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マレー
●材質 ： MDF
 WH=鏡面仕上げ
 DBR=木目調柾目シート
 WN=ウォールナット強化シート
 扉=強化ガラス

ベック
●材質 ： MDF強化シート貼り

ダンパー機能付丁番

3色対応

LED照明の光の演出で大切なマイ・コレクションを優雅に美しく

ホワイト ダークブラウン ウォールナット

扉内部は棚3枚入です。
（固定棚1枚/移動棚2枚）

ショーケース有効内寸
W50.5×D37.5×H30.5cm

・前方/側面/背面：四方ガラス仕様
・飾部には、大型のLED照明が標準装備
・移動に便利なキャスター付
 （設置場所が決まればアジャスターを下げて
　固定してください）
・大切なコレクションを守る鍵付

中国製

55コレクションボード

¥81,900（税込¥88,452）
W55×D50×H123cm 14才

2色対応

大切なコレクションを高級に演出。
お部屋やショップの什器として活躍します。

ナチュラル
ブラウン

サイド部

130キャビネット

¥115,500（税込¥124,740）
W130×D40×H110cm 23才

中国製

中国製

60コレクションボード

¥106,600（税込¥115,128）
W60×D40×H172cm 16.8才

イースト
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 扉=強化ガラス

2色対応

美しすぎるキュリオケース!!
LED照明の光の演出で大切なマイ・コレクションを優雅に美しく。

ホワイト ブラウン

収納した大切なコレクションを違う
雰囲気で光の演出をすることができ
ます

扉・側面・背面ガラス5mm厚
上下扉は、鍵付（鍵は1ヶ所につき
スペア合わせ標準2個）

棚ガラス8mm厚
でっぱりのある鍵を使用することで
取手（つまみ）としての役割もはたし
ます

高さ調節のアジャスター付で固定置
きも可能です

商品移動に便利なキャスター付です

LEDライト点灯イメージ

¥5,000（税込¥5,400）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

LEDダウンライトはオプションです

本体内部には、
LED照明が
前方へ2列、
標準装備

90
㎝

コレクションを収納し易くす
るために手前へ引き出せる
スライドテーブル方式で出し
入れも容易

飾ったコレクションを最大
限に演出するために大型の
ワイドLEDスポットライトを
装備

天井からも大事なコレク
ションを覗きこめるように
最小限の薄い枠組で飾棚を
追求。

下段は引き戸を採用し収納ス
ペースを確保してます。可動棚
が一枚左右に付属してます。

底板の内側には、高さ調節可能
なアジャスーターと楽々動かせ
るキャスターを採用。

天板にもガラスを採用してい
るので、上からも大切なコレク
ションアイテムを見る事が出
来ます。
又、ガラス棚は高さ調節可能
な為、様々なアイテムをディス
プレイできます。

大切なコレクションを大事
に収納するために、鍵付。
鍵は、1ヶ所につきスペア合
わせ標準2個付です

スイスイらくらく♪商品移動
に便利なキャスター付です。
置きたい場所へ設置したら
高さ調整のアジャスターを
持ち上げ固定置できる仕様。

LEDライト点灯イメージ
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クアトロ
●材質 ： WH=鏡面塗装仕上げ
 BR=木目調強化シート

フルスライドレール

本体の美しい木目or鏡面WHと引出部分のブラックガラスの輝きが絶妙な
バランスで、モダンにコーディネートされたお部屋にマッチするTVボードです。
収納力も抜群ですので、毎日の生活で活躍してくれるTVボードになること間違いありません。

引出しは開閉スムーズレール付。
奥の物まで取り出せます。

天板部分はTVからの配線を壁と
挟まないようにする加工
背面化粧仕上げで間仕切り
として使用可能

表面ブラックガラス採用
オーディオデッキ使用時に
赤外線通過のため透明ライン入り

・WH/BR共に引出し部分は、ブラック強化ガラス

中国製

140TVボード

¥63,000（税込¥68,040）
W140×D41×H37cm 9.5才

165TVボード

¥77,100（税込¥83,268）
W165×D41×H37cm 11.2才

2色対応

ダークブラウン ホワイト

ルーニーⅡ
●材質 ： 側面・天板・前面全てブラック強化ガラス
 背面=シート貼り
 扉=ブラック強化ガラス

フルスライドレール

美しすぎるリビングボード!!漆黒の総ガラスのブラックガラス張りで
MYルームを決める。

テレビ台は、引出しを開けると大収納スペースあり。
オーディオデッキは、リモコン通過可能。

引出しのレールは、奥の物まで取り出しやすい
フルスライドレール使用。

・引出しフルスライドレール

中国製

中国製

中国製

110リビングテーブル

¥52,500（税込¥56,700）
W110×D55×H32cm 7.8才

42キャビネット

¥54,400（税込¥58,752）
W42×D36×H103cm 7.2才

120TVボード

¥63,000（税込¥68,040）
W120×D45×H44cm 10才

150TVボード

¥76,700（税込¥82,836）
W150×D45×H44cm 12.3才

エランサ
●材質 ： MDF/塗装ガラス（天板部.小口部）
 側面ツヤ出し塗装

2色対応

シンプルモノトーンなモダンテイスト
洗練されたモダンなリビングシーンにおすすめです

ブラック

ホワイト

170TVボード

¥78,800（税込¥85,104）
W170×D39×H30cm 9才

120コーヒーテーブル

¥71,800（税込¥77,544）
W120×D60×H26cm 7.8才

高級感溢れるブラック
鏡面ガラス仕上げ

引出しのレールはフルス
ライドレールを採用
奥の物まで楽々に取り出
せます

テーブル下には観葉植物や
本など様々な物が収納可能

高級感溢れるホワイト鏡面
ガラス仕上げ

シェリー
●材質 ： エナメル鏡面仕上げ

3色対応

オシャレで不思議な新感覚. . .
トリックアートなTVボードが
誕生しました

160TVボード

¥84,000（税込¥90,720）
W160×D40×H49cm 13.8才

・背面5mm強化ガラス
・脚部アイアン（粉体塗装）

天板下はウォールナット風
のシートを採用

天板下にはミラーを採用。見た目のデザインだけ
ではなくミラー部分にフローリング（床面）を映し
出す事で、空間を広く見せる効果があります。

ホワイト/脚ブラック

ホワイト/脚レッド ブラウン/脚ブラック
側板はこだわりの留め仕上げ。脚部はアジャス
ター付きの為、ガタツキもありません。

5mm強化ガラスを使用した背面仕上げ。配線用のカギ
コミ加工もしており壁にピッタリTVボードを置けます。

宙に浮いたような棚（引出し部分）のフォルム
が特徴的なTVボード。引出しの前板は高級感
溢れるブラックガラス仕上げと、奥の物まで
取りやすいフルオープンレールを採用。

【正面エッジ画像】 【背面画像】本体の色と同色になります。（WH→WH・BR→BR）
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ガル
●材質 ： MDF強化シート貼り

2色対応

ちょっとワンランク上のコレクションボード・・・
高級感溢れる空間を演出します

ナチュラル
サイド部サイド部

ブラウン

80コレクションボード（L）

¥77,700（税込¥83,916）
W80×D38×H128cm 15.5才

80コレクションボード（H）

¥93,200（税込¥100,656）
W80×D38×H160cm 20.5才

扉が4枚あるような仕掛けが施され
た遊び心のあるデザイン

ガラス棚は可動式で、ストッパー付
きの棚ダボを採用してます

背面は黒板塗装仕上げになっており
チョークを使って様々な演出ができます

様々な床に対応するアジャスター
付きです

扉のフレームにはシックでモダンな
ブラックアルミフレームを採用。

左はミラー右はガラス扉の構造。他に
はないワードローブのデザインです。

大容量の収納が可能。自分好みのス
タイルに合わせた収納を楽しめます。

お部屋のイメージ画像。寝室をモダンに演出します。

ブルーノ
●材質 ： プリント化粧合板

スタイリッシュでシンプルな、モダンデザイン。
あなただけのお気に入りのインテリアを楽しむことができます。

ミラー貼り アジャスター機能付き

120フリーシェルフ

¥53,000（税込¥57,240）
W120×D38×H120cm 20才

ボーノ
●材質 ： プリント化粧合板

高級感溢れる、モダンなデザイン。
ラグジュアリーなホテルの一室にいるような空間を演出します・・・

87ワードローブ

¥103,000（税込¥111,240）
W87×D57×H180cm 33才

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

・アルミフレーム
・右扉強化ガラス
・左扉ミラー

・ブラックガラス
・ミラー貼り
・アジャスター機能付き

ブラックガラス

オブジェを綺麗に演出する
ミラーを採用

面材にはブラック塗装ガラスを採用

国産品Made in Japan

国産品Made in Japan

中国製
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60下台（C）

¥31,500（税込¥34,020）
W60×D40×H71cm 6.3才

60下台（D）

¥50,000（税込¥54,000）
W60×D40×H71cm 6.3才

60下台（E）

¥38,400（税込¥41,472）
W60×D40×H71cm 6.3才

アソート
●材質 ： 上台（A）=プリント化粧合板・扉枠アルミ・ガラス
 上台（B）=プリント化粧合板・ブラック強化ガラス貼り
 下台=プリント化粧合板・ブラック強化ガラス貼り

自由な組合わせ。高さもオーダーができるリビング収納シリーズ。
あなただけのカスタマイズでどんな空間にもマッチします。

※チェアは参考画像です

バカラ
●材質 ： 扉＝アルミ材強化ガラス
 側面＝コート紙

2色対応

棚ガラスは、手前と奥の二重構造!「魅せる」を意識したアイディア商品

ブラックの細枠の
アルミフレームを採用

棚ガラスは、ズレ防止のためのL型式棚ビス採用

国産品Made in Japan

国産品Made in Japan

80カップボード

¥91,400（税込¥98,712）
W78×D41×H180cm 21.5才

80上置

¥37,000（税込¥39,960）
W78×D40×H40cm 5才

LEDダウンライトはオプションです

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

ブラウン ホワイト

高
さ 

1
8
0
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天井高222～242cm（オーダー対応）

天井の高さに合わせ、高さオーダーできます。（40cm～60cmの範囲で製作致します）
高さは、天井と上置きの隙間が約2cmにな
るようにすることで地震の際に本製品の倒
れ防止になります。
（2cmの隙間は設置の際に必要なクリアラ
ンスとなります）

80上置オーダー
H40～45（総高220～225）cm ¥46,800（税込¥50,544）
H45～50（総高225～230）cm ¥51,700（税込¥55,836）
H50～55（総高230～235）cm ¥55,000（税込¥59,400）
H55～60（総高235～240）cm ¥57,400（税込¥61,992）

上置は高さオーダーできます

上台2種類、下台3種類で組み合わせてお選びください。
上置追加で転倒防止と収納アップ。天井高202～242cmまでオーダー対応しております。高さ
は、天井と上置のの隙間が約2cmにすることで地震の際に本製品の転倒防止になります。
（2cmの隙間は設置の際に必要なクリアランスとなります）

