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It found surely good furniture for you.
The living which colors it in a daily life and has that.

daisho



2019▶2020daisho

Living

Bed

SOHO

Dining

シリーズ

テーブル・座卓

ソファー

アニマルスツール

パーソナルチェア・高座椅子・座椅子

P01ーP04
P05ーP06
P07ーP09

P10
P11ーP19

P01ーP19

電動ベッド・昇降テーブル

電動ベッド用マットレス

畳ベッド

ハイベッド・ロフトベッド

天蓋付ベッド・カジュアルベッド

収納ベッド

２段ベッド・システムデスク

P45ーP56
P57ーP59

P60
P61ーP62
P63ーP64
P65ーP66
P67ーP69

P44ーP69

オフィスチェア

カジュアルチェア・ラウンドチェア

キッズチェア・木製チェア・スタイルチェア

P21ーP28
P29ーP34
P35ーP37

P20ーP37

ダイニングセット

カウンターチェア

スタッキングチェア

P39ーP40
P41ーP42

P43

P38ーP43
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LIVING
みんながくつろぐ場所だから、最高の家具でおもてなし。



消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています01 Furniture Collection

レガロシリーズ

REGALO
SERIES

サイズ／W100×D40×H87cm
材質／天然木（パイン材）・オイル仕上げ・スチール
入数／1　梱包数／1
才数／2.1
原産国／中国

￥25,000（税込￥27,000）

RHT－1000（BR）
カウンターテーブル

JAN 053373

サイズ／W50×D50×H61cm
材質／天然木（パイン材）・ラッカー塗装・
　　　スチール
入数／2　梱包数／1
才数／5.6
原産国／中国

￥11,000（税込￥11,880）

RCC－50（BR）
ハイスツール

JAN 053441

カウンターテーブルと併せてお使い頂けます。カウンターテーブルと併せてお使い頂けます。



消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています 02Furniture Collection

サイズ／W90×D45×H40cm
材質／BR 天然木（パイン材）・オイル仕上げ
　　　WH 天然木（杉材）・ラッカー塗装
　　　スチール
入数／1　梱包数／1
才数／1.9
原産国／中国

￥22,000（税込￥23,760）

RCT－900（BR）（WH）
センターテーブル

JAN 053359（BR）
JAN 053427（WH）

木材をパズル状に配置したクラフト感あるデザイン木材をパズル状に配置したクラフト感あるデザイン

（BR）（BR） （WH）（WH）

サイズ／W90×D45×H75cm
材質／天然木（パイン材）・オイル仕上げ・スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／2.2
原産国／中国

￥25,000（税込￥27,000）

RDK－900（BR）
デスク

JAN 053366

サイズ／W90×D35×H83cm
材質／BR 天然木（パイン材）・オイル仕上げ
　　　WH 天然木（杉材）・ラッカー塗装
　　　スチール
入数／1　梱包数／1
才数／2.2
原産国／中国

￥31,000（税込￥33,480）

RRK－900（BR）（WH）
90ラック

JAN 053380（BR）
JAN 053410（WH）

サイズ／W60×D35×H118cm
材質／BR 天然木（パイン材）・オイル仕上げ
　　　WH 天然木（杉材）・ラッカー塗装
　　　スチール
入数／1　梱包数／1
才数／2.4
原産国／中国

￥31,000（税込￥33,480）

RRK－600（BR）（WH）
60ラック

JAN 053397（BR）
JAN 053403（WH）

〈BR〉〈BR〉

〈BR〉〈BR〉

〈WH〉〈WH〉

〈WH〉〈WH〉

〈BR〉〈BR〉

〈WH〉〈WH〉
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消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています03 Furniture Collection

サイズ／W55×D30×H115cm
材質／MDF・PVC・スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／1.4
原産国／中国

￥13,000（税込￥14,040）

JMR－554（DB）（LB）
書棚

JAN 054738（DB）
JAN 054745（LB）

サイズ／W100×D55×H73cm
材質／MDF・PVC・スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／1.6
原産国／中国

￥20,000（税込￥21,600）

JMD－100D（DB）（LB）
引出し付デスク

JAN 054714（DB）
JAN 054721（LB）

サイズ／W90×D55×H82cm
材質／MDF・PVC・スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／2.7
原産国／中国

￥25,000（税込￥27,000）

JMD－90B（LB）
棚付デスク

JAN 054684（LB）

サイズ／W100×D59.5×H123cm
材質／MDF・PVC・スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／3.1
原産国／中国

￥21,000（税込￥22,680）

JMD－100R（LB）（DB）
ラック付デスク

JAN 054707（LB）
JAN 054691（DB）

〈LB〉〈LB〉〈DB〉〈DB〉

〈LB〉〈LB〉
〈DB〉〈DB〉

〈DB〉〈DB〉〈LB〉〈LB〉

ジェームスシリーズ

JAMES
SERIES



消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています 04Furniture Collection

サイズ／W40×D34×H82cm
材質／化粧紙シート（エンボス仕上げ）
入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／日本

￥27,000（税込￥29,160）

FX－40T
FAX台40片扉

JAN 041530

サイズ／W40×D34×H82cm
材質／化粧紙シート（エンボス仕上げ）
入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／日本

￥32,000（税込￥34,560）

FX－40H
FAX台40引出

JAN 041547

サイズ／W60×D34×H82cm
材質／化粧紙シート（エンボス仕上げ）
入数／1　梱包数／1
才数／7.0
原産国／日本

￥36,000（税込￥38,880）

FX－60T
FAX台60片扉

JAN 041554

サイズ／W60×D34×H82cm
材質／化粧紙シート（エンボス仕上げ）
入数／1　梱包数／1
才数／7.0
原産国／日本

￥37,000（税込￥39,960）

FX－60H
FAX台60引出

JAN 041561

さまざまな木の表情を楽しむ

made  i n  J ap anFOX

日
本
製
と
い
う
確
か
な
品
質
。

フォックス
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消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています05 Furniture Collection

Casual Center Table

サイズ／W100×D47.5×H36cm
材質／寄木突板（ウォールナット・ビーチ・バーチ）
塗装／ラッカー塗装　仕様／折脚
入数／1　梱包数／1
才数／2.5
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

ブラン100
カジュアルセンターテーブル

JAN 047754

折脚

サイズ／W100×D47.5×H36cm
材質／寄木突板（ウォールナット・ビーチ・バーチ）
塗装／ラッカー塗装　仕様／折脚
入数／1　梱包数／1
才数／2.5
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

エルモ100
カジュアルセンターテーブル

JAN 047761

折脚

サイズ／W100×D47.5×H36cm
材質／寄木突板（ウォールナット・ビーチ・バーチ）
塗装／ラッカー塗装　仕様／折脚
入数／1　梱包数／1
才数／2.5
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

マロン100
カジュアルセンターテーブル

JAN 047778

折脚

違った種類の突板がとてもオシャレです
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サイズ／Φ80×H33.5cm
材質／天然木突板　塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚　入数／1　梱包数／1
才数／3.4
原産国／台湾

￥21,000（税込￥22,680）

M－80A（BR）
座卓 丸80

JAN 052918
折脚

サイズ／Φ90×H33.5cm
材質／天然木突板　塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚　入数／1　梱包数／1
才数／4.2
原産国／台湾

￥24,000（税込￥25,920）

M－90A（BR）
座卓 丸90

JAN 052925
折脚

折脚だから
省スペース収納OK

サイズ／W120×D75×H33.5cm
材質／天然木突板　塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚　入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／台湾

￥23,000（税込￥24,840）

K－120A（BR）
座卓 角120

JAN 052949
折脚

サイズ／W105×D75×H33.5cm
材質／天然木突板　塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚　入数／1　梱包数／1
才数／4.2
原産国／台湾

￥22,000（税込￥23,760）

K－105A（BR）
座卓 角105

JAN 052932
折脚

サイズ／W135×D75×H33.5cm
材質／天然木突板　塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚　入数／1　梱包数／1
才数／5.3
原産国／台湾

￥26,000（税込￥28,080）

K－135A（BR）
座卓 角135

JAN 052956
折脚

Japanese Center Table
和テイストのくつろぎ空間 LI

V
IN

G



07 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

ミッドセンチュリーなヴィンテージスタイル
OGGI オッジ

オッジ1P（DB）
カジュアルソファ

JAN 034419

サイズ／W160×D75×H77（SH39）cm
材質／PVC・天然木
入数／1　梱包数／1
才数／16.1
原産国／中国

￥55,000（税込￥59,400）

オッジ3P（DB）
カジュアルソファ

JAN 054622

オッジ2P（BR）
カジュアルソファ

JAN 031906

オッジ1P（BR）
カジュアルソファ

JAN 034402

オッジ2P（IV）
カジュアルソファ

JAN 031913

サイズ／W115×D75×H77（SH39）cm
材質／PVC・天然木
入数／1　梱包数／1
才数／10.2
原産国／中国

￥43,000（税込￥46,440）

オッジ1P（IV）
カジュアルソファ

JAN 034426

サイズ／W64×D75×H77（SH39）cm
材質／PVC・天然木
入数／1　梱包数／1
才数／6.8
原産国／中国

￥35,000（税込￥37,800）

オッジ2P（DB）
カジュアルソファ

JAN 031890
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プリモ 2P(DB)
カジュアルソファ

JAN 054646

TREK-1P（DB）
ソファチェア

JAN 054912

TREK-2P（DB）
ソファチェア

JAN 054905

サイズ／W115×D71×H81（39）cm
材質／PVC・スチール・天然木
入数／1　梱包数／1
才数／10.0
原産国／中国

￥41,000（税込￥44,280）

プリモ-2P（BR）
カジュアルソファ

JAN 054639

サイズ／W62.5×D76.5×H78.5（43）cm
材質／脚フレーム：スチール　座面：タモ天然木・積層合板(ウレタン塗装)
　　　クッション材：ウレタンフォーム　張り材：PVC
入数／1　梱包数／1
才数／13.9
原産国／中国

￥45,000（税込￥48,600）

TREK-1P（LB）
ソファチェア

JAN 054929

サイズ／W107.5×D76.5×H78.5（43）cm
材質／脚フレーム：スチール　座面：タモ天然木・積層合板(ウレタン塗装)
　　　クッション材：ウレタンフォーム　張り材：PVC
入数／1　梱包数／1
才数／23.3
原産国／中国

