
雑貨
※現在お店で展示している"一部"の雑貨を掲載しています。

また当リストに掲載している商品でも
予告なく在庫切れとなることもございます。

ご了承下さい。



あるだけで食卓が楽しくなる♪ ファン投票で選ばれた限定復刻カラー！あるだけで食卓が楽しくなる♪
BRUNO コンパクトホットプレート BRUNO コンパクトホットプレートBRUNO コンパクトホットプレート

幅37.5　奥行23.5　高さ13.5 (cm) 幅37.5　奥行23.5　高さ13.5 (cm)幅37.5　奥行23.5　高さ13.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

レッド
本体：スチール・フェノール樹脂
プレート：アルミダイキャスト
レッド・ホワイト・ピンク・ネイビー・
ペールブルーの基本５色展開

サンドベージュ
本体：スチール・フェノール樹脂
プレート：アルミダイキャスト
限定色 ( 復刻カラー )

ブルー
本体：スチール・フェノール樹脂
プレート：アルミダイキャスト
レッド・ホワイト・ピンク・ネイビー・
ペールブルーの基本５色展開

税込 ¥ 9,900 税込 ¥ 9,900税込 ¥ 9,900
メーカー希望小売価格  ￥9,900 メーカー希望小売価格  ￥9,900メーカー希望小売価格  ￥9,900

2020SS 季節限定色のコーラルピンク。
BRUNO ホットサンドメーカーシングル

幅13.5　奥行24.6　高さ9.6 (cm)

カラー
材質

注釈

コーラルピンク
本体：スチール・フェノール樹脂
プレート：アルミニウム合金
季節限定色

税込 ¥ 7,150
メーカー希望小売価格  ￥7,150

コンパクトホットプレートでお鍋を愉しむ！

BRUNO セラミックコート鍋
幅40.5　奥行7　高さ24.2 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
アルミダイキャスト・フェノール樹脂・
ステンレススチール

「コンパクトホットプレート」に対応し、
「グランデサイズ」には対応しておりません。

税込 ¥ 4,400
メーカー希望小売価格  ￥4,400

食材を入れてトースターで加熱するだけ！
セラミック トースタークッカー M

幅22　奥行5.2　高さ10.25 (cm)

カラー
材質

注釈

ブルーグレー
陶器

アイボリー、グレージュ、ブルーグレーの
全３色・S サイズも有り

税込 ¥ 2,860
メーカー希望小売価格  ￥2,860

値引き不可

値引き不可 値引き不可

値引き不可 値引き不可 値引き不可
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上下の遠赤外線ヒーターで本格調理

Toffy グリルオープントースター
幅　奥行　高さ (cm)

カラー
スペック

カラー
スペック

注釈

全 3 色
100 〜 230℃の温度調節可能
ヒーター 1,000W
最大 15 分のキッチンタイマー
電源コード長：1.0m

全 4 色
「空焚き防止機能」付き
定格容量：800ml
定格消費電力：900W
電源コード長：約 0.7m

スイッチ1つでカンタン湯沸かし

Toffy  ドリップケトル
幅23.6　奥行17.8　高さ13.5 (cm)  ※給電スタンドを含まず

税込 ¥ 8,580 税込 ¥ 7,150
メーカー希望小売価格  ￥8,580 メーカー希望小売価格  ￥7,150

カラー
電源
付属品
注釈

ペールアクア
単 1 形アルカリ乾電池 x2 個 ( 別売 )
製氷カップ・薬味カバー
LED ライト付き ( ライトオフ可能 )
回転速度 2 段階・全 2 色　　LOT: 6

コロナ禍での食卓を楽しくしよう

Toffy  きらきら流しそうめん器
幅41.5　奥行28　高さ12.2 (cm)

税込 ¥ 6,600
メーカー希望小売価格  ￥6,600

カラー
スペック

パールアクア
製氷カップ x2 個・フルーツ用リング
定格消費電力：30W
定格時間：5W
全 2 色

新たに「ハーフ氷」「ミックス氷」に対応

Toffy  電動ふわふわかき氷器
幅19　奥行20　高さ36 (cm)

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800

異国の高級ホテルを思わせるアンティークスタイル

mercyu  リードディフューザー 200ml
幅6.2　奥行6.2　高さ12.8 (cm)

内容
主成分
注釈

内容
主成分
注釈

ボトル、リードスティック× 6
エタノール、カルビトール、香料、BHT
ディライトフルムスク (DU)・オリエンタルジュー
ス (OJ)・フローラルエアー (FA)の全 3 種
芳香期間：約 3 ヶ月

リードスティック× 10・コースター付き
アルコール、カルビトール、香料、BHT
クリアエアー、ブラックアンバー、
シーアイランドコットン、シトラスバーベナ、
ホワイトムスクの全 5 種・芳香期間：約 6 ヶ月

北欧ナチュラルの生活感を身近に
mercyu  リードディフューザー 430ml

幅6.3　奥行6.3　高さ22 (cm)

税込 ¥ 1,870 税込 ¥ 3,080
メーカー希望小売価格  ￥1,870 メーカー希望小売価格  ￥3,080

カラー
スペック

注釈

カラー
スペック

注釈

ナチュラル
重量：500g　コード長：1.7m
タンク容量：240ml　噴霧量：12ml/h
リモコン・水切れ停止機能・タイマー機能付き
ナチュラル・ダークブラウンの 2 色
※加湿器ではありません

ダークブラウン
重量：500g　コード長：1.7m
タンク容量：240ml　噴霧量：12ml/h
リモコン・水切れ停止機能・タイマー機能付き
ナチュラル・ダークブラウンの 2 色
※加湿器ではありません

1/f の炎の揺らぎと共に、アロマを放つ 1/f の炎の揺らぎと共に、アロマを放つ
dadaz アロマディフューザー フレイム dadaz アロマディフューザー フレイム

幅21　奥行8.1　高さ13.5 (cm) 幅21　奥行8.1　高さ13.5 (cm)

税込 ¥ 7,150 税込 ¥ 7,150
メーカー希望小売価格  ￥7,150 メーカー希望小売価格  ￥7,150



モダン×アンティークの絶妙テイスト

Trys ウォールクロック [電波式]
幅28.5　奥行4.5　高さ28.5 (cm)

カラー
材質

注釈

アルミ・ガラス・プラスチック

他色なし
単 3 電池 1 本使用

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780

完成されたシンプルナチュラル。
Bracke ウォールクロック [電波式]

φ 28.5　奥行 4.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
木・MDF・ガラス・プラスチック

グレー (GY) 色も有り
電波ステップムーブ・単３電池使用

税込 ¥ 11,550
メーカー希望小売価格  ￥11,550

GYWH

知育時計としても使える隠し数字入り
Storuman ウォールクロック [電波式]

φ 30　奥行 4.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブルー
木・ガラス・プラスチック・MDF

電波式時計・壁掛け用木ネジ & 単 3 電池
付属・全 3 色

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780

北欧的なマスタードカラーがアクセント

Luokka ウォールクロック
φ 31.5　奥行4.5 (cm)

カラー
材質

注釈

木・MDF・ガラス・プラスチック

壁掛け用木ネジ付き・単 3 電池別売
スイープムーブメント・他色なし

税込 ¥ 9,680
メーカー希望小売価格  ￥9,680

ミッドセンチュリー的クラシカル

Kulta ウォールクロック
φ 30.5　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

木・MDF・アルミ・ガラス・プラスチック

スイープムーブメント・壁掛け用木ネジ付
単3乾電池使用 ( 別売 )

税込 ¥ 14,080
メーカー希望小売価格  ￥14,080

カラー
材質

注釈

ブラウン
アルミ・ガラス・プラスチック

スイープムーブメント
他色なし・単 3 乾電池 別売り

シックで上品なココアカラー

Niels  ウォールクロック
幅29　奥行29　高さ5 (cm)

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780

ポリレジンの文字盤に温かなウッド針

Smuk ウォールクロック
φ 30.5　奥行 3 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
ポリレジン
スイープムーブメント
壁掛け用木ネジ付き
単 3 乾電池 1 本使用・他色なし

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780

カラー
材質

注釈

ブラック
木・合皮・ガラス・プラスチック

ブラック、ブラウンの全 2 色
単 3 電池 1 本使用 ( 別売 )

フェイクレザーとゴールド針の美しい対比

Blindhef ウォールクロック
φ25　奥行 5 (cm)

ブラウン

ブラック

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780
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サックスブルーは現代を映すカラー

プライウッド掛時計 φ28cm
幅28　奥行4.5　高さ28 (cm)

カラー
材質

注釈

ネイビー
積層合板 ( ムクゲ )・プリント紙化粧繊維板

全４色展開
※注文の場合は 3 個単位

税込 ¥ 2,580
メーカー希望小売価格  ￥3,080

グレイッシュトーンがオトナグレイッシュトーンがオトナ

掛時計 φ30cm 掛時計 φ30cm
幅30　奥行4.7　高さ30 (cm)幅30　奥行4.7　高さ30 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

スカイグレー
ポリスチレン・ガラス

サンドベージュ・スカイグレー・ダーク
グレー・ブルーの全 4 色

サンドベージュ
ポリスチレン・ガラス

サンドベージュ・スカイグレー・ダーク
グレー・ブルーの全 4 色

税込 ¥ 1,980税込 ¥ 1,980
メーカー希望小売価格  ￥2,475メーカー希望小売価格  ￥2,475

グレイッシュトーンがオトナ グレイッシュトーンがオトナ

掛時計 φ30cm 掛時計 φ30cm
幅30　奥行4.7　高さ30 (cm) 幅30　奥行4.7　高さ30 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ダークグレー
ポリスチレン・ガラス