60上置オーダー
H40～45（総高220～225）cm ¥41,000（税込¥44,280）
H45～50（総高225～230）cm ¥46,700（税込¥50,436）
H50～55（総高230～235）cm ¥50,000（税込¥54,000）
H55～60（総高235～240）cm ¥53,400（税込¥57,672）

60上置
W60×D32×H40cm 2.8才 ¥35,000（税込¥37,800）

60上台（A）

¥56,700（税込¥61,236）
W60×D40×H109cm 9.7才

60上台（B）

¥40,000（税込¥43,200）
W60×D40×H109cm 9.7才

上台Bの扉は、モノを取り出しやすい
フラップアップ仕様

表面材は、ブラック強化ガラス貼り
引出しは全てフルオープンレール

上台には、LEDライト標準装備
Aの扉部分は、アルミ材使用

※上置オーダーの納期は受注後約30～40日となります。
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リキッド
●材質 ： 扉=強化ガラス
 WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 NA=ウレタン塗装 シート貼り ナチュラル木目
 BR=ウレタン塗装 シート貼り ブラウン木目

LEDライト3タイプ

2サイズ対応3色対応

お好みのコレクション本体、LEDで自慢のMY ROOMを演出します

選べるLEDライト3タイプ（全部付けも可能です）

棚ガラスへ取り付けて、ガラスの中を通り抜けるイメージで
LEDライト レーザービームのようにブルーライトが点灯します。

①製品を目立たせたい方の為の
　LEDライト

②収納した自慢のコレクションを
　目立たせたい方の為のLEDライト

③お部屋に優しく優雅に魅せたい方の為のLEDライト

台輪部分に鍵付きで、安心・安全

・ガラス棚3枚（Lタイプ）/
  4枚（Hタイプ）標準装備

中国製

64コレクションボードL

¥52,000（税込¥56,700）
W64×D33×H129cm 11才

64コレクションボードH

¥61,300（税込¥66,204）
W64×D33×H160cm 14才

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥13,600（税込¥14,688）
0.1才（H）

¥10,300（税込¥11,124）
0.1才（L）

ホワイトLED
ダウンライト縦型
本体側面取付けタイプ

オプション販売

本体内部の天井へ取り付けて、
穏やかなLEDライトで
優しく照らします。

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才天井取り付けタイプ

丸型LEDダウンライト
オプション販売

ホワイト

ブラウン

ナチュラル

本体内部の両側面へ取り付けて、白色のLEDライトで
自慢のコレクションを引き立てます。

¥11,800（税込¥12,744）
0.24才（H）4本組

¥8,500（税込¥9,180）
0.24才（L）3本組

棚ガラス取付タイプ

ブル－LED
ダウンライト横型

オプション販売

ライト1本からでも承ります（別注見積り）

フェラード
●材質 ： WH=鏡面仕上げ
 BR=木目シート

2色対応

大切なマイ・コレクションを美しく飾る。
ワイド収納、幅65cm高さ200cmで2色より選べるコレクションケースです。

ホワイト ブラウン

・オプションのLEDライトは、上台下台の天井へ
 取り付けが可能です。

中国製

65コレクションボード

¥81,900（税込¥88,452）
W65×D38×H200cm 21才

収納した大事なコレクションが邪魔
にならないように、目立ちにくいつ
まみタイプです。

棚ガラスは、ズレ防止のためのL型
式棚ビス採用

高
さ
200
cm
の
圧
倒
的
な
ボ
リ
ュ
ー
ム

上
台
と
下
台
の
重
ね
タ
イ
プ

LEDダウンライトはオプションです

¥3,600（税込¥3,888）

追加オーダー
棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
LEDダウンライト
オプション販売

62コレクションボード

¥63,000（税込¥68,040）
W62×D30×H180cm 14.5才

中国製

LEDダウンライトはオプションです

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

ロング
●材質 ： WH=コーティング紙 ホワイト木目

NA=コーティング紙 ナチュラル
BR=コーティング紙 ブラウン

            扉=強化ガラス

3色対応

大切なマイ・コレクションを美しく飾る
ワイド収納高さ180cmで3色より選べるコレクションケースです

・ガラス棚6枚標準装備
・オプション対応にて、
 ガラス棚追加/LEDダウンライト取付が可能です

LEDライト点灯イメージ

ガラス棚はオプションにて追加も可能

ホワイト ナチュラル ブラウン ¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売
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中国製

中国製

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥7,920（税込¥8,553）
0.1才

追加オーダー
ブルーLEDライト

ビーム
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 NA=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ナチュラル
 扉=強化ガラス

70コレクションボード（H）

¥82,100（税込¥88,668）
W70×D40×H155cm 18.3才

棚ガラスブルーLEDライト付

70コレクションボード（L）

¥75,000（税込¥81,000）
W70×D40×H130cm 15.4才

棚ガラスブルーLEDライト付

大切なマイ・コレクションを優雅に美しく演出
刺激的なＬＥＤブルー光線でお部屋をカッコよく決めます
お部屋のテイストにて選べる3サイズ、3カラー対応です!!
ライト付とライトなしと予算に応じて選ぶこともできます

ナチュラルブラウン

3サイズ対応3色対応

2サイズ対応2色対応

棚ガラスブルーLEDライト付 棚ガラスブルーLEDライト付 棚ガラスブルーLEDライト付

ホワイト

70コレクションボード（Ｌ）

¥53,700（税込¥57,996）
W70×D32×H75cm 8才（2個口）

70コレクションボード（Ｍ）

¥65,100（税込¥70,308）
W70×D32×H115cm 12才（2個口）

70コレクションボード（Ｈ）

¥77,200（税込¥83,376）
W70×D32×H155cm 16才（2個口）70コレクションボード（Ｌ）

¥46,800（税込¥50,544）
W70×D32×H75cm 7才

70コレクションボード（Ｍ）

¥56,500（税込¥61,020）
W70×D32×H115cm 11才

70コレクションボード（Ｈ）

¥66,800（税込¥72,144）
W70×D32×H155cm 15才

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥7,920（税込¥8,553）
0.1才

追加オーダー
ブルーLEDライト

ジョイ
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 扉=強化ガラス

・H130＝ガラス棚3枚、 H155＝ガラス棚4枚標準装備
・天板及び台輪部分は湾曲したR加工仕上げ
・棚ガラス追加出来ます
・1枚当たり追加棚ガラス（ダボ付）
・追加LEDライト（1本）全サイズ共通
・5本以上追加LED用アダプター

棚ガラスブルーLEDライト付（ブルーライト）

ホワイト
ブラウン

70HOPスペース
W65×D29×H１46cm

70LOPスペース
W65×D29×H121cm

※ライト別梱包 ※ライト別梱包 ※ライト別梱包

大切なマイ・コレクションを優雅に美しく演出
刺激的なLEDブルー光線でお部屋をカッコよく決めます。
お部屋のテイストにて選べる2サイズ、2カラー対応です!!

地域オリジナル商品

スタバ
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げブラウン木目
 扉=強化ガラス

2色対応

奥行き46cm　自慢のマイ・コレクションをワイドに収納できます
オプションのLEDライトを購入すれば、より一層引き立てます

ブラウンホワイト

・Lタイプ：棚ガラス3枚/Hタイプ：棚ガラス4枚標準装備
・本体内部、背面ミラー張

中国製

70コレクションボード（L）

¥64,900（税込¥70,092）
W70×D46×H130cm 17.6才

70コレクションボード（H）

¥76,400（税込¥82,512）
W70×D46×H160cm 21.6才

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

1日10時間使用で
年間電気代約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代約100円

省エネ

奥行46㎝
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ハスラー
●材質 ： BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 扉=強化ガラス

2色対応

3サイズ対応

美しすぎるリビングボード!!
愛する我が自慢のコレクションをLED照明のギラ付くビームでカッコよく決める!!

LEDライト点灯イメージ

・ガラス棚/80=2枚（大）標準枚数
・ガラス棚/110=2枚（大）2枚（小）標準枚数
・ガラス棚/150=2枚（大）4枚（小）標準枚数

中国製

80コレクションボード

¥55,800（税込¥60,264）
W80×D25×H80cm 7.1才

110コレクションボード

¥74,300（税込¥80,244）
W110×D25×H80cm 9.7才

150コレクションボード

¥97,800（税込¥105,624）
W150×D25×H80cm 12.9才

¥2,880（税込¥3,110）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（小）

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才棚ガラス（大）

標準装備のLED照明付キュリオケースです
地球環境に優しいEco照明♪薄型25センチに特徴ありです

LEDライト標準装備

LEDライト標準装備

LEDライト標準装備

・鍵はスペア合わせて標準2個付です

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

中国製

70コレクションボードH127

¥69,600（税込¥75,168）
W70×D30×H127cm 11.6才

70コレクションボードH155

¥79,800（税込¥86,184）
W70×D30×H155cm 14.1才

中国製

60コーナーコレクションボード

¥75,100（税込¥81,108）
W59×D40×H150cm 16才

プレオ
●材質 ： ＢＲ=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
　　　　WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
            扉=強化ガラス
 

2色対応

地球環境に優しいＥco仕様
ＬＥＤライト標準装備

ブラウン

台輪部分に鍵付

ホワイト

1日8時間使用で
年間電気代
約500円

省エネ
1日8時間使用で
年間電気代
約500円

省エネ

プレオコーナータイプ
●材質 ： ＢＲ=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
　　　　WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
            扉=強化ガラス

2色対応

お部屋のデッドスペースを有効活用!!コーナータイプのコレクションボード
三方カガミ張り!大切なコレクションを360℃見渡せます
地球環境に優しいＥco仕様

台輪部分に鍵付

・鍵は、スペア合わせて標準2個付です
・棚ガラスは追加できません

ブラウンホワイト

1日8時間使用で
年間電気代
約500円

省エネ
1日8時間使用で
年間電気代
約500円

省エネ

LEDライト点灯イメージ

中国製

62コレクションボード

¥60,300（税込¥65,124）
W62×D30×H160cm 13.8才

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

クィーン

LEDダウンライト付

4色対応

WH色は光沢のある上品な仕上がり
BR色は木目の効いた質感のあるリビングボード
LEDダウンライト標準装備

・LEDライト付、天板下部分にスイッチ付
・棚ガラス4枚入り（追加オーダーできます）
・天板、台輪厚みがあり重厚感（ボリューム）のある
商品です
・棚ガラス追加オーダーできます（別売）

LEDダウンライト標準装備
（天板上部にスイッチあり）

●前板材質 ： WH・WH/ＢＲ・WH/ＢK=ウレタン塗装  鏡面仕上げ
　　　      　BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン 
                  扉=強化ガラス

ブラウン ホワイト/ブラウン ホワイト/ブラックホワイト

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

LEDライト点灯イメージ

標準装備のLED照明の光量は、一
般のお部屋の明るい場所でも、本体
内部後方の側板左右のライトを点
灯すると存在感及び個性を出し、眩
しい位に明るく、大切に飾ったマイ・
コレクションを引き立てます