￥60,000（税込￥64,800）

TREK-2P（LB）
ソファチェア

JAN 054936

Primo プリモ

TREK
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A601（BL）(OR)
ソファベッド

JAN 054868（BL）
JAN 054875（OR）

サイズ／ソファ：W194×D94×H86（SH43）cm
　　　　ベッド：W194×D124×H43cm
材質／構造部材：積層合板
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
　　　張り材：ポリエステル100％
仕様／クッション2個付き
　　　３段階リクライニング
　　　Sバネ・ウェービングベルト
入数／1　梱包数／1
才数／24.4
原産国／中国

￥73,000（税込￥78,840）

リクライニング

〈OR〉〈OR〉

〈BL〉〈BL〉

ソファとしてもベッドとしても使えて便利。リクライニング付きでゆったりくつろげます。

A－649（GY）
ソファベッド

JAN 054882

サイズ／ソファ：W190×D90×H80（SH40）cm
　　　　ベッド：W190×D104×H40cm
材質／構造部材：積層合板
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
　　　張り材：ポリエステル100％
仕様／３段階リクライニング
　　　Ｓバネ・ウェービングベルト
入数／1　梱包数／1
才数／15.1
原産国／中国

￥55,000（税込￥59,400）

リクライニング

A

A
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●サイズ／W64×D36×H37cm　●才数／2.3
￥13,000（税込￥14,040）

GOAT
アニマルスツール

JAN 057111

●サイズ／W68×D36×H38cm　●才数／2.3
￥16,000（税込￥17,280）

SHEEP
アニマルスツール

JAN 057128

●サイズ／W50×D35×H36cm　●才数／2.0
￥12,000（税込￥12,960）

PIG-PI
アニマルスツール

JAN 057135

●サイズ／W50×D35×H36cm　　●才数／2.0
￥12,000（税込￥12,960）

PIG-BL
アニマルスツール

JAN 057142

●サイズ／W65×D36×H37cm　●才数／2.3
￥14,000（税込￥15,120）

ELEHA
アニマルスツール

JAN 057159

●サイズ／W67×D36×H37cm　●才数／2.3
￥14,000（税込￥15,120）

DOG
アニマルスツール

JAN 057166

●サイズ／W66×D36×H37cm　●才数／2.3
￥15,000（税込￥16,200）

MONKEY
アニマルスツール

JAN 057173

●サイズ／W65×D36×H37cm　●才数／2.3
￥14,000（税込￥15,120）

BUFFA
アニマルスツール

JAN 057180

●サイズ／W67×D36×H37cm　●才数／2.3
￥14,000（税込￥15,120）

FREBU
アニマルスツール

JAN 057197

●サイズ／W68×D36×H37cm　●才数／2.3
￥16,000（税込￥17,280）

SAIHO
アニマルスツール

JAN 057203

フタ付収納に
なっています

フタ付収納に
なっています

サイドから小物が
入れられます

アニマルスツール
材質／木枠・ファブリック・
　　　ラバーウッド脚（取付）
入数／1　梱包数／1
原産国／中国



11 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

P－041(DBR)
パーソナルチェアー

JAN 056718

サイズ／本体：W82×D90～131×H111（SH40）cm
　　　　OT：W52×D47×H39cm
材質／フレーム：スチール　脚：積層合板(ウレタン塗装)
　　　張り材：PU・PVC　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／14,6
原産国／中国

￥72,000（税込￥77,760）

P －041

自分だけの贅沢な時間。座り心地も抜群です。
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P －021

〈DBR〉〈DBR〉

〈BK〉〈BK〉

P－021（BK）（DBR）
パーソナルチェアー

JAN 056671（BK）
JAN 056688（DBR）

サイズ／本体：W68×D80～109×H103（SH40）cm
　　　　OT：W45×D40×H40cm
材質／フレーム：スチール　張り材：PU・PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／7.0
原産国／中国

￥36,000（税込￥38,880）

P－031（BK）（DBR）
パーソナルチェアー

JAN 056695（BK）
JAN 056701（DBR）

サイズ／本体：W83×D88～128×H108（SH40）cm
　　　　OT：W45×D40×H40cm
材質／フレーム：スチール　張り材：PU・PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／13.7
原産国／中国

￥58,000（税込￥62,640）

〈BK〉〈BK〉

〈DBR〉〈DBR〉

P －031



13 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

VT－250（BR）（NB）
高座椅子

JAN 056947（BR）
JAN 056954（NB）

サイズ／W63×D66～111×H99～108（SH37～46）cm
材質／肘部：ラバーウッド（ウレタン塗装）
仕様／レバーギア７段リクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／5.0
原産国／インドネシア

￥40,000（税込￥43,200） 〈BR〉〈BR〉

〈BR〉〈BR〉

〈NB〉〈NB〉

VT－350（BR）（NB）
高座椅子

JAN 056961（BR）
JAN 056978（NB）

サイズ／W63×D72～134×H99～108（SH37～46）cm
材質／肘部：ラバーウッド（ウレタン塗装）
仕様／レバーギア７段リクライニング
　　　オットマン７段階調整
入数／1　梱包数／1
才数／6.0
原産国／インドネシア

￥50,000（税込￥54,000）

VT －250

VT －350

〈NB〉〈NB〉

リクライニング

リクライニング

肘掛け付きで立ち上がりがラクラク。
ギア式リクライニングもついて機能的です。】【

高さ調整
4段階

高さ調整
4段階



14Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

LI
V

IN
GZT －250

ZT －350

ZT－250（BR）（NB）
高座椅子

JAN 056985（BR）
JAN 056992（NB）

サイズ／W63×D68～106×H99～102（SH37～40）cm
材質／肘部：ラタン（ウレタン塗装）
仕様／レバーギア７段リクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／5.0
原産国／インドネシア

￥40,000（税込￥43,200）

〈BR〉〈BR〉

〈NB〉〈NB〉

ZT－350（BR）（NB）
高座椅子

JAN 057005（BR）
JAN 057012（NB）

サイズ／W63×D68～140×H99～102（SH37～40）cm
材質／肘部：ラバーウッド（ウレタン塗装）
仕様／レバーギア７段リクライニング
　　　オットマン７段階調整
入数／1　梱包数／1
才数／6.0
原産国／インドネシア

￥50,000（税込￥54,000） 〈BR〉〈BR〉

〈NB〉〈NB〉

リクライニング

リクライニング

高さ調整
2段階

高さ調整
2段階
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FS －266

FS－266（DBR）

ロータイプ
マルチ肘高座椅子

JAN 055728

サイズ／W61×D64～112×H105～87（SH46～28）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
仕様／レバーガス式無段階リクライニング
　　　頭部角度調整ギア14段
　　　高さ８段階調整　座面：ポケットコイル入り
入数／1　梱包数／1
才数／9.8
原産国／中国

￥40,000（税込￥43,200）

リクライニング

肘の高さは一定のまま、
座高24～45cmに調整できます

1台2役、どんなシーンにも対応できるマルチ肘高座椅子【 】

高さ調整
8段階

14段階ギア式の機構を使用する事により、
リラックスできる角度に調整できます。

座
高
が
変
わ
っ
て
も
、同
じ
間
隔

ヘッドギア

ポケット
コイル
ポケット
コイル

頭部角度14段階調整

FD －315

FD－315（BK）（BR）
高座椅子

JAN 056121（BK）
JAN 056138（BR）

サイズ／W62×D64～96×H102～94（SH41～33）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：PVC・ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／レバーギア８段リクライニング
　　　頭部角度調整ギア14段　高さ３段階調整（40mm単位）
入数／1　梱包数／1
才数／4.9
原産国／中国

￥36,000（税込￥38,880）

リクライニング

〈BK〉〈BK〉

〈BR〉〈BR〉

高さ調整
3段階

14段階ギア式の機構を使用する事により、
リラックスできる角度に調整できます。

ヘッドギア

頭部角度14段階調整
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LI
V

IN
G

〈GY〉〈GY〉

〈BR〉〈BR〉

〈YE〉〈YE〉

FD －316

FD－316（GY）（BR）（BL）（YE）
高座椅子

JAN 056169（GY）
JAN 056152（BR）
JAN 056145（BL）
JAN 056176（YE）

サイズ／W62×D64～95×H101～93（SH41～33）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／レバーギア８段リクライニング
　　　頭部角度調整ギア14段
　　　高さ３段階調整（40mm単位）
入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／中国

￥36,000（税込￥38,880）

14段階ギア式の機構を使用する事により、
リラックスできる角度に調整できます。

リクライニング 高さ調整
3段階

ヘッドギア

〈BL〉〈BL〉

頭部角度14段階調整

〈BK〉〈BK〉 〈DBR〉〈DBR〉

FS －592

FS－592（BK）（DBR）
高座椅子

JAN 055759（BK）
JAN 055766（DBR）

サイズ／W61×D70～103×H102～92.5（SH40～30.5）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：PVC・ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
仕様／レバーガス式無段階リクライニング
　　　頭部角度調整ギア14段
　　　高さ４段階調整（32mm単位）
　　　座面：ポケットコイル入り
入数／1　梱包数／1
才数／9.3
原産国／中国

￥39,000（税込￥42,120）

リクライニング 高さ調整
4段階

ヘッドギア

ポケット
コイル
ポケット
コイル

ヘッド部ギア

ガス式無段階リクライニング

ハイバックタイプなのでゆっくりとおくつろぎいただけます。【 】
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14段階ギア式の機構を使用する事により、
リラックスできる角度に調整できます。

頭部角度14段階調整

頭ギア14段階

サイズ／W59×D74～112×H100（SH40）cm
材質／スチール・天然木・ポリエステル
仕様／レバーギア８段リクライニング・ヘッドギア14段・フットレスト14段
入数／1　梱包数／1
才数／4.9
原産国／中国

￥30,000（税込￥32,400）

DY－139（RE）（BR）（BE）
高座椅子

JAN 054530（RE）
JAN 054523（BR）
JAN 054516（BE）

ヘッドギア リクライニング

サイズ／W59×D65～103×H100（SH40）cm
材質／スチール・天然木・ポリエステル
仕様／レバーギア８段リクライニング・ヘッドギア14段
入数／1　梱包数／1
才数／4.0
原産国／中国

