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BED

心 地 良い 眠 りへと 誘 う
疲 れ を 癒 や す 快 適 なベッド 選 び

電動リクライニングベッド

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。
電動リクライニングベッドの特徴
1モータータイプ

■サイドガード2本付

背/足上げ

片 側 に 3 か 所（ ヘッド側・フット
側・中央）付け替え可能で、
リモコ
ンも掛けられます。

約70°

誤作動防止スイッチ
背足連動

■1モーター

■安全ネット付

頭と足が連動した動作になります。
（ワンタッチで解除可）

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。

2モータータイプ
背上げ
足上げ

約70°

■4段階高さ調整

背/足連動

背上げ

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。
※730・710シリーズは6段階となります。

足上げ

誤作動防止スイッチ

背足連動

■2モーター
頭と足を別々に動かす事が出来ます。

バックスライド搭載 JHS/3UHシリーズ
JHSシリーズ

従来の電動ベッド
胸やおなかが
苦しい…

リクライニング
快適♪

約10cmバックスライド

約10cmバックスライド
腹部に圧迫感

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

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！
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Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

電動リクライニングベッド H MFB-890シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

LED
照明

対応機種

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
原産国／タイ・中国

立ち上がりに
便利なグリップ付

〈MB〉

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

〈DB〉

2モータータイプ

H MFB-8902 JNS（DB）
（MB）

2M

JAN 053137（DB）
JAN 050815（MB）

1モータータイプ

H MFB-8901 JNS（DB）
（MB）

1M

JAN 053120（DB）
JAN 050808（MB）

2モーターJHSユニット

H MFB-8902 JHS
（DB）
（MB）

バックスライド

JAN 053267（DB）
JAN 053274（MB）

￥170,000（非課税）

￥150,000（非課税）

￥190,000（非課税）

才数／21.0

才数／21.0

才数／22.7

電動リクライニングベッド H MFB-881シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

LED
照明

対応機種

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
原産国／タイ・中国

立ち上がりに
便利なグリップ付

〈DB〉

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

〈LB〉

2モータータイプ

H MFB-8812 JNS（DB）
（LB）
JAN 053076（DB）
JAN 053090（LB）

2M

1モータータイプ

H MFB-8811 JNS
（DB）
（LB）

1M

JAN 053069（DB）
JAN 053083（LB）

2モーターJHSユニット

H MFB-8812 JHS
（DB）
（LB）

￥170,000（非課税）

￥150,000（非課税）

￥190,000（非課税）

才数／21.9

才数／21.9

才数／23.6

消費税は10％で算出しています

バックスライド

JAN 053243（DB）
JAN 053250（LB）

F ur ni tu re C o lle c t io n
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電動リクライニングベッド H MFB-860シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

LED
照明

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
原産国／タイ・中国

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

2モータータイプ

H MFB-8602 JNS（DB）

1モータータイプ

2M

H MFB-8601 JNS
（DB）

2モーターJHSユニット

1M

H MFB-8602 JHS
（DB）

JAN 050334

JAN 050327

JAN 053236

￥160,000（非課税）

￥140,000（非課税）

￥180,000（非課税）

才数／18.1

才数／18.1

才数／19.8

電動リクライニングベッド H MFB-730シリーズ

コンセント

床板高さ
6段階

バックスライド

非課税

対応機種

LED
照明

サイズ／W97×D216×H80（MH40〜24）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ6段階切替・コンセント・LED照明
入数／1 梱包数／3
原産国／中国

※マットレスは別売りとなります。

〈DB〉

※JHSユニットは手すりの形状が若干異なります。

〈LB〉

2モータータイプ

HMFB-7302 JNS（DB）
（LB）
（BR）
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2M

