの全 2 色・1 段タイプと 2 段タイプが有り

ブラックホワイト

メーカー希望小売価格  ￥14,900メーカー希望小売価格  ￥9,900

税込税込 ¥¥ 14,9009,900
サイズサイズ 幅45　奥行35　高さ83 (cm)幅45　奥行35　高さ50 (cm)

釣りに関わる全ての道具を
収納出来る、ワークスペースを
設けたプロ仕様ステーション。
開閉式ロッドスタンド・リール
ホルダースリットを装備。釣り
ライフがもっと恋しくなる。

コンポジット  80 ワークシェルフ
材質
注釈

カラー
MDF・強化紙・ロック付キャスター・中段背板有孔ボード ( ※フック別売 )
日本製・他色、他サイズなし　※ロッド 10 本収納可能・リール最大約 8 個収納可能

ブラック

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥82,500
サイズ 幅77.5 〜 126.5　奥行44　高さ171.5 (cm)
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コストを削りつつ、温かさは増幅

40 オープンシェルフ
幅39.4　奥行29.6　高さ162 (cm)

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板・Ｆ☆☆
ラバーウッド ( ウレタン塗装 )
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 14,600
メーカー希望小売価格  ￥14,600現品限り特価

¥8,800

お客様の声から生まれた人気 No.1 テイスト

ビエンテージライト 60 フリーラック
幅58.1　奥行35.6　高さ119.1 (cm)

カラー
材質

注釈

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

税込 ¥ 18,300

タテ置きでもヨコ置きでも使えます タテ置きでもヨコ置きでも使えます

膨大なサイズバリエーションから選べる 膨大なサイズバリエーションから選べる

タテ置きでもヨコ置きでも使えます
ビエンテージライト 4段ジグザグラック ビエンテージライト 3段ジグザグラック

タナリオ 幅44cm 4段フリーラック タナリオ 幅87cm 6段フリーラック

コビナス 4段ジグザグラック
幅59.6　奥行23.4　高さ142.4 (cm) 幅59.6　奥行23.4　高さ107.2 (cm)

幅44　奥行29　高さ90 (cm) 幅87　奥行29　高さ180 (cm)

幅59.6　奥行23.4　高さ142.4 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )

3 段サイズも有り

プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )

4 段サイズも有り

【本体素材】プリント紙化粧繊維板
【特殊加工】天板前カマチ：ラッピング
全 3 色・全 22 サイズ有り
サイズ等オーダーも可能

【本体素材】プリント紙化粧繊維板
【特殊加工】天板前カマチ：ラッピング
全 3 色・全 22 サイズ有り
サイズ等オーダーも可能

プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )

3 段サイズも有り

税込 ¥ 8,600 税込 ¥ 7,500

税込 ¥ 8,600 税込 ¥ 19,400

税込 ¥ 8,600

タテ置きでも使用可能です
ビエンテージライト コの字ラック

幅59　奥行23.4　高さ29.5 (cm)

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )

カラーは複数バリエーション有り
他サイズなし

税込 ¥ 3,300
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

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

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

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

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

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

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
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耐久メラミンシートの高コスパラック 耐久メラミンシートの高コスパラック

マーキュリー 3段ラック マーキュリー 5段ラック
幅67　奥行33　高さ90 (cm) 幅67　奥行33　高さ160 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

NA ( ナチュラル )
メラミン貼り・パーティクルボード・スチール　
棚 1 枚の耐荷重：5kg
WN・NA の全 2 色
3 段・4 段・5 段の全 3 サイズ

WN ( ウォールナット)
メラミン貼り・パーティクルボード・スチール　
棚 1 枚の耐荷重：5kg
WN・NA の全 2 色
3 段・4 段・5 段の全 3 サイズ

税込 ¥ 7,980 税込 ¥ 9,800
メーカー希望小売価格  ￥11,517 メーカー希望小売価格  ￥14,817

お部屋がとっても可愛くなるブルー

アニス キャビネット
幅62.5　奥行37　高さ120 (cm)

カラー
材質

注釈

BL
パイン材 ( 水性塗料 )・ガラス

現品限り

税込 ¥ 44,000
メーカー希望小売価格  ￥44,000現品限り特価

¥22,000
カラー
材質

注釈

CON ( コンクリート)
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

高コスパで、クールなコンクリ柄

コンタ II  フリーラック
幅90　奥行40.5　高さ164 (cm)

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥29,700

オトナもこどもも、おねーさんも

カンカン ４段シェルフ
幅31　奥行31　高さ78 (cm)

カラー
材質

注釈

マスタード
スチール・粉体塗装

スカイ、モカ、グリーンティ、マスタード
の全４色・5 段タイプも有り

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥17,600

見て、私のカンカン。誰にもあげないわ

カンカン 5段シェルフ
幅31　奥行31　高さ93 (cm)