ブラウン
ホワイト
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¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

中国製

60コレクションボード

¥50,900（税込¥54,972）
W60×D30×H150cm 11.7才

90コレクションボード

¥75,700（税込¥81,756）
W90×D30×H150cm 17.4才

フォース
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 扉=強化ガラス

大切なマイ・コレクションを美しく飾る
2色2サイズより選べるコレクションケースです

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

2サイズ対応2色対応

・ガラス棚・60=4枚・90=大4枚/小4枚 標準装備
・オプション対応にて、ガラス棚追加/LED取付が可能です

ピカピカの鏡面　ホワイト高級感の木目　ブラウン LEDライト点灯イメージ

¥2,880（税込¥3,110）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（小）

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才棚ガラス（大）

ガラス棚はオプションにて追加可能 LEDダウンライトはオプションです

中国製

60コレクションボード

¥64,700（税込¥69,876）
W60×D30×H150cm 11.7才

90コレクションボード

¥99,900（税込¥107,892）
W90×D30×H150cm 17.4才

フォースⅡ
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 扉=強化ガラス

2サイズ対応2色対応

フォースのLEDライト付バージョンが
フォースⅡになります

ピカピカの鏡面　ホワイト高級感の木目　ブラウン

・ガラス棚・60=4枚・90=大4枚/小4枚・
　標準装備
・オプションにて、ガラス棚追加が可能です

ガラス棚はオプションにて追加可能

¥2,880（税込¥3,110）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（小）

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才棚ガラス（大）

LEDライト標準装備

90サイズは、ライト取付が2ヶ可能

ホワイト ブラウンレッド

スキニー
●材質 ： 扉=強化ガラス
 WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 シート貼り ブラウン木目
 RD=ウレタン塗装 半ツヤ出し仕上げ

2サイズ対応3色対応

大切なマイ・コレクションを美しく飾る

・ガラス棚 60=3枚 90=大3枚/小3枚 標準装備
・オプション対応にて、ガラス棚追加/LED取付が可

中国製

45コレクションボード

¥35,000（税込¥37,800）
W45×D25×H128cm 6.8才

90コレクションボード

¥52,300（税込¥56,484）
W90×D25×H128cm 12.8才

LEDダウンライトはオプションです

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（大）

¥2,880（税込¥3,110）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（小）

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
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ガラス棚2枚標準装備

中国製

75引戸コレクションボード

¥39,700（税込¥42,876）
W75×D29×H100cm 8才

シェイプ
●材質 ： MDF シート張り 強化ガラス

4色対応

引き戸タイプでスッキリ収納！！

ガラス棚を支える為の棚ビスは、ガ
ラスが滑り落ちないようにするため
にゴムワッシャーを付けております。
又、ガラス棚はオプションにて追加
も可能です。大事なマイ・コレクショ
ンが増える度にいつでも追加できま
す。

オプションで取付可能な「丸型LED
ライト」。天井部分に取り付け可能で
す。コレクションを違う雰囲気で光の
演出をすることができます。

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

脚高19ｃm

LEDダウンライトはオプションです

ミホーク

4色対応

自慢のコレクションを綺麗に飾って心ウキウキ♪
カラーもお好みによって選べる4カラー

棚板ガラスは使いやすい可動式です
また、取手もお洒落なデザインとなっております

・棚ガラスは追加オーダー可能

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

中国製

62コレクションボード

¥48,200（税込¥52,056）
W62×D30×H160cm 13.8才

●材質 ： BK=コーティング紙 ブラック木目
BR=コーティング紙 ブラウン
NA=コーティング紙 ナチュラル
WH=コーティング紙 ホワイト木目
扉=強化ガラス

ブラック ブラウン ナチュラル ホワイト

¥2,500（税込¥2,700）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

ダナー

2色対応

大切なマイ・コレクションを美しく飾る
背面ミラーとガラス棚で美しくディスプレイ、オプションのLEDライトで豪華さをアピールできます♪

ブラック
ホワイト

ポイント①
自慢のコレクションを「魅せる」ために、
手前と奥で高さを変えてアピール度アップ♪
ポイント②
自慢のコレクションの高さに合わせ、
約32mm間隔で棚の位置を調整可能♪

中国製

50コレクションボード

¥39,300（税込¥42,444）
W50×D30×H128cm 8.4才

●材質 ： BK=コーティング紙 ブラック木目
 WH=コーティング紙 ホワイト木目
 扉=強化ガラス

LEDダウンライトはオプションです

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

LEDライト点灯イメージ

棚は、段違い以外でも、フラッ
ト（平面）での使用もできます。

棚板を固定するビスは、移動
可能な差込式です。L字のフッ
ク付で棚のズレ防止や地震対
策としても有効です。

棚ガラスは手前と奥の2重構造! 
「魅せる」を意識したアイディア商品

ブラウン / 柾目木目調 ナチュラル /アルダー木目調

ブラック /ヘアーライン木目 ホワイト/ヘアーライン木目
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ガラス棚はオプションにて追加も可能

60コレクションボード

¥58,900（税込¥63,612）
W60×D30×H150cm 11.7才

中国製

・表面材には、お手入れラクラクなポリウレタン
 塗装を使用していますので汚れも落ちやすく
 “サッ”とふき取れます
・棚ガラス追加可能です！！（別売り/1枚ダボ1組）

ティアラ

2色対応

●前板材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
　　　　　　BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
                  扉=強化ガラス

LEDダウンライト標準装備

LEDダウンライト付

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

LEDライト点灯イメージ

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス LEDダウンライト標準装備

（天板上部にスイッチあり）

地域オリジナル商品

キュート

4色対応 2サイズ対応

大切なマイ・コレクションを美しく飾る
2サイズ選べるコレクションケースです

ホワイト

ブラック ブラウンナチュラル

・ガラス棚 60サイズ/3枚標準装備
 90サイズ/大2枚・小2枚

中国製

60コレクションボード（H）

¥39,300（税込¥42,444）
W60×D35×H128cm 10才

90コレクションボード（L）

¥39,300（税込¥42,444）
W90×D35×H86cm 10才

中国製ライフ

3色対応 卓上タイプ

大事なマイ・コレクションを魅せる卓上式コレクションボード

・LEDダウンライト（別売）
・棚ガラス2枚入り（追加オーダーできます）
・天板、台輪厚みがあり重厚感（ボリューム）のある商品です
・ホワイト・ブラウン・ナチュラルの3種類よりお選びください

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

ホワイト

ブラウン

ナチュラル

棚ガラス追加可能です

60コレクションボード（L）

¥22,100（税込¥23,868）
W60×D18×H40cm 1.6才

60OPスペース
W56×D12×H32cm

40コレクションボード（H）

¥22,100（税込¥23,868）
W40×D18×H60cm 1.6才

40OPスペース
W36×D12×H52cm

追加オーダー

¥2,880（税込¥3,110）
W36×D11cm 0.1才

40サイズ棚ガラス

¥2,880（税込¥3,110）
W58×D11cm 0.1才

60サイズ棚ガラス

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

LEDダウンライトはオプションです

●材質 ： NA=コーティング紙 ナチュラル
WH=コーティング紙 ホワイト木目
BK=コーティング紙 ブラック木目
BR=コーティング紙 ブラウン
扉=強化ガラス

●材質 ： NA=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ナチュラル
BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
扉=強化ガラス

¥2,880（税込¥3,110）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（小）

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才棚ガラス（大）

ホワイト ブラウン

本体の台輪部分を前方へ出すことにより、
商品の安定感及びデザイン性アップ

ツマミ易いアルミ材の取手

リブ
●材質 ： MDF強化シート貼り

3色対応

カフェにありそうなケーキやパンのショーケースをミニサイズに・・・
ちょっとオシャレなコレクションを個性的に飾れる
コンパクトなショーケースです。

※棚の位置の変更は出来ません。

中国製

60ミニショーケース

¥22,100（税込¥23,868）
W60×D28×H46cm 3.5才

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

背面 側面 飾る物をキレイにみせる為に取っ手
をつけずガラス穴を採用。

天板からも中が見えるガラス仕上げ 底板の裏側はキズがつきにくいフェルト仕上げ
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ガードナー
●材質 ： MDFウォールナット強化シート
 格子部分透明ガラス

オープン上部MOISS貼り 2口コンセント付（レンジタイプ） ダンバー機能付丁番 フルスライドレール セルフクローズレール 耐震ダボ

日本の匠 格子の和風タイプのウォールナット強化シートを使った食器棚シリーズ

・引出し白垣板 ・引出し上2段セルフクローズレール（引出しタイプのみ）・引出しフルスライドレール

・透明ガラス使用（前面・棚ガラスは強化です）
・標準棚ガラス枚数
 100サイズ＝大2枚/小2枚、130サイズ＝大2枚/小4枚
・取手は、ブロンズの亜鉛取手
・引出しレールは、フルスライドレール使用
・LEDダウンライト取付は
 100飾棚/2ヶ、130飾棚/3ヶ可能（オプション）

120上置

¥41,200（税込¥44,496）
W116×D44×H35cm 6.7才

120ダイニングボード（引戸）

¥139,200（税込¥150,336）
W117×D45×H179cm 35才

100飾棚

¥84,000（税込¥90,720）
W100×D35×H89cm 12.9才

130飾棚

¥105,000（税込¥113,400）
W129×D35×H89cm 16.8才

60上置

¥30,000（税込¥32,400）
W59×D44×H35cm 3.4才

60レンジボード

¥57,500（税込¥62,100）
W60×D45×H179cm 18才

120上置

¥41,200（税込¥44,496）
W116×D44×H35cm 6.7才

120ダイニングボード（引出し）

¥150,700（税込¥162,756）
W117×D45×H179cm 35才

120レンジ用上置

¥47,400（税込¥51,192）
W116×D52×H35cm 7.9才

120レンジボード

¥152,800（税込¥165,024）
W117×D53×H179cm 41才

上置は
別売り
です

クラーク
●材質 ： MDFウォールナット強化シート

愛着のディスプレイコレクションを優雅に演出

愛着のディスプレイコレクションを優雅に演出

1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

¥9,990（税込¥10,789）
0.1才LEDダウンライト

オプション販売

国産品Made in Japan

中国製

中国製

¥3,600（税込¥3,888）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス（大）

0.1才棚ガラス（小）
¥2,880（税込¥3,110）

・透明ガラス使用（前面・棚ガラスは強化です）
・標準棚ガラス枚数　L＝3枚、H＝4枚
・取手は、ブロンズの亜鉛取手
・引出しレールは、フルスライドレール使用
・全面ガラス
・飛散フィルム加工
・ガラス扉は鍵付