1モータータイプ

HMFB-7301 JNS
（DB）
（LB）
（BR）

〈BR〉

1M

2モーターJHSユニット

HMFB-7302 JHS
（DB）
（LB）
（BR）

JAN 058996（DB）
JAN 058934（LB）
JAN 058965（BR）

JAN 058989（DB）
JAN 058927（LB）
JAN 058958（BR）

JAN 059009（DB）
JAN 058941（LB）
JAN 058972（BR）

￥160,000（非課税）

￥140,000（非課税）

￥180,000（非課税）

才数／18.6

才数／18.6

才数／20.3

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

バックスライド

電動リクライニングベッド H MFB-855シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

LED
照明

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
原産国／タイ・中国

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

2モータータイプ

H MFB-8552 JNS（DB）

1モータータイプ

2M

H MFB-8551 JNS
（DB）

2モーターJHSユニット

1M

H MFB-8552 JHS
（DB）

JAN 053151

JAN 053144

JAN 053229

￥160,000（非課税）

￥140,000（非課税）

￥180,000（非課税）

才数／18.3

才数／18.3

才数／20.0

電動リクライニングベッド H MFB-275シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

バックスライド

非課税

対応機種

LED
照明

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
原産国／中国

〈BR〉

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

〈DB〉

電動ベッド2モーター

HMFB−2752JNS（BR）
（DB）

2M

電動ベッド1モーター

HMFB−2751JNS
（BR）
（DB）

1M

電動ベッド
（JHSユニット）

HMFB−2752JHS
（BR）
（DB）

JAN 053571（BR）
JAN 059184（DB）

JAN 053588（BR）
JAN 059177（DB）

JAN 053595（BR）
JAN 059191（DB）

￥160,000（非課税）

￥140,000（非課税）

￥180,000（非課税）

才数／20.7

才数／20.7

才数／22.4

消費税は10％で算出しています

バックスライド

F ur ni tu re C o lle c t io n
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電動リクライニングベッド H MFB-820シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

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
原産国／タイ・中国

グリップ付

側面収納付（A4サイズ対応）

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

2モータータイプ

H MFB-8202 JNS（DB）

1モータータイプ

2M

H MFB-8201 JNS
（DB）

2モーターJHSユニット

1M

H MFB-8202 JHS
（DB）

JAN 050792

JAN 050785

JAN 053212

￥150,000（非課税）

￥130,000（非課税）

￥170,000（非課税）

才数／19.5

才数／19.5

才数／21.2

電動リクライニングベッド H MFB-810シリーズ

バックスライド

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

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
原産国／タイ・中国

立ち上がりに
便利なグリップ付

〈DB〉

※マットレスは別売りとなります。

〈LB〉

※JHSユニットは手すりの形状が若干異なります。

2モータータイプ

H MFB-8102 JNS（DB）
（LB）
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2M

1モータータイプ

H MFB-8101 JNS
（DB）
（LB）

1M

2モーターJHSユニット

H MFB-8102 JHS
（DB）
（LB）

JAN 050297（DB）
JAN 050310（LB）

JAN 050280（DB）
JAN 050303（LB）

JAN 053199（DB）
JAN 053205（LB）

￥140,000（非課税）

￥120,000（非課税）

￥160,000（非課税）

才数／14.8

才数／14.8

才数／16.5

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

バックスライド

電動リクライニングベッド H MFB-350シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

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
原産国／タイ・中国

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

2モータータイプ

H MFB-3502 JNS（MB）

1モータータイプ

2M

H MFB-3501 JNS（MB）

2モーターJHSユニット

1M

H MFB-3502 JHS
（MB）

JAN 055049

JAN 055032

JAN 055056

￥140,000（非課税）

￥120,000（非課税）

￥160,000（非課税）

才数／19.2

才数／19.2

才数／20.9

電動リクライニングベッド H MFB-710シリーズ

バックスライド

床板高さ
6段階

非課税

対応機種

サイズ／W97×D205×H80（MH40〜24）cm
材質／プリント化粧板
仕様／床板高さ6段階切替
入数／1 梱包数／3
原産国／中国

※マットレスは別売りとなります。

〈LB〉

※JHSユニットは手すりの形状が若干異なります。

〈BR〉

2モータータイプ

HMFB-7102 JNS（LB）
（BR）
（DB）

2M

1モータータイプ

HMFB-7101 JNS
（LB）
（BR）
（DB）

〈DB〉

1M

2モーターJHSユニット

HMFB-7102 JHS
（LB）
（BR）
（DB）

JAN 058842（LB）
JAN 058873（BR）
JAN 058903（DB）

JAN 059078（LB）
JAN 058866（BR）
JAN 058897（DB）

JAN 058859（LB）
JAN 058880（BR）
JAN 058910（DB）

￥140,000（非課税）

￥120,000（非課税）

￥160,000（非課税）

才数／14.9

才数／14.9

才数／16.6

消費税は10％で算出しています

バックスライド

F ur ni tu re C o lle c t io n
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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
原産国／中国