カラー
材質

注釈

スカイ
スチール・粉体塗装

スカイ、モカ、グリーンティ、マスタード
の全４色・４段タイプも有り

税込 ¥ 18,700
メーカー希望小売価格  ￥18,700

耐久メラミンシートの高コスパラック

マーキュリー 4段ラック
幅67　奥行33　高さ125 (cm)

カラー
材質

注釈

WN ( ウォールナット)
メラミン貼り・パーティクルボード・スチール　
棚 1 枚の耐荷重：5kg
WN・NA の全 2 色
3 段・4 段・5 段の全 3 サイズ

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥13,167
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限られたスペースを有効活用しよう 限られたスペースを有効活用しよう 限られたスペースを有効活用しよう
クリア 幅35cm スキマチェスト クリア 幅25cm スキマチェスト クリア 幅20cm スキマチェスト

幅35　奥行40　高さ180 (cm) 幅25　奥行40　高さ180 (cm) 幅20　奥行40　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：３枚

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：４枚

ホワイト
MDF ( エナメル塗装 )

現品限り
棚板枚数：４枚

税込 ¥ 25,300 税込 ¥ 21,800 税込 ¥ 20,800
メーカー希望小売価格  ￥49,170 メーカー希望小売価格  ￥42,900 メーカー希望小売価格  ￥40,700

ニューヴィンテージスタイル

90 オープンラック
幅90　奥行35　高さ152 (cm)

カラー
材質

注釈

MDF/ オーク突板 ( オイル塗装 )
スチール ( 粉体塗装 )
幅110x 高さ125cm タイプも有り
他色なし

税込 ¥ 21,800
メーカー希望小売価格  ￥37,950

多目的棚 180x60
幅60　奥行29　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
プリント紙化粧パーティクルボード

ナチュラル・ブラウン・ホワイトの全 3 色

税込 ¥ 7,800
メーカー希望小売価格  ￥11,550

現品限り特価

¥16,000
現品限り特価

¥19,000
現品限り特価

¥15,000

味わい深いヴィンテージ木目柄 シックなコンクリート柄

コンタ I  5段ラック コンタ I  6段ラック
幅60　奥行30.5　高さ130 (cm) 幅60　奥行30.5　高さ160 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

VIN ( ヴィンテージ )
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
3 段・4 段・5 段タイプ有り
CON( コンクリート )、VIN( ヴィンテージ ) の全 2 色

CON ( コンクリート)
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
3 段・4 段・5 段タイプ有り
CON( コンクリート )、VIN( ヴィンテージ ) の全 2 色

税込 ¥ 10,780 税込 ¥ 12,980
メーカー希望小売価格  ￥16,500 メーカー希望小売価格  ￥19,800
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カリモク こだわりの天然木使用

ＣＤマガジンラック
幅42　奥行25.5　高さ75.8 (cm)

カラー
材質

注釈 現品限り

税込 ¥ 32,780
メーカー希望小売価格  ￥32,780

タオル、洋服、調味料、書類、何でも収納 タオル、洋服、調味料、書類、何でも収納

スタッキングワゴン 4D スタッキングワゴン 4D
幅26.5　奥行37.5　高さ95 (cm) 幅26.5　奥行37.5　高さ95 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール ( 粉体塗装 )

3 段タイプも有り
ゴールド色も有り

ゴールド
スチール ( 粉体塗装 )

3 段タイプも有り
ブラック色も有り

税込 ¥ 7,400 税込 ¥ 7,400
メーカー希望小売価格  ￥11,000 メーカー希望小売価格  ￥11,000

存在がかわいい脱衣BOX

バスケットワゴン
幅37　奥行40　高さ107 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト / ブラック
スチール ( 粉体塗装 )

ホワイト・ブラックの全 2 色
LOT: 2

税込 ¥ 9,200
メーカー希望小売価格  ￥12,650

折り畳み可能。キッチン、バスルーム等に。

バスケットワゴン
幅52.5　奥行35　高さ66 (cm)

カラー
材質

注釈

グリーン・ベージュ
スチール ( 粉体塗装 )・ポリエステル

グリーン・ベージュの全２色

税込 ¥ 7,700
メーカー希望小売価格  ￥11,550

現品限り特価

¥24,000

4 段までシェルフ買い足し可能

バスケットシェルフ 3set
幅27.5　奥行35　高さ67 (cm)

カラー
材質

注釈

NV ( ネイビー )
スチール焼付塗装・樹脂製キャスター

ホワイト・カーキ・ブラック色も有り
カゴや、段数を増やせるオプション有り

税込 ¥ 4,950
メーカー希望小売価格  ￥4,950

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール

廃盤につき現品限り

3つの幾何学模様がユニークな壁掛け式

モンド  マガジンホルダー
幅72　奥行8　高さ26 (cm)

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800
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そのまま使うも良し、複数積み重ねて大きな書棚に
仕立てても良し。組み合わせて使えるキューブボックス。