￥28,000（税込￥30,240）

DY－138（BE）（BR）（RE）
高座椅子

JAN 054448（BE）
JAN 054455（BR）
JAN 054462（RE）

ヘッドギア リクライニング

〈RE〉〈RE〉 〈BR〉〈BR〉 〈BE〉〈BE〉

〈RE〉〈RE〉〈BR〉〈BR〉〈BE〉〈BE〉

DY －139

DY －138
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LI
V

IN
G

サイズ／W57×D67～93×H79（SH19）cm
仕様／ギア式リクライニング３段
入数／1　梱包数／1
才数／4.2
原産国／中国

￥18,000（税込￥19,440）

DY－115（OR）（RE）（BE）
カジュアル回転座椅子

JAN 054493（OR）
JAN 054509（RE）
JAN 054479（BE）

リクライニング
360

サイズ／W65×D70～124×H80（SH20）cm
材質／本革
仕様／ガス式リクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／5.5
原産国／中国

￥55,000（税込￥59,400）

LS－10（BK）
回転座椅子

JAN 053625

360
リクライニング

〈OR〉〈OR〉

〈RE〉〈RE〉

〈BE〉〈BE〉

DY －115

LS －10
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CD －318

CS －596

CD －203

CD－318（BK）（BR）
回転座椅子

JAN 056190（BK）
JAN 056183（BR）

サイズ／W57.5×D58～114×H72（SH17）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：PVC・ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
仕様／レバーギア14段階リクライニング
　　　座面：ポケットコイル入り
入数／1　梱包数／1
才数／3.4
原産国／中国

￥32,000（税込￥34,560）

リクライニング

ポケット
コイル
ポケット
コイル

〈BK〉〈BK〉

〈BR〉〈BR〉

360

CD－203（BK）
回転座椅子

JAN 056206

サイズ／W71×D58～116×H77（SH17）cm
材質／本体：スチール　張り材：PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／レバーギア14段階リクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／3.6
原産国／中国

￥28,000（税込￥30,240）

リクライニング
360

箱から出して
スグに使える!

完成品

〈BK〉〈BK〉 〈DBR〉〈DBR〉

ヘッド部ギア

ギア式リクライニング

CS－596（DBR）（BK）
回転座椅子

JAN 055780（DBR）
JAN 055773（BK）

サイズ／W56.5×D72～121×H73.5（SH20）cm
材質／本体：スチール　肘部：天然木（ウレタン塗装）
　　　張り材：PVC・ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム・鋼製ばね
仕様／レバーギア14段階リクライニング
　　　座面：ポケットコイル入り
入数／1　梱包数／1
才数／5.0
原産国／中国

￥34,000（税込￥36,720）

リクライニング

ポケット
コイル
ポケット
コイル360



SOHO
自分らしい家具が創り出す快適空間
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使わない時はスッキリ収納できます

オットマン収納可能

フルリクライニングでゆったりくつろげます

リクライニングをお好きな角度で
固定できます

リクライニング機構付

サイズ／W65×D70～160×H104～109（SH45～50）cm
材質／PU（ビンテージ調）
仕様／オットマン付・フルリクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／8.2
原産国／中国

￥64,000（税込￥69,120）

C－300（DB）
オフィスチェア

JAN 044739
オットマンリクライニング

サイズ／W68×D70～165×H110～115（SH45～50）cm
材質／PU（ビンテージ調）
仕様／オットマン付・フルリクライニング
入数／1　梱包数／1
才数／8.2
原産国／中国

￥56,000（税込￥60,480）

C－301（DB）
オフィスチェア

JAN 054653
オットマンリクライニング

〈C－301〉〈C－301〉〈C－300〉〈C－300〉〈C－301〉〈C－301〉〈C－300〉〈C－300〉

〈C－301〉〈C－301〉〈C－300〉〈C－300〉

足をのばしてゆったり寛ぐスタイル

オットマン付

座ったまま
オットマンが
引き出せます

足元に
コンパクトに
収納

C－300
オフィスで仮眠、新しいオフィスでの過ごし方の提案

C－301
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S
O

H
O

サイズ／W72×D80×H120～125（SH48～53）cm
材質／PU
仕様／肘跳ね上げ式・ロッキングロック機構付・
　　　座面ポケットコイル
入数／1　梱包数／1
才数／7.3
原産国／中国

￥51,000（税込￥55,080）

C－555（DB）
オフィスチェア

JAN 048874

ポケット
コイル
ポケット
コイル

支点を膝に近づけることで、
より自然なロッキングが実現。

〈ポケットコイル〉 〈ウレタン〉

座面のベースに
ポケットコイルと
ウレタンを使うことで
底着き感をなくしました。

ポケットコイルとウレタンの2重構造

〈ポケットコイル〉 〈ウレタン〉

座面のベースに
ポケットコイルと
ウレタンを使うことで
底着き感をなくしました。

ポケットコイルとウレタンの2重構造

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

肘跳ね上げ式

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

肘跳ね上げ式

ロッキングロック
機構付

ロッキングロック
機構付

ロッキングを
お好きな角度で
固定できます

C－555

C－550

〈BR〉〈BR〉

〈DB〉〈DB〉

サイズ／W71×D70×H113～121（SH47～55）cm
材質／PU
仕様／肘跳ね上げ式・ロッキング機能・座面ポケットコイル
入数／1　梱包数／1
才数／6.9
原産国／中国

￥41,000（税込￥44,280）

C－550（DB）（BR）
オフィスチェア

JAN 048867（DB）
JAN 048850（BR）

ポケット
コイル
ポケット
コイル

高級感がある
肘跳ね上げ式オフィスチェア
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C－505

C－110

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

肘跳ね上げ式

サイズ／W65×D66×H96～106（SH45～55）cm
材質／PU
仕様／ロッキング機能
入数／1　梱包数／1
才数／4.5
原産国／中国

￥27,000（税込￥29,160）

C－110（BR）（DB）
オフィスチェア

JAN 051225（BR）
JAN 051232（DB）

〈BR〉〈BR〉

〈DB〉〈DB〉

サイズ／W72×D80×H104～111（SH42～49）cm
材質／PU・座面：ポケットコイル
仕様／肘跳ね上げ式・ロッキング機構
入数／1　梱包数／1
才数／6.4
原産国／中国

￥40,000（税込￥43,200）

C－505（BK）
オフィスチェア

JAN 031432

C－505（BR）
オフィスチェア

JAN 031425

C－505（GY）
オフィスチェア

JAN 031449

座面のベースにポケットコイルとウレタンを
使うことで底着き感をなくしました。

ポケットコイルとウレタンの2重構造

ポケット
コイル
ポケット
コイル
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S
O

H
O

サイズ／W58×D53×H115～123（SH43～51）cm
材質／メッシュ生地
仕様／ワイドロッキング機能・
　　　ヘッドレスト調整式
入数／1　梱包数／1
才数／2.9
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

C－040（GY）（WN）
　　　　（BK）（GN）

メッシュチェア

JAN 051256（GY）
JAN 051263（WN）
JAN 051249（BK）
JAN 051270（GN）

ワイドロッキング機能 背もたれの高さ
無段階調整が可能

自分の適度な高さに合わせてヘッド、腰部分の調整を
する事で長時間でも楽な姿勢で座ることができます。

幅広い範囲でロッキングが可能です。
ヘッドレストの
10段階調整が可能

〈WN〉〈WN〉

〈BK〉〈BK〉

〈GN〉〈GN〉

〈GY〉〈GY〉

肘を収納して
チェアをデスクに

肘跳ね上げ式

〈RE〉〈RE〉 〈GN〉〈GN〉

〈GY〉〈GY〉

サイズ／W64×D55.5×H99～108（SH44.5～53.5）cm
材質／ポリエステル
仕様／ロッキング機能・肘収納式・肘跳ね上げ式
入数／1　梱包数／1
才数／4.5
原産国／台湾

￥39,000（税込￥42,120）

TX－200（GN）（GY）（RE）
オフィスチェア

JAN 050853（GN）
JAN 050877（GY）
JAN 050860（RE）

肘5段階調整

C－040

TX－200

特徴は３つのポイント！！

1
Point

2
Point

3
Point
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CL－307（GY）（PI）（BL）
カジュアルチェア

JAN 056220（GY）
JAN 056213（PI）
JAN 056763（BL）

サイズ／W67.5×D67×H95～103（SH45～53）cm
材質／脚：スチール(粉体塗装)　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／中国

￥28,000（税込￥30,240）

〈GY〉〈GY〉

〈BL〉〈BL〉

〈BL〉〈BL〉

〈BR〉〈BR〉

〈RE〉〈RE〉

〈PI〉〈PI〉

CX－010（RE）（BR）（BL）
カジュアルチェア

JAN 056329（RE）
JAN 056312（BR）
JAN 056305（BL）

サイズ／W61×D63.5×H94～102（SH40～48）cm
材質／脚：合成樹脂　張り材：ポリエステル100％・PU
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／4.0
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

CL－307

CX－010
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S
O

H
O

CX－126B（RE）（BL）
オフィスチェア

JAN 056534（RE）
JAN 056541（BL）

サイズ／W58×D59×H91～99（SH42～50）cm
材質／脚：合成樹脂　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／3.7
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

CX－126W（GN）（PA）
オフィスチェア

JAN 056558（GN）
JAN 056565（PA）

サイズ／W58×D59×H91～99（SH42～50）cm
材質／脚：合成樹脂　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／3.7
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

CW－173（BR）（BL）（BK）
オフィスチェア

JAN 056596（BR）
JAN 056589（BL）
JAN 056602（BK）

サイズ／W52×D62×H93～100.5（SH43～50.5）cm
材質／脚：スチール・Crメッキ
　　　張り材：PU・PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／4.3
原産国／中国

￥27,000（税込￥29,160）

〈RE〉〈RE〉

〈GN〉〈GN〉

〈BR〉〈BR〉

〈BL〉〈BL〉

〈BK〉〈BK〉

〈PA〉〈PA〉

〈BL〉〈BL〉

CX－126B

CX－126W

CW－173



27 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

CW－107（BK）
オフィスチェア

JAN 056664

サイズ／W58.5×D64×H108～118（SH45～55）cm
材質／脚：スチール・Crメッキ　張り材：PU・PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／3.8
原産国／中国

￥20,000（税込￥21,600）

〈RE〉〈RE〉

〈BL〉〈BL〉

〈YE〉〈YE〉

足元に
コンパクトに
収納

足をのばして、ゆったり寛げます。CX－096

CW－107

CX－096（BL）（RE）（YE）
オフィスチェア

JAN 056572（BL）
JAN 056770（RE）
JAN 056787（YE）

サイズ／W66×D63～120×H111～120（SH43～52）cm
材質／脚：合成樹脂　張り材：PU・PVC
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／リクライニング機構付き・オットマン付き
入数／1　梱包数／1
才数／5.8
原産国／中国