立ち上がりに便利な
グリップ付

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

電動ベッド2モーター

HMFB−2052JNS（DB）

電動ベッド1モーター

2M

HMFB−2051JNS
（DB）

電動ベッド
（JHSユニット）

1M

HMFB−2052JHS
（DB）

JAN 053540

JAN 053557

JAN 053564

￥140,000（非課税）

￥120,000（非課税）

￥160,000（非課税）

才数／15.1

才数／15.1

才数／16.8

電動リクライニングベッド H MFB-800シリーズ

バックスライド

床板高さ
4段階

非課税

対応機種

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
原産国／タイ・中国

〈DB〉

※マットレスは別売りとなります。

〈LB〉

※JHSユニットは手すりの形状が若干異なります。

2モータータイプ

H MFB-8002 JNS（LB）
（DB）

2M

1モータータイプ

H MFB-8001 JNS
（LB）
（DB）

1M

2モーターJHSユニット

H MFB-8002 JHS
（LB）
（DB）

JAN 050273（LB）
JAN 050259（DB）

JAN 050266（LB）
JAN 050242（DB）

JAN 053182（LB）
JAN 053175（DB）

￥130,000（非課税）

￥110,000（非課税）

￥150,000（非課税）

才数／14.8

才数／14.8

才数／16.5

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

バックスライド

非課税

対応機種

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
原産国／タイ・中国

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

2モータータイプ

H MFB-3002 JNS（DB）

07

2M

1モータータイプ

H MFB-3001 JNS
（DB）

1M

2モーターJHSユニット

H MFB-3002 JHS
（DB）

JAN 055018

JAN 055001

JAN 055025

￥120,000（非課税）

￥100,000（非課税）

￥140,000（非課税）

才数／17.1

才数／17.1

才数／18.8

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

バックスライド

SDセミダブル
電動リクライニングベッド

セミダブル電動リクライニングベッド MFB-890シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

LED
照明

立ち上がりに便利なグリップ付

2モータータイプ セミダブル

MFB-8902 JNSD（MB）

2M SD

JAN 053113

￥180,000（税込¥198,000）
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

※マットレスは別売りとなります。

セミダブル電動リクライニングベッド MFB-881シリーズ

コンセント

床板高さ
4段階

LED
照明

立ち上がりに便利なグリップ付

2モータータイプ セミダブル

MFB-8812 JNSD（DB）

2M SD

JAN 053106

￥180,000（税込¥198,000）
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

※マットレスは別売りとなります。

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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電動昇降リクライニングベッド

昇降電動リクライニングベッドの特徴

介護のしやすい高さ
最高約60cm

乗降しやすい低床
約30cm

床板高

床板高

約60cm

■サイドガード2本付

約30cm

■電動無段階昇降機能

片側に3か所(ヘッド側・フット側・中
央）付け替え可能で、リモコンも掛け
られます。

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。

昇降電動リクライニングベッド H MFB-8013 UHシリーズ

本体上下
可動式

非課税

対応機種

ヘッドボードとフットボードはワンタッチで着脱可能

※ハイバックスライド搭載
詳しくはP01参照

〈MBR〉

電動昇降3Mリクライニングベッド

昇降

H MFB-8013UH
（DBR）
（MBR） 3M
JAN 060609（DBR）
JAN 060616（MBR）

バックスライド

￥255,000（非課税）
サイズ／W98×D204.5×H70.5〜98.5（MH32〜60）cm
材質／スチール・MDF
入数／1 梱包数／3
才数／26.9
原産国／中国（モーター部）
・タイ
（ヘッド・フットボード）