キューブボックス (1個)

材質
注釈

プリント紙化粧パーティクルボード
ナチュラル・ブラウン・ホワイトの全３色

メーカー希望小売価格  ￥1,980

税込 ¥1,540
サイズ 幅34.5　奥行29.5　高さ34.5 (cm)

複数摘んだり組み合わせて使えるコンパクト収納。
中央に仕切りがあるタイプ。

複数摘んだり組み合わせて使えるコンパクト収納。
中央に仕切りがあるタイプ。

キューブボックス 棚付 (1個)

キューブボックス 扉付 (1個)

材質
注釈

材質
注釈

プリント紙化粧パーティクルボード
ナチュラル・ブラウン・ホワイトの全３色

プリント紙化粧パーティクルボード
ナチュラル・ブラウン・ホワイトの全３色

メーカー希望小売価格  ￥2,200

メーカー希望小売価格  ￥2,530

税込

税込

¥

¥

1,760

1,980

サイズ

サイズ

幅34.5　奥行29.5　高さ34.5 (cm)

幅34.5　奥行29.5　高さ34.5 (cm)

ちょいラフ質感のカントリーアイテム

ペンペン A ウォールラック
幅65　奥行12　高さ13 (cm)

カラー
材質

注釈

WH/NA
パイン材 
(WH色：水性塗料 NA色：オイル塗装 )
現品限り

税込 ¥ 5,500
メーカー希望小売価格  ￥6,600

S O L DS O L D

O U TO U T

S O L DS O L D

O U TO U T



SIDE BOARD



マットなオーク無垢と
スチールを組み合わせた、
令和の黎明を象徴するような

「飽きないベーシック」
デザイン。モザイク風のテク
スチャーガラスが愛しい。

カデル  120 スライドガラスローボード
材質
注釈

カラー
前板：オーク無垢 ( オイル仕上げ )   天板：オーク突板   他：ガラス・アイアン
日本製・他色なし・W90xH120 タイプや W90xH170 タイプも有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥79,200

税込 ¥79,200
サイズ 幅120　奥行43　高さ88 (cm)

オークのナチュラル感 ×
洗練されたアイアン脚。
高級感のある扉の引手や
デザインガラスなど細部まで
作り込まれています。

スプレム  120 スライドガラス ローボード
材質
注釈

カラー
前板：オーク無垢 ( オイル仕上げ )　天板：オーク突板　フレーム：プリント化粧合板　脚：スチール

全 3 サイズ有り・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥79,200

税込 ¥79,200
サイズ 幅120　奥行43　高さ88.5 (cm)

148cm から191.5cm
まで伸張するシェルフ。ソファ
の背面にもぴったりのサイズ
感で設置することができ、背面
を見せて間仕切りとしても
使用することが可能です。

ライド  1480 オーク材 スライドシェルフ
材質
注釈

カラー
オーク材 ( ウレタン塗装 )
左右に伸張させて使用できます・他色、他サイズなし

OAK-MBR (PU)

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥82,500
サイズ 幅148 〜 191.5　奥行32.5　高さ74 (cm)
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節有りのオーク厚突板を
使用し、天然木本来の優しい
トーンを楽しめるシェルフ。
同シリーズのデスクと
ソファを合わせても使えるよう
設計されました。

コパン  87 オーク無垢材 シェルフ
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  ￥45,375

税込 ¥29,900
サイズ 幅87　奥行32　高さ68 (cm)

節有りのオーク厚突板を
使用し、天然木本来の優しい
トーンを楽しめるデスク。
リビングのコンソールデスクと
して使える他、同シリーズの
ソファの背面にもピッタリです。

コパン  87 オーク無垢材 デスク
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  ￥30,250

税込 ¥19,900
サイズ 幅87　奥行32　高さ68 (cm)

アカシア無垢材とウォール
ナット突板を組み合わせた
シックモダンな収納。
コンパクトながらも
オイルフィニッシュによる
木目の美しさが映えます。

バスク  120 天然木 サイドボード
材質
注釈

カラー
アルダー無垢材 ( オイルフィニッシュ。天板のみ ウレタン塗装 )・コート紙 ( 側板 ) 
廃盤につき現品限り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ¥44,990

税込 ¥44,990
サイズ 幅119.5　奥行45　高さ75 (cm)

アルダー無垢材による
北欧のような温かみ深い
サイドボード。
脚付きスタイルにはお部屋の
圧迫感を軽減させる効果が。

エリス  120 アルダー無垢 サイドボード
材質
注釈

カラー
天板・前板・脚部：北米アルダー無垢材 ( オイル仕上げ )　引出：桐材
他色・他サイズなし

NA ( 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 ¥48,750
サイズ 幅119　奥行42　高さ78 (cm)
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脚を付け替えることで
２段階の高さ調整ができる
天然木仕様のサイドボード。
背面にコード穴があり、電化
製品の収納にも便利。天板は
シルバー色のアルミ樹脂仕様。