72飾棚（H）

¥94,500（税込¥102,060）
W72×D35×H170cm 18才

72飾棚（L）

¥82,300（税込¥88,884）
W72×D35×H139cm 15才

ブレス
●材質 ： MDFシート貼
 BR＝ウォールナット強化紙
 WH＝柾目コート紙 1日10時間使用で

年間電気代
約100円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約100円

省エネ

2色対応

ホワイトブラウン

¥5,000（税込¥5,400）
0.1才

追加オーダー
棚ガラス

飛散防止フォルム 鍵付

ガラス飛散フィルム加工

LEDライト点灯イメージ

LEDライト点灯イメージ

ガラス飛散フィルム加工 ガラス扉　鍵付

中国製ガードナー
●材質 ： MDFウォールナット強化シート

引出しフルスライドレール

フルスライドレール

2サイズ対応

天然木に見間違える程のやさしいぬくもりを感じさせるローボード
落ち着きあるシンプルで使い勝手の良い機能と美しさをプラスした仕上がりです
また、手で触った感触も天然木の風合いです

スムーズ引戸扉を開けると可動式棚板が
入ってます

引出しは、奥の物まで取り出し易い
フルスライドレールを使用しています

・デッキ収納部分の扉は引戸式で開閉スムーズ
 ガラス付

120TVボード

¥60,600（税込¥65,448）
W122×D44×H45cm 10.5才

180TVボード

¥88,800（税込¥95,904）
W180×D44×H45cm 15.3才

LEDダウンライトはオプションです

LEDダウンライトはオプションです

フルスライドレール

フルスライドレール

セルフクローズレール

セルフクローズレール

扉（ダンパー機能付丁番）

120OPスペース
W60×D39×H15cm

180OPスペース
W60×D39×H15cm

フルスライドレール

60OPスペース
上：W56×D41×H46cm
下：W56×D41×H50cm

120OPスペース
上：W55×D45×H47cm
下：W55×D45×H42cm
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ブログ
●材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト
 BR=PVC 木目調半ツヤ ブラウン
 強化ガラス（WH=スリ調/BR=スモーク）

MOISSダストBOX2個標準装備ダンバー機能付丁番 耐震ダボ

フルスライドレール アルミレールセルフクローズレール 奥深

ダストBOX標準装備でスッキリ収納

ブラウン

圧倒的な大容量。キッチンをスッキリと。 ダストボックスを標準装備。
しかも嬉しい 2個付。

驚きの収納力でキッチンがスッキリ片付く。
毎日のお料理をもっと楽しく、もっと効果的に。

2色対応

・オープン部上部モイス貼り
・オープン上部アルミレール
・耐震ダボ
・引出し白垣板
・引出し上2段セルフクローズレール

・引出し下2段フルスライドレール
・硬質メラミンカウンター板
・PVCハイグロスカウンター板（30mm厚）
・オープン部背面壁板（アルミ調）

国産品Made in Japan

ヴェネゼ
●材質 ： BK木目＝PVC 木目調 ハイグロス ブラック
 WH＝PVC ハイグロス ホワイト

2口コンセント耐震ダボ 耐震ラッチ

MOISS フルスライドレール

抗カビ、消臭、調湿機能のある素材「モイス」を
オープン部分の上台天面にて使用しています。
引出部分は、フルスライドレールです。奥の物が取出し易いです。
お部屋のテイストにて選べる2カラー対応です!!

ブラック木目

国産品Made in Japan

2色対応

160オープンボード

¥179,400（税込¥193,752）
W160×D48×H208cm 59才（2個口）

全面ホワイトガラス

強化ガラス

カ
ウ
ン
タ
ー
高 

1
0
0
㎝

奥の物まで出し入れ出来るフルス
ライドオープンレールを全段に採
用しています。
シャンパンゴールドの取っ手も高
級感ある仕上がりとなっておりま
す。

アルミレールを使用して垂れ下が
りを防止すると共に高級感あるデ
ザイン。
シャンパンゴールドのインパクト！

ディーン
●材質 ： WH木目＝PVC 木目調 ハイグロス ホワイト
 BR木目＝PVC 木目調 ハイグロス ブラウン

2口コンセント耐震ダボ 耐震ラッチ

MOISS フルスライドレール

ハイカウンターで使いやすく
格子状のガラスでおしゃれに収納力抜群で家電も収納できます

ホワイト木目

ブラウン木目

国産品Made in Japan

2色対応

120オープンボード

¥105,000（税込¥113,400）
W117×D48×H202cm 41才（2個口）

MOISS

フルスライドレール

フルスライドレール

サイレント丁番

棚板（可動式）

フルスライドレール

棚板（可動式）

2口コンセント

フルスライドレール

格子状のガラスなので中が見え
にくくデザインもスッキリとした
感じになります

硬質メラミンを採用しております
ので、傷や熱にも強い仕上がりで
す。

引出し全段にフルスライドレール
を採用して、奥の物まで取りやすく
なっております。

下台の扉はダンパー付の丁番を
採用しておりますので、扉を閉め
る際には静かにしまりますので音
の軽減に役立ちます

120カウンター

¥102,900（税込¥111,132）
W117×D47×H100cm 21才

160カウンター

¥120,800（税込¥130,464）
W160×D47×H100cm 28.5才

120オープンボード

¥158,000（税込¥170,640）
W117×D47×H208cm 41.7才

120OPスペース
上：W112×D46×H48cm
下：W52×D43×H29cm

160オープンボード

¥202,100（税込¥218,268）
W160×D47×H208cm 57才

160OPスペース
上：W112×D46×H48cm
下：W52×D43×H29cm

ホワイト

扉タイプ 引出しタイプ 
（ダストBOX入） 扉タイプ 引出しタイプ 

（ダストBOX入）

ホワイト
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国産品Made in Japanマーセル
●材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト
 BR=PVC 木目調半ツヤ ブラウン

2口コンセント付 MOISS

耐震ダボ フルスライドレール

2色対応

100オープンボード

¥88,700（税込¥95,796）
W100×D48×H200cm 35.6才（2個口）

120オープンボード

¥95,600（税込¥103,248）
W117×D48×H200cm 41.6才（2個口）

140オープンボード

¥110,300（税込¥119,124）
W140×D48×H200cm 49.7才（2個口）

ホワイト

ブラウン

フルスライドレール

フルスライドレール開扉

フルスライドレール

スライド棚

充実装備でコストパフォーマンス最高！！

国産品Made in JapanNラウール
●材質 ： BR=PVC 木目調ハイグロス ブラウン
 WH=PVC 木目調ハイグロス ゼブラホワイト
 NA=PVC 木目調ハイグロス ナチュラル木目

MOISS

2口コンセント付 耐震ダボ

セルフクローズレール フルスライドレール

奥深

3色対応

・引出し白垣板
・引出し上段セルフクローズレール（ハーフレー社製）
 他引出しは全段フルスライドレール
・引出し取手は、風化しにくいアルミ取手使用
・硬質メラミンカウンター板
・上台部2口コンセント付

60ダイニングボード

¥80,900（税込¥87,372）
W59×D48×H195cm 20.4才

120オープンボード

¥113,400（税込¥122,472）
W117×D48×H195cm 41才

160オープンボード

¥147,000（税込¥158,760）
W158×D48×H195cm 54.8才

120OPスペース
上：W112×D46×H52cm
下：W55×D43×H36cm

160OPスペース
上：W153×D46×H52cm
下：W75×D43×H36cm

奥行きが48cmありますのでスチームオーブンを使用できます
注意!完全に蒸気を吸い取る物ではありません
　　 スライド棚をご使用の際は必ず引き出してご使用下さい
注意!完全に蒸気を吸い取る物ではありません
　　 スライド棚をご使用の際は必ず引き出してご使用下さい

ナチュラル

ホワイト

カ
ウ
ン
タ
ー
高 

8
3
㎝

ブラウン

フルスライドレール

フルスライドレール

セルフクローズレール

抗カビ、消臭、調湿機能のある素材「モイス」をオープン部分の
上台天面に使用してます。

ホワイト イエロー ブラウン

レッド

方角状のガラスを使用し中
身の物が見え過ぎないデザ
インガラスを使用。

上扉には安心の地震対策
の耐震ラッチを使用！

60ダイニングボード

¥64,800（税込¥69,984）
W60×D48×H180cm 19才

70オープンボード

¥71,400（税込¥77,112）
W70×D48×H180cm 23才

90オープンボード

¥80,500（税込¥86,940）
W90×D48×H180cm 29才

プール
●材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト
 YE=PVC ハイグロス イエロー
 BR=PVC 木目調ハイグロス ブラウン
 RD=PVC ハイグロス レッド

2口コンセント付 耐震ダボ

フルスライドレール付 MOISS 奥深

3サイズ対応4色対応

奥の物まで出し入れし易いフルスライドレール引出しで
スイスイ楽々♪♪オープン部の上台カウンタートップは
メラミンポストフォーム使用で耐熱、傷、汚れに強い素材を使用してます。

国産品Made in Japan

奥の物まで出し入れ出来
るフルスライドレールを
全段に採用しています。

一番上にはスライド棚が付いてい
るので、普段は収納して使う時に
引き出して臨時の棚として使用で
きます。狭い場所では使い勝手バ
ツグンです。

上
下
分
割
出
来
ま
す
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ダラス
●材質 ： BK=PVC 木目調ハイグロス ブラック
 WH=PVC 木目調ハイグロス ゼブラ ホワイト

ブラック ホワイト

アルミレールを使用して垂れ下が
りを防止すると共に高級感あるデ
ザイン。
シャンパンゴールドのインパクト！

国産品Made in Japan

60ダイニングボード

¥66,000（税込¥71,280）
W60×D47×H184cm 18.6才

92オープンボード

¥75,000（税込¥81,000）
W92×D47×H184cm 28.6才

2口コンセント付 耐震ダボ 耐震ラッチ

フルスライドレール付 MOISS

2サイズ対応2色対応

抗カビ、消臭、調湿機能のある素材「モイス」をオープン部分の
上台天面に使用してます。引出し部分は、フルスライドレールです。

※重ねタイプではありません

ベローナ
●材質 ： BR＝PVC 木目調半ツヤ ブラウン
 WH＝PVC ハイグロス ホワイト
            BK＝PVC 木目調ハイグロス ブラック
 NA＝PVC 木目調ハイグロス ナチュラル木目
 ガラス（BR・BK=スモーク/WH・NA=スリ調）

耐震ラッチ 耐震ダボMOISS

フルスライドレール

4色対応

4色より選べる高さ1830mmの食器棚です 

※重ねタイプではありません

ホワイトゼブラホワイト ナチュラルブラック ブラウン

国産品Made in Japan

90オープンボード

¥67,800（税込¥73,224）
W90×D45×H183cm 27.5才

・引出し1段目・2段目はシングルレール
・深引き及びスライドテーブルはフルスライドレール
・扉内は棚板2枚標準装備
・引出しは出っ張りのないアルミ取手

シングルレール

シングルレール

フルスライドレール

カ
ウ
ン
タ
ー
高 

8
1
.
5
㎝

90OPスペース
上：W85×D46×H48cm
下：W42×D43×H39cm

ピュア
●材質 ： ゼブラWH＝PVC 木目調ハイグロス ゼブラホワイト
 BK木目＝PVC 木目調ハイグロス ブラック木目
            WH＝PVC ハイグロス ホワイト
 BR ＝PVC 木目調半ツヤ ブラウン
 NA木目＝PVC 木目調ハイグロス ナチュラル木目