〈DBR〉

※マットレスは別売りとなります。
※キャスターMFB-CJ
（P10）は別売（課税対象）になります。

昇降電動リクライニングベッド H MFB-911

本体上下
可動式

TAIS 01448-000014

貸与
ヘッドボードとフットボードはワンタッチで着脱可能

※マットレスは別売りとなります。
※キャスターFB-Cは別売（課税対象）になります。

TAIS 01448-000013

JAN 044470

￥23,000（税込¥25,300）
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H MFB-911（DBR）

貸与

H MFB-911
専用キャスター4個組（課税対象商品）

FB-C

電動昇降3Mリクライニングベッド

昇降

3M

JAN 056725（DBR）

￥270,000（非課税）
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

12cm

消費税は10％で算出しています

サイズ／W99×D206×H71〜101
（MH29〜59）cm
材質／スチール
塗装／粉体塗装
入数／1 梱包数／4
才数／29.2
原産国／台湾（モーター部）
・中国（ヘッド・フットボード）

非課税

対応機種

昇降電動リクライニングベッド H MFB -806UJ/206UJシリーズ

非課税

本体上下
可動式

対応機種

サイズ／W96×D203×H71〜100
（MH30〜59）cm
材質／スチール・MDF
入数／1 梱包数／3 才数／23.2

〈MBR〉

貸与

TAIS 01448-000016

電動昇降2Mリクライニングベッド

H MFB-2062UJ（DBR）

昇降

2M

〈DBR〉

※マットレスは別売りとなります。

JAN 054950

￥200,000（非課税）
原産国／中国

電動昇降3Mリクライニングベッド

H MFB-2063UJ（DBR）

昇降

3M

JAN 054974

電動昇降2Mリクライニングベッド
JAN 060623（DBR）
JAN 060647（MBR）

￥235,000（非課税）
原産国／中国

昇降

H MFB-8062UJ
（DBR）
（MBR） 2M

電動昇降3Mリクライニングベッド
JAN 060630
（DBR）
JAN 060654
（MBR）

￥200,000（非課税）

￥235,000（非課税）

原産国／中国・タイ

原産国／中国・タイ

昇降電動リクライニングベッド H MFB -150UJシリーズ
TAIS 01448-000015

昇降

H MFB-8063UJ
（DBR）
（MBR） 3M

本体上下
可動式

非課税

対応機種

貸与
サイズ／W96×D203×H71〜100
（MH30〜59）cm
材質／スチール・MDF
塗装／粉体塗装
入数／1 梱包数／3 才数／23.8 原産国／中国

電動昇降2Mリクライニングベッド

H MFB-1502UJ
（BR）

昇降

2M

JAN 054943

￥180,000（非課税）
電動昇降3Mリクライニングベッド

※マットレスは別売りとなります。

H MFB-1503UJ
（BR）

昇降

3M

JAN 054967

￥212,000（非課税）

電動昇降リクライニングベッド H MFB -861UJシリーズ

本体上下
可動式

非課税

対応機種

サイズ／W98×D213×H81〜110
（MH30〜59）cm
材質／スチール・MDF
塗装／粉体塗装
入数／1 梱包数／3 才数／27.0 原産国／中国・タイ

※マットレスは別売りとなります。

電動昇降2Mリクライニングベッド

H MFB-8612UJ
（DBR）
TAIS 01448-000017
2UJ/3UJ/3UHシリーズ
専用キャスター4個組
（課税対象商品）

MFB-CJ
JAN 054806

￥23,000（税込¥25,300）

JAN 054981

貸与
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

昇降

2M

￥223,000（非課税）
電動昇降3Mリクライニングベッド
12cm

H MFB-8613UJ
（DBR）

昇降

3M

JAN 054998

￥254,000（非課税）

消費税は10％で算出しています
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電動リラックスベッド

電動リラックスベッド モナリザ

コンセント

※マットレスは別売りとなります。

電動リラックスベッド

Nモナリザ K 2JHS（DB）

Nモナリザ K 2JNS（DB） 2M

電動リラックスベッド

Nモナリザ K 1JNS
（DB） 1M

JAN 060586

JAN 060579

￥250,000（税込¥275,000）

￥230,000（税込¥253,000）

￥190,000（税込¥209,000）

サイズ／W209×D225×H60（MH18）cm
材質／プリント化粧板
仕様／コンセント・LED照明
入数／1 梱包数／4
才数／41.2
原産国／中国

サイズ／W137×D225×H60（MH18）cm
材質／プリント化粧板
仕様／コンセント・LED照明
入数／1 梱包数／4
才数／37.8
原産国／中国

サイズ／W117×D225×H60（MH18）cm
材質／プリント化粧板
仕様／コンセント・LED照明
入数／1 梱包数／4
才数／37.8
原産国／中国

JAN 060593

11

電動リラックスベッド
バックスライド
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消費税は10％で算出しています