Lapiece  120 ウォールナット突板 サイドボード
材質
注釈

カラー
本体：ウォールナット突板 ( オイル仕上げ )　天板：アルミ化粧繊維板　脚部：ラバーウッド無垢材
幅 80cm 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  ￥49,900

税込 ¥49,900
サイズ 幅120.2　奥行36.8　高さ72/85 (cm)

ランダムなスペースが
ユニークな日本製シェルフ。
引出の前板は美しいアルダー
無垢材を使いました。
リビング収納としては価格の
安さもポイント。

CK  125 シェルフ
材質
注釈

カラー
前板：アルダー無垢材　天板：強化紙　本体：プリント紙
他色、他サイズなし

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥36,300

税込 ¥33,000
サイズ 幅125　奥行31.5　高さ90 (cm)

ニュー・ヴィンテージの
インテリアに合わせやすい、
インダストリアル風味の
雰囲気ありフリーラック。

コンタ II  1280H フリーラック
材質
注釈

カラー
パーティクルボード・メラミン・スチール
VIN( ヴィンテージ )、CON( コンクリート) の全２色

CON

メーカー希望小売価格  ￥21,880

税込 ¥21,880
サイズ 幅120　奥行35　高さ84 (cm)

漉き紙のような絶妙な淡い
模様が美しいキャビネット。
同シリーズの TV ボードと
センスよく組み合わせることも
できます。

セロ  80 漉き紙柄 キャビネット
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
150、80 の全２サイズ・ライトグレー、ダークグレーの全２色

ダークグレー

メーカー希望小売価格  ￥66,000

税込 ¥63,000
サイズ 幅80　奥行42.1　高さ120 (cm)
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石目調のハイグロスシートと
内部バックボード、暖色の
LEDライトが展示品をより上
品に魅せてくれます。前扉は
安心の強化ガラス使用。下段
は棚板が一枚付いています。

シエラ  160 サイドボード
材質
注釈

カラー
ハイグロスシート・強化ガラス・LED ライト
120 サイズも有り・コレクションボードも有り・他色なし

グレー

メーカー希望小売価格  ￥143,000

税込 ¥94,800
サイズ 幅155　奥行40　高さ87 (cm)

幅 60 や 80、高さは 70 や
88。カラーは2色のバリエー
ションから選べるシリーズ。
背面にはコードを通せる
孔が空いており、
家電などの収納にも。

クルーラ  W60xH70 チェスト 
材質
注釈

カラー
ウォルナット突板材繊維板、プリント紙化粧繊維板

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 ¥18,990
サイズ 幅59.8　奥行29.8　高さ70 (cm)

展示品に限り特価

¥15,800

S O L DS O L D

O U TO U T

カリモクのオリジナルブランド
「Chitano ( チターノ)」。
長年飾っても遜色のない
高質なオーク材を使用。
マンションにも合わせやすい
高さ180cmスタイルです。

カリモク 70 キャビネット
材質
注釈

カラー
主材：オーク　天板：オーク突板
現品限り

MSG ( ナッツシェル )

メーカー希望小売価格  ￥147,500

税込 ¥147,500
サイズ 幅69　奥行42.2　高さ179.5 (cm)

https://msd-hl.com/up/pricecard/07_storage/pop_clura.jpg


お客様の声から生まれた人気 No.1 テイスト

ビエンテージライト 90 ミドルボード
幅87.2　奥行35.6　高さ71.4 (cm)

カラー
材質

注釈

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

税込 ¥ 18,300

お客様の声から生まれた人気 No.1 テイスト

ビエンテージライト 60 キャビネット
幅58.1　奥行35.6　高さ88.8 (cm)

カラー
材質

注釈

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

税込 ¥ 17,200
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
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

淡いペールトーンが可愛らしい
フレンチシャビー フラップガラスキャビネット

幅75.2　奥行40.8　高さ88.4 (cm)

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板 ( ウレタン樹脂塗装 )
Ｆ☆☆
他色・他サイズなし

税込 ¥ 28,200
メーカー希望小売価格  ￥33,517

アンティーク加工の引手
フレンチシャビー 70 ローチェスト

幅71.3　奥行40.8　高さ70.4 (cm)

カラー
材質

注釈

プリント紙化粧繊維板 ( ウレタン樹脂塗装 )
Ｆ☆☆
他色・他サイズなし

税込 ¥ 29,300
メーカー希望小売価格  ￥36,894

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
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
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CHEST



オイル塗装で木目のオーガ
ニックな表情を引き出した
アルダー無垢材のチェスト。
北欧ナチュラルテイストで
ベッドルームだけでなくリビ
ングにも明るく調和します。

エリス  120 アルダー無垢 チェスト
材質
注釈

カラー
北米アルダー無垢材 ( オイル塗装 )・桐材 ( 引出部 )
幅 44・幅 80 サイズもあり・他色なし

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 ¥54,230
サイズ 幅119　奥行42　高さ87 (cm)