サンドベージュ・スカイグレー・ダーク
グレー・ブルーの全 4 色

ブルー
ポリスチレン・ガラス

サンドベージュ・スカイグレー・ダーク
グレー・ブルーの全 4 色

税込 ¥ 1,980 税込 ¥ 1,980
メーカー希望小売価格  ￥2,475 メーカー希望小売価格  ￥2,475

カラー
材質

注釈

ポリレジン・アルミ

スイープムーブメント
他色なし・単 3 乾電池 別売り

アシンメトリー・アートをお部屋に

Varnern ウォールクロック
幅31.5　奥行35　高さ4 (cm)

税込 ¥ 15,400
メーカー希望小売価格  ￥15,400

文字盤をミラーとゴールドフレームが囲む

Petala ウォールクロック
φ 35　高さ3 (cm)

カラー
材質

注釈

アルミ・ガラス・MDF

スイープムーブメント・壁掛け用木ネジ付
単3乾電池使用 ( 別売 )

税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780



カラー
材質

注釈

スチール・ポリスチレン

単 3 乾電池× 2 本付
重量：3.00kg

駅構内を思わせるルックス、両面仕様

ダブルフェイス ウォールクロック
幅44.5　奥行13　高さ38 (cm)

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ホワイト
メタル・MDF

温度計・湿度計 付き

ブラック
メタル・MDF

温度計・湿度計 付き

あこがれのボイラー室タイプ。温湿度計つき。あこがれのボイラー室タイプ。温湿度計つき。

スチームパンク ウォールクロックスチームパンク ウォールクロック
幅50　奥行9　高さ54 (cm)幅46　奥行1.3　高さ58 (cm)

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

インダストリアルなスイープクロック

掛時計
幅32　奥行5　高さ32 (cm)

カラー
材質

注釈

OSB・ガラス

スイープムーブメント

税込 ¥ 5,200
メーカー希望小売価格  ￥5,324

カラー
材質

注釈

イエロー
ガラス・プラスチック

レッド、イエロー、グリーン、ブルーの全 4 種
単 3 電池 1 本使用 ( 別売 )

ビートを刻め、時を刻め。
ハワイアンレコード ガラスウォールクロック

φ30　奥行 3.5 (cm)

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

カラー
材質

注釈

レッド
ガラス・プラスチック

レッド、イエロー、グリーン、ブルーの全 4 種
単 3 電池 1 本使用 ( 別売 )

ビートを刻め、時を刻め。
ハワイアンレコード ガラスウォールクロック

φ30　奥行 3.5 (cm)

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

カラー
材質

注釈

グリーン
ガラス・プラスチック

レッド、イエロー、グリーン、ブルーの全 4 種
単 3 電池 1 本使用 ( 別売 )

ビートを刻め、時を刻め。
ハワイアンレコード ガラスウォールクロック

φ30　奥行 3.5 (cm)

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

カラー
材質

注釈

ビーチ A
ガラス

単 3 電池 1 本使用 ( 別売 )

西海岸インテリアに

ビーチA ガラスウォールクロック
φ30　奥行 3.5 (cm)

税込 ¥ 2,420
メーカー希望小売価格  ￥2,420



三度見する価格 鳥さんも値段もかわいい シンプルだからどこでも映える

カバー付 ウォールクロック 掛時計 φ20cm 掛時計 φ22cm
幅20　奥行5.5　高さ20 (cm) 幅20　奥行5.5　高さ20 (cm) 幅20　奥行5.5　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

BLACK
MDF・ガラス

lot 6

コトリ
MDF・ガラス

lot 6

BK
ガラス・ポリスチレン

lot 3

税込 ¥ 570 税込 ¥ 570 税込 ¥ 1,320
メーカー希望小売価格  ￥715 メーカー希望小売価格  ￥715 メーカー希望小売価格  ￥1,650

三度見する価格

カバー付 ウォールクロック
幅20　奥行5.5　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

WHITE
MDF・ガラス

lot 6

税込 ¥ 570
メーカー希望小売価格  ￥715

アンティークの趣

柱時計
幅54　奥行30.5　高さ197 (cm)

カラー
材質

注釈 現品限り

税込 ¥ 210,000
メーカー希望小売価格  -Unknown-



カラー
材質
注釈

カラー
材質

注釈

BK/CGD
スチール・アクリル
約 6000 ルーメン LED ( 約 14 畳用 )
空間 & 天井の照明を独立して調光可能
5 〜 100% 無段階調光 & 調色・リモコン付属
BK/CGD、BK/LW、WH/CGD、WH/LW の全 4 色

BK/CGD
スチール・アクリル
約 4000 ルーメン LED ( 約 8 畳用 )
空間 & 天井の照明を独立して調光可能
5 〜 100% 無段階調光 & 調色・リモコン付属
BK/CGD、BK/LW、WH/CGD、WH/LW の全 4 色

上下に光を放つ、天井照明の大定番 (14畳用) 上下に光を放つ、天井照明の大定番 (8 畳用)

Glow 6000 LEDシーリングライト Glow 4000 LEDシーリングライト
φ38　高さ15.5 (cm) φ38　高さ15.5 (cm)

税込 ¥ 69,600 税込 ¥ 41,800
メーカー希望小売価格  ￥69,600 メーカー希望小売価格  ￥41,800

カラー
材質
注釈

スチール・真鍮・ガラス
LED 電球対応・口金：E26
重量 :1.0kg・最大消費電力：60W
クリアガラスタイプも有り

ガラスグローブに、アクセントの真鍮。

Bliss ペンダントライト [電球別売]
φ20　高さ125 (cm)

税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥17,600

カラー
材質
注釈

カラー
材質
注釈

BK/LW
アルミ・スチール・アクリル
3 段階調光 - 調色切り替えスイッチ付き
最大消費電力：12W　寿命：約 40,000 時間
幅 65・90・120cm の全３サイズ有り
BK/CGD、BK/LW、WH/CGD、WH/LW の全 4 色

GY
バーチ無垢材 ( クリア塗装 )・布
LED 電球対応・口金：E26
最大消費電力：60W
GY( グレー ) と WH( ホワイト) の全２色

空間を切り取ったような凛とした佇まい バーチ無垢材とリネン素材の温かみ

Bridge LEDペンダントライト Espresso フロアランプ [電球別売]
幅65　奥行4　高さ114.5 (cm) φ48　高さ150 (cm)

税込 ¥ 33,000 税込 ¥ 55,000
メーカー希望小売価格  ￥33,000 メーカー希望小売価格  ￥55,000

入 荷入 荷

待 ち待 ち



真鍮フレームの星形ランプ
エトワール LED ペンダントライト

幅27　奥行27　高さ34 (cm)

カラー
材質
スペック

フロスト (FR)
ガラス・スチール・真鍮
全高 53 〜 150cm
LED( エジソン球 )・E26/6.5W(60W
相当 )・730lm・クリアタイプも有り

税込 ¥ 28,600
メーカー希望小売価格  ￥28,600

カラー
材質
スペック

ブラック
スチール
対応電球：E26/60W (LED はフィラメント
タイプの電球 (80g 以下 ) のみ使用可 )
ゴールド色も有り・白熱球付属タイプも有り

ブラック

ミッドセンチュリー系、迫力ある 6 灯
グラディスカ ペンダントライト( 電球別売 )

幅60　奥行59　高さ54　全高 87 〜 136 (cm)

税込 ¥ 26,400
メーカー希望小売価格  ￥26,400

ゴールド

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

スチール・真鍮
※電球別売・E26/60W 対応・LED 対応
L・M・S の全 3 サイズ
他色なし

スチール・真鍮
※電球別売・E26/60W 対応・LED 対応
L・M・S の全 3 サイズ
他色なし

スチール・真鍮
※電球別売・E26/60W 対応・LED 対応
L・M・S の全 3 サイズ
他色なし

サイズ違いを3つ並べてリズムが作れる サイズ違いを3つ並べてリズムが作れる サイズ違いを3つ並べてリズムが作れる

アーク メタルランプ L (電球別売) アーク メタルランプ M (電球別売) アーク メタルランプ S (電球別売)
幅43.5　奥行43.5　高さ43.5 (cm) 幅34.5　奥行34.5　高さ34.5 (cm) 幅25.5　奥行25.5　高さ25.5 (cm)

L L L

S S S

M M M

税込 ¥ 26,400 税込 ¥ 18,150 税込 ¥ 14,850
メーカー希望小売価格  ￥26,400 メーカー希望小売価格  ￥18,150 メーカー希望小売価格  ￥14,850

カラー
材質
スペック

ゴールド
スチール
E-27/25W 白熱ボール球 4個付き
高さ調節可能
ゴールド・ブラックの全 2 色

空間を切り取る優美なフレーム

シェナーリオ W ペンダントランプ
幅75　奥行18　高さ22　全高 50 〜 150 (cm)

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

カラー
材質
注釈

ブラック
スチール・真鍮
電球別売り 
( 口金：E26 60Wまで× 6 灯、LED 対応 )

安定の全国人気。迷ったらコレ
Astre シーリングライト (電球無し)

幅132　奥行16.5 〜 79　高さ38 (cm)