￥38,000（税込￥41,040）

リクライニング オットマン



28Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

S
O

H
O

CW－158（BK）（GY）（BL）
　　　　　（OR）（GN）

オフィスチェア

JAN 056619（BK）
JAN 056626（GY）
JAN 056633（BL）
JAN 056640（OR）
JAN 056657（GN）

サイズ／W58.5×D57.5×
　　　　H85.5～93（SH42～49.5）cm
材質／脚：合成樹脂　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
仕様／ロッキング機構付き
入数／1　梱包数／1
才数／3.6
原産国／中国

￥18,000（税込￥19,440）

〈BK〉〈BK〉

〈BL〉〈BL〉

〈GN〉〈GN〉 〈GY〉〈GY〉〈OR〉〈OR〉

CW－158

C－240

サイズ／W53×D56×H71～83（SH46～58）cm
材質／PU・ウレタン・スチール
仕様／足置きリング付
入数／1　梱包数／1
才数／2.3
原産国／中国

￥18,000（税込￥19,440）

C－240（BK）（WH）（BR）
ワークチェア

JAN 026421（BK）
JAN 026445（WH）
JAN 026438（BR）

〈BR〉〈BR〉

〈BK〉〈BK〉

〈WH〉〈WH〉

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

肘跳ね上げ式



29 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

サイズ／W58×D62.5×H78～86（SH42～50）cm
材質／合成皮革・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／6.5
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

CL－360（RE）（BK）（BL）（PI）
カジュアルチェア

JAN 053724（RE）
JAN 053700（BK）
JAN 054660（BL）
JAN 053717（PI）

〈RE〉〈RE〉〈BL〉〈BL〉

〈PI〉〈PI〉

〈BK〉〈BK〉

CL−360



30Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

S
O

H
O

サイズ／W52×D54×H73～81（SH45～53）cm
材質／ファブリック
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／3.6
原産国／中国

￥16,000（税込￥17,280）

CL－370（WH/WH）（BL/BK）（RE/WH）
カジュアルチェア

JAN 052635（WH/WH）
JAN 052628（BL/BK）
JAN 052611（RE/WH）

サイズ／W52×D59×H83～91（SH46～54）cm
材質／PU
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／4.3
原産国／中国

￥17,000（税込￥18,360）

CL－390（WH/ストライプ）（BK/フラワー）
カジュアルチェア

JAN 052567（WH/ストライプ）
JAN 052604（BK/フラワー）

〈WH/ストライプ〉〈WH/ストライプ〉

〈BK/フラワー〉〈BK/フラワー〉

〈RE/WH〉〈RE/WH〉 〈BL/BK〉〈BL/BK〉

〈WH/WH〉〈WH/WH〉

CL−390

CL−370



31 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

サイズ／W58×D62×H77～85（SH41～49）cm
材質／合成皮革・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／4.5
原産国／中国

￥20,000（税込￥21,600）

CL－330（LB）（MB）（BR）（DB）
カジュアルチェア

JAN 053663（LB）
JAN 053670（MB）
JAN 053687（BR）
JAN 053694（DB）

〈LB〉〈LB〉

〈MB〉〈MB〉

〈BR〉〈BR〉

〈DB〉〈DB〉

CL−330



32Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

S
O

H
OCL－355（GY）（BL）（RE）（YE）

カジュアルチェア

JAN 056244（GY）
JAN 056237（BL）
JAN 056794（RE）
JAN 056800（YE）

サイズ／W57×D62×H69～79（SH43～53）cm
材質／脚：スチール（粉体塗装）
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／4.9
原産国／中国

￥22,000（税込￥23,760）

〈GY〉〈GY〉

〈BL〉〈BL〉 〈RE〉〈RE〉

〈YE〉〈YE〉

〈BL〉〈BL〉

〈YE〉〈YE〉

CL－311（BL）（YE）
カジュアルチェア

JAN 056251（BL）
JAN 056268（YE）

サイズ／W53×D59.5×H77～86（SH42～51）cm
材質／脚：スチール（粉体塗装）
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／4.4
原産国／中国

￥21,000（税込￥22,680）

CL−355

CL−311



33 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

CL−216

C−1651R

C−1827R

〈PI〉〈PI〉

〈WH〉〈WH〉 〈BL〉〈BL〉

〈GN〉〈GN〉

〈BL〉〈BL〉

〈BL〉〈BL〉 〈GY〉〈GY〉

〈GY〉〈GY〉 〈GN〉〈GN〉

CL－216（PI）（WH）（BL）
カジュアルチェア

JAN 056282（PI）
JAN 056299（WH）
JAN 056756（BL）

サイズ／W53×D55×H72～81（SH43～52）cm
材質／脚：スチール（粉体塗装）
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／3.9
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

C－1651R（GN）（BL）（GY）
ラウンドチェア

JAN 056350（GN）
JAN 056343（BL）
JAN 056367（GY）

サイズ／W61×D53×H77（SH46）cm
材質／構造部材：積層材
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／6.5
原産国／中国

￥29,000（税込￥31,320）

C－1827R（BL）（GY）（GN）
ラウンドチェア

JAN 056374（BL）
JAN 056398（GY）
JAN 056381（GN）

サイズ／W54×D52×H83（SH46）cm
材質／構造部材：積層材
　　　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／5.5
原産国／中国

￥27,000（税込￥29,160）

360

360



34Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

S
O

H
O

C－1895（YE）（BK）（GN）
チェア

JAN 056428（YE）
JAN 056411（BK）
JAN 056404（GN）

サイズ／W62×D56×H81（SH45）cm
材質／構造部材：積層材　張り材：ポリエステル100％　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／4.3
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

C－659（GN）（OR）（BK）（YE）
チェア

JAN 056442（GN）
JAN 056459（OR）
JAN 056435（BK）
JAN 056466（YE）

サイズ／W61×D54×H83（SH46）cm
材質／構造部材：積層材　張り材：ポリエステル100％
　　　クッション材：ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／4.4
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

〈BK〉〈BK〉

〈YE〉〈YE〉

〈YE〉〈YE〉

〈GN〉〈GN〉

〈BK〉〈BK〉

〈GN〉〈GN〉

〈OR〉〈OR〉

C−1895

C−659



35 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

スパイダー（BL）（RE）（GY）
キッズレーシングチェア

JAN 055940（BL）
JAN 055957（RE）
JAN 055964（GY）

サイズ／W40×D52×H83～90（SH43～50）cm
材質／PU・PVC・スチール（メッキ）
　　　ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／2.3
原産国／中国

￥14,000（税込￥15,120）

パフィー（PI）（PA）（BL）
キッズプリンセスチェア

JAN 055971（PI）
JAN 055988（PA）
JAN 055995（BL）

サイズ／W40×D50×H63～73（SH43～53)cm
材質／ポリエステル100%・スチールウレタンフォーム
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／3.7
原産国／中国

￥21,000（税込￥22,680）

スパイダー

パフィー
キッズプリンセスチェア

キッズレーシングチェア

〈BL〉〈BL〉

〈PI〉〈PI〉

〈BL〉〈BL〉

〈PA〉〈PA〉

〈RE〉〈RE〉

〈GY〉〈GY〉

背と座面のセンター部分
にパンチング加工を施し
ています。
ソフトな肌触りと通気性
を高めた座り心地で学習
環境をサポート。



36Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

S
O

H
O

カラフル!

カワイイ!

クッション性
が抜群!



37 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

★リビングに置いてもインテリアに溶け込むやさしいナチュラ
ル色の天然木を使用。従来の金属シャフトを使用していませ
ん。
★座面高さ調整機能（4段階 ワンタッチ式）面倒な操作が一切
不要です。
★座面奥行き調整機能（2段階 ビス止め式）低学年のお子様か
ら一般ユーザーまでマルチに使うことが出来ます。
★座面シームレスデザイン。縫い目のなく、糸スレや汚れを軽減
します。丸いフォルムでインテリア感もアップ。
★学習デスクに収納しやすいコンパクト設計（前脚の幅45㎝）*
＊注 デスクの機種によって、収納できない場合がございます。
　　（デスク下の内寸幅が、最低47cm必要です）

〈RE〉〈RE〉

〈GN〉〈GN〉 〈NB〉〈NB〉 〈BR〉〈BR〉 〈PA〉〈PA〉

使いやすさと、インテリアに
こだわった天然木無垢仕様

縫い目がなく布スレ、汚れを軽減一般の使用 小さなお子様など

広い

当社 従来モデル

BC-101 新モデル

●簡単ワンタッチ4段階高さ調整

●マルチに使える座面の奥行き2段階調整 ●丸いフォルムが印象的な
　シームレス・ファブリックシート

狭い

落ち着いたシックカラーから明るいパステル調まで「全5カラー」ラインナップ

サイズ／W48×D55～65×H44～68（SH42～60）cm
材質／合板：天然木・ファブリック
塗装／ラッカー塗装
仕様／布地チェック柄・無地柄
　　　座面：ポリエステル・ウレタンフォーム
入数／1　梱包数／1
才数／2.4
原産国／台湾

￥21,000（税込￥22,680）

BC－101（RE）（GN）（NB）（BR）（PA）
スタイルチェア

JAN 046757（RE）　JAN 046764（GN）
JAN 046740（NB）　JAN 046733（BR）　JAN 046771（PA）

北欧スタイルのリビングチェア



DINING
お気に入りのダイニングで会話も弾む。みんなが笑顔になる美味しい時間



消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています39 Furniture Collection

ダイニング190 6点セット
テーブル190＋響R 2脚＋響AR 2脚＋響B170
￥223,000（税込￥240,840）
才数／40.5

響

ダイニング150 4点セット
テーブル150＋響AR 2脚＋響B130
￥149,000（税込￥160,920）
才数／24.7

内側

内寸
約116cm

外側

内寸約156cm

190テーブルは脚の位置が変えられます。

190T脚は外側・内側取付可能190T脚は外側・内側取付可能

椅子のクッションはビンテージ調PUを使用。
職人による自然な風合いの独特な鋸目加工を施しています。
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サイズ／W130×D38×H38cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工
入数／1　梱包数／1
才数／2.7
原産国／タイ