ゴールドつまみが印象的。
アルダー無垢材の北欧風
チェスト。上段に軽快な
2段レールを、最下段には
引き出しの奥まで見えるフル
スライドレールを採用。

フォルト  80-4 アルダー無垢材 チェスト
材質
注釈

カラー
アルダー材 ( オイル仕上げ )
43 サイズ ( 引出 5段) 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  ￥41,900

税込 ¥41,570
サイズ 幅81.3　奥行42.5　高さ79.5 (cm)

ゴールドつまみが印象的。
アルダー無垢材のスリムな
北欧風チェスト。
引き出し全段に2段レールを
採用しています。

フォルト  43-5 アルダー無垢材 チェスト
材質
注釈

カラー
アルダー材 ( オイル仕上げ )
80 サイズ ( 引出 4 段) 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  ￥27,900

税込 ¥27,600
サイズ 幅43.3　奥行42.5　高さ74.5 (cm)

節有りホワイトオーク無垢材
の表情が温かくて可愛い。
リビングボードや寝室の
洋服入れ、TV ボードなどの
使い方にフィットします。

ハウタ  75 オーク材 チェスト
材質
注釈

カラー
前板：ホワイトオーク材（ウレタン塗装） 本体：強化紙化粧合板　脚：ラバーウッド（ウレタン塗装）

日本製・他色なし・幅 40、110 タイプも有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥43,800
サイズ 幅75.9　奥行40　高さ72 (cm)
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ニューヴィンテージ系や
シックモダン系に対応。
オイル塗装を施したアカシア
無垢材を引出し前面に
使ったユニークなチェスト。

レセ II  40-3段 アカシア無垢材 チェスト
材質
注釈

カラー
前板上段：アカシア無垢（オイル塗装）　前板下段・天板：強化紙化粧板　本体：プリント化粧板　脚部：ラバーウッド

幅60cm 3段タイプも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥47,300

税込 ¥24,000
サイズ 幅40　奥行40　高さ72 (cm)

アルファベットの1文字ずつが
それぞれ引き出しになっている
ユニークかつ温かい存在感の
ロングセラー・古材チェスト。

「俺のパンツは"P"に入れとくね」
等の会話が飛び交いそう。

ABC  杉古材 チェスト
材質
注釈

カラー
杉古材 ( 水性塗料・ワックス仕上げ )
他色、他サイズなし

OLD WOOD BROWN

メーカー希望小売価格  ￥137,500

税込 ¥137,500
サイズ 幅137　奥行45　高さ97 (cm)

引出を開けると古杉の香りが
漂う、異様に趣深いチェスト。
あえて何か大切なものを
収納したくなる存在感。
上部にスライドテーブルが
格納されてます。

グラム  3列3段 杉古材 チェスト
材質
注釈

杉古材 ( ワックス仕上げ )・スチール
4 列 3 段タイプ ( 売価 ¥84,700) も有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥69,300

税込 ¥69,300
サイズ 幅80　奥行46　高さ75 (cm)
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昔ながらの大川らしい
定番ローチェスト。
箱組の引出裏面には補強桟
があり、長い引出にはスライ
ドレールが付いています。

N ベスト  120  ４段ローチェスト
材質
注釈

カラー
ラバーウッド・箱組・長引出スライドレール付き・底板裏補強入り
幅 45, 60, 80, 100cm タイプや 6 段タイプも有り・ナチュラル、ホワイト色も有り

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥84,700

税込 ¥39,800
サイズ 幅120　奥行42　高さ89 (cm)

ナチュラルヴィンテージを
象徴するような、節有りの
オーク突板が温かいチェスト。
しゃがれたアイアンの取手が
オシャレ。キッチン収納や、
寝室の洋服ダンスに。

カデル  80 -４段 オーク突板 チェスト
材質
注釈

カラー
オーク突板 ( 節有り )・ポリ合板・アイアン
他色・他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥53,900

税込 ¥53,900
サイズ 幅80　奥行43　高さ75 (cm)

見た目すっきり目の
ローコスト桐材国産チェスト。
長引出し部はスライドレール
付き。

ミル  120 桐材 ローチェスト
材質
注釈

カラー
桐無垢材 ( ウレタン塗装 )
ナチュラル、ブラウンの全 2 色・120 ローチェスト、80 ハイチェストの全 2 サイズ・国産

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ¥58,300

税込 ¥32,000
サイズ 幅120　奥行40　高さ85 (cm)