LED
照明

電動リクライニングベッド
オプション

サイドガード

サイドガードは
2個セットです

対応ユニット／
MFB-2JHS・HMFB-3UH

対応ユニット／
MFB-1JNS/2JNS・HMFB-3UJ/2UJ

サイドガード
（2個組）

サイドガード
（2個組）

MFB-SGH

MFB-SGJ

JAN 059504

JAN 050365

￥12,000（税込¥13,200）

￥12,000（税込¥13,200）

材質／スチール・天然木
入数／1 梱包数／1
才数／1.2 原産国／中国

材質／スチール・天然木
入数／1 梱包数／1
才数／1.1 原産国／中国

※使用イメージです。

ナイトテーブル

ナイトテーブル

MFB-NT（DB）
（MB）
（LB）

コンセント

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

￥20,000（税込¥22,000）
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

〈DB〉

〈LB〉

〈MB〉

BOX引出し

（BOX引出しはMFB-8XXシリーズに適応しています）

〈DB〉

フルオープンレール仕様

電動ベッド用BOX引出し

MFB-8-BOX（DB）
（MB）
（LB）
JAN 050822（DB）
JAN 050846（MB）
JAN 050839（LB）

￥40,000（税込¥44,000）
サイズ／W198×D41×H25cm
材質／プリント化粧板
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

〈MB〉
〈LB〉

消費税は10％で算出しています
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12

電 動リクライニングベッド 専 用 寝 具 3 点 セット
point.2

point.1

転がり落ちないピローケース

ズレにくいボックスシーツ

ピローケースは転がり落ち防止の固定ひも付き。
使用しない時は内部に収納も可能です。

ボックスシーツは全周ゴムひも付き。
4箇所の固定ひもを追加して
リクライニング時、
シーツのずれを低減。

※標準的な43×63cmの枕に対応しています。

寝具
3点セット

point.3

■ ベッドパッド 1枚
■ ボックスシーツ 1枚
■ ピローケース 1枚

薄型マットレス専用設計

厚みの薄い電動ベッド用マットレス専用設計。約10cm〜18cmのマットレスに対応しています。

point.4

選べる明るい4色対応

ピローケース、ボックスシーツはアイボリー・
ブラウン・ブルー・ピンクの清潔感ある明るい
4色から選択可能

電動ベッド用寝具セット

電動ベッド用寝具セット

SDB-S（IV）
（BR）
（BL）
（PI）

SDB-SD（IV）
（BR）
（BL）
（PI）

JAN
JAN
JAN
JAN

JAN
JAN
JAN
JAN

060685（IV）
060692（BR）
060708（BL）
060715（PI）

point.5

洗濯可能

ピローケース、ボックスシーツ、
ベッドパッドは
ご家庭の洗濯機で簡単に洗濯が可能です。
※選択ネットに入れて手洗いモード等での
洗濯をお願いします。

060722（IV）
060739（BR）
060746（BL）
060753（PI）

サイズ

￥9,000（税込¥9,900）

￥11,000（税込¥12,100）

材質／ベッドパッド：ポリエステル100%
ボックスシーツ・ピローケース：綿50%・ポリエステル50%
入数／4 梱包数／1
才数／2.0 原産国／中国

材質／ベッドパッド：ポリエステル100%
ボックスシーツ・ピローケース：綿50%・ポリエステル50%
入数／4 梱包数／1
才数／2.2 原産国／中国

ベッドパッド：Sサイズ約95×195cm
:SDサイズ約115××195cm
ボックスシーツ :Sサイズ約95×195×20cm
:SDサイズ約115×195×20cm
ピローケース :約63×43cm