￥26,000（税込￥28,080）

響B130
ベンチ

JAN 056862

サイズ／W170×D38×H38cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工
入数／1　梱包数／1
才数／3.5
原産国／タイ

￥32,000（税込￥34,560）

響B170
ベンチ

JAN 056879

サイズ／W90×D73×H76(SH34)cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工・ファブリックレザー
入数／1　梱包数／1
才数／22.5
原産国／タイ

￥73,000（税込￥78,840）

響1P
ソファ

JAN 056886

360

サイズ／W184×D72×H76(SH34)cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工・ファブリックレザー
入数／1　梱包数／1
才数／43.3
原産国／タイ

￥135,000（税込￥145,800）

響2P
ソファ

JAN 056893

サイズ／W120×D60×H40cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工
入数／1　梱包数／1
才数／4.0
原産国／タイ

￥40,000（税込￥43,200）

響CT120
センターテーブル

JAN 056909

HIBIKI

接ぎ合わせ加工 鋸目加工 なぐり加工 ビンテージ調PU

サイズ／W150×D80×H66cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工
入数／1　梱包数／2
才数／7.0
原産国／タイ

￥65,000（税込￥70,200）

響150
テーブル

JAN 056824

サイズ／W190×D80×H66cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工
入数／1　梱包数／2
才数／8.0
原産国／タイ

￥81,000（税込￥87,480）

響190
テーブル

JAN 056831

サイズ／W58×D59×H79.5(SH38)cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工・ファブリックレザー
入数／1　梱包数／1
才数／7.0
原産国／タイ

￥26,000（税込￥28,080）

響R
回転チェア（肘無）

JAN 056848

360

サイズ／W62×D59×H79.5(SH38)cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／鋸目加工・ファブリックレザー
入数／1　梱包数／1
才数／7.5
原産国／タイ

￥29,000（税込￥31,320）

響AR
回転チェア（肘付）

JAN 056855

360

ソファ響 2P ソファ響 1Pセンターテーブル響CT120

D
IN

IN
G



消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

Counter chairカウンターチェア

サイズ／W45×D53×H72～88（55～71）cm
材質／ファブリック・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／2.8
原産国／中国

￥19,000（税込￥20,520）

CH－350（PA）
（BL）（OR）（IV）（BR）

カウンターチェア

JAN 052819（PA）
JAN 052772（BL）
JAN 052802（OR）
JAN 052796（IV）
JAN 052789（BR）

〈PA〉〈PA〉 〈BL〉〈BL〉

〈OR〉〈OR〉 〈IV〉〈IV〉 〈BR〉〈BR〉

CH-350

クラシカル調なデザインでありながら
可愛らしいカウンターチェア
昇降式で座り心地抜群

41 Furniture Collection
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サイズ／W41×D44×H90～106（SH53～69）cm
材質／PU・ウレタン・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／3.2
原産国／中国

￥16,000（税込￥17,280）

CH－323（BR）
カウンターチェア

JAN 048805（BR）
JAN 048799（BK）
JAN 048812（IV）

サイズ／W47×D47×H80～96（SH57～73）cm
材質／PU・ウレタン・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／3.2
原産国／中国

￥19,000（税込￥20,520）

CH－325（BR）
カウンターチェア

JAN 048843（BK）
JAN 048836（IV）
JAN 048829（BR）

サイズ／W42×D47×H83～99（SH58～73）cm
材質／PU・ウレタン・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1　梱包数／1
才数／3.1
原産国／中国

￥18,000（税込￥19,440）

CH－223（BK）
カウンターチェア

JAN 023772（IV）
JAN 023765（GY）
JAN 023758（BK）

〈IV〉〈IV〉

〈IV〉〈IV〉

〈IV〉〈IV〉

〈BK〉〈BK〉

〈BK〉〈BK〉

〈BK〉〈BK〉

〈GY〉〈GY〉

〈BR〉〈BR〉

〈BR〉〈BR〉

CH-323

CH-223

CH-325
D

IN
IN

G
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〈PI〉〈PI〉
立ち上がりやすい肘の形状立ち上がりやすい肘の形状

背部には持ち運びに
便利な取手付
背部には持ち運びに
便利な取手付

4脚までスタッキング可能4脚までスタッキング可能重ねて片付けることのできるスタッキングチェア

サイズ／W54×D56×H85（SH42）cm
材質／PVC・積層合板
塗装／ウレタン塗装
仕様／スタッキング可能・完成品
入数／2　梱包数／1
才数／12.5
原産国／中国

￥23,000（税込￥24,840）

だんらん（PI）（IV）（GN）（BL）
スタッキングチェア

JAN 038547（GN）
JAN 038530（PI）
JAN 038523（BL）
JAN 038509（IV）

完成品

介護福祉対応モデル TAIS 01448-000009

Stacking chair
スタッキングチェア



BED
ゆったりと休み、疲れを癒やす。快適なベッドを選びたい。
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昇降電動リクライニングベッドの特徴

昇降2モータータイプ

約70°

背/足リクライニング

高さ調整

■昇降2モーター
高さ調整でき、頭と足が連動した動作になります。
（ワンタッチで解除も可）

■昇降3モーター
高さ調整でき、頭と足を別々に動かす事が出来ます。

※H MFB-911はデザインが異なります。

■サイドガード2本付
片側に3か所付け替え可能で、
リモコンも掛けられます。

■安全ネット付
頭部分の立ち上がり時に、フレー
ムとの隙間を埋めるネットを付け
ております。誤ってお子様が入るの
を防止します。

■電動無段階昇降機能
床面高さは約30～60cmの間で無段階の
高さ調整が可能。
リモコンのボタン操作でカンタンに
高さ調整可能です。

DAISHO

電動昇降
リクライニング

ベッド

昇降3モータータイプ

約70°

背上げ 足上げ

高さ調整

＜2UJ /2モーター＞ ＜3UJ /3モーター＞

背/足上げリクライニング

高さ調整

誤作動防止スイッチ

背上げ

誤作動防止スイッチ

高さ調整

足上げ

約60cm 約30cm

介護のしやすい高さ
最高約60cm 乗降しやすい低床

約30cm

サイズ／W98×D213×H81～110（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、足部の上下、ベッドの昇降を独立した
　　　モーターで制御できる3モータータイプ・
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／27.4　原産国／中国

￥254,000（非課税）

H MFB-8613UJ（DBR）
電動昇降3Mリクライニングベッド

JAN 054998

サイズ／W98×D213×H81～110（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、ベッドの昇降を独立したモーターで制御できる
　　　2モータータイプ（足部の上下は背リクライニングと連動させて上下させることも可能）・
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／27.4　原産国／中国

￥223,000（非課税）

H MFB-8612UJ（DBR）
電動昇降2Mリクライニングベッド

JAN 054981

可動式
本体上下

非課税
対応機種

電動昇降リクライニングベッド H MFB-861UJシリーズ

昇 降

2M

昇 降

3M

12cm12cm

￥23,000（税込24,840）

MFB-CJ

2UJ/3UJシリーズ
専用キャスター4個組
（別売りオプション）

JAN 054806

サイズ／H12cm
材質／スチール・合成樹脂
仕様／ストッパー付
入数／1　梱包数／1
才数／0.2
原産国／中国

TAIS 01448-000017
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12cm12cm

サイズ／W96×D203×H71～100（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、ベッドの昇降を独立したモーターで制御できる
　　　2モータータイプ（足部の上下は背リクライニングと連動させて上下させることも可能）
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／23.2　原産国／中国

￥200,000（非課税）

H MFB-2062UJ（DBR）
電動昇降2Mリクライニングベッド

JAN 054950

サイズ／W96×D203×H71～100（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、足部の上下、ベッドの昇降を独立した
　　　モーターで制御できる3モータータイプ・
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／23.2　原産国／中国

￥235,000（非課税）

H MFB-2063UJ（DBR）
電動昇降3Mリクライニングベッド

JAN 054974

サイズ／W96×D203×H71～100（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、ベッドの昇降を独立したモーターで制御できる
　　　2モータータイプ（足部の上下は背リクライニングと連動させて上下させることも可能）
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／23.2　原産国／中国

￥180,000（非課税）

H MFB-1502UJ（BR）
電動昇降2Mリクライニングベッド

JAN 054943

サイズ／W96×D203×H71～100（MH30～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、足部の上下、ベッドの昇降を独立した
　　　モーターで制御できる3モータータイプ・
　　　サイドガード2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／3　才数／23.0　原産国／中国

￥212,000（非課税）

H MFB-1503UJ（BR）
電動昇降3Mリクライニングベッド

JAN 054967

可動式
本体上下

非課税
対応機種

可動式
本体上下

非課税
対応機種

昇降電動リクライニングベッド H MFB-150UJシリーズ

昇降電動リクライニングベッド H MFB-206UJシリーズ

昇降電動リクライニングベッド H MFB-911

ヘッドボードとフットボードは
ワンタッチで着脱可能です

サイズ／W99×D206×H71～101（MH29～59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／背のリクライニング、足の上下、ベッドの昇降を独立した
　　　モーターで制御できる3モータータイプ・
　　　ヘッド・フットボードがレバーも解除で取り外し可・
　　　サイドガードが2個付・マットレスは介護用SS幅から通常サイズのS幅が使用可
入数／1　梱包数／4
才数／28.4
原産国／台湾（モーター部）・中国（ヘッド・フットボード）