税込 ¥ 26,620
メーカー希望小売価格  ￥26,620

カラー
材質
スペック

スチール・天然木
電球別売り : E26/60W まで (3 個・LED 対応)
フランジカバー・フェイクグリーン付き
ダクトレールへの取付はできません

天然木と緑がオーガニック
グリーネ 3  3灯ペンダントライト (電球別売 )

幅70　奥行12　高さ22 (cm)

税込 ¥ 20,900
メーカー希望小売価格  ￥20,900



シンプルレトロな北欧

オレリア LED ペンダントライト
[ 電球 ] φ 14　高さ18 (cm)

カラー
材質
スペック

BU ( 気泡ガラス )
スチール・ガラス
コード全高 44 〜 103cm
LED( 電球色 )・E17/4.2W (40W 相当 )
全 5 タイプ有り

税込 ¥ 11,396
メーカー希望小売価格  ￥11,396

安定の北欧モダンデザイン
MERCERO LED ペンダントライト

幅50　奥行50　高さ2.5 (cm)

カラー
材質
注釈

ナチュラル
木・スチール・LED 電球付き (口金：E26)
ナチュラル (WH)、ブラウン (BN)、
ウォールナット (WA) 色の全３色
電球無しタイプも有り

税込 ¥ 19,360
メーカー希望小売価格  ￥19,360

NA

BN

WA

カラー
材質
スペック

グリーン
スチール
対応電球：E26/60W (LED球対応 )
グリーン・アイボリー・ブラウンの全 3 色
チェーン調節 ( 全高 61.5cm 〜150.5cm 調節可 )

レトロなフォルムがやさしくて懐かしい
Bistro-avanti ペンタンドライト (電球なし)

幅36.5　奥行36.5　高さ35.5 (cm)

税込 ¥ 11,198
メーカー希望小売価格  ￥11,198

IV

GN

カラー
材質
スペック

注釈

クリア / ブラウン
木・ガラス・スチール
電球別売り
対応電球：E17 ( 白熱 /LED 電球 )
クリア・ブラウンの全 2 色

北欧の暮らしを想う素朴さ
Berka ペンダントライト (電球なし)

φ 15.5　高さ15.5 (cm)

税込 ¥ 11,836
メーカー希望小売価格  ￥11,836

クリア

ブラウン

カラー
材質
注釈

布・スチール・木
白熱電球付属 (E26/100W) ※ LED 対応
コード全高：48 〜 120cm

素朴な北欧感のある、ファブリックプリーツ

Usva ペンダントライト [電球付き]
φ 39.5　高さ28 (cm)

税込 ¥ 18,150
メーカー希望小売価格  ￥18,150

カラー
材質
スペック

ゴールド
スチール
対応電球：E17 40W (LED 対応 )
コード全高：33.5 〜 109cm

複数垂らして、落ち着いたオトナ空間

Cody ペンダントライト [電球無し]

幅10　奥行10　高さ18 (cm)

税込 ¥ 8,415
メーカー希望小売価格  ￥8,415

ゴールド コッパー



"Flavio"

LED ブラケットライト
幅25　奥行9.5　高さ17 (cm)

カラー
材質

注釈

BN ( ブラウン )
スチール・
LED 電球：E17/40W相当 小形 LED電球 (電球色)

BK( ブラック )・LB( ライトブラウン )・
WH( ホワイト ) 色も有り・コンセント式

税込 ¥ 9,800
メーカー希望小売価格  ￥9,800

"Koston"

ブラケットライト (レトロ球付き)
幅10.5　奥行20　高さ30 (cm)

カラー
材質

注釈

スチール・木・ガラス・
白熱球：E26/60W レトロ球
LED 球にも対応・コンセント式

税込 ¥ 13,530
メーカー希望小売価格  ￥13,530

お値打ち価格以上の存在感 お値打ち価格以上の存在感

アンバリッド ペンダントランプ アンバリッド ペンダントランプ
幅30　奥行30　高さ130 (cm) 幅30　奥行30　高さ130 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール・真鍮

現品限り

ホワイト
スチール・真鍮

現品限り

税込 ¥ 9,460 税込 ¥ 9,460
メーカー希望小売価格  ￥9,460 メーカー希望小売価格  ￥9,460



シャビースチールの上品アンティーク感

フロアランプ
幅36　奥行36　高さ148.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール・ファブリック

現品限り
口金：E26　60Wx 1灯

税込 ¥ 22,880
メーカー希望小売価格  ￥22,880

ハンドペイントで仕上げた素材感

FC15 フロアランプ
幅40　奥行40　高さ157 (cm)

カラー
材質
スペック
注釈

Fez Sax Blue
スチール・真鍮
口金：E26 (60W まで )  コード長：23cm
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

古い工場にありそうな

Studio D フロアランプ
φ28　高さ120〜150 (cm)

カラー
材質
スペック

注釈

ブラック
スチール・アルミニウム・鋳物 ( 鉄 )
白熱球付き (E-26 60W 普通球 ホワイト)
※ LED 電球使用可
他色、他サイズなし

税込 ¥ 38,500
メーカー希望小売価格  ￥38,500

ウッドグリップのブラウンが映える
Gerardo フロアランプ (白熱球付き)
幅85　奥行27.5　高さ137.5　コード長 210 (cm)

カラー
材質
スペック

注釈

マットブラック / ブラウン
スチール・木
白熱球：E17/50W ミニレフ球
※ LED 電球使用可
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 20,350
メーカー希望小売価格  ￥20,350

ミッドセンチュリーを想うシルエット

SVANTE フロアライト (電球なし)
φ 36　高さ151　ベースφ28 (cm)

カラー
材質
スペック

注釈

ブラウン
布・木・スチール
電球別売り (LED 球対応 )・使用電球 1 個
口金：E26 (60W 推奨 )
他色、他サイズなし・白熱球付き / LED球付きタイプも有り

税込 ¥ 28,270
メーカー希望小売価格  ￥28,270

圧迫感の無い、アートなブラックライン

Dona フロアライト (電球なし)
幅32　奥行32　高さ150 (cm)

カラー
材質
スペック

ブラック

電球別売り・口金 E26 60W
※ LED 電球使用可

税込 ¥ 21,780
メーカー希望小売価格  ￥21,780

1962年デザイン、世界的に有名な照明

アルコランプ (リプロダクト)
幅190〜200　奥行32　高さ230〜240 (cm)

カラー
材質
電球
注釈

ホワイト
大理石・ステンレススチール
口金 E26  (60Wまで・LED 対応 )
ブラック色 ( 大理石部 ) も有り
カスティリオーニ兄弟デザイン (1962 年 )

税込 ¥ 65,800
メーカー希望小売価格  ￥79,200

アルネ・ヤコブセン 不朽の1959年モデル

AJ フロアランプ (リプロダクト)
幅27.5　奥行16　高さ130 (cm)

カラー
材質

注釈

スチール ( 塗装仕上げ )

アルネ・ヤコブセン (1959 年 ) モデル

税込 ¥ 33,550
メーカー希望小売価格  ￥33,550

S O L DS O L D

O U TO U T

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_arco_lamp.jpg


リッチなウッドベースが郷愁的

Tove テーブルランプ (電球なし)
φ 20　高さ35.5 (cm)

カラー
材質
スペック

布・木・スチール
コード全長 210cm
口金 E26 電球対応 (LED 対応 )
他色、他サイズなし・ベース直径φ20cm

税込 ¥ 11,770
メーカー希望小売価格  ￥11,770

ヴィンテージ系コーデに。縦・横可。

ブラケットライト
幅10　奥行22　高さ13  コード長200 (cm)

カラー
材質

注釈

アルミ・ガラス・電球付き (LHB-92)

他色、他サイズなし

税込 ¥ 9,600
メーカー希望小売価格  ￥13,200

英国デザインの美しい八角形ベース

オクタゴン ワン デスクライト
幅8.5　奥行4　高さ38 (cm)

カラー
材質
注釈

ウォルナット
アルミニウム・ABS・LED
ウォルナット・ブラック・ホワイト・
メープルの全 4 色
角度 3 段階・USB 充電式・4 段階調光

税込 ¥ 9,240
メーカー希望小売価格  ￥9,240

アンティークの雰囲気が落ち着く

CLASSIC テーブルランプ
幅17　奥行10.5　高さ20 (cm)

カラー
材質
スペック

ゴールド
スチール
コード全長 210cm
E17/25W  フロストミニ球× 1 付
他色、他サイズなし

税込 ¥ 6,820
メーカー希望小売価格  ￥6,820

和風な角筒型ランプ

フロアランプ (電球なし)
幅14　奥行14　高さ120 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
ポリエステル・
スチール ( クロムメッキ加工 )
電球別売り・使用電器数：2 個　口金：E26
電球ワット数：40W (LED 対応 )
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 7,500
メーカー希望小売価格  ￥11,000

気品のある布シェード生地

フロアランプ (電球なし)
幅14　奥行14　高さ120 (cm)

カラー
材質
注釈

ホワイト
ポリエステル・スチール
電球 (LED対応) ： E26 (40W)x2個 [別売]
コード長：150cm
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 8,600
メーカー希望小売価格  ￥9,460

その存在がイノセンス。

ボール型ランプ [電球別売]
φ25　コード長170 (cm)