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
TAIS 01448-000004

貸与

昇降テーブル

95cm

LW−80（LB）
（DB）
JAN 041639（LB）
JAN 041622（DB）

65cm

￥36,000（税込￥39,600）
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

〈DB〉

〈LB〉

ワイドタイプ
TAIS 01448-000011

18cmワ
イドタイプ

貸与

95cm

昇降テーブル

LW−98（DB）
（LB）

65cm

JAN 048744（DB）
JAN 048737（LB）

￥40,000（税込￥44,000）

隠しキャスター付

13

Fur n i t u re C ol l ect i on

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

消費税は10％で算出しています

〈DB〉

〈LB〉

M AT T R E S S

電動リクライニングベッド用マットレス
このズレが床ずれ低減

MPR-322

リクライニング時の床ずれによる圧迫感を低減！！
快適リクライニングと寝心地を追求した最上級モデル

トッパー部分
生地

リクライニング時に上下のマットレスが
ズレることで身体への圧迫感を低減させます。

ポリエステル綿

キ ルト 詰 め 物 キ ルト

ウレタンフォーム
不織布
ウレタンフォーム

インナーポケットコイル
Φ1.4（Ｈ30㎜）
不織布

ウレタンフォーム
生地

ボトム部分

2層
コイル

ポケットコイルマットレス

MPR−322SD

2層
コイル

不織布
不織布

ユニット

MPR−322S

キ ルト

ポケットコイルマットレス

生地
ウレタンフォーム

JAN 060555

￥75,000（税込￥82,500）

￥90,000（税込￥99,000）

サイズ／W95×L195×H22cm
材質／ポリエステル100％・ウレタン・コイルスプリング
ダブルポケットコイル・コイル数1,452個
仕様／床ずれ低減機能
入数／1 梱包数／1
才数／15.3 原産国／中国

サイズ／W115×L195×H22cm
材質／ポリエステル100％・ウレタン・コイルスプリング
ダブルポケットコイル・コイル数1,780個
仕様／床ずれ低減機能
入数／1 梱包数／1
才数／18.5 原産国／中国

ポケットコイル
Φ1.8（Ｈ130㎜）
不織布

キ ルト

JAN 060548

ウレタンフォーム
生地

電動リクライニングベッド用マットレス
MPR-222

ほどよい硬さと柔らかい寝心地
上下2層、合計1,452個のポケットコイルが「寝心地」と「硬さ」を両立します

BOXピロー部分
生地
キ ルト
詰め物

ポリエステル綿
ウレタンフォーム
インナーポケット
コイル Φ1.4（Ｈ30㎜）

不織布

ウレタンフォーム
不織布

ボトム部分

MPR−222S

2層
コイル

ポケットコイルマットレス

MPR−222SD

2層
コイル

JAN 060579

￥65,000（税込￥71,500）

￥75,000（税込￥82,500）

サイズ／W95×L195×H22cm
材質／ポリエステル100％・ウレタン・コイルスプリング
ダブルポケットコイル・コイル数1,452個
入数／1 梱包数／1
才数／15.3
原産国／中国

サイズ／W115×L195×H22cm
材質／ポリエステル100％・ウレタン・コイルスプリング
ダブルポケットコイル・コイル数1,780個
入数／1 梱包数／1
才数／18.5
原産国／中国

消費税は10％で算出しています

キ ルト

JAN 060562

ユニット

ポケットコイルマットレス

ポケットコイル
Φ1.8（Ｈ130㎜）
不織布
ウレタンフォーム
生地

F ur ni tu re C o lle c t io n
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M AT T R E S S

電動リクライニングベッド用マットレス
MPR-16

ポケットコイルマットレス

MPR-16
（S）

ポケット
コイル

JAN 056916

ポケットコイルマットレス

MPR-16
（SD）

ポケット
コイル

JAN 056923

￥44,000（税込¥48,400）

￥56,000（税込¥61,600）

サイズ／W95×D195×H16cm
材質／ポリエステル100%・ウレタン・コイルスプリング
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

サイズ／W115×D195×H16cm
材質／ポリエステル100%・ウレタン・コイルスプリング
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