耐震ダボ 2口コンセントMOISS

フルスライドレール

5色対応

お部屋に合わせてカラーリング5色から選べます 国産品Made in Japan

90オープンボード

¥66,000（税込¥71,280）
W90×D45×H183cm 27.5才

引出し全段にフルスライドレール
を採用して、奥の物まで取りやすく
なっております。

硬質メラミンを採用しております
ので、傷や熱にも強い仕上がりで
す。

シングルレール

シングルレール

フルスライドレール

ブラウン ホワイト ブラック ナチュラル
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中国製アバン
●材質 ： 天板＝ガラス・ホワイトアッシュ・ウォールナット・メープル

105コーヒーテーブル

¥45,000（税込¥48,600）
W105×D57×H39cm 3才

90カフェテーブル

¥46,000（税込¥49,680）
W90×D90×H74cm 4.5才（2個口）

ランダムに板を並べた個性光る天板デザイン。板をランダムに並べることで
より自然の風合いを感じられ、お部屋のアクセントになるテーブルです。

※天板の仕上げは、一つ一つ手作りの為、
　サイズ・形や色合いに若干個体差がございます

※チェアは参考画像です

※重ねタイプではありません

※重ねタイプではありません

92ダイニング収納庫

¥53,600（税込¥57,888）
W92×D42×H183cm 26.2才

92レンジボード

¥61,300（税込¥66,204）
W92×D45×H183cm 28才

国産品Made in Japanスリープ
●材質 ： クリーンイーゴスシート

・L字フック付・ズレ防止棚ビス採用
・移動棚8枚・固定棚1枚の棚9枚入り

大扉部分はスライド式！！開閉には場所をとりません
上から下までギッシリワイドに収納できるダイニング収納庫
お部屋の雰囲気に合わせ選べるカラー2色を用意しました♪♪

2色対応

扉は片手でスイスイ♪
開閉に邪魔にならな
い引戸タイプ
食器類を豊富に収納
できるように棚板の枚
数も多く装備

アルミ製ハンドル 耐震ダボ

ナチュラルブラウン

国産品Made in Japanフラット
●材質 ： クリーンイーゴスシート

生活の必需品のコンパクトなレンジ、炊飯器、ポットなど家電を
コレ一台で収納 また、大扉部分はスライド式！！開閉には場所をとりません
上から下までギッシリワイドに収納できます
お部屋の雰囲気に合わせ選べるカラー3色を用意しました♪♪

3色対応

扉は片手でスイスイ♪
開閉に邪魔にならない
引戸タイプ
食器類を豊富に収納で
きるように棚板の枚数
も多く装備
家電収納に適したスラ
イドテーブル2段
引出しは大きい物を入
れることが可能な大引
出しを完備しています

アルミ製ハンドル

2口コンセント付 フルスライドレール

耐震ダボ

ナチュラルホワイト ブラウン

フルスライドレール

92OPスペース
上：W49×D37×H36～48cm
下：W49×D37×H39cm
上2段固定棚：D49×D37×H12cm スリープと並べて使用可！

フラットと並べて使用可！

スッキリとしたシンプルなブラッ
ク色の脚が天板の風合いを引き
立てます

天板は木目の美しい天然木が上質
で温かみある空間を演出します。
ひとつひとつ違う味のある表情で
世界にひとつだけの風合いを楽し
めます。

136ダイニングテーブル

¥62,500（税込¥67,500）
W136×D80×H72cm 6.7才

160ダイニングテーブル

¥70,000（税込¥75,600）
W160×D85×H72cm 7.5才

天板のトップはガラスを採用。
汚れてもサッと一拭きできれいに
なるのでいつまでも清潔にきれ
いにお使い頂けます。
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同じもので揃えて

見た目スッキリ、たっぷり収納！

A ： 引出 A ： 引出 A ： 引出

+

180天板

大切なのは使いやすさ。

自分好みにカスタマイズ！

D ： 深引出 A ： 引出 B： スライド

+

180天板

両サイドの収納と天板で

カウンターデスクに早変わり！

C ： 開き戸 A ： 引出

+

180天板

例えば、、、こんな組合せ 共通サイズ :  W 1 7 5×D 4 8×H 8 9 c m

180カウンター天板

¥15,000（税込¥16,200）
W175×D48×H3cm 1.3才

A.引出しタイプ

¥35,000（税込¥37,800）
W59×D46×H86cm 9.6才

B.スライドタイプ

¥28,000（税込¥30,240）
W59×D46×H86cm 9.6才

C.開き戸タイプ

¥29,300（税込¥31,644）
W59×D46×H86cm 9.6才

D.深引出タイプ

¥35,000（税込¥37,800）
W59×D46×H86cm 9.6才

レセット
●材質 ： メラミン材・ハイグロスシート
 引手＝アルミ材
　　　　ホワイト/ブラウン（木目調鏡面）
・カウンター天板は硬質メラミン、引き手部分は風化しにくいアルミ材使用。
・引出しは、全て奥の物まで取出し易いフルスライドレールを使用。
・深引出しにはダストボックス収納可能。
・表面材はシステムキッチン等で使用されているハイグロスシートを使用。
・本体は、傷・汚れ・水分・火気に強いメラミン材を使用。
・コンセントは1500Wの2口タイプ使用。

30通りの180カウンター
お部屋のサイズやライフスタイルに合わせて、
組み合わせ可能なユニット型カウンターです。

2色対応

国産品Made in Japan

70レンジボード

¥44,400（税込¥47,952）
W70×D48×H97cm 12才

85カウンター

¥54,900（税込¥59,292）
W85×D48×H97cm 14.7才

105カウンター

¥65,100（税込¥70,308）
W105×D48×H97cm 18.1才

130カウンター

¥82,500（税込¥89,100）
W130×D48×H97cm 22.4才

背面化粧仕上げ
お部屋の間仕切り
としても活躍！

天板部分は硬質なメラミン化粧合板使用！！

ホワイト

スライドテーブル上に便利な
1500W

2口コンセント付

70OPスペース
W66×D43×H37cm

85OPスペース
W51×D43×H37cm

105OPスペース
W66×D43×H37cm

130OPスペース
W66×D43×H37cm

ロゼ
●材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト
 BR＝PVC 木目調半ツヤ ブラウン
 SV＝PVC 木目調ハイグロス シルバー
            スリ調ガラス

・ミストガラス
・扉内は棚板2枚標準装備
・引出しは出っ張りのないアルミ取手
・硬質メラミンカウンター板
・1500W2口コンセント付
・引出し及びスライドテーブルはフルスライドレール

奥行48cm！大型レンジも対応！H97cmの使い易い腰高カウンター
バリエーション豊富で、お部屋の間取りや家具に合わせてセレクトできます

奥深 2口コンセント付 MOISSフルスライドレール

3色対応
シルバー

ブラウン

カ
ウ
ン
タ
ー
高 

9
7
㎝

フルスライドレール

フルスライドレール

¥10,200（税込¥11,016）
3才

ダストBOX（2個セット）
W23×D37×H44cm×1個

オプション販売

¥120,000（税込¥129,600）
W175×D48×H89cm

¥113,000（税込¥122,040）
W175×D48×H89cm

¥79,300（税込¥85,644）
W175×D48×H89cm

※Dタイプには別売りの
　ダストBOXが収納可能です。

中国製
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160サイズ 180サイズ

120サイズ100サイズ 140サイズ

ベータ
●材質 ： BK=PVC 木目調ハイグロス ブラック
 WH=PVC ハイグロス ホワイト
            強化ガラス（BK=スモーク/WH=スリ調）

2口コンセント付 フルスライドレール

耐震ダボ 本体・側面メラミン加工

奥深

各2色対応

天板を取り付けた時の高さは 90cm になります

ダンパー
機能付丁番

ダンパー機能付丁番

フルスライド
レール

フルスライド
レール

フルスライド
レール

背面化粧仕上げ

・引出し白垣板
・引出し全段フルスライドレール
・引出し取手は、風化しにくいアルミ取手使用
・硬質メラミンカウンター板（大理石調）
・2口コンセント付（1500W）
・棚板には耐震式ダボを使用

中国製

40開戸タイプ（左）

¥25,700（税込¥27,756）
W40×D47×H88cm 6.1才

40開戸タイプ（右）

¥25,700（税込¥27,756）
W40×D47×H88cm 6.1才

40オープンタイプ

¥23,200（税込¥25,056）
W40×D47×H88cm 6.1才

60オープンタイプ

¥26,800（税込¥28,944）
W60×D47×H88cm 9.2才

60引出しタイプ

¥35,200（税込¥38,016）
W60×D47×H88cm 9.2才

80サイズ天板

¥8,900（税込¥9,612）
W81×D48×H2.5cm 0.4才

100サイズ天板

¥9,500（税込¥10,260）
W101×D48×H2.5cm 0.5才

120サイズ天板

¥10,400（税込¥11,232）
W121×D48×H2.5cm 0.6才

160サイズ天板

¥13,700（税込¥14,796）
W161×D48×H2.5cm 0.8才

240サイズ天板

¥23,200（税込¥25,056）
W241×D48×H2.5cm 1才

60引出し/開きタイプ

¥35,200（税込¥38,016）
W60×D47×H88cm 9.2才

60ペールタイプ

¥32,100（税込¥34,668）
W60×D47×H88cm 9.2才

80引出しタイプ

¥44,600（税込¥48,168）
W80×D47×H88cm 12.5才

¥10,700（税込¥11,556）
1.8才ダストBOX（2個入）

オプション販売

140サイズ天板

¥11,800（税込¥12,744）
W141×D48×H2.5cm 0.7才

サイズや種類豊かでお部屋のレイアウトに合わせて組み合わせ自由自在
左右の入れ替えはモチロンの事、清潔感あるホワイトとモダンなブラックとお部屋の雰囲気に合わせて組み合わせ♪
選べる嬉しさ♪100通り以上!!