￥270,000（非課税）

H MFB-911（DBR）
電動昇降3Mリクライニングベッド

JAN 056725（DBR）

サイズ／H12cm
材質／スチール・合成樹脂
仕様／ストッパー付
入数／1　梱包数／1
才数／0.2
原産国／台湾￥23,000（税込24,840）

FB-C

H MFB-911
専用キャスター4個組
（別売りオプション）

JAN 044470

可動式
本体上下

非課税
対応機種

TAIS 01448-000014

TAIS 01448-000016

TAIS 01448-000015

TAIS 01448-000013

昇 降

2M

昇 降

3M

昇 降

3M

昇 降

2M

昇 降

3M B
E

D
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2モータータイプ

約70°

背上げ

背足連動

足上げ

1モータータイプ

約70°

背足連動

Daisho電動ベッドはより安全、より快適にご使用いただくために
充分に検査して商品化しております。

リクライニング機構がついて、寝起きがしやすく、ベッドのデザインも選べます。

バックスライド搭載 HSシリーズ

約10cmバックスライド

従来の電動ベッド HSシリーズ

身体のズレ

すき間ができる

リクライニング
快適♪

背もたれが後方にずれるため、
身体のズレもなく圧迫感も少ない

胸やおなかが
苦しい…

約10cmバックスライド

DAISHO

電 動
リクライニング

ベッド

電動リクライニングベッドの特徴

■1モーター
頭と足が連動した動作になります。（ワンタッチで解除可）

■2モーター
頭と足を別々に動かす事が出来ます。

電動ベッドの詳細は
動画からも確認できます。
QRを読み取ってね！

■サイドガード2本付
片側に3か所付け替え可能で、リ
モコンも掛けられます。

■安全ネット付
頭部分の立ち上がり時に、フ
レームとの隙間を埋めるネット
を付けております。誤ってお子
様が入るのを防止します。

■4段階高さ調整
4段階の高さ調整が可能。使用者
の身長に合わせて、組立時に任
意の高さに変更出来ます。

背/足上げ

誤作動防止スイッチ

背上げ

誤作動防止スイッチ

背/足連動

足上げ
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〈DB〉〈DB〉

〈MB〉〈MB〉

電動リクライニングベッド H MFB-890シリーズ

電動リクライニングベッド H MFB-881シリーズ

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。
※マットレスは別売りとなります。

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。
※マットレスは別売りとなります。

立ち上がりに
便利なグリップ付

立ち上がりに
便利なグリップ付

サイズ／W102×D221×H87（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／20.7
原産国／タイ・中国

￥170,000（非課税）

H MFB-8902 JNS（DB）（MB）
2モータータイプ

JAN 053137（DB）
JAN 050815（MB）

サイズ／W102×D221×H87（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／20.7
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8901 JNS（DB）（MB）
1モータータイプ

JAN 053120（DB）
JAN 050808（MB）

バックスライド

サイズ／W102×D221×H87（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／21.6
原産国／タイ・中国

￥190,000（非課税）

H MFB-8902 HS（DB）（MB）
2モーターHSユニット

JAN 053267（DB）
JAN 053274（MB）

サイズ／W98×D222×H82（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／21.6
原産国／タイ・中国

￥170,000（非課税）

H MFB-8812 JNS（DB）（LB）
2モータータイプ

JAN 053076（DB）
JAN 053090（LB）

サイズ／W98×D222×H82（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／21.6
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8811 JNS（DB）（LB）
1モータータイプ

JAN 053069（DB）
JAN 053083（LB）

〈LB〉〈LB〉

〈DB〉〈DB〉

サイズ／W98×D222×H82（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／22.5
原産国／タイ・中国

￥190,000（非課税）

H MFB-8812 HS（DB）（LB）
2モーターHSユニット

JAN 053243（DB）
JAN 053250（LB）

バックスライド

1M2M

1M2M

B
E

D
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電動リクライニングベッド H MFB-865シリーズ

電動リクライニングベッド H MFB-868シリーズ

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

〈DB〉〈DB〉

〈MB〉〈MB〉

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。
※マットレスは別売りとなります。

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。
※マットレスは別売りとなります。

立ち上がりに
便利なグリップ付

サイズ／W101.5×D221×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／20.7
原産国／タイ・中国

￥170,000（非課税）

H MFB-8652 JNS（MB）（DB）
2モータータイプ

JAN 057067（MB）
JAN 057036（DB）

サイズ／W101.5×D221×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／20.7
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8651 JNS（MB）（DB）
1モータータイプ

JAN 057050（MB）
JAN 057029（DB）

バックスライド

サイズ／W101.5×D221×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／21.6
原産国／タイ・中国

￥190,000（非課税）

H MFB-8652 JNS（MB）（DB）
2モーターHSユニット

JAN 057074（MB）
JAN 057043（DB）

サイズ／W98×D215×H85（MH37.5/35/32.5/30）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.0
原産国／タイ・中国

￥170,000（非課税）

H MFB-8682 JNS（MB）
2モータータイプ

JAN 057098（MB）

サイズ／W98×D215×H85（MH37.5/35/32.5/30）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.0
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8681 JNS（MB）
1モータータイプ

JAN 057081（MB）

サイズ／W98×D215×H85（MH37.5/35/32.5/30）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.5
原産国／タイ・中国

￥190,000（非課税）

H MFB-8682 HS（MB）
2モーターHSユニット

JAN 057104（MB）

バックスライド

1M2M

1M2M

側面収納付（A4サイズ対応）



50Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

B
E

D

サイズ／W98×D213×H85（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／17.9
原産国／タイ・中国

￥160,000（非課税）

H MFB-8602 JNS（DB）
2モータータイプ

JAN 050334

サイズ／W98×D213×H85（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／17.9
原産国／タイ・中国

￥140,000（非課税）

H MFB-8601 JNS（DB）
1モータータイプ

JAN 050327

※マットレスは別売りとなります。

電動リクライニングベッド H MFB-860シリーズ

サイズ／W98×D213×H85（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.8
原産国／タイ・中国

￥180,000（非課税）

H MFB-8602 HS（DB）
2モーターHSユニット

JAN 053236

バックスライド

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

サイズ／W98.5×D215×H79.5（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.1
原産国／タイ・中国

￥160,000（非課税）

H MFB-8552 JNS（DB）
2モータータイプ

JAN 053151

サイズ／W98.5×D215×H79.5（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／18.1
原産国／タイ・中国

￥140,000（非課税）

H MFB-8551 JNS（DB）
1モータータイプ

JAN 053144

サイズ／W98.5×D215×H79.5（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／19.0
原産国／タイ・中国

￥180,000（非課税）

H MFB-8552 HS（DB）
2モーターHSユニット

JAN 053229

バックスライド

※マットレスは別売りとなります。
※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

電動リクライニングベッド H MFB-855シリーズ
照明 床板高さ

4段階
コンセント

非課税
対応機種

LED
照明

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

1M2M

1M2M



51 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

サイズ／W99×D218×H90（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・照明・コンセント付
入数／1　梱包数／4
才数／20.1
原産国／中国

￥160,000（非課税）

HMFB－2752JNS（BR）
電動ベッド2モーター

JAN 053571

サイズ／W99×D218×H90（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・照明・コンセント付
入数／1　梱包数／4
才数／20.1
原産国／中国

￥140,000（非課税）

HMFB－2751JNS（BR）
電動ベッド1モーター

JAN 053588

電動リクライニングベッド H MFB-275シリーズ

※マットレスは別売りとなります。
※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

サイズ／W99×D218×H90（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・照明・コンセント付
入数／1　梱包数／4
才数／21.0
原産国／中国

￥180,000（非課税）

HMFB－2752HS（BR）
電動ベッド（HSユニット）

JAN 053595

バックスライド

サイズ／W98×D218×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／19.3
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8202 JNS（DB）
2モータータイプ

JAN 050792

サイズ／W98×D218×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／19.3
原産国／タイ・中国

￥130,000（非課税）

H MFB-8201 JNS（DB）
1モータータイプ

JAN 050785

※マットレスは別売りとなります。

電動リクライニングベッド H MFB-820シリーズ
床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

照明 床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

LED
照明

側面収納付（A4サイズ対応）

グリップ付

サイズ／W98×D218×H86（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／20.3
原産国／タイ・中国

￥170,000（非課税）

H MFB-8202 HS（DB）
2モーターHSユニット

JAN 053212

バックスライド

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

1M2M

1M2M



52Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

B
E

D

立ち上がりに便利な
グリップ付

電動リクライニングベッド H MFB-350シリーズ
床板高さ
4段階

コンセント
非課税
対応機種

※マットレスは別売りとなります。
※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

※マットレスは別売りとなります。
※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

電動リクライニングベッド H MFB-205シリーズ
床板高さ
4段階

非課税
対応機種

サイズ／W98.5×D204.5×H80（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／中国

￥140,000（非課税）

HMFB－2052JNS（DB）
電動ベッド2モーター

JAN 053540

サイズ／W98.5×D204.5×H80（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／中国

￥120,000（非課税）

HMFB－2051JNS（DB）
電動ベッド1モーター

JAN 053557

サイズ／W98.5×D204.5×H80（MH22/29.5/37/44.5）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／15.6
原産国／中国

￥160,000（非課税）

HMFB－2052HS（DB）
電動ベッド（HSユニット）

JAN 053564

バックスライド

サイズ／W101×D211×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／16.1
原産国／タイ・中国

￥140,000（非課税）

H MFB-3502 JNS（MB）
2モータータイプ

JAN 055049

サイズ／W101×D211×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／16.1
原産国／タイ・中国

￥120,000（非課税）

H MFB-3501 JNS（MB）
1モータータイプ

JAN 055032

サイズ／W101×D211×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント
入数／1　梱包数／3
才数／17.0
原産国／タイ・中国

￥160,000（非課税）

H MFB-3502 HS（MB）
2モーターHSユニット

JAN 055056

バックスライド

1M2M

1M2M



53 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

〈LB〉〈LB〉

〈DB〉〈DB〉

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／タイ・中国

￥120,000（非課税）

H MFB-8101 JNS（DB）（LB）
1モータータイプ

JAN 050280（DB）
JAN 050303（LB）

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／タイ・中国

￥140,000（非課税）

H MFB-8102 JNS（DB）（LB）
2モータータイプ

JAN 050297（DB）
JAN 050310（LB）

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／15.6
原産国／タイ・中国

￥160,000（非課税）

H MFB-8102 HS（DB）（LB）
2モーターHSユニット

JAN 053199（DB）
JAN 053205（LB）

バックスライド

※マットレスは別売りとなります。

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

※マットレスは別売りとなります。

〈LB〉〈LB〉

〈DB〉〈DB〉

バックスライド

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／15.6
原産国／タイ・中国

￥150,000（非課税）

H MFB-8002 HS（LB）（DB）
2モーターHSユニット

JAN 053182（LB）
JAN 053175（DB）

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／タイ・中国

￥130,000（非課税）

H MFB-8002 JNS（LB）（DB）
2モータータイプ

JAN 050273（LB）
JAN 050259（DB）

サイズ／W98×D204×H80（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.7
原産国／タイ・中国