生地
（ポリエステル100％）
ポリエステル綿

構造

ウレタンフォーム
不織布
硬綿

ポケットコイルφ2.0mm

s t r u c t u r e

硬綿
不織布
生地
（ポリエステル100％）

電動リクライニングベッド用マットレス
MPC-17

ポケットコイルマットレス

MPC−17S（WH）

ポケット
コイル

JAN 037311

￥46,000（税込￥50,600）
サイズ／W97×L195×H15.5cm
コイル数／465
材質／ポリエステル100%・ウレタン・コイルスプリング
仕様／線経2.0mm・コイル数465
入数／1 梱包数／1
才数／11.6
原産国／中国
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消費税は10％で算出しています

ポケットコイル
（ちょうちん型）

並列
（平行）
配列
【横配列】

M AT T R E S S

電動リクライニングベッド用マットレス
国産

UFA-12

ウレタンは安心の日本製

体圧分散、通気性に優れた
プロファイルウレタンを使用

ウレタンマットレス

ウレタンマットレス

UFA-12（S）

UFA-12（SD）

JAN 053731

JAN 054776

￥30,000（税込¥33,000）

￥36,000（税込¥39,600）

サイズ／W95×D195×H12cm
材質／ウレタン国内発泡
ポリエステル100%
入数／1 梱包数／1
才数／8.0
原産国／日本

サイズ／W115×D195×H12cm
材質／ウレタン国内発泡
ポリエステル100%
入数／1 梱包数／1
才数／9.7
原産国／日本

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

電動リクライニングベッド用マットレス
国産

PFF-12

安心の日本製

通気性に優れ衛生的
ファイバーマットレス

PFF−12S
JAN 059061

￥39,000（税込￥42,900）
サイズ／W95×L195×H12cm
材質／ポリエステル100％
入数／1 梱包数／1
才数／8.3
原産国／日本

立体的な繊維構造で、通気性
が優れているためほとんど水
を含みません
ウレタンを使ったマットなどと
異なり、湿気をすぐに発散し、
蒸れやベトつきが無く快適な
寝心地です

電動リクライニングベッド用マットレス
国産

UFA-SP

ウレタンは安心の日本製

ウレタンマットレス

UFA−SP（S）
JAN 059054

￥24,000（税込￥26,400）
サイズ／W95×L195×H8cm
材質／ポリエステル100%・ウレタン
仕様／ウレタン国内発泡
入数／1 梱包数／1
才数／6.4
原産国／日本

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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電動リクライニングベッド用マットレス
MFC-13

ウレタンマットレス

SOFT

MFC−13S（WH）

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。

ニット生地
カバー生地
2cm低反発

SOFT

1cmウレタン

JAN 044432

￥43,000（税込￥47,300）
サイズ／W97×L195×H13cm
材質／ウレタン・ポリエステル100％
仕様／リバーシブル
入数／1 梱包数／1
才数／8.8
原産国／中国

再生ウレタン

HARD

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。

2cm硬質ウレタン
カバー生地
ニット生地

電動リクライニングベッド用マットレス
UFC-12
通気性のよい
メッシュ素材を
使用しています。

ウレタンマットレス

UFC−12S（BR）
JAN 018877

￥28,000（税込￥30,800）
サイズ／W97×L195×H12cm
材質／ウレタン・ポリエステル100％
仕様／メッシュ生地
入数／1 梱包数／1
才数／8.2
原産国／中国

電動リクライニングベッド用マットレス
URC-8

ウレタンロールマット

URC−8S
JAN 060265

￥19,000（税込￥20,900）
サイズ／W95×L195×H8cm
材質／ポリエステル・ウレタン
仕様／圧縮ロール梱包
入数／1 梱包数／1
才数／1.4
原産国／中国
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消費税は10％で算出しています

HARD

畳ベッド

畳ベッド TFB-290

コンセント

床板高さ
4段階

LED
照明

日本製畳

畳ベッド

TFB-290（BR）
JAN 054783

￥85,000（税込¥93,500）
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

畳ベッド TFB-260

コンセント

床板高さ
4段階

日本製畳

畳ベッド

TFB-260（DB）
JAN 054790

￥78,000（税込¥85,800）
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

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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LOFT BED