圧倒的な大容量。キッチンをスッキリと。

驚きの収納力でキッチンが
スッキリ片付く。
毎日のお料理をもっと楽し
く、もっと効果的に。

※ペールタイプのダストボックスは別売です

天板も2色より
お選び頂けます

ホワイト天板

石目調天板

40OPスペース
W36×D44×H39cm

フルスライド
レール

いろいろ
組み合せ

いろいろ
組み合せ

ブラック

60OPスペース
W56×D44×H39cm

60サイズ天板

¥7,900（税込¥8,532）
W61×D48×H2.5cm 0.2才

180サイズ天板

¥16,100（税込¥17,388）
W181×D48×H2.5cm 0.9才

クリアⅡ
●材質 ： BR＝PVC 木目調半ツヤ ブラウン
 WH＝PVC ハイグロス ホワイト

2口コンセント付 耐震ダボ

フルスライドレール ダンバー機能付丁番

奥深

2色対応

電子レンジ等使い易い高さ設定のハイカウンタータイプ・カウンターの天板部は
硬質素材のメラミンポストフォームを使用したカウンター　

ホワイトブラウン

引出しは全段フルスライドレールを採用し奥の物まできちんと使い易くなっています。オープン上部にもスライド式テーブルを採用して
カウンター部の上も広々スペースでゆったりと使用できます
扉には静かに閉まるダンパー機能付丁番を採用しストレス無く開閉が出来ます。
本体にも水や汚れや熱に強いメラミンを採用してキッチン周での耐久性を実現しております

中国製

100カウンター

¥58,900（税込¥63,612）
W100×D48×H100cm 18.8才

130カウンター

¥66,000（税込¥71,280）
W130×D48×H100cm 20才

背面化粧仕上げ
お部屋の間仕切り
としても活躍！

出し入れが出来る
便利な作業台付

100OPスペース
W56×D44×H40cm

130OPスペース
W56×D44×H40cm

・硬質メラミンカウンター板

フルスライドレール

フルスライドレール

ダンパー機能付丁番

フルスライドレール

フルスライドレール

カ
ウ
ン
タ
ー
高
1
0
0
cm
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ミーズ
●材質 ： WH＝ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR＝ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン

120カウンター

¥95,000（税込¥102,600）

本体：W100×D45×H86cm
ラック：W120×D45×H86cm

17.5才

お部屋に合わせて自由調整
両面カウンターになります

背面にも、棚が付いていますので
間仕切りとしても使えます

ラックはキャスター付の可動式になりますので
お部屋の空間に合わせてご利用頂けます

ホワイト

ブラウン

フルスライドレール

ブラウン色の扉ガラスは、
スモークガラスになります

両面カウンターで
背面もラックを使える

長さを自由自在に
調整出来ます

差し込み可能
天板のばせます

2色対応

・背面化粧仕上げ、キャスター付
・取手部には高級感あるアルミ取手を採用しています
　また、ラック部には移動が楽チンキャスター付！！

中国製

フルスライドレール

フルスライドレール

フルスライドレール

エイプル
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン

2サイズ対応 両面タイプ2色対応

引出しは出し入れスムーズなフルスライドレール付♪
WH・BRの2色、90サイズ、120サイズの2種類よりお選びください
引戸タイプで場所をとらずに開閉できます

ブラウン

ホワイト

・引出しは、本体と同色の垣板
・引出しフルスライドレール付
・キャスター付（前側2ヶ所は、ストッパー付）
・取手は、風化しにくいアルミ材

中国製

90両面カウンター

¥62,700（税込¥67,716）
W90×D45×H86cm 12.9才

120両面カウンター

¥69,800（税込¥75,384）
W120×D45×H86cm 17.2才

フルスライドレール

フルスライドレール

フルスライドレール

フルスライドレール

最小幅120cm

最大幅195cm

ジャム
●材質 ： WH=PVC 木目調ハイグロス ナチュラル木目
 BR=PVC 木目調ハイグロス ブラウン

本体・側面メラミン加工 フルスライドレール

2色対応

キッチンまわりをまとめてスッキリ!大型レンジを置ける奥行
引出しは、開閉スムーズ全段フルスライドレール仕様

大引出しは2Lペットボトルが
収納出来ます
引出しはスライドレール＋
キャスター付で開閉が
スイスイ♪ラクラク♪

汚れに強いキッチンカウンター

中国製

90カウンター（OP）

¥52,500（税込¥56,700）
W90×D48×H87cm 15才

120カウンター（OP）

¥65,600（税込¥70,848）
W117×D48×H87cm 19才

90カウンター（引出し）

¥62,500（税込¥67,500）
W90×D48×H87cm 15才

120カウンター（引出し）

¥72,200（税込¥77,976）
W117×D48×H87cm 19才

・背面は間仕切りとしても使用出来る化粧仕上げ
・硬質メラミンカウンター板（30mm厚）

ホワイト ブラウン

120OPスペース
W35×D43×H32cm

90OPスペース
W35×D43×H32cm

カ
ウ
ン
タ
ー
高 

8
7
㎝

フルスライドレール

フルスライドレール

フルスライドレール

フルスライドレール
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バルブ
●材質 ： 天板：ＭＤＦ木目調強化シート

2色対応

木目の天板の風合いをブックラックの機能や天板と異なる色合いを
採用することでモダンなテイストの演出を実現します。

ブラック ホワイト

95カウンター

¥51,600（税込¥55,728）
W95×D43×H104cm 15.8才

115カウンター

¥55,000（税込¥59,400）
W115×D43×H104cm 19才

170カウンター

¥90,000（税込¥97,200）
W170×D43×H104cm 28.2才

国産品Made in Japan

国産品Made in Japan

スペース
●材質 ： WH＝PVC ハイグロス（ラメ入り） ホワイト
 BK＝PVC ハイグロス ブラック
 BR＝PVC 木目調半ツヤ ブラウン

・天板厚み35mm
・スチールクロームメッキ脚

・棚板は耐震型差込ダボ

120オープンカウンター

¥50,700（税込¥54,756）
W120×D45×H97cm 19.9才

100開きカウンター

¥53,100（税込¥57,348）
W99×D45×H97cm 16.5才

お部屋の一角がお洒落なバーに 裏側はたっぷり入る収納スペースです

使い易い腰高設計です

メッキ仕上げの
お洒落な脚置
パイプを採用

3色対応

ホワイト

ブラウンブラック

腰高設計になっていますので、日本人女性の平均身長162cmでとても使い易い高さとなっています
足をのせるパイプはメッキ仕上げになっていますので、高級感があり耐久性も良くなっています

100開きタイプ（3枚扉）
開き扉の中に可動式棚板が
1枚入っています

120オープンタイプ
中央棚板は固定です
上下の2枚は可動式と
なっています

120OPスペース
W88×D29×H89cm

100OPスペース
W94×D29×H31cm

ウェット
●材質 ： クリーンイーゴスシート

♪♪お家で小さなBAR感覚はいかが♪♪

ブラウン ブラック

国産品Made in Japan

120カウンター

¥49,700（税込¥53,676）
W120×D45×H96cm 19.2才

・スチールクロームメッキ脚

メッキ仕上げの
お洒落な脚置パイプを採用

下 2段の棚板は
可動式ですので
お好みの高さに
合わせて
使用できます

4色対応

ありそうでなかった「腰高のバーカウンターH96cm、奥行45cmサイズ」

腰高設計になっていますので、日本人女性の平均身長162cmでとても使い易い高さとなっています
足をのせるパイプはメッキ仕上げになっていますので高級感があり、耐久性も良くなっています

ホワイト ナチュラル

170サイズは前面にさりげなく傾斜をつけた事で
受付カウンターとしても使用可能です。
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ブラウン ホワイト

国産品Made in Japan

155MTVボード

¥94,500（税込¥102,060）
W155×D45×H150cm 39才

110リビングテーブル

¥45,000（税込¥48,600）
W110×D45×H38cm 8.3才（1個口）

ステルス
●表面材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト
 BR=PVC 木目調半ツヤ ブラウン

ベック
●材質 ：MDF 木目シート張り仕上げ
　　　　ガラス=強化ガラス
　　　　引出=奥の物まで取り出し易いフルオープンレール
　　　　脚=スチール粉体塗装仕上げ

LEDダウンライト

2色対応

TVボードにNewライトアップ機能！
お好きなコレクションを飾って…
LED照明で、気分に合わせてお部屋を明るくオシャレに演出できます♪
電気代がとっても節約できるLEDで
省エネなのが嬉しい！！！

スッキリとしたデザインの中にも高いデザイン性で
カジュアルな木目の風合いもあるNA色とBR色の
2色対応♪♪

シックで高級感の
あるダークブラウン

明るく清潔感
あふれるホワイト

・LEDライト付（2.4W）ON・OFFスイッチ付
・下台扉部分は引き戸タイプ
・デッキリモコンはスムーズ通過
・引出しフルスライドレール
　（引出し内装はシュプラーデ風のWH使用）
・TVをのせる部分は、硬質メラミンポストフォーム仕様

2色対応

・片側には引出しを取り付けています

1日10時間使用で
年間電気代
約400円

省エネ
1日10時間使用で
年間電気代
約400円

省エネ

TVスペース
W117×D43×H77cm

スローダウンステー

・引出しフルスライドレール
・ガラス扉部分のステーはスローダウンステー採用

フルスライドレール

フラップ扉を開けるとオーディオ収納スペースあり
低いながらも取り外し可能な棚板入りで最低でもデッキ収納4台可能です

便利な引出し収納庫
（150：1杯  180：2杯）

中国製

中国製

中国製

ロペス
●材質 ： BK=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ブラック
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 強化ガラス（BK・BR=スモーク/WH=スリ調）

2サイズ対応3色対応

ホワイト・ブラックは輝く鏡面仕上げ、ブラウンは綺麗な柾目の重厚感!!
高さ27センチのローボードで42インチ以上の大型TVへ最適サイズ
2サイズと3カラーより選べるデザイン性のあるお洒落なリビングボードです♪♪

150TVボード

¥62,000（税込¥66,960）
W148×D45×H27cm 8才

180TVボード

¥63,700（税込¥68,796）
W178×D45×H27cm 9.7才

画像の商品はホワイト150 サイズです 画像の商品はブラック180 サイズです

ブラック ブラウン ホワイト ブラウン

天板トップガラスより中の
物が飾って収納できる便
利な引出しです。レール付
きでラクラク出し入れ♪

140TVテーブル

¥59,000（税込¥63,720）
W141×D40×H38cm 9.3才（1個口）

42キャビネット

¥46,700（税込¥50,436）
W42×D40×H100cm 7.2才（1個口）

ラッシュ
●材質 ：WH色=MDF鏡面塗装仕上げ
　　　　BR色=MDF木目強化シート張り仕上げ
　　　　ガラス=強化ガラス
　　　　引出=奥の物まで取り出し易いフルオープンレール

美しい素材や色の構成がリビング空間
のアクセントとなり、生活する人の
感性を刺激します

2色対応

天板配線孔
TVボードを壁にピッタリつけ
てもTVやAV機器の配線を通
すことができます

引出しは、全体を手前まで引
き出すことができ、奥にしまっ
た物も簡単に取り出せます。

迫力あるリビングルームを演出するブラウン
明るくさわやかな印象を与えるホワイト

※42キャビネットは左右両方兼用です

ホワイトブラウン

ナチュラル

ブラウン
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1日8時間使用で
年間電気代
約210円

省エネ
1日8時間使用で
年間電気代
約210円

省エネ

中国製

スターダスト

・LEDライト付（ブルーライト）天板下部分にスイッチ付
・前板表面シルバーライン入
・デッキ収納部分クロームメッキパイプ付
・引出しは出し入れスムーズなスライドレール付
 （フルスライドレール使用）
・ホワイト、ブラックの2色よりお選びください
・LEDライト付でお部屋を明るく演出。

ホワイト、ブラックとも光沢の
ある上品な仕上がりで質感の
あるリビングボード

2色対応
棚ガラス5mm、LEDブルーライト付
（消費電力3.6W）

●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BK=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ブラック