日本製のローコストチェスト。
引き出しやすいスライドレール
で、下2段はフルオープン
仕様です。ホワイトが似合う
お部屋の収納用に。

ネオン  120 ローチェスト
材質
注釈

カラー
強化紙・スライドレール ( 長引出下二段はフルオープンレール )・底板 2.5mm・日本製
ブラウン色も有り・80 ハイチェストも有り ( 売価は同額 )

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥61,270

税込 ¥33,000
サイズ 幅120　奥行40.5　高さ89 (cm)
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ホワイトオークの白木目が
新鮮で美しい。
隠すにはもったいないので
これ見よがしにリビングに
置くといいかもしれない。
脱衣所収納としても人気。

サボナ  80 オーク材 ハイチェスト
材質
注釈

カラー
天板：ホワイトオーク突板　前板：ホワイトオーク無垢材 ( ウレタン塗装 )
幅 60 タイプやローチェストタイプも有り・ウォールナット色も有り

ホワイトオーク

メーカー希望小売価格  ￥87,120

税込 ¥53,800
サイズ 幅80.5　奥行40　高さ119.5 (cm)

人気のホワイトオーク収納
「サボナ」シリーズのウォー
ルナット版。
脚が付いていることで部屋の
圧迫感を薄める効果あり。
モダンなお部屋にどうぞ。

サボナ  60 オーク材 ハイチェスト
材質
注釈

カラー
天板：ウォールナット突板　前板：ウォールナット無垢材 ( ウレタン塗装 )
幅 80 タイプやローチェストタイプも有り・ホワイトオーク色も有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥70,400

税込 ¥43,500
サイズ 幅60.5　奥行40　高さ119.5 (cm)

福岡・大川産のお手頃価格
タンス。各引出しの下に
地板が入っており、使っていて
も歪みが起こりにくい作り。

アダム  天然桐無垢 120 ローチェスト
材質
注釈

カラー
天然桐無垢 ( ウレタン塗装 )
廃盤につき展示品限り・120 ローチェスト、80 ハイチェスト ( 価格は同一 ) 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  ￥50,600

税込 ¥29,800
サイズ 幅119　奥行40　高さ77.5 (cm)
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日本製。
お値打ち価格の
桐材チェストです。

▼ ▼

シュガー  80 桐材 ハイチェスト
材質
注釈

カラー
天然木桐材 ( ポリウレタン樹脂塗装 )
120 ローチェストも有り ( 売価 ¥27,500)・ホワイト色も有り

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥50,600

税込 ¥27,500
サイズ 幅78.8　奥行42　高さ120.5 (cm)

米歌手みたいな名前の
ツートンカラー収納。
節のある表情が今らしいお部
屋コーデに溶け込みます。
同種の 120 ローチェストや
80ワードローブも有り。

ガガ  80 ハイチェスト
材質
注釈

カラー
MDF ( 強化紙 )・[ 引出部 ] 箱組
ブラウン色も有り

NA ( ナチュラル )

メーカー希望小売価格  ￥75,900

税込 ¥43,800
サイズ 幅79　奥行44　高さ117 (cm)

個人部屋や洗面所収納として
人気のホワイトチェスト。
最上段にちょっとしたものを
置けるスペースがあります。

幅90  ５段チェスト
材質
注釈

カラー
プリント紙化粧繊維板 ( Ｆ☆☆ )
ホワイト・ナチュラル・ブラウンの全 3 色・各色 全５サイズ展開・日本製

WH ( ホワイト )

メーカー希望小売価格  -Unknown-

税込 ¥27,100
サイズ 幅90　奥行41.9　高さ132.9 (cm)

エナメル鏡面塗装の光沢が
きれいなホワイトチェスト。
脱衣所などに場所を問わず
使いやすい奥行30cm の
コンパクトサイズ。脚元には
スリッパ等の収納も可能。

リリア  75 チェスト
材質
注釈

カラー
MDF ( エナメル塗装 )・桐無垢材・プリント紙化粧板・フルスライドレール (4 段目)
幅 45、幅 60 タイプもあり・他色なし

MF-WH (ホワイト)

メーカー希望小売価格  ￥27,900

税込 ¥27,900
サイズ 幅74.5　奥行30　高さ90 (cm)
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1962 年創業、大川が誇る
総桐箪笥専門メーカー

「和光」による製作。
総桐箪笥にかけては他社の
追随を許さない極めて繊細
な作りで定評があります。

あやめ  総桐 整理たんす
材質
注釈

カラー
最高級中国桐 AA 〜 A 材・最高級北米桐 ( 柾目 鏡貼り ) ( 表面特殊加工 )・踊桐
引出内寸：幅 96 奥行 37 (cm)・天丸、丸面、剣止仕様

弥生色

メーカー希望小売価格  ￥550,000

税込 ¥550,000
サイズ 幅105　奥行45　高さ115 (cm)