￥110,000（非課税）

H MFB-8001 JNS（LB）（DB）
1モータータイプ

JAN 050266（LB）
JAN 050242（DB）

電動リクライニングベッド H MFB-810シリーズ

電動リクライニングベッド H MFB-800シリーズ

床板高さ
4段階

非課税
対応機種

床板高さ
4段階

非課税
対応機種

立ち上がりに
便利なグリップ付

1M2M

1M2M



54Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

B
E

D

※マットレスは別売りとなります。
※HSユニットは手すりの形状が若干異なります。

電動リクライニングベッド H MFB-300シリーズ
床板高さ
4段階

非課税
対応機種

バックスライド

サイズ／W98×D204×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／15.7
原産国／タイ・中国

￥140,000（非課税）

H MFB-3002 HS（DB）
2モーターHSユニット

JAN 055025

サイズ／W98×D204×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.5
原産国／タイ・中国

￥120,000（非課税）

H MFB-3002 JNS（DB）
2モータータイプ

JAN 055018

サイズ／W98×D204×H75（MH40/37/34/31）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ4段階切替
入数／1　梱包数／3
才数／14.5
原産国／タイ・中国

￥100,000（非課税）

H MFB-3001 JNS（DB）
1モータータイプ

JAN 055001

1M2M

生活のシーンに合わせて使える多機能な昇降テーブル

スタンダードタイプ

サイズ／W80×D40×H65～95cm
材質／天板：オーク突板
　　　脚：スチール粉体塗装
塗装／ウレタン樹脂塗装
仕様／隠しキャスター付
入数／1　梱包数／1
才数／1.2
原産国／台湾

￥36,000（税込￥38,880）

LW－80（LB）（DB）
昇降テーブル

JAN 041639（LB）
JAN 041622（DB）

95cm95cm

65cm65cm

〈DB〉〈DB〉〈LB〉〈LB〉

隠しキャスター付

貸与 介護福祉対応モデル

ワイドタイプ

65cm65cm

95cm95cm

18cmワイドタイプ
18cmワイドタイプ

〈DB〉〈DB〉 〈LB〉〈LB〉

サイズ／W98×D40×H65～95cm
材質／天板：オーク突板
　　　脚：スチール粉体塗装
塗装／ウレタン樹脂塗装
仕様／隠しキャスター付
入数／1　梱包数／1
才数／1.3
原産国／台湾

￥40,000（税込￥43,200）

LW－98（DB）（LB）
昇降テーブル

JAN 048744（DB）
JAN 048737（LB）

TAIS 01448-000004

TAIS 01448-000011



55 Furniture Collection 消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

照明 床板高さ
4段階

幅の広い
SDサイズ

コンセント LED
照明

照明 床板高さ
4段階

幅の広い
SDサイズ

コンセント LED
照明

セミダブル電動リクライニングベッド MFB-890シリーズ

セミダブル電動リクライニングベッド MFB-881シリーズ

DAISHO

SDセミダブル
電動リクライニング

ベッド

立ち上がりに便利なグリップ付

立ち上がりに便利なグリップ付

サイズ／W122×D221×H85（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／24.7
原産国／タイ・中国

￥180,000（税込¥194,000）

MFB-8902 JNSD（MB）
2モータータイプ セミダブル

JAN 053113（MB）

サイズ／W118×D222×H82（MH40/37.5/35/32.5）cm
材質／プリント化粧板・ラバー無垢
塗装／ウレタン塗装
仕様／床板高さ4段階切替・コンセント・LED照明
入数／1　梱包数／3
才数／24.7
原産国／タイ・中国

￥180,000（税込¥194,400）

MFB-8812 JNSD（DB）
2モータータイプ セミダブル

JAN 053106（DB）

※マットレスは別売りとなります。

※マットレスは別売りとなります。

2M

2M



56Furniture Collection消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

B
E

D

入数／1　梱包数／1
才数／1.0
原産国／中国

￥12,000（税込¥12,960）

MFB-SGJ
サイドガード（2個組）

JAN 050365

サイズ／W198×D41×H25cm
材質／MDF
仕様／フルオープンレール
入数／1　梱包数／1
才数／9.2
原産国／タイ

￥40,000（税込¥43,200）

MFB-8-BOX（DB）（MB）（LB）
電動ベッド用BOX引出し

JAN 050822（DB）
JAN 050846（MB）
JAN 050839（LB） フルオープンレール仕様

※使用イメージです。

サイドガードは
2個セットです

〈DB〉〈DB〉

〈DB〉〈DB〉 〈MB〉〈MB〉

〈MB〉〈MB〉

〈LB〉〈LB〉

〈LB〉〈LB〉

サイズ／W30×D36×H50cm
材質／プリント化粧板
仕様／コンセント付
入数／1　梱包数／1
才数／2.8
原産国／タイ

￥20,000（税込¥21,600）

MFB-NT（DB）（MB）（LB）
ナイトテーブル

JAN 053281（DB）
JAN 053298（MB）
JAN 053304（LB）

コンセント

電動リクライニングベッド オプション

サイドガード

（BOX引出しはMFB-8XXシリーズに適応しています）

（MFB-JNSシリーズに適応しています）

ナイトテーブル

BOX引出し
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構造

s t r u c t u r e

MPR-16

DAISHO

電 動
リクライニング用
マットレス

ポケットコイル
（ちょうちん型）

【横配列】
並列（平行）配列

生地（ポリエステル100％）

不織布

ポケットコイルφ2.0mm

硬綿

硬綿

不織布

ウレタンフォーム

ポリエステル綿

生地（ポリエステル100％）

電動リクライニング用マットレス

サイズ／W95×D195×H16cm
材質／ポリエステル・ウレタン・スチール
仕様／線径：2.0mm・コイル数：465
入数／1　梱包数／1
才数／12.0　原産国／中国

￥44,000（税込¥47,520）

MPR-16（S）
ポケットコイルマットレス

JAN 056916

サイズ／W115×D195×H16cm
材質／ポリエステル・ウレタン・スチール
仕様／線径：2.0㎜・コイル数：558
入数／1　梱包数／1
才数／14.0　原産国／中国

￥56,000（税込¥60,480）

MPR-16（SD）
ポケットコイルマットレス

JAN 056923

ポケット
コイル
ポケット
コイル

ポケット
コイル
ポケット
コイル
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B
E

D

ニット生地
樹脂綿
不織布

不織布

プロファイル
ウレタン

チップウレタン

UFA-12

MPC-17

サイズ／W95×D195×H12cm
材質／40mmプロファイルウレタン＋80mmチップウレタン
　　　ニット生地＋キルティング（表地）
入数／1　梱包数／1
才数／8.0
原産国／日本

￥30,000（税込¥32,400）

UFA-12S
ウレタンマットレス

JAN 053731

サイズ／W115×D195×H12cm
材質／40mmプロファイルウレタン＋80mmチップウレタン
　　　ニット生地＋キルティング（表地）
入数／1　梱包数／1
才数／9.7
原産国／日本

￥36,000（税込¥38,880）

UFA-12SD
ウレタンマットレス

JAN 054776

電動リクライニングベッド用マットレス

電動リクライニングベッド用マットレス

ウレタンは安心の日本製ウレタンは安心の日本製
国産

体圧分散、通気性に優れた
プロファイルウレタンを使用

サイズ／W97×L195×H15.5cm
コイル数／465
材質／ウレタン・スチール
仕様／ポケットコイル
入数／1　梱包数／1
才数／11.6
原産国／中国

￥46,000（税込￥49,680）

MPC－17S（WH）
ポケットコイルマットレス

JAN 037311

ポケット
コイル
ポケット
コイル
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MFC-13

UFC-12

電動リクライニングベッド用マットレス

電動リクライニングベッド用マットレス

サイズ／W97×L195×H13cm
材質／ウレタン
仕様／リバーシブル
入数／1　梱包数／1
才数／8.8
原産国／中国

￥43,000（税込￥46,440）

MFC－13S（WH）
ウレタンマットレス

JAN 044432

薄い色の生地がソフトな寝心地で、
柔らかく体を包みこみます。
薄い色の生地がソフトな寝心地で、
柔らかく体を包みこみます。

濃い色の生地がハードな寝心地で、
体の沈み込みを防ぎます。
濃い色の生地がハードな寝心地で、
体の沈み込みを防ぎます。

ニット生地

ニット生地

カバー生地

カバー生地

1cmウレタン

2cm低反発

2cm硬質ウレタン

再生ウレタン

SOFT

HARD

SOFT

HARD

通気性のよいメッシュ素材を
使用しています。

サイズ／W97×L195×H12cm
材質／ウレタン・ポリエステル
仕様／メッシュ生地
入数／1　梱包数／1
才数／8.2
原産国／中国

￥28,000（税込￥30,240）

UFC12－S（BR）
ウレタンマットレス

JAN 018877
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照明 コンセント LED
照明

サイズ／W100×L220×H86（21.5/29/36.5/44）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／手摺り2個付・照明・コンセント付
入数／1　梱包数／5
才数／17.5
原産国／中国

￥85,000（税込91,800）

TFB-290（BR）
畳ベッド

JAN 054783

畳

サイズ／W98×L214×H85.5（21.5/29/36.5/44）cm
材質／プリント化粧板
塗装／ウレタン塗装
仕様／手摺り2個付・コンセント付
入数／1　梱包数／5
才数／14.5
原産国／中国

￥78,000（税込84,240）

TFB-260（DB）
畳ベッド

JAN 054790

畳

DAISHO

畳ベッド

畳ベッド TFB-290

畳ベッド TFB-260
コンセント
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DAISHO ハイベッド & デスク

ちょっぴりヴィンテージな
ブルックリンスタイル

サイズ／W101×L203×H125（MH93）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／ヘッド・フット部：MDF・強化シート張り
入数／1　梱包数／2
才数／10.7
原産国／中国

￥46,000（税込49,680）

BHB-002（BK）
ハイベッド

JAN 056732

サイズ／W90×L50×H75cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／天板・前板部：MDF・強化シート張り
入数／1　梱包数／1
才数／3.7
原産国／中国

￥21,000（税込22,680）

BDK-002（BK）
デスク

JAN 056749

シングルベッド使用時

ハイベッドはシングルベッドに分割可能
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DAISHO

棚 付
ロフトベッド

コンセント

サイズ／W102×L217×H182（MH149）cm
材質／スチール・MDF
塗装／粉体塗装
仕様／コンセント付・床板スチールネット
入数／1　梱包数／3
才数／13.3
原産国／中国