フルスライドレール LEDライト付（ブルーライト）

115TVボード

¥69,500（税込¥75,060）
W115×D45×H48cm 11才

150TVボード

¥77,800（税込¥84,024）
W150×D45×H48cm 14才

ホワイト
ブラック

引出しは収納豊富な2杯付
出し入れし易いフルスライドレール付で
開閉スムーズ♪
AV機器が2台両端のスペースにはWiiや
電源タップ、ルーターが入るフリースペー
スを確保してます
上台の両端の扉部分も、DVDや雑誌など
入るワイド収納なキャビネットタイプ

プロット
●材質 ： PVC真空貼り

耐震ダボ フルスライドレール

モダンリビング
クールなブラックとホワイトの2色よりお選びいただけます。
表面は鏡面仕上げで木目が入っており高級感ある仕上がりとなっております。
ブラックガラスで部屋を引き締めるモダンな仕上がりです。
（デッキは引き出し部の上の方に2台収納可能です）

カウンター部には前板と同じ
ハイグロスを採用しており
一体感ある仕上がりになって
おります

・可動式棚板・8mm強化ガラス

170TVボード

¥95,200（税込¥102,816）
W170×D45×H150cm 42.5才（2個口）

ゼロゴー
●表面材質 ： WH=PVC 木目調ハイグロス ゼブラホワイト
 BR=PVC 木目調ハイグロス ブラック
 NA=PVC 木目調ハイグロス ナチュラル木目
 BR=PVC 木目調ハイグロス ブラウン

フルスライドレール

4色対応

2色対応

圧倒されるワイドな存在感♪ 国産品Made in Japan

国産品Made in Japan

・下台扉部分は引出しタイプ
・デッキリモコンはスムーズ通過
・引出しフルスライドレール（引出し内装は高級感のある白垣板使用）
・TVをのせる部分は、硬質メラミンポストフォームを使用
・上台オープン部上部に8mm厚の生ガラス棚付

ブラック木目 ゼブラホワイト

スローダウンステー

チャプター
●材質 ： WH=ウレタン塗装 鏡面仕上げ ホワイト
 BR=ウレタン塗装 半ツヤ仕上げ ブラウン
 強化ガラス（WH=スリ調/BR=スモーク）

2色対応 2サイズ対応

角壁（コーナー）、平壁へ場所を
選ばずに置けるかたちの
リビングボード

省スペースのお部屋にもピッタリ！！
お部屋のいろいろな場所からテレビが観やすい！！
コーナーTV台使用、ストレートな平壁使用と
場所、用途を選ばない次世代型のTV台です

・引出しフルスライドレール
・ガラス扉部分のステーはスローダウンステー採用
・ハンドルはブラック加工

落ち着いた印象を与えるダークブラウン、鏡面仕上げで
清潔感のホワイトの2色！！また、高さも2サイズより
お選びいただけます寝室、ダイニングフロアーで使い易い
ミドルサイズ（H78cm）、ローサイズ（H46cm）と
自分スタイルで使用目的をお決めいただけます

フルスライドレール

平壁置き状態 角壁置き（コーナー状態）

81㎝
72
㎝ 72㎝

ブラック

100LTVボード

¥56,800（税込¥61,344）
W100×D46×H46cm 9才

100MTVボード

¥77,100（税込¥83,268）
W100×D46×H78cm 15才

OPスペース
左／W10×D36×H18cm
右／W47×D36×H18cm

扉部分のアームはソフトダウンステー
Lタイプ（LTV）もデッキ収納2台可能

天板後方より
テレビの配線を
スムーズ通過
できます

左右収納部はTVゲーム機がピッタリ収納可

ガラスドア
部分には
アクセントに
アルミ材使用

中国製

ブラウン ホワイト

耐擦傷・汚美しさ長持ち

高級感あふれる木目調鏡面

たっぷり入る大容量収納

155TVボード

¥87,900（税込¥94,932）
W155×D45×H150cm 39才 TVスペース

W117×D43×H82cm

ブラウン

ナチュラル木目

ホワイト

キャビネット部の
棚板も可動式で
便利に活用

左右は開閉式の扉になっておりますので
長めの物等を使用するのに便利です。
また、棚板が各一枚あります

上台の棚ガラスには8mm厚の
ガラスを使用しております。
また、棚ガラスがズレない
棚ダボを使用しての安心設計です。

引き出しは奥の物まで簡単に
取れるフルスライドレールを
採用しております。引き出しの
上部にはオープンスペースが
ありますので、デッキ2台収納
可能です。
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アトス
●材質 ： PVC真空貼り

耐震ダボ フルスライドレール

収納力抜群のリビングボード
上台の両サイドには開き扉式のキャビネットタイプ
下台には引き出しを3杯とオープン部を3つで大収納力を実現

・可動式棚板・8mm強化ガラス

グース
●材質 ： プリント化粧板

フルスライドレール

ウォールナット色（BR）/オーク色（NA）の2色対応の
収納力抜群のリビングTVボード!!

ナチュラル ブラウン

国産品Made in Japan

・スイスイラクラク♪フルスライドレール引出しで奥の物まで取り出しし易いです。

130TVボード

¥36,000（税込¥38,880）
W130×D38×H30cm 5.5才

ニクソン
●材質 ： クリーンイーゴスシート
 強化ガラス（スモーク）

フルスライドレール スローダウンステー

リビングの印象を美しく決定づける、洗練のTVボード
2サイズと3カラーより選べるシンプルデザイン

ナチュラル

ウォールナット

ダークブラウン

移動棚（3段階）

国産品Made in Japan

国産品Made in Japan

・引出しフルスライドレール
・ガラス扉部分のステーはスローダウンステー採用

150TVボード

¥39,300（税込¥42,444）
W150×D42×H42cm 10才

180TVボード

¥53,600（税込¥57,888）
W180×D42×H42cm 11.8才

2サイズ対応3色対応

2色対応

可動式のガラス棚板が2枚
付いており置物によって調整が
できます。しかも前にズレ落ち
ない耐震式のダボ

天板エッジもシャープな作り
で高級感を演出します。

引出は奥の物まで簡単に取れる
フルスライドレールを採用して
おります

キャビネット部の棚板も
可動式で便利に活用

155TVボード

¥73,300（税込¥79,164）
W155×D45×H158cm 41才（2個口）

ナチュラルオーク

ウォールナット

引出し 引出し 扉
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ムートンソファー
●材質 ： コーデュロイ

中国製

中国製

5色対応 3サイズ対応

全面にボリュームを持たせ、包み込むような座り心地を実現。
ヴィンテージ家具のようなベーシックスタイルが自慢のコーデュロイSOFA。

クッション2個付

カラフルな5色展開、1P/3P/スツールの3サイズ対応です。
毛並みとムラ感があるアンティーク仕上げのような雰囲気が特徴で、とても肌なじみが良く、丸みのある重厚感が可愛らしいリラックスできる仕上げとなっております。
夏は暑いと思われがちなコーデュロイですが、吸湿性があり表面をさらりと保てるので一年中心地でよくお使いいただけます。
経年変化を楽しみながら長くお使いいただけるソファです。

1Pソファー

¥39,400（税込¥42,552）
W72×D79×H72（SH42）cm 11才

3Pソファー

¥70,000（税込¥75,600）
W190×D79×H72（SH42）cm 33才

スツール

¥28,300（税込¥30,564）
W72×D64×H42cm 7才

ライトブラウン

ジーノ
●材質 ： 表面=本革（座面・背もたれ）・PVC（背面・側面）
 背面=シリコンフィル
 座面：ポケットコイル
 脚=木製無垢

2サイズ対応2色対応

コンパクトタイプの本革ソファー

・背もたれシリコンフィル・ウェービングテープ

座面はポケットコイル シリコンフィル

※こちらの商品のみクッションはGY色となります。

全面にボリュームを持たせ、
座ったときに包み込む
ような座り心地を実現して
おります。

160TVボード

¥60,700（税込¥65,556）
W160×D44×H42cm 11.4才

210TVボード

¥73,500（税込¥79.380）
W210×D44×H42cm 14.9才

天板の後ろ側にコンセント等を
通せる設計

引出しにはフルスライドレール使用
フラップ扉はスローダウンステー使用

スモークガラス

引出しフラップ扉引出し

ウェル
●材質 ： ウォールナット突板

フルスライドレール

ウォールナット突板を贅沢に全面に使用した、自然美溢れるデザインでお部屋を演出します。
210cmでロー&ワイドで大型TVにも対応します。

・あくまでも天然材の突板になりますので
 色味のブレや木目はブレがありますので
 ご了承下さい

中国製

2Pソファー

¥85,000（税込¥91,800）
W138×D82×H89（SH39）cm 25.5才

3Pソファー

¥105,400（税込¥113,832）
W174×D82×H89（SH39）cm 31才

背もたれと座面に
本革使用

脚部には質感良い
木製無垢材使用

ダークブラウン

・座面：Sバネ＋ウレタンフォーム
・脚：木製DBR色
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ソフィア
●材質 ： 表面=BE・GY=ファブリック
  IV・DBR=SPVC
 座面=ポケットコイル
 背面=シリコンフィル

張地各2色対応木脚2色対応 2サイズ対応

見えない内部にも
拘りの材料を使用

背もたれも脱着式で楽々搬入できます

・背もたれシリコンフィル
・座面ポケットコイル
・高級感ある木製脚
・注意！！ウレタンが入っていますのでサイズ誤差が
若干ございます

中国製

2Pソファー

¥68,000（税込¥73,440）
W167×D93×H93（SH39）cm 26才

3Pソファー

¥83,300（税込¥89,964）
W191×D93×H93（SH39）cm 34才

ベージュ（ファブリック）

グレー（ファブリック）

アイボリー（SPVC）ダークブラウン（SPVC）

オルフェ
●材質 ： 表面=ファブリック

座面=ポケットコイル
 背面=シリコンフィル

2サイズ対応3色対応

座面奥行が52cmで包み込むような座り心地が魅力！

2サイズ 4カラー、お好みに合わせて材質も選べます

・背もたれシリコンフィル
・座面ポケットコイル
・高級感ある木製脚
・表面は肌触りのよい布生地になります

中国製

本体下部には
天然無垢材を使用
GY・DBRはBR色
BE・IVはNA色

ハイバックで楽々高級感ある木製脚

お酒落なギャザー

座面はポケットコイル シリコンフィル

座面はポケットコイル シリコンフィル

2Pソファー

¥59,500（税込¥64,260）
W147×D83×H92（SH42）cm 27才

3Pソファー

¥74,800（税込¥80,784）
W197×D83×H92（SH42）cm 35才

オレンジ

ブラウン グレー

ご年配の方の立ち座りにもちょうどよい高さに
仕上げています

420

ジェシカ
●材質 ： 木部=アルダー材無垢
 ラッカー塗装
 クッション内部=ウレタン/表面=ファブリック

各2色対応

アルダーの木材を生かした北欧風テイスト♪♪
“背面のスポーク、肘部の丸みのあるデザインで優しい雰囲気”