タトウ紙が折らずに入り、
1段あたり3 枚ずつ収納
できる日本製・総桐チェスト。
大事な着物を湿気から
守ってくれる天然桐を使用。

国産 4段 総桐衣裳チェスト
材質
注釈

カラー
天然木桐材 ( ロウ引き仕上げ )・天然木桐材 化粧合板
6 段タイプ、3 段タイプも有り・キャスター付タイプも有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥60,500

税込 ¥39,800
サイズ 幅100　奥行44　高さ50 (cm)

A4 サイズ収納可能・カギ付き・曙工芸製

ミニチェスト (4段)
幅33　奥行36.5　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

DO ( ダークブラウン )
ニレ材

LO( ナチュラル ) 色も有り
３段タイプ有り 

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥22,550現品限り特価

¥11,500
メーカー希望小売価格  -Unkown-

お客様の声から生まれた人気 No.1 テイスト

ビエンテージライト 3段チェスト
幅58.1　奥行35.6　高さ71.4 (cm)

カラー
材質

注釈

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

税込 ¥ 21,600
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

箱モノ大得意の大川ブランド。
押入・クローゼット用に適した
奥深タイプ。
隠しキャスター付きで
ラクに移動できます。
奧浅 (D45cm) タイプも有り。

ミズキ  幅75 桐無垢 奥深3段チェスト
材質
注釈

カラー
桐無垢材・箱組・隠しキャスター付き・下段はフルオープンスライドレール式
日本製・ナチュラル、ウォールナット、ホワイト ( 白木目 ) の全 3 色・幅 60、90cm タイプ有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥59,200

税込 ¥29,800
サイズ 幅73.1　奥行55　高さ70 (cm)
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COAT HANGER



空間を美しく魅せる 空間を美しく魅せる

アイアンハンガーラック L アイアンハンガーラック S
幅58　奥行30　高さ150 (cm) 幅58　奥行30　高さ110 (cm)

L サイズ

L サイズ

ＳサイズＳサイズ

カラー
材質
注釈

カラー
材質
注釈

アイアン
割引対象外商品
Ｓサイズ (H110) も有り
[入数 3：送料区分 A]

アイアン
割引対象外商品
Ｌサイズ (H150) も有り
[入数 3：送料区分 A]

メーカー希望小売価格  ￥12,980 メーカー希望小売価格  ￥10,780

税込 ¥ 12,980 税込 ¥ 10,780

カラー
材質

注釈

CON ( コンクリート)
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

コンパクト且つ高耐久のメラミン使い

コンタ I  ハンガーラック
幅64.5　奥行41　高さ150 (cm)

税込 ¥ 9,880
メーカー希望小売価格  ￥14,300

かわいい北欧パステルトーン

ハンガーワゴン
幅50　奥行36　高さ156 (cm)

カラー
材質

注釈

グリーン
スチール ( 粉体塗装 )・
天然ビーチ材 ( ラッカー塗装 )
グリーン、ホワイト色の全２色

税込 ¥ 9,900
メーカー希望小売価格  ￥13,750

かわいい北欧パステルトーン

ハンガーワゴン
幅50　奥行36　高さ156 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
スチール ( 粉体塗装 )・
天然ビーチ材 ( ラッカー塗装 )
グリーン、ホワイト色の全２色

税込 ¥ 9,900
メーカー希望小売価格  ￥13,750
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女性でも運びやすい重さ

スーク 40 ラダーハンガー
幅40　奥行3.2　高さ160 (cm)

カラー
材質

注釈

オーク
オーク材 ( ポリウレタン塗装 )・スチール

ウォールナット色も有り・
幅 40 サイズも有り

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥17,600

まるでハイセンスなアパレルショップ

アイアン ハンギングスタンド L
幅120　奥行55　高さ160 (cm)

カラー
材質

注釈

スチールパイプ ( クリアラッカー塗装 )

Ｓサイズ (幅 90cm) も有り 
( 売価 ¥24,750)

税込 ¥ 35,200
メーカー希望小売価格  ￥35,200
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匠・曙工芸の製作・重厚な安定感

ポールスタンド
幅40　奥行40　高さ175 (cm)

カラー
材質

注釈

DO ( ダークブラウン )
マイアン材・MDF ( ウレタン樹脂塗装 )

フック部分は 360°回転します
CD( ナチュラル ) 色も有り

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥25,410現品限り特価

¥13,800

木製のバーとスチールのオトナ感

ポールハンガー
幅28　奥行28　高さ177 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール・天然木・PE

ホワイト色も有り

税込 ¥ 7,480
メーカー希望小売価格  ￥7,480

COH-2369

25 あずま工芸 D/C/RB DTCY

クギを打ち付けたような黒フック

ポールハンガー
幅28　奥行28　高さ173 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ビーチ材 ( ラッカー塗装 )・
スチール ( 粉体塗装 )
他色なし

税込 ¥ 8,980
メーカー希望小売価格  ￥10,780

ハンガーに遊び心も欲しい

ハンガー
幅57.5　奥行57.5　高さ174 (cm)