カラー
材質
注釈

ホワイト
ガラス
対応電球：E26 (LED のみ対応 )
給電：電源コード式
電源：AC100V

税込 ¥ 5,400
メーカー希望小売価格  ¥5,940

カラー
材質
スペック

注釈

スチール ( 粉体塗装 )・アルミ
エジソン球付 (LHB-91 / 60W 相当 )
口金：E26　※ LED 球対応
LOT:2

低コストで導入できる、LED 60W相当の明るい照明

スタンドライト
幅50　奥行46　高さ151 (cm)

税込 ¥ 18,500
メーカー希望小売価格  ￥24,750



鋼のDOPEな職人芸

トーマス 鋼製クリップライト
幅23　奥行23　高さ60 (cm)

カラー
材質

注釈

鋼・コード長 2.5m
電球：E26 / 60W 対応
現品限り
CRASH ブランドで継続中

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥35,200

アンティーク正規輸入品

イタリア製 スタンドランプ
幅56　奥行56　高さ185 (cm)

カラー
材質

注釈 現品限り現品限り

税込 ¥ 223,000
メーカー希望小売価格  オープンプライス

オーガニックなセードに、美しい木目

サイドテーブルにぴったり

ルミナス 木製スタンドライト

ルミナス 木製スタンドライト

幅35.5　奥行35.5　高さ70 (cm)

幅22.2　奥行22.2　高さ47 (cm)

材質
注釈

材質
注釈

( セード ) 麻 /PS・( 木部 ) タモ
LED 電球 60W相当 電球色
明るさ：810lm　口金：E26
消費電力：約 8W
現品限り

( セード ) 麻 /PS・( 木部 ) タモ
LED 電球 40W相当 電球色
明るさ：440lm　口金：E17
消費電力：約 5W
現品限り

税込 ¥ 10,800

税込 ¥ 8,400

やわらかいカーブを描く美しい脚

ルミナス 木製スタンドライト
幅35.5　奥行35.5　高さ69 (cm)

材質
注釈

( セード ) 麻 /PS・( 木部 ) タモ
LED 電球 60W相当 電球色
明るさ：810lm　口金：E26
消費電力：約 8W
現品限り

税込 ¥ 10,800

オーガニックなセードに、美しい木目

ルミナス 木製スタンドライト
幅35.5　奥行35.5　高さ71.5 (cm)

材質
注釈

( セード ) 麻 /PS・( 木部 ) タモ
LED 電球 60W相当 電球色
明るさ：810lm　口金：E26
消費電力：約 8W
現品限り

税込 ¥ 10,800

グレーな佇まいも渋い

テーブルライト
幅35　奥行35　高さ68 (cm)

カラー
材質

注釈

グレー
ファブリック・天然木

電球別売り・使用電器数：1 個　口金：E26
電球ワット数：40W (LED 対応 )

税込 ¥ 7,150
メーカー希望小売価格  -Unknown-

形を変えて楽しめるユニーク紙照明

IH ペーパー LED ランプ
展開時：幅42　奥行42　高さ21 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
クラフトペーパー ( ハニカム構造 )

廃盤につき現品限り
他色・他サイズなし

税込 ¥ 10,000
メーカー希望小売価格  オープンプライス現品限り特価

¥7,777



シンプル。

木製スタンドミラー
幅27　奥行39　高さ147.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
プリント紙化粧繊維板・ガラス

ナチュラル、ブラウン、ホワイト、ブラック、
ライトピンクの全 5 色・他サイズなし

税込 ¥ 3,200
メーカー希望小売価格  ￥4,620

レトロスチール。フェイスミラーとして。

ソコフ ミラー S
幅50　奥行2　高さ70 (cm)

カラー
材質

注釈

スチール・鏡 ( 厚さ約 5mm)

Ｓ・Ｍ・Ｌの全 3 サイズ
他色なし

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800

渾身のお薦め。非常に入手困難な品。

オールドチークミラー M
幅60　奥行2.5　高さ150 (cm)

カラー
材質

注釈

オールドチーク ( ワックス仕上げ )

S(50x70)サイズや L(80x170)サイズも有り
他色なし

税込 ¥ 46,200
メーカー希望小売価格  ￥46,200

レトロスチール。店舗ディスプレイに。レトロスチール。リビングや玄関に。

ソコフ ミラー Lソコフ ミラー M
幅80　奥行2.5　高さ170 (cm)幅60　奥行2.5　高さ150 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

スチール・鏡 ( 厚さ約 5mm)

Ｓ・Ｍ・Ｌの全 3 サイズ
他色なし

スチール・鏡 ( 厚さ約 5mm)

Ｓ・Ｍ・Ｌの全 3 サイズ
他色なし

税込 ¥ 52,800税込 ¥ 37,400
メーカー希望小売価格  ￥52,800メーカー希望小売価格  ￥37,400

女性でも運びやすい重さ 女性でも運びやすい重さ

スーク 55 スタンドミラー スーク 40 スタンドミラー
幅55　奥行3.2　高さ160 (cm) 幅40　奥行3.2　高さ160 (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  ( ポリウレタン塗装 )・
ガラス
オーク・ウォールナットの全 2 色・
幅 50・40cm の 2 サイズ展開

オーク
オーク材  ( ポリウレタン塗装 )・
ガラス
オーク・ウォールナットの全 2 色・
幅 50・40cm の 2 サイズ展開

税込 ¥ 27,500 税込 ¥ 22,000
メーカー希望小売価格  ￥31,900 メーカー希望小売価格  ￥25,300

カラー
材質

注釈

ゴールド
ガラス

他色、他サイズなし

北欧デンマーク「Bloomingville」ブランド

壁掛けミラー
φ38 (cm)

税込 ¥ 5,500
メーカー希望小売価格  ￥5,500
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天然無垢材の本格派

楠材 ウォールミラー
幅70　奥行3　高さ44.5 (cm)

カラー
材質

注釈

クス無垢材・ミラー

廃盤につき現品限り
壁固定用 木製バー付き

税込 ¥ 32,800
メーカー希望小売価格  -Unknown-

ヴィンテージデザインの温もり

ロッタ エトワール ラタンミラー L

ロッタ エリプス ラタンミラー S

幅67　奥行0.4　高さ67　ミラー径φ32 (cm)

幅33　奥行0.4　高さ29　ミラー径 23x18 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ラタン・鏡

Ｓサイズも有り (φ51.5cm 売価 ¥4,180)
他色なし

ラタン・鏡

Ｌサイズも有り (47.5x43cm 売価 ¥6,380)
他色なし

タテにもヨコにも使える

税込 ¥ 6,380

税込 ¥ 4,180

メーカー希望小売価格  ￥6,380

メーカー希望小売価格  ￥4,180

太陽を模したアンティーク調ミラー

ロッタ ソレイル ラタンミラー L
幅70.5　奥行0.4　高さ56 (cm)

カラー
材質

注釈

ラタン・鏡

S サイズも有り (58x45.5cm 売価 ¥4,180)
他色なし

税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ￥6,380

丁寧に編み込まれた、懐かしいデザイン

ミュレ オーバル ラタンミラー
36 x 31 (cm)

カラー
材質

注釈

ラタン

サークルタイプ (φ 30cm) も有り
( 価格は同一 )

税込 ¥ 4,180
メーカー希望小売価格  ￥4,180

籐で描かれた「花」

ロッタ フルール ラタンミラー L
幅58　奥行0.4　高さ58 (cm)

カラー
材質

注釈

ラタン・鏡

S サイズもあり (42x42cm 売価 ¥4,180)
他色なし

税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ￥6,380

無垢材のモダンなあたたかみ

スーク 50 ラウンドミラー
幅50　奥行3.6　高さ50 (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・ミラー

オーク材も有り
φ40 サイズも有り

無垢材のモダンなあたたかみ

スーク 40 ラウンドミラー
幅40　奥行3.6　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

オーク
オーク無垢材・ミラー

ウォールナット材も有り
φ50 サイズも有り

税込 ¥ 20,900 税込 ¥ 17,600
メーカー希望小売価格  ￥25,300 メーカー希望小売価格  ￥20,900

入 荷入 荷

待 ち待 ち
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カバーは取り外して洗えます

低反発スクエアクッション
幅40　奥行40　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

グレージュ
ポリエステル・低反発ウレタン

※注文は５個単位・全９カラー
同色の丸形も有り ( 売価 ¥1,500 ABY)

税込 ¥ 1,500
メーカー希望小売価格  ￥1,430

カバーは取り外して洗えます

低反発スクエアクッション
幅40　奥行40　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

ネイビー
ポリエステル・低反発ウレタン

※注文は５個単位・全９カラー
同色の丸形も有り ( 売価 ¥1,500 ABY)

税込 ¥ 1,500
メーカー希望小売価格  ￥1,430

カバーは取り外して洗えます

低反発スクエアクッション
幅40　奥行40　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

カーキグリーン
ポリエステル・低反発ウレタン

※注文は５個単位・全９カラー
同色の丸形も有り ( 売価 ¥1,500 ABY)

税込 ¥ 1,500
メーカー希望小売価格  ￥1,430

カバーは取り外して洗えます

低反発スクエアクッション
幅40　奥行40　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
ポリエステル・低反発ウレタン

※注文は５個単位・全９カラー
同色の丸形も有り ( 売価 ¥1,500 ABY)

税込 ¥ 1,500
メーカー希望小売価格  ￥1,430

体重を分散してくれる座面シート、長時間使用に 椅子や車の背面シートに。長時間の運転も楽々

BodyDoctor ザ・シート BodyDoctor バックアップ
幅40　奥行40　高さ25 (cm) 幅40　奥行7.5　高さ25 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

