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No.2636 2

W930×D760×H700　SH380
樹種：ウォルナット / オイル
張地：モリデン モントレー（ベージュ）
Designer:Jun Kamahara
定価：¥501,000 ( 税別 )

ND-090

No.2800 5
ND コートハンガー　

W680×D680×H1680
樹種：オーク　
Designer:Nanna Ditzel
定価：¥80,000 ( 税別 )

No.2843 3
イージーチェア　

W930×D760×H700　SH380　
樹種：ウォルナット / クリア
張地：Color-125( 紺色）　
Designer:Jun Kamahara
定価：¥535,000 ( 税別 )

JUN-02

No.2895 4
イージーチェア

W680×D750×H1000　
樹種：ウォルナット /NK 色
張地：旧 FR3-5334
Designer:Ib Kofod-Larsen
定価：¥389,000 ( 税別 )

KTIL-11

No.2915 6
ハーフアームチェア

W480×D515×H770　SH430　
樹種：ナラ / クリア
張地：FR1-032　
Designer:Takashi Shimoda
定価：¥66,000 ( 税別 )

DFS-07

No.3141
ソファ

W2000×D790×H720　SH380　AH490
樹種：ウォルナット /ＮＫ色 
張地：FR2-T4307
定価：¥619,000 ( 税別 )

No.3141とNo.3209との
セット特価で販売いたします。

DFS-10-200TW

No.3209 1
オットマン

W625×D790×H380　
樹種：ウォルナット / クリア
張地：FR2-T4307
定価：¥164,000 ( 税別 )

DFS-10OT

No.3375 7
チェア

W480×D515×H770　SH430
樹種：ウォルナット /NK 色
張地：FR1-145
Designer:Takashi Shimoda
定価：¥53,000 ( 税別 )

DFS-06

システムボード
KS-OA-LO20

No.3027 9

W2012×D455×H660　
樹種：ナラ / クリア
定価：¥321,000 ( 税別 )

No.3026 8
システムボード

W1512×D455×H660　
樹種：ナラ / クリア
定価：¥392,000 ( 税別 )

KS-OA-HI15

写真内のクッションやテーブルは参考商品です。

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

Sold outSold out

Sold out

別紙シートにて詳細紹介

別紙シートにて詳細紹介

Sold out Sold out
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No.3082 15
ダイニングテーブル

W1800×D900×H700　
樹種：オーク / クリア
定価：¥380,000 ( 税別 )

KTDT-Y180

No.3174
ベンチ

W1200×D410×H380
樹種：オーク / クリア
張地：FR1-036
定価：¥83,000 ( 税別 )

No.3174と No.2759との
セット特価で販売いたします。

DFS-120STO

No.3183 12
アームチェア

W615×D500×H690　SH425　AH660
樹種：オーク /ＫＴ色
張地：LR2-BR
Designer:Bent Andersen
定価：¥108,000 ( 税別 )

KTBA-02

No.3184 13
アームチェア

W615×D500×H690　SH425　AH660　
樹種：オーク /ＫＴ色 
張地：LR2-BR
Designer:Bent Andersen
定価：¥108,000 ( 税別 )

KTBA-02

No.3214
LD テーブル

W1500×D840×H660　
樹種：オーク /ＫＴ色
Designer:Zirkus
定価：¥273,000 ( 税別 )

ZR-150DT

No.2613 14
センターテーブル　

W1200×D600×H520　
樹種：ナラ / クリア
Designer:Nanna Ditzel
定価：¥195,000 ( 税別 )

ND-120CTN

No.2759 11
ベンチ用トレイ　

W425×D240×H40
材種：天板：メープル / 革 (LR1)
　　　面縁：メープル
定価：¥31,500 ( 税別 )

DFS-120STO-Ｔ

No.2996
LD ソファ （左肘）

W1540×D710×H705　SH420
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04
Designer:Zirkus
定価：¥250,000 ( 税別 )

ZR-04L

No.2997 10
LD ソファ（肘無）

W1450×D710×H705　SH420　
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04　
Designer:Zirkus
定価：¥223,000 ( 税別 )

ZR-05

No.2999
LD オットマン

W450×D630×H420
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04
Designer:Zirkus
定価：¥87,000 ( 税別 )

ZR-09

○期間中の販売特価はお問い合わせください。 

LD ソファ
（左肘）（肘無）の占有面積

2,160 1,5
40

4点セット特価で
販売いたします。

別紙シートにて詳細紹介



春の特別現品販売会  商品リスト 3

No.3437 18
ベンチ (試作品 )

W1350×D620×H750　SH400　
樹種：オーク /クリア
張地：FR1ランク
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥120,000 (税別 )

IE- ベンチ

No.3456 16
ベンチ

W1350×D620×H750　SH410
樹種：オーク /クリア
張地：FR1-157
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥166,000 (税別 )

IE-08

No.3473
ダイニングテーブル

W1800×D950×H680　
樹種：オーク /オイル
定価：¥396,000 (税別 )

IE-180DT

No.3476
ダイニングチェア

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：オーク /オイル
張地：FR1-156
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥89,000 (税別 )

IE-02

No.3477
ダイニングチェア

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：オーク /オイル
張地：FR1-156
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥89,000 (税別 )

IE-02

No.3596 19
ダイニングチェア（訳あり品）

W600×D540×H700　SH390　AH625　
脚カット：15mm
樹種：ウォルナット /オイル
張地：FR1-044
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥89,000 (税別 )

IE-02

No.3618 17
ダイニングテーブル

W1800×D950×H680
樹種：ウォルナット /オイル
定価：¥314,000 (税別 )

KTDT-L180

21 22 23  24 25 ダイニングチェア（訳あり品）

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥103,000 (税別 )

３脚あり

W660×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /着色
張地：LRH-RD
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥113,000 (税別 )

2 脚あり

IE-02  IE-01

IE-02 IE-01

No.3667 20
ダイニングチェア（訳あり品）

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ブラックチェリー /クリアラッカー
張地：LRL ランク　キャメル
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥103,000 (税別 )

IE-02

4点セット特価で
販売いたします。

※ウォルナット仕様にて５脚ご用意しています。
別紙シートにて詳細紹介

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

別紙シートにてもセット紹介

390

Sold out

Sold out

Sold out

Sold out

Sold out

2 脚あり→