カラー
材質

注釈

イエロー
ビーチ材 ( ウレタン塗装 )

ブルーグレー・ブラック・ブラウン・
ナチュラル・イエローの全５色

税込 ¥ 11,550
メーカー希望小売価格  ￥17,050

ハンガーに遊び心も欲しい

ハンガー
幅57.5　奥行57.5　高さ174 (cm)

カラー
材質

注釈

ブルーグレー
ビーチ材 ( ウレタン塗装 )

ブルーグレー・ブラック・ブラウン・
ナチュラル・イエローの全５色

税込 ¥ 11,550
メーカー希望小売価格  ￥17,050



SHOES BOX



シューズボックスとしても
本棚としても
キッチン収納としても
リビング収納としても。
マルチにこなせるストレージ。
日本製 (※大川家具)。

オリーブ  112H フリーボックス
材質
注釈

カラー
強化シート
NA( ナチュラル ) 色も有り・幅 75cm タイプや高さ 110cm タイプも有り

DK ( ブラウン )

メーカー希望小売価格  ￥104,500

税込 ¥65,100
サイズ 幅112　奥行39　高さ183(+7) (cm)

リビング収納でも、エントラ
ンス用のシューズBOXでも。
アーバンモダンなアクセント
になるマルチ収納です。
日本製。

ドール  87H シューズボックス [33足収納]

材質
注釈

カラー
シート ( 引手部分：オーク無垢 )
ナチュラル・ウォールナット色の全 2 色・他サイズ有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥93,500

税込 ¥58,200
サイズ 幅87　奥行39　高さ180 (cm)

リビング収納でも、エントラ
ンス用のシューズBOXでも。
アーバンモダンなアクセント
になるマルチ収納です。
日本製。

ドール  104L シューズボックス [25 足収納]

材質
注釈

カラー
シート ( 引手部分：オーク無垢 )
ナチュラル・ウォールナット色の全 2 色・他サイズ有り

ウォールナット

メーカー希望小売価格  ￥73,700

税込 ¥46,000
サイズ 幅104　奥行39　高さ97 (cm)

大理石柄のルックスが
新しいシューズボックス。
下駄箱としてだけではなく
リビング・ダイニングの収納
としても使える設計になってい
ます。別注脚も取付可能。

バロン  112H シューズボックス
材質
注釈

カラー
強化シート
ブラック・マーブルの全 2 色・別注脚の注文可能 (2 本 ¥4,000)・脚アジャスター付き (+2cm まで )

ブラック

ブラック

マーブル

メーカー希望小売価格  ￥75,800

税込 ¥75,800
サイズ 幅112　奥行39　高さ180 (cm)
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段差の苦手な方に。アジャスター付き 段差の苦手な方に。アジャスター付き

幅60cm 玄関台 幅90cm 玄関台
幅60　奥行35　高さ13.2 (cm) 幅90　奥行35　高さ13.2 (cm)

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・アジャスター付
幅 120、90、60、45cm の全 4 サイズ
ナチュラル・ブラウンの全 2 色
耐荷重約 200kg

BR
ラバーウッド・アジャスター付
幅 120、90、60、45cm の全 4 サイズ
ナチュラル・ブラウンの全 2 色
荷重約 200kg

税込 ¥ 7,700 税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  Unknown メーカー希望小売価格  Unknown

リビングやキッチン用の大
容量収納として使えますが、
シューズボックス用としても
全く問題なく設置できます 
(※40足まで収納可能 )。
日本製。

ティノ  87H フリーボックス
材質
注釈

カラー
強化シート ( 引手部分：オーク材 )
廃盤につき現品限り・日本製

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥69,300

税込 ¥52,800
サイズ 幅87　奥行40　高さ182 (cm)

展示品に限り特価

¥42,000

和洋に囚われないデザイン。
アルダー無垢材をたっぷり
使用しており、品の良さを
玄関の来訪者にも伝えます。
場所をとらない小ぶりな
サイズ。

ロージー  80 アルダー無垢 シューズBOX
材質
注釈

カラー
アルダー無垢材 ( オイルフィニッシュ )
幅 116、152 サイズも有り・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  オープンプライス

税込 ¥33,550
サイズ 幅80.5　奥行40　高さ88.8 (cm)

大川の地で 50年近くに渡り
シューズボックスだけを作り
続けるベテランメーカーの作。
看板商品である「武蔵」は
変わらぬ和の心をしたためた
同社自慢のロングセラー。

武蔵  150cm 下駄箱 [35足収納]

材質
注釈

カラー
オーク材 ( ウレタン塗装 )
幅 90 〜 180cm まで全 10サイズ有り・脚 2 本は高さを指定して別注オーダー可能

オーク

メーカー希望小売価格  ￥235,400

税込 ¥146,000
サイズ 幅150　奥行46　高さ91(+14) (cm)
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