中身：天然ラテックスフォーム100%
カバー：ポリエステル 100％
ベージュ・ブラック・グレーの全 3 色
他サイズなし

天然ラテックスフォーム100%

ベージュ・ブラック・グレーの全 3 色
他サイズなし

税込 ¥ 4,290 税込 ¥ 4,290
メーカー希望小売価格  ￥4,290 メーカー希望小売価格  ￥4,290

期待を裏切りません 期待を裏切りません

アメリー プフ L アメリー プフ M
幅55　奥行55　高さ30 (cm) 幅45　奥行45　高さ35 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ラベンダー
側地：コットン 100%
中材：ポリウレタン ( 発泡ビーズ )
M サイズも有り (¥10,780)
全６色有り

マスタード
側地：コットン 100%
中材：ポリウレタン ( 発泡ビーズ )
Lサイズも有り (¥13,200)
全６色有り

税込 ¥ 13,200 税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥13,200 メーカー希望小売価格  ￥10,780



縦向きは硬い、横向きはやわらか

快尻ビーズクッション LL 快尻ビーズクッション M快尻ビーズクッション M
φ 50　高さ38 (cm) φ 40　高さ15 (cm)φ 40　高さ15 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

BR
ポリエステル・ポリウレタン・
ポリスチレンビーズ
M サイズも有り ( 売価 ¥2,640 CCRY)
ブラウン・ブルー・レッド色も有り

レッド
ポリエステル・ポリウレタン・
ポリスチレンビーズ
LL サイズも有り ( 売価 ¥6,580 EDYY)
ブラウン・ブルー・レッド色も有り

ネイビー
ポリエステル・ポリウレタン・
ポリスチレンビーズ
LL サイズも有り ( 売価 ¥6,580 EDYY)
ブラウン・ブルー・レッド色も有り

税込 ¥ 6,580 税込 ¥ 2,640税込 ¥ 2,640
メーカー希望小売価格  オープンプライス メーカー希望小売価格  オープンプライスメーカー希望小売価格  オープンプライス

おうち時間が長くなったら

エコファー ビーズクッション
φ 55　高さ40 (80) (cm)

カラー
材質

注釈

LPK
座面：アクリル 70%・ポリエステル 30%
中材：ポリスチレン
全４色展開

税込 ¥ 9,680
メーカー希望小売価格  ￥8,800

"Boy with a teddy"

BANKSY クッションカバーBANKSY クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

表面：ポリエステル
裏面：コットン
クッション中身は含まれておりません

表面：ポリエステル
裏面：コットン
クッション中身は含まれておりません

" 少女と風船 "

税込 ¥ 3,080税込 ¥ 3,080
メーカー希望小売価格  ￥3,080メーカー希望小売価格  ￥3,080

トレンド感ある高品質エコファー

フェイクファー クッションカバー
幅46　高さ45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

IV( アイボリー )
ポリエステル・( 裏面 ) ポリウレタン

現品限り

税込 ¥ 2,640
メーカー希望小売価格  ￥2,640

布地とレザーテックス生地、リバーシブル

ホッペ クッション (S)
幅40　奥行40　高さ10 (cm)

表

カラー
材質

注釈

クラブストライプ / LT01 キャメル
ファブリック・レザーテックス・シリコン・
フェザー
Lサイズ (φ50cm) も有り
他色なし

税込 ¥ 4,620
メーカー希望小売価格  ￥4,620

裏



フリンジ付きスタイリッシュボーダー

世界的な織物産地のインド産、人気柄 仕入れ毎に色使いは微妙に変わります

クッションカバー

クッションカバー クッションカバー

幅45　高さ45 (cm)

幅45　高さ45 (cm) 幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,850

税込 ¥ 3,850 税込 ¥ 3,850

メーカー希望小売価格  ￥3,850

メーカー希望小売価格  ￥3,850 メーカー希望小売価格  ￥3,850

インドで織られたエキゾチック柄

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  ￥3,850

差し色ブルーと幾何学模様

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  ￥3,850

エキゾチックなマクラメ編み

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  ￥3,850

ブロックマルチ Uアームソファに合わせた柄

クッションカバー
幅45 高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

LFB ベージュ
コットン 100% ( 生産地 : インド )

注文時は 2 個単位

税込 ¥ 3,520
メーカー希望小売価格  ￥3,520



エキゾチックな幾何学模様

クッションカバー
幅52.2　高さ44.1 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,520
メーカー希望小売価格  ￥3,520

エキゾチックな幾何学模様

クッションカバー
幅52.2　高さ44.1 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,520
メーカー希望小売価格  ￥3,520

爽やかコットンのリーフ柄

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

モダン空間に溶けこむモロッカン

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  ￥3,850

トレンドのモロッカン・カルチャー

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

トレンドのモロッカン・カルチャー

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
コットン 100% ( 生産地：インド )

注文時は２個単位

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750

お求めになりやすい a.depeche カバー

クッションカバー
幅45　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
コットン 100% ( 生産地 : インド )

注文時は 2 個単位

税込 ¥ 2,750
メーカー希望小売価格  ￥2,750



正方形
こたつに、ソファに、ベッドに。

スクウェア マルチカバー
200 x 200 (cm)

カラー
材質
注釈

側地・中綿：ポリエステル 100%
200x250 サイズ ( 売価 ¥8,580 ELYY)
200x300 サイズ ( 売価 ¥10,780 DLYY)
GY・WH・YE・GN・PK・BL 色の全６色

税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ￥6,380

こたつに、ソファに、ベッドに。

ペイズリー マルチカバー
200 x 250 (cm)

カラー
材質
注釈

側地・中綿：ポリエステル 100%
200x200 サイズ ( 売価 ¥3,270 CDLY)
200x300 サイズ ( 売価 ¥5,470 RDLY)
GY・BL・BE 色の全３色

税込 ¥ 4,370
メーカー希望小売価格  ￥4,378

長方形
こたつに、ソファに、ベッドに。

スクウェア マルチカバー
200 x 250 (cm)

カラー
材質
注釈

側地・中綿：ポリエステル 100%
200x200 サイズ ( 売価 ¥6,380 RLYY)
200x300 サイズ ( 売価 ¥10,780 DLYY)
GY・WH・YE・GN・PK・BL 色の全６色

税込 ¥ 8,580
メーカー希望小売価格  ￥8,580

長方形

Ｏ・Ｕ・特殊型に対応

ジョンクル トイレカバー
幅42　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

カーキ
コットン 100%

Ｏ・Ｕ・特殊型 対応
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 2,090
メーカー希望小売価格  ￥2,090

Ｏ・Ｕ・特殊型に対応

ジョンクル トイレカバー
幅42　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
コットン 100%

Ｏ・Ｕ・特殊型 対応
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 2,090
メーカー希望小売価格  ￥2,090

S O L DS O L D

O U TO U T

S O L DS O L D

O U TO U T

Ｏ・Ｕ・特殊型に対応

ジョンクル トイレマット
幅51　高さ51 (cm)

カラー
材質

注釈

マスタード
コットン 100%

Ｏ・Ｕ・特殊型 対応
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 2,090
メーカー希望小売価格  ￥2,090

Ｏ・Ｕ・特殊型に対応

ジョンクル トイレマット
幅51　高さ51 (cm)

カラー
材質

注釈

マスタード
コットン 100%

Ｏ・Ｕ・特殊型 対応
廃盤につき現品限り

税込 ¥ 2,090
メーカー希望小売価格  ￥2,090



話題沸騰、魔法の吸水タオル。
エアーかおるの魅力が最も
堪能できる最上級グレード。
一番人気の風呂上がり用
ハーフバスタオル。ハンガー
で干せるのでとても便利。

話題沸騰、魔法の吸水タオル。
エアーかおるの魅力が最も
堪能できる最上級グレード。
お顔用、髪ふき用、または
こどものバスタオル用に。

エアーかおる エクスタシー エニータイムタオル エアーかおる エクスタシー フェイスタオル
材質
注釈

材質
注釈

スーパー ZERO( オーガニックコットン )・今治製
ナチュラル・ローズ・アクア・キャロット・マロンの全５色

スーパー ZERO( オーガニックコットン )・今治製
ナチュラル・ローズ・アクア・キャロット・マロンの全５色

メーカー希望小売価格  ￥2,420 メーカー希望小売価格  ￥1,760

税込 税込¥ ¥2,420 1,760
サイズ サイズ34 x 120 (cm) 34 x 85 (cm)

話題沸騰、魔法の吸水タオル。
文句なしの吸水力を持つ
スタンダードタイプ。
一番人気の風呂上がり用
ハーフバスタオル。ハンガー
で干せるのでとても便利。

話題沸騰、魔法の吸水タオル。
文句なしの吸水力を持つ
スタンダードタイプ。
お顔用、髪ふき用、または
こどものバスタオル用に。

エアーかおる ダディボーイ エニータイムタオル エアーかおる ダディボーイ フェイスタオル
材質
注釈

材質
注釈

スーパー ZERO( オーガニックコットン )・今治製
スノーホワイト・ピーチピンク・ピスタチオグリーン・ハワイアンブル−・キャメルブラウンの全５色

スーパー ZERO( オーガニックコットン )・今治製
スノーホワイト・ピーチピンク・ピスタチオグリーン・ハワイアンブル−・キャメルブラウンの全５色

メーカー希望小売価格  ￥1,920 メーカー希望小売価格  ￥1,320

税込 税込¥ ¥1,920 1,320
サイズ サイズ34 x 120 (cm) 34 x 85 (cm)