内部はウェービングベルト

木部：ナチュラル/クッション：ダークブラウン

木部：ブラウン/クッション：ダークブラウン

木部：ナチュラル/クッション：ベージュ

ナチュラル ブラウン木部：ブラウン/クッション：ベージュ

・木部フレームとクッション生地はお部屋の
 シチュエーションに組み合わせてお選び頂けます。

中国製

3Pソファー

¥78,000（税込¥84,240）
W180×D78×H80cm 20.5才（3個口）

リビングテーブル

¥31,500（税込¥34,020）
W105×D45×H42cm 2.5才

組み立て式 組み立て式
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アクティブ
●材質 ： MDF・木目調シート

3色対応

ブラウン

ナチュラル

ブラック

ブラウン

ナチュラル

ブラック

※マットレスは別売です

ステップ
●材質 ： MDF・木目調シート

3色対応

※マットレスは別売です

中国製中国製

シングルベッドフレーム

¥21,900（税込¥23,652）
W100×L203×H62cm 6才（3個口）

シングルベッドフレーム

¥21,900（税込¥23,652）
W100×L203×H62cm 6才（3個口）

グレイス
●材質 ： ヘッド部=MDFシート貼り（ウレタン塗装）
 サイドフレーム・フットボード=コート紙
 床板=布貼り

スライド式2口コンセント付

LEDライト付

引出しスライドレール

豊富なサイズ展開
シングルW98・セミダブルW120・
ダブルW140・各サイズあります

2色対応

温もりあるLEDライト照明

ヴェゼル・グレイス
共通仕様

ブラウン

ナチュラル

引出しは出し入れスムーズな
シングルレールを採用

ヘッドボード部には奥行31mm
の棚がありますので携帯電話
や本などを置けます

アルミのヘアーライン

スライド式2口コンセント
照明用スイッチ

LED照明で省エネ♪
ヘッドボード部

※マットレスは別売です

ツインでの設置例

中国製

シングルベッドフレーム

¥44,200（税込¥47,736）
W98×L204×H81cm 13.4才

セミダブルベッドフレーム

¥54,400（税込¥58,752）
W120×L204×H81cm 15.9才

ダブルベッドフレーム

¥62,900（税込¥67,932）
W140×L204×H81cm 16.8才

注意：画像ではLEDライトは青み
がかっておりますが実際は白い光です

ヴェゼル
●材質 ： ヘッド部=MDFシート貼り（ウレタン塗装）
 サイドフレーム・フットボード=コート紙
 床板=布貼り

スライド式2口コンセント付

LEDライト付

豊富なサイズ展開
シングルW98・セミダブルW120・
ダブルW140・各サイズあります

2色対応

温もりあるLEDライト照明

ブラウン

ナチュラル

※マットレスは別売です

ツインでの設置例

中国製

シングルベッドフレーム

¥35,700（税込¥38,556）
W98×L204×H81cm 8.1才

セミダブルベッドフレーム

¥42,500（税込¥45,900）
W120×L204×H81cm 9.2才

ダブルベッドフレーム

¥51,000（税込¥55,080）
W140×L204×H81cm 10.6才

20.5cm

20.5cm

3.1cm

26㎝

 床板=スノコ式  床板=スノコ式

26㎝
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ミモザ
●材質 ： ヘッド部=MDFシート貼り（ウレタン塗装）
 サイドフレーム・フットボード=コート紙
 床板=布貼り

4灯照明付 2口コンセント付 LEDライト付

3サイズ対応2色対応

ホテルの一室にいるような…間接照明つきの贅沢なベッドフレーム
足元照明で利便性にも優れています。

引出し付タイプとレッグタイプでお部屋のシチュエーションに合わせて
お選びいただけます。

※マットレスは別売りです。
様々な機能が付いたヘッドボード照
明のスイッチも2つあり、枕元と足元
の使い分けが可能。

両サイドの前面にはスマホやIPADな
どを立てかける事が出来、中央部には
奥行のある収納スペース付。

引出しには、楽々引き出せるシン
グルレールを採用（引出しタイプ）

足元には照明機能がついており、夜間
の移動や空間の演出に活用できます
（ON/OFFスイッチ付）。又、両側面に
は、本やCD等を収納できる可動式の
棚を設置。

中国製

シングルベッドフレーム

¥35,700（税込¥38,556）

W98×L213×H80cm
LEGタイプ

9.5才

¥44,200（税込¥47,736）
引出しタイプ

15才

セミダブルベッドフレーム

¥42,500（税込¥45,900）

W121×L213×H80cm
LEGタイプ

11.3才

¥54,400（税込¥58,752）
引出しタイプ

17才

ダブルベッドフレーム

¥50,500（税込¥54,540）

W141×L213×H80cm
LEGタイプ

13才

¥62,900（税込¥67,932）
引出しタイプ

18才

フィーノ
●材質 ： ヘッド部=MDFシート貼り（ウレタン塗装）
 サイドフレーム・フットボード=コート紙
 床板=布貼り

LEDライト付 2口コンセント付

3サイズ対応2色対応

大容量の引出し
ラクラク引き出せるレール式

夜間も安心照明付

中国製

シングルベッドフレーム

¥35,700（税込¥38,556）

W98×L213×H80cm
LEGタイプ

9.5才（3個口）

¥44,200（税込¥47,736）
引出しタイプ

14.7才（3個口）

セミダブルベッドフレーム

¥42,500（税込¥45,900）

W121×L213×H80cm
LEGタイプ

11.3才（3個口）

¥54,400（税込¥58,752）
引出しタイプ

16.9才（3個口）

ダブルベッドフレーム

¥50,500（税込¥54,540）

W141×L213×H80cm
LEGタイプ

13才（3個口）

¥62,900（税込¥67,932）
引出しタイプ

18.2才（3個口）

・引出しシングルレール
・引出し付タイプとレッグタイプで
 お部屋のシチュエーションに合わせてお選び頂けます
・照明はLEDとなります

2口コンセント付きで、携帯の充電も
安心です。

スリムなフラット型のヘッドボード
なのにスマホやタブレットなど置け
る便利な機能付き

効率よく湿気を逃がす快適なスノコを
採用しています。通気性は抜群です。

芯材にはパイン材を使用。
床板を支える桟及び脚付で、しっか
りとした構造と材料で頑丈な作りと
なっています。

・2スイッチ付
・本棚付
・2引出し付

飾らないお部屋に溶け込むシンプルなデザインディッセ
●材質 ： MDF紙貼り スノコ床板

3サイズ対応2色対応

ナチュラル

ブラウン

シングルベッドフレーム

¥25,500（税込¥27,540）
W100×L203×H72cm 6.8才（3個口）

セミダブルベッドフレーム

¥32,300（税込¥34,884）
W120×L203×H72cm 9才（3個口）

ダブルベッドフレーム

¥37,400（税込¥40,392）
W140×L203×H72cm 10才（3個口）

LEGタイプ

引出しタイプ

ブラウン

ナチュラル

LEGタイプ

引出しタイプ

ナチュラル

ブラウン

A4サイズがきっちり収まる
設計です。収納力抜群です。

中国製

20.5cm

20.5cm

24cm
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シングルベッドフレーム

¥50,000（税込¥54,000）
W123×D222×H69cm 13才

アールド
●材質 ： ヘッドボード部：MDF紙シート貼りウレタン塗装
 フットボード部：MDF紙シート貼りコート紙

ロー&ワイドな低床型ベッドフレーム
ブルーLEDの光がお部屋をカッコよく演出
ワンサイズ大きいマットレスも載せれる

LED式のブルーライトでお部屋を演
出します。
LEDなので電気代も格安です。

天板強化ガラスを採用。
2口コンセント付で充電も便利です。

LVL式のスノコタイプの床板で通気
性抜群です。

1サイズ大きいマットレスを載せれます
例）SDサイズのフレームにダブるサイズのマットレス

桟木を外してマットレスを落とし込んで厚みのある
マットも載せれます

床板：LVLスノコ

2口コンセント付

照明：LEDブルー色照明

セミダブルベッドフレーム

¥59,500（税込¥64,260）
W143×D222×H69cm 14才

ダブルベッドフレーム

¥64,600（税込¥69,768）
W163×D222×H69cm 15才

フェスタ
●材質 ： ヘッドボード部：MDF紙シート貼りウレタン塗装
 フットボード部：MDF紙シート貼りコート紙

スッキリとしたデザインの中にも高級感ある仕上がり選べる嬉しさ♪

ホワイト色のLEDライトで省エネは
勿論の事、十分な明るさです。
スマホの充電も出来る2口コンセン
ト付。

収納出来る引出し付レール付でラク
ラク出し入れ。

お掃除ロボットも入る高さ設定

床板：布張り

2口コンセント付

照明：LED白色照明

2色対応

ナチュラル

ブラウン

シングルベッドフレーム

¥44,200（税込¥47,736）

W98×L212×H84cm
BOXタイプ

15才（3個口）

¥35,700（税込¥38,556）
LEGタイプ

9.5才（3個口）

セミダブルベッドフレーム

¥54,400（税込¥58,752）

W120×L212×H84cm
BOXタイプ

17才（3個口）

¥42,500（税込¥45,900）
LEGタイプ

11.3才（3個口）

ダブルベッドフレーム

¥62,900（税込¥67,932）

W140×L212×H84cm
BOXタイプ

18才（3個口）

¥50,500（税込¥54,540）
LEGタイプ

13才（3個口）

12cm

中国製

中国製

15cm

25cm
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スリープ
●材質 ： クリーンイーゴスシート

アルミ製ハンドル 耐震ダボ

2色対応

見た目も美しい、引戸タイプで使い勝手が便利なシューズBOX♪選べる2カラー    

ナチュラル

木のぬくもりを感じさせるアルダー色の強化シート

扉は片手でスイスイ♪
開閉に邪魔にならない
引戸タイプ

国産品Made in Japan

・L字フック付、ズレ防止棚ビス採用
・移動棚8枚、固定棚1枚の棚9枚入り

92シューズBOX

¥53,600（税込¥57,888）
W92×D42×H183cm 26.2才

キララ
●材質 ： WH=PVC ハイグロス ホワイト

BR=PVC 木目調半ツヤ ブラウン

LEDライト付サイレントレール丁番

2サイズ対応2色対応

LEDライト付サイレントレール丁番を採用した大容量のシューズBOX
LEDライトが薄暗い下駄箱内を明るく照らしとっても便利♪

閉まる手前でブレーキがかかり、静かに閉まります

LEDライト点灯イメージ

電池式なのでコンセント不要
電池が切れても最寄りの
ホームセンターでお求め頂けます

国産品Made in Japan

90シューズBOX（L）

¥54,500（税込¥58,860）
W90×D37×H94cm 11.6才

90シューズBOX（H）

¥85,100（税込¥91,908）
W90×D37×H180cm 22.2才

ホワイト ブラウン

落ち着いた雰囲気を演出する
ウォールナット色の強化シート

ブラウン