￥53,000（税込￥57,240）

RF－039（WH）（SV）
棚付ロフトベッド

JAN 052857（WH）
JAN 029521（SV）

102 217

182

内寸幅／207

内寸高／141

正面図 （cm）側面図

マット高
149

ヘッド部
コンセント付
ヘッド部

コンセント付

〈WH〉〈WH〉

〈SV〉〈SV〉

棚、コンセント付で
オシャレな人気ハイベッド
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サイズ／W99×L203×H102（MH34）ｃm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／床板スチールネット
入数／1　梱包数／2
才数／5.9
原産国／中国

￥34,000（税込￥36,720）

KB－037S（WH）
カジュアルベッド

JAN 022287

有効内寸
25.5

マット高
34

カジュアルベッド KB-037

天蓋付きベッド TB-040

DAISHO

プリンセスベッド

サイズ／W98×L203×H196.5（MH33.5）ｃm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／天蓋・カーテン付
入数／1　梱包数／2
才数／6.9
原産国／中国

￥48,000（税込￥51,840）

TB－040（PI）（WH）（BK）
天蓋付きベッド

JAN 041929(PI)
JAN 029507(WH)
JAN 051294(BK)

マット高
33.5有効内寸

25.5

ふんわりピンクが可愛い憧れのプリンセススタイルロマンチックなシンデレラスタイル ミステリアスな小悪魔スタイル

〈PI〉〈PI〉

〈WH〉〈WH〉 〈BK〉〈BK〉
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サイズ／W101×L205×H100（MH33.5）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／6.9
原産国／中国

￥33,000（税込￥35,640）

KB－038S（PI）（BK）（WH）
カジュアルベッド

JAN 052871（PI）
JAN 052840（BK）
JAN 052864（WH）

有効内寸
28.5

マット高
33.5

〈PI〉〈PI〉

〈BK〉〈BK〉

〈WH〉〈WH〉

カジュアルベッド KB-038

天蓋付きベッド TB-038

サイズ／W101×L205×H201（MH33.5）ｃm
材質／スチール・カーテン：ポリエステル100％
塗装／粉体塗装
仕様／天蓋・カーテン付・天蓋部分は取り外して使用可
入数／1　梱包数／2
才数／6.9
原産国／中国

￥48,000（税込￥51,840）

TB－038（WH）（PI）
天蓋付きベッド

JAN 052901(WH)
JAN 052895(PI)

〈PI〉〈PI〉

〈WH〉〈WH〉
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サイズ／ベッド時：W100×L200×H43（MH43）cm
 収納時：W100×D27×H121cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／クッション材：ウレタンフォーム8cm・張り材：ポリエステル100%
入数／1　梱包数／1
才数／10.3
原産国／中国

￥59,000（税込￥63,720）

SMOT－360（BK）
電動収納ベッド

JAN 056817

サイズ／ベッド時：W100×L200×H36（MH36）cm
 収納時：W100×D28.5×H112cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／クッション材：ウレタンフォーム8cm・張り材：ポリエステル100%
入数／1　梱包数／1
才数／13.0
原産国／中国

￥59,000（税込￥63,720）

SMOT－350（BR）
電動収納ベッド

JAN 054851

サイズ／ベッド時：W100×L200×H36（MH36）cm
 収納時：W100×D28.5×H112cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／クッション材：ウレタンフォーム8cm・張り材：ポリエステル100%
入数／1　梱包数／1
才数／13.0
原産国／中国

￥39,000（税込￥42,120）

SSB－250（BK）
収納ベッド

JAN 054837

43cm43cm

マット高43cmのハイタイプ

36cm36cm

36cm36cm

DAISHO

収納ベッド

電動収納ベッド SMOT-360

電動収納ベッド SMOT-350

収納ベッド SSB-250

折りたたみ時折りたたみ時

折りたたみ時折りたたみ時

折りたたみ時折りたたみ時

完成品完成品箱から出してすぐ使えます箱から出してすぐ使えます

完成品完成品箱から出してすぐ使えます箱から出してすぐ使えます
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サイズ／ベッド時：W102×L205×H57（MH38）cm
 収納時：W102×D56×H107cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／7.4
原産国／中国

￥28,000（税込￥30,240）

KSB－278（BR）
収納ベッド

JAN 046603

折りたたみ時折りたたみ時

折りたたみ時折りたたみ時

折りたたみ時折りたたみ時

折りたたみ時折りたたみ時

サイズ／ベッド時：W62×L205×H46（MH38）cm
 収納時：W62×D50×H107cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／ポリエステル生地
入数／1　梱包数／1
才数／4.7
原産国／中国

￥24,000（税込￥25,920）

KSB－257（BL）
収納カウチベッド

JAN 044876

サイズ／ベッド時：W100×L200×H29.5（MH29.5）cm
 収納時：W100×D28.5×H113cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
仕様／張り材：藺草
入数／1　梱包数／1
才数／13.4
原産国／中国

￥48,000（税込￥51,840）

STB－250
畳・収納ベッド

JAN 054844

サイズ／ベッド時：W99×L205.5×H46（床板高さ34）cm
 収納時：W99×D47×H108cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
入数／1　梱包数／1
才数／4.0
原産国／中国

￥26,000（税込￥28,080）

KSB－290
収納すのこベッド

JAN 053618

畳・収納ベッド STB-250 完成品完成品箱から出してすぐ使えます箱から出してすぐ使えます

消費税は8％で算出しています消費税は8％で算出しています

B
E

D

38cm38cm

38cm38cm

34cm34cm

29.5cm29.5cm

収納ベッド KSB-278

収納すのこベッド KSB-290

収納カウチベッド KSB-257

完成品完成品箱から出してすぐ使えます箱から出してすぐ使えます
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DAISHO

2段ベッド

2段ベッド モンブラン

※マットレスは別売りとなります。

シングルベッドに分割可能

シングルベッド時は床板高さ2段階調整（26/32.5）

シングルベッドに分割可能

2段ベッド

サイズ／W103×L204×H150床板高さ(26/119.5)cm
材質／オーク・ウォールナット突板
塗装／ウレタン塗装
仕様／シングルベッドに分割可能
入数／1　梱包数／5
才数／16.8
原産国／中国

ティノⅡ
JAN 052512

￥130,000（税込￥140,400）

2段ベッド

サイズ／W212×L106×H160床板高さ(31/121)cm
材質／アカシア材
塗装／ラッカー塗装
仕様／シングルベッドに分割可能
入数／1　梱包数／5
才数／20.0
原産国／ベトナム

モンブラン
JAN 056930

￥92,000（税込￥99,360）

2段ベッド ティノⅡ
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B
E

D

DAISHO

システムデスク

システムデスク SSBⅡ

システムデスク

JAN 052147

サイズ／（ベッド）W217×L103×H175（床板高さ145）ｃm
　　　　（デスク）W100×D55×H76ｃm
材質／メラミン化粧板・プリント紙化粧板
仕様／シングルベッド分割可能
才数／38.0
原産国／タイ

WHB-517（MP）

¥190,000（税込¥205,200）

＜書棚＞

＜ベッド＞

デスクと書棚は連結可能

分割して単体でも使用できます。

分割して単体でも使用できます。

成長に合わせてレイアウト可能。 ベッド、デスク、書棚に分割できるシステムデスク

システムデスク

JAN 054295

サイズ／（ベッド）W218×D106×H135（床板高さ88）ｃm
 （デスク）W100×D60×H72ｃm
材質／メラミン化粧板、プリント紙化粧板
仕様／シングルベッド分割可能、コンセント付
才数／40.0
原産国／タイ

SSBⅡ（ビーチ）

¥172,000（税込¥185,760）

システムデスク

JAN 054288

SSBⅡ（メープル）

＜ベッド＞

お気に入りの
本や小物を
たくさん収納
できます。

システムデスク WHB-517

大容量の本棚でたくさん収納できるシステムデスク
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システムデスク

JAN 054301

サイズ／（ベッド）W208×D103×H120（床板高88）ｃm
 （デスク）W100×D60×H72ｃm
材質／メラミン化粧板、プリント紙化粧板
仕様／コンセント付
才数／35.0
原産国／タイ

RSBⅡ（MB×BK）

¥130,000（税込¥140,000）

システムデスク

JAN 054318

RSBⅡ（メープル）

大容量の本棚で
たくさん収納できる
システムデスク

お部屋を有効に使える
シンプルデザインのシステムデスク

システムデスク

JAN 054202

サイズ／（ベッド）W201×D102.5×H118（床板高さ88）ｃm
 （デスク）W100×D60×H72ｃm
材質／メラミン化粧板、プリント紙化粧板
才数／29.0
原産国／タイ

NSBⅡ（メープル）

¥125,000（税込¥135,000）

システムデスク

JAN 054219

NSBⅡ（MB）

システムデスク RSBⅡ



カタログご利用のご案内

本カタログ掲載商品は全アイテム、生産物賠償責任保険
（PL保険）に加入しています。

価格について

仕様について

お願い

家庭用商品について

●カタログに表示された価格には、配送料、設置工事費などは含まれ  
　ておりません。
●価格は、平成31年1月現在です。市況その他の情勢により変更する
　ことがあります。あらかじめご了承下さい。
●消費税は8%で算出しています。
●カタログの撮影小物は価格に含まれておりません。

■当社の商品は耐久性を考えて設計されていますが、使用する場所、
　回数条件によりその商品の寿命は異なります。
　商品の保証は、お買上後1年間とさせて頂きますので、これ以降の
　修理は修理費を頂く事があります。

●サイズはcmで、W幅×D奥行き×H高さの順に表示してあります。
●サイズは計り方によって若干異なる場合があります。（JIS規格では
　誤差10mm以内は認められております。）
●本文中の商品仕様は、平成31年1月現在のものです。諸般の事情
　および品質改良のため、予告なく変更・中止する事があります。

●施行写真および製品写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる
　場合がございます。ご了承下さい。
●特に天然木を用いた製品については、木目や色合いが写真と全く
　の同一品は納入できません。ご了承下さい。
●1ケースあたり複数台入りの商品のバラ売りは梱包代を別途申し受
　けますので、予めご了承下さい。
●商品の納期につきましては、ご確認の上ご発注ください。
■取扱説明書は必ずお読みの上ご使用ください。

daisho 大商産業株式会社
本　　社
〒545－0001　大阪市阿部野区天王寺町北3丁目9番7号
TEL 06－6713－1081(代)　FAX 06－6713－1260

九州支店
〒831－0034　福岡県大川市大字一木954番地
TEL 0944－88－2131(代)　FAX 0944－88－2107
E-mail:kagu@daisho.info

http://www.daisho.info

当社JANコード　No.4980710
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