話題沸騰、魔法の吸水タオル。
包み込まれるような
しっとりマシュマロタッチ。
お顔用、髪ふき用、または
こどものバスタオル用に。

エアーかおる プリンセス フェイスタオル
材質
注釈

スーパー ZERO( オーガニックコットン )
ミルキーホワイト・ミルキーピンク・アイスブルーの全３色

メーカー希望小売価格  ￥1,540

税込 ¥1,540
サイズ 34 x 85 (cm)

天板の取っ手をもつとパタン ! と収納

クラフタースツール L
幅39　奥行32　高さ39 (cm)

カラー
材質
注釈

ポリプロピレン
ベージュ・グリーン・ブラック・グレーの
全 4 色
LOT:8

税込 ¥ 1,650
メーカー希望小売価格  ￥2,200

リビング・ベランダ・キャンプ・
ピクニックなどに活躍！
ハンモック型・チェア型・
ハンガーラック型の３通りの
使い方が愉しめます。
携帯用の収納バッグ付き。

Sifflus  3WAY 自立式ポータブルハンモック
材質
注釈

カラー
スタンド：スチール　ハンガーロッド：アルミ　ハンモック用生地・チェア用生地：綿・ポリエステル　クッション：綿・PP・ポリエステル　収納バッグ：ポリエステル

ブラウン、ネイビー、モスグリーンの全 3色・耐荷重100kg 以下・対象身長 :180cm前後

メーカー希望小売価格  ￥23,100

税込 ¥23,100
サイズ [ ハンモック使用時 ] 幅224 奥行142 (cm)



片手で開け閉めしやすい

ワンハンド トラッシュカン 45ℓ
幅34.1　奥行45.9　高さ57.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリプロピレン

ホワイト (WH)・ブラウン (BR)・
グリーン (GR) の全３色

税込 ¥ 2,800
メーカー希望小売価格  ￥3,960

国産のタフネス DUST BOX

耐衝撃ペールカン 60ℓ
幅36　奥行55.4　高さ62.2 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン・スチール

ブラック、グリーン、ベージュ、グレーの
全４色・日本製・３年保証

税込 ¥ 4,620
メーカー希望小売価格  ￥6,930

カウンター下に便利。ペダルで開くゴミ箱 カウンター下に便利。ペダルで開くゴミ箱

ペダルオープンツイン 35ℓ ペダルオープンツイン 45ℓ
幅22　奥行42.5　高さ48 (cm) 幅27　奥行42.5　高さ48 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ポリプロピレン ( 抗菌・防汚加工 )
日本製
ブラック・ホワイトの全２色
20L・35L・45L の全 3 サイズ

ホワイト
ポリプロピレン ( 抗菌・防汚加工 )
日本製
ブラック・ホワイトの全２色
20L・35L・45L の全 3 サイズ

税込 ¥ 4,600 税込 ¥ 5,400
メーカー希望小売価格  ￥6,820 メーカー希望小売価格  ￥7,920

フタがゆっくり閉まるコンパクトなペダル式

トラッシュカン 3ℓ
幅18　奥行22.5　高さ25 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
スチール ( 粉体塗装 )・ポリプロピレン

ホワイト・グレーの全 2 色
他サイズなし

税込 ¥ 2,200
メーカー希望小売価格  ￥3,190

カラー
材質

注釈

ネイビー
ポリプロピレン

アイボリー、ネイビー、カーキ、ブラウン
の全 4 色・30L タイプも有り　　LOT:4

PUSH ボタンを押してパカッ ! と

プッシュ式ダストボックス 45ℓ
幅26　奥行42　高さ60 (cm)

アイボリー ネイビー カーキ ブラウン

税込 ¥ 3,980
メーカー希望小売価格  ￥4,180

カラー
材質
注釈

ホワイト
ABS 樹脂・スチール・ポリプロピレン
単３形アルカリ乾電池４本 使用 ( 別売 )
手動開閉も可能
容量：12ℓ 　重量：1,512g

手をかざすだけで開く、5秒で閉まる

自動開閉ダストボックス
幅25.6　奥行24.5　高さ40.5 (cm)

税込 ¥ 7,130
メーカー希望小売価格  ￥7,130

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_rsd-77_solow.jpg
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ポリ袋ストッパー機能付き

Rin トラッシュカン 丸形
幅23　奥行23　高さ28 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
積層合板・スチール

ブラック色も有り
容量 7ℓ・重さ 1.3kg

税込 ¥ 4,290
メーカー希望小売価格  ￥4,290

お菓子が入っていそうなゴミ箱
ペディボヌール ダストボックス 5L

幅36　奥行55.4　高さ62.2 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン・スチール

ホワイト・アイボリー・ブラウン・サワー
ミントの全４色  　※ロット : 4

税込 ¥ 2,420
メーカー希望小売価格  ￥4,004

ゴミ箱と謳っているが、どう使おうと自由 植木鉢として使おうが自由

ウッド ゴミ箱 φ25 ウッド ゴミ箱 φ20
幅25　奥行25　高さ31 (cm) 幅25　奥行25　高さ27 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

天然木・鉄

ロット：3
φ20 ×高さ 27cm タイプ有り・他色なし

天然木・鉄

ロット：3
φ25 ×高さ 31cm タイプ有り・他色なし

税込 ¥ 2,600 税込 ¥ 2,200
メーカー希望小売価格  ￥2,860 メーカー希望小売価格  ￥2,420

Apple 感がつよい

ダストBOX
幅29　奥行28.5　高さ41 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト

現品限り

税込 ¥ 4,950
メーカー希望小売価格  ￥11,000

インテリアを邪魔しない小さめサイズ

ダストボックス 6L
幅20　奥行20　高さ25 (cm)

カラー
材質

注釈

ネイビー
ポリプロピレン

ホワイト、ネイビー、ブラックの全 3 色
他サイズなし　　LOT:12

ネイビー

ホワイト ブラック

税込 ¥ 390
メーカー希望小売価格  ￥396



人気 No.1。どこにでも映える万能選手。

コーヒーの木ポット 205
高さ205 (cm)

注釈 ポットサイズ　φ15  高さ 13(cm)
高さ 170cm タイプも有り (売価 ¥13,750)
フェイクグリーン

おや、レモンが生えているよ

レモンの木ポット 152
高さ152 (cm)

注釈 ポットサイズ　φ13  高さ 15(cm)
高さ183cm タイプも有り (売価 ¥18,700)
フェイクグリーン

税込 ¥ 18,700 税込 ¥ 13,750
メーカー希望小売価格  ￥18,700 メーカー希望小売価格  ￥13,750

幸運や財、運気をもたらす観葉植物

パキラ・スタンダード
幅90　奥行90　高さ172 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ・木材

フェイクグリーン・７号鉢対応

悪い気を吸い込む風水効果も

シダ
幅90　奥行90　高さ147 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ・木材

フェイクグリーン・７号鉢対応

税込 ¥ 21,990 税込 ¥ 23,000
メーカー希望小売価格  ￥26,400 メーカー希望小売価格  ￥27,280

花言葉は「永久の幸せ」。ギフト用にも花言葉は「永久の幸せ」。ギフト用にも

フィカス Bフィカス A
幅90　奥行90　高さ170 (cm)幅90　奥行90　高さ170 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ

フェイクグリーン・７号鉢対応

ポリエチレン樹脂・スチール・天然木・
ポリエステル・セメント
フェイクグリーン・７号鉢対応

税込 ¥ 12,870税込 ¥ 12,870
メーカー希望小売価格  ￥15,400メーカー希望小売価格  ￥15,400

幸運や財、運気をもたらす観葉植物

パキラ・朴の木
幅90　奥行90　高さ150 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ・木材

フェイクグリーン・８号鉢対応

税込 ¥ 14,850
メーカー希望小売価格  ￥17,600

熱帯アフリカで育つゴムの木

フィカス・カシワバゴム
幅80　奥行80　高さ155 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ

フェイクグリーン・５号鉢対応

税込 ¥ 12,100
メーカー希望小売価格  ￥14,300



お部屋に涼しい印象を

ドラセナ・コンシンネ
幅80　奥行80　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ

フェイクグリーン・５号鉢対応

税込 ¥ 6,270
メーカー希望小売価格  ￥7,480

地中海で育つ、「平和」が花言葉

オリーブ
幅40　奥行40　高さ82 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ

フェイクグリーン・５号鉢対応

税込 ¥ 4,620
メーカー希望小売価格  ￥5,500

海外では街路樹としても有名な木

ファイカスツリー ポット付
高さ170 (cm)

材質
注釈

ポリエステル・プラスチック
ポットサイズ　φ12  高さ 11.5 (cm)

税込 ¥ 18,480
メーカー希望小売価格  ￥18,480

台湾の植物。花言葉は「真面目・実直」

ヤドリフカノキ
幅50　奥行50　高さ120 (cm)

カラー
材質

注釈

ポリエチレン樹脂・ワイヤ

フェイクグリーン・7 号鉢対応

税込 ¥ 7,980
メーカー希望小売価格  ￥8,800

カラー
材質

注釈

ブラック
アイアン・セメント
防水トレイ付き
ブラック [43020]、ゴールド [43019] の
全 2 色・他サイズ無し

浮いているような、スタイリッシュ植木鉢

ワイヤーフロートポット
幅40　奥行40　高さ36 (cm)

ブラック ゴールド

税込 ¥ 14,300
メーカー希望小売価格  ￥14,300

カラー
材質

注釈

ブラウン / ブラック
パイン無垢 (オイル塗装 )・スチール ( 粉体塗装 )
重量：5kg
廃盤につき現品限り
LED ライトバー、水受けトレイ付き

LED 照明とプランターが 1つに合体

プレンティ S プランターワゴン
幅65　奥行39　高さ97 (cm)

税込 ¥ 23,400
メーカー希望小売価格  ￥,00現品限り特価

¥13,400



ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 25.5　高さ 36.5 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Spesso
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 7,150
メーカー希望小売価格  ¥7,150

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 22.5　高さ 32 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Costri
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ¥6,380

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 10.5　高さ 36 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Alto Large Dark Green
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 3,960
メーカー希望小売価格  ¥3,960

並べていくと知らない街ができていく

フラワーベース
幅10　奥行10　高さ31 (cm)

カラー
材質
注釈

Caccia9 Otto
陶器

税込 ¥ 3,850
メーカー希望小売価格  ¥3,850

ヴィネツィアの町並みのように色とりどりヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベースアイアンフラワーベース
φ 11.5　高さ 26.5 (cm)幅 8　高さ 27.5　奥行 8 (cm)

カラー
材質
注釈

カラー
材質
注釈

Valente Teo
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

Valente Tazio Second
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 3,993税込 ¥ 2,695
メーカー希望小売価格  ¥3,993メーカー希望小売価格  ¥2,695

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
幅17　高さ19　奥行10.5 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Venerio
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 4,994
メーカー希望小売価格  ¥4,994

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 11　高さ 24.5 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Carino Large Mango
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 2,420
メーカー希望小売価格  ¥2,420
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ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 9.5　高さ 17 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Carino Small Apricot
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,760
メーカー希望小売価格  ¥1,760

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 9.5　高さ 17 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Alto Small Forest Green
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,870
メーカー希望小売価格  ¥1,870

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 10.5　高さ 17 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Dolce Navy
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,870
メーカー希望小売価格  ¥1,870

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 10.5　高さ 17 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Dolce Navy
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,870
メーカー希望小売価格  ¥1,870

ヴィネツィアの町並みのように色とりどりヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベースアイアンフラワーベース
φ 9　高さ 13 (cm)φ 9　高さ 13 (cm)

カラー
材質
注釈

カラー
材質
注釈

Valente Tiny Spesso
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

Valente Unpo
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 2,200税込 ¥ 1,320
メーカー希望小売価格  ¥2,200メーカー希望小売価格  ¥1,320

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアンフラワーベース
φ 9.5　高さ 12 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Tiny Costri
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,870
メーカー希望小売価格  ¥1,870
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ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアントレー
幅14.5　奥行14.5　高さ1 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Tray Round
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,320
メーカー希望小売価格  ¥1,320

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアントレー
幅15.5　奥行8.5　高さ1 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Tray Oval
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,100
メーカー希望小売価格  ¥1,100

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアントレー
幅22.5　奥行11　高さ1 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Tray Rectangle
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,650
メーカー希望小売価格  ¥1,650

ヴィネツィアの町並みのように色とりどり

アイアントレー
幅12　奥行12　高さ1 (cm)

カラー
材質
注釈

Valente Tray Square
アイアン
素材の性質上、水を入れて使用すると錆が発生
する場合がございます。そのまま使用すると腐
食し水漏れの原因となるのでご注意ください。

税込 ¥ 1,100
メーカー希望小売価格  ¥1,100



興奮の NY タイムズスクエア 海外風景

枝に巻き付いた LED 電球が輝く

アートパネル A アートパネル D

Natural Branch Frame (M)

幅90　奥行5　高さ60 (cm) 幅90　奥行5　高さ60 (cm)

幅43　奥行4　高さ22 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブラック

ポリスチレン・MDF・紙 ポリスチレン・MDF・紙

翻訳：「幸せとは目標じゃない、生きる道だ。」アンティーク漂うメッセージアイテム

サインボードサインボード
幅40　奥行3　高さ46 (cm)幅30　奥行2　高さ67 (cm)

カラー
材質

注釈

天然杉・麻
翻訳 ：「家訓—— 助け合うこと。常に本当のことを言
うこと。分かち合い、ベストを尽くすこと。ハグとキ
スを与えること。自分を笑い、自分が大好きと口にす
ること。夢は大きくもつこと。大声で笑うこと。互い
の才能を尊重し合うこと。" 大好き " と言うこと。」

税込 ¥ 6,300 税込 ¥ 6,300

税込 ¥ 3,300

税込 ¥ 4,380税込 ¥ 4,380
メーカー希望小売価格  ￥9,350 メーカー希望小売価格  ￥9,350

メーカー希望小売価格  ￥3,300

メーカー希望小売価格  ￥7,700メーカー希望小売価格  ￥6,600

1930 〜 70 年代アメリカ情報誌「LIFE」がアートに

アートパネル
幅37.5　奥行2　高さ46 (cm)

カラー
材質
注釈

天然木 ( 杉 ) ラッカー塗装・ガラス
※ 本商品は一点物になります。
    中の絵がひとつずつ違います。

税込 ¥ 4,000
メーカー希望小売価格  ￥5,500



フランス都市「エクス=レ=バン」の湖のほとり。

フォトグラフ L
幅42　高さ 32 (cm)

カラー
材質

注釈

フレーム・木・ガラス

M サイズ (32x23cm) も有り

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800

いにしえより使い込まれた世界地図を額に

ワールドマップ
幅90　奥行60　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

MDF・布

他色・他サイズなし
単３電池２本使用・LED 付

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥13,200

ブリキのレトロ感が現代に合う

プラクト サークルプランター (S)
φ 20.5　奥行 6.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ブリキ・銅メッキ

現品限り

税込 ¥ 2,200
メーカー希望小売価格  ￥2,200

部屋にパリ市街地図を飾る優雅さよ 中に好きなレコジャケを入れて飾れる！
ウォールタペストリー (Paris) レコードジャケット用フレーム

幅140　奥行110　高さ30 (cm) 幅36.5　奥行2.3　高さ36.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

麻・木

現品限り

木

ご所有のレコードジャケットを入れて
額装できます

税込 ¥ 7,920 税込 ¥ 1,980
メーカー希望小売価格  ￥10,780 メーカー希望小売価格  ￥1,980

絵をシュレッダーにかけるかは自由

Banksy アートポスター
幅43　奥行2.8　高さ53 (cm)

カラー
材質

注釈

天然木・PET・MDF・紙

「風船と少女」　重量：1200g

今最も"時価"の高い英国覆面アーティスト

Banksy アートポスター
幅53　奥行2.8　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

天然木・PET・MDF・紙

「I WANT CHANGE」　重量：1200g

税込 ¥ 11,000 税込 ¥ 11,000
メーカー希望小売価格  ￥11,000 メーカー希望小売価格  ￥11,000
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カフェスタイルのお家に。傘もかけられる

CAFÉ スタンドポスト
幅35　奥行28.5　高さ140 (cm)

カラー
材質

注釈

BOX 部：ガルバリウム銅板
スタンド部：スチール・タイル・セメント
キーロック式・傘ハンガー付き
他色なし

税込 ¥ 28,600
メーカー希望小売価格  ￥28,600

錆びにくいガルバリウム鋼板を使用

スタンドポスト
幅32　奥行34　高さ110 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ガルバリウム銅板

ナチュラル色も有り・下棚の高さ調整可能
キーロック式・厚み 3cm の郵便物に対応

税込 ¥ 30,800
メーカー希望小売価格  ￥30,800

おしゃれサックスブルー 薔薇とアンティークブラウン

メールボックス メールボックス
幅40.5　奥行33　高さ102 (cm) 幅40.5　奥行33　高さ102 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ブルー
スチール ( エポキシ樹脂塗装 )

ブラウン色も有り

ブラウン
スチール ( エポキシ樹脂塗装 )

ブルー色も有り

税込 ¥ 14,500 税込 ¥ 14,500
メーカー希望小売価格  ￥19,250 メーカー希望小売価格  ￥19,250

不在時に荷受けもできる大容量ポスト

宅配 BOX
幅59　奥行40　高さ83 (cm)

カラー
材質
注釈

ブラック
スチール ( 粉体塗装 )
ブラック・オリーブ・ホワイト色の
全 3 色・南京錠とキー同梱
収納 BOX：幅 38.5 奥 37 高 49 (cm)

税込 ¥ 34,800
メーカー希望小売価格  ￥51,480

下段スペースは置き配にも対応できます

置き配対応 ポスト
幅46　奥行40　高さ90 (cm)

カラー
材質
注釈

オリーブ
スチール ( 粉体塗装 )
ブラック・オリーブ・ホワイトの全 3 色
投函口：幅28  高さ3.5cm
下段スペース：幅33.5 奥行40 高さ49cm

税込 ¥ 22,800
メーカー希望小売価格  ￥34,980

ブラック

オリーブ

ホワイト

不在時も荷物が届く。オシャレな木柄。

宅配ボックス
幅58.5　奥行40　高さ85 (cm)

グレー

ホワイト

オリーブ

ブラックブラック

カラー
材質
内寸
注釈

ブラック
スチール ( 粉体塗装 )
収納ボックス部：幅44.5 奥行33 高さ54 (cm)

グレー色も有り
アジャスター付き

税込 ¥ 38,000
メーカー希望小売価格  ￥56,980

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール

ブラック、ホワイトの全 2 色

シンプル + さりげないリーフ付き

リーフ  ポスト
幅42　奥行35　高さ100 (cm)

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥14,800

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_mbx-1.jpg
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ブリキのアンティーク感を玄関に

GESHMACK メールボックス
幅30　奥行15　高さ20.5 (cm)

カラー
材質
注釈

ブリキ
通常のブリキよりサビやすくなっており、
使うほどに味わい深くなります。
※取付金具は付属しておりません

税込 ¥ 4,180
メーカー希望小売価格  ￥4,180

A3 サイズも入ります お家を選ばない万能デザイン

壁付け郵便ポスト 壁付け郵便ポスト
幅26.5　奥行12　高さ32.5 (cm) 幅32　奥行12　高さ42.5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

スチール ( 粉体塗装 )

他色、他サイズなし
鍵 2 個つき

スチール ( 粉体塗装 )

他色、他サイズなし

税込 ¥ 8,800 税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥13,200 メーカー希望小売価格  ￥11,000

耐久性抜群でスタイリッシュ

ステンレス スタンドポスト
幅35　奥行33　高さ100 (cm)

カラー
材質

注釈

ステンレス

南京錠付き・アジャスター付き

税込 ¥ 49,500
メーカー希望小売価格  ￥49,500現品限り特価

¥9,900

シンプルで鍵穴も目立たずスタイリッシュ シンプルで鍵穴も目立たずスタイリッシュ シンプルで鍵穴も目立たずスタイリッシュ

メールボックス メールボックス メールボックス
幅30　奥行11　高さ36.5 (cm) 幅30　奥行11　高さ36.5 (cm) 幅30　奥行15　高さ36.5 (cm)

カラー
材質
注釈

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 )
ブラック・ホワイト・シルバー色の
全 3 色

ホワイト
スチール ( 粉体塗装 )
ブラック・ホワイト・シルバー色の
全 3 色

シルバー
スチール ( 粉体塗装 )・ステンレス
ブラック・ホワイト・シルバー色の
全 3 色

税込 ¥ 8,800 税込 ¥ 8,800 税込 ¥ 10,400
メーカー希望小売価格  ￥12,100 メーカー希望小売価格  ￥12,100 メーカー希望小売価格  ￥14,300

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_pst217-8.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_pst217-8.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_pst217-8.jpg


傘 18 本が収納可能

Plain アンブレラ スタンド
幅31.5　奥行17　高さ45.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
天然木・スチール ( 粉体塗装 )

ブラック色も有り

税込 ¥ 7,480
メーカー希望小売価格  ￥7,480

25 本の傘が収容できる 2 役ベンチ！

アンブレラスタンドベンチ
幅80　奥行41　高さ44.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
エルム材・スチール

CL 色と DBR 色の全 2 色
他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥16,500

税込 ¥ 13,000

円形スリムデザインの木目柄転写

アンブレラスタンド
幅13　奥行13　高さ55 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル
スチール ( 粉体塗装・木転写加工 )

ブラウン色も有り
傘を約 4 本収納可能

税込 ¥ 4,500
メーカー希望小売価格  ￥5,060

傘を約 30 本収納できます

傘立て
幅51.5　奥行32.5　高さ51 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
スチール (φ19.1mm 粉体塗装 )・
樹脂成形品・スチール
3x3( 再込口 9 個 ) タイプも有り
LOT:3

税込 ¥ 7,700
メーカー希望小売価格  ￥12,100

木目のきれいなモダンデザイン

アンブレラスタンド
幅20　奥行12　高さ45 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
スチール（粉体塗装、木転写加工）

ナチュラル色も有り
傘 約8本収納可能

税込 ¥ 7,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_1281_umbrella_stand_bench.jpg


鍵を置いたり観葉植物を飾ったり キッチンでレシピや動画を観れる

tower 天板付きスリッパラック tower マグネットホルダー
幅50　奥行12　高さ41 (cm) 幅5　奥行2.5　高さ5 (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

ブラック
本体：スチール ( 粉体塗装 )
天板：天然木化粧繊維板 ( ラッカー塗装 )
ブラック (5153)・ホワイト (5152) の全 2 色
収納可能数 : スリッパ 4 足

ブラック
スチール ( ユニクロメッキ＋粉体塗装 )
マグネット
ブラック (4985)・ホワイト (4984) の全 2 色
耐荷重：約 1kg( 左右で貼り付けた場合 )

ブラック
スチール（粉体塗装）

ブラック (6099)・ホワイト (6098) の全 2 色
収納可能数 : スリッパ 6 足

ブラック
スチール（粉体塗装）

ブラック (4703)・ホワイト (4702) の全 2 色
収納可能数 : スリッパ 6 足

主張しすぎず邪魔しないスッキリデザイン6 足スリッパをスマートに収納

tower スリッパラック Frame スリムスリッパラック
幅22　奥行14　高さ68.5 (cm)幅22　奥行21　高さ86 (cm)

税込 ¥ 3,960 税込 ¥ 1,100税込 ¥ 3,630税込 ¥ 3,300
メーカー希望小売価格  ￥3,960 メーカー希望小売価格  ￥1,100メーカー希望小売価格  ￥3,630メーカー希望小売価格  ￥3,300

浮いたお金で飲みに行ける程の価格 浮いたお金で飲みに行ける程の価格

ラバーマット ウェルカムチェック ラバーマット 半円ウェルカムリーフ
幅75　奥行45　高さ5 (cm) 幅75　奥行45　高さ5 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ラバー

ロット：５

ラバー

ロット：５

税込 ¥ 1,080 税込 ¥ 1,080
メーカー希望小売価格  ￥1,232 メーカー希望小売価格  ￥1,232



列ごとにブラインドを開閉できる

衝立３連
幅45　奥行2.5　高さ172 (× 3枚) (cm)

カラー
材質

注釈

NA
桐材 ( ラッカー塗装 )

ブラウン色有り
１連・２連・４連タイプも有り

税込 ¥ 28,500
メーカー希望小売価格  ￥44,550

モダンとレトロの調和

ヘル スクリーン
幅165　奥行2.5　高さ180 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ラバーウッド & パイン無垢材

他色・他サイズなし

税込 ¥ 26,000
メーカー希望小売価格  ￥44,640

ヴィンテージの格調。キャスター付き

WORC 140 古材パーティション
幅140　奥行58　高さ147 (cm)

カラー
材質

注釈

古材 ( オイル塗装 )

他色、他サイズなし

税込 ¥ 66,000
メーカー希望小売価格  ￥66,000

モダン空間にも遜色なし

木製スクリーン( 帆布) 3 連
幅44　奥行2　高さ150 (cm) ×3枚

カラー
材質

注釈

ブラウン
パイン材・布 ( 綿 100%)・
スチール ( ゴールドメッキ )
4 連も有り ・他色なし・布は取り外し可能

税込 ¥ 16,700
メーカー希望小売価格  ￥22,000

カラー
材質

注釈

ブラック
表面加工：エポキシ樹脂塗装
構造部材：金属 ( 鋼・粉体塗装 )
ブラック、ホワイトの全 2 色
耐荷重：6kg　　LOT:1

カバンやランドセル等をちょい掛け

バックパックスタンド
幅33　奥行18　高さ90 (cm)

税込 ¥ 4,500
メーカー希望小売価格  ￥6,215

ブラック ホワイト

愛でたくなる古材整理収納
ポコ (A) 幅18cm 古材ボックス

幅18.5　奥行38.5　高さ14.5 (cm)

カラー
材質

注釈

ニレ古材 ( ラッカー塗装 )・スチール

B タイプ：幅 23.6cm (¥4,400)
C タイプ：幅 37.0cm (¥4,950) も有り

税込 ¥ 4,950
メーカー希望小売価格  ￥4,950

バッグは独立して持ち運びもできる

ランドリーバスケット (容量60ℓ)
幅42　奥行42　高さ68 (cm)

カラー
材質

注釈

ネイビー
ポリエステル・天然木ポプラ材

バッグは木部から外して持ち運び可能
ロット：4

税込 ¥ 1,925
メーカー希望小売価格  ￥2,310

https://msd-hl.com/up/pricecard/16_goods/pop_jp-lb3.jpg
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安心のフランスベッド製、上品デザイン 安心のフランスベッド製、上品デザイン 安心のフランスベッド製、上品デザイン

ラクティブ 手押し車 ラクティブ 手押し車 ラクティブ mini 手押し車
幅41　奥行55　高さ84 〜 88 (cm) 幅41　奥行55　高さ84 〜 88 (cm) 幅40.5　奥行52　高さ82 〜 91 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

しま柄
アルミ・樹脂・スチール・PP・EVA・
ポリエステル
しま柄・あずき柄の全２色

あずき柄
アルミ・樹脂・スチール・PP・EVA・
ポリエステル
しま柄・あずき柄の全２色

チェック柄
アルミ・ポリエステル

チェック柄と花柄の全２色

税込 ¥ 42,900 税込 ¥ 42,900 税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥42,900 メーカー希望小売価格  ￥42,900 メーカー希望小売価格  ￥31,900

背の高い家具と天井間のつっぱり

家具転倒防止ポール (50〜75cm)
幅21.2　奥行7.2　高さ50〜75 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
鉄パイプ・AAS 樹脂・PVC 樹脂・ナイロ
ン樹脂等
２本入り

税込 ¥ 4,180
メーカー希望小売価格  ￥4,180