階段書棚付ロフトベッド

安 心 感のある収 納 付 階 段

〈BK〉
〈WH〉

階段書棚付ロフトベッド

KRF-047（BK）
（WH）
JAN 060524（BK）
JAN 060531（WH）

￥76,000（税込¥83,600）
サイズ／W102×L255×H180
（MH147）cm
材質／スチール・MDF
塗装／粉体塗装
仕様／コンセント付・シングルベッド分割・ハンガーバー付
入数／1 梱包数／2
才数／16.2
原産国／中国
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シングルベッド使用時
ロフトベッドはシングルベッドに分割可能

消費税は10％で算出しています

LOFT BED

分割式ロフトベッド
ベッド下の空間を有効利用

〈BK〉

〈WH〉

分割式ロフトベッド

RF-048（BK）
（WH）
JAN 057944（BK）
JAN 057951（WH）

コンセント

￥57,000（税込¥62,700）
サイズ／W102×L217.5×H179.5床板高さ
（146.5）cm
材質／スチール・MDF
塗装／粉体塗装
仕様／コンセント付・シングルベッド分割・ハンガーバー付
入数／1 梱包数／2
才数／12.9
原産国／中国

シングルベッド使用時
ロフトベッドはシングルベッドに分割可能

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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LOFT BED
棚付ロフトベッド

棚 、コンセント付でオシャレな人気ハイベッド

ヘッド部コンセント付

〈SV〉

棚付ロフトベッド

RF−039（WH）
（SV）

コンセント

JAN 052857（WH）
JAN 029521（SV）

102

￥53,000（税込￥58,300）
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

〈WH〉

217

内寸幅／207

マット高
149

182
内寸高／141

側面図

正面図

（cm）

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

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

ハイベッド

BHB-002（BK）
JAN 056732

￥46,000（税込¥50,600）
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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

デスク

BDK-002（BK）
JAN 056749

￥21,000（税込¥23,100）

消費税は10％で算出しています

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

PRINCESS BED
天蓋付きベッド TB-040

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

〈WH〉

天蓋付きベッド

TB−040（PI）
（WH）
（BK）
JAN 041929(PI)
JAN 029507(WH)
JAN 051294(BK)

￥48,000（税込￥52,800）

ミステリアスな小悪魔スタイル

〈BK〉

サイズ／W98×L203×H196.5（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

〈PI〉

カジュアルベッド KB-037

カジュアルベッド

KB−037S（WH）
JAN 022287

￥34,000（税込￥37,400）
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

カジュアルベッド KB-038

カジュアルベッド

KB−038S（WH）
JAN 052864

￥33,000（税込￥36,300）
サイズ／W101×L205×H100
（MH33.5）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／1
才数／6.9
原産国／中国

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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収納ベッド

電動収納ベッド SMOT-360

折りたたみ時

マット高43cmのハイタイプ

電動収納ベッド

SMOT−360（BK）

43cm

JAN 056817

￥59,000（税込￥64,900）
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

電動収納ベッド SMOT-350

箱から出してすぐ使えます

完成品

箱から出してすぐ使えます

完成品

折りたたみ時

電動収納ベッド

SMOT−350（BR）
JAN 054851

￥59,000（税込￥64,900）

36cm

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

収納ベッド SSB-250

折りたたみ時

収納ベッド

SSB−250（BK）
JAN 054837

￥39,000（税込￥42,900）
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
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36cm

消費税は10％で算出しています

畳・収納ベッド STB-250

箱から出してすぐ使えます

完成品

折りたたみ時

畳・収納ベッド

STB−250
JAN 054844

￥48,000（税込￥52,800）

29.5cm

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：天然藺草
入数／1 梱包数／1
才数／13.4
原産国／中国

収納ベッド KSB-278
折りたたみ時

収納ベッド

KSB−278（BR）
JAN 046603

￥28,000（税込￥30,800）

38cm

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

収納すのこベッド KSB-290
折りたたみ時

収納すのこベッド

KSB−290
JAN 053618

￥26,000（税込￥28,600）

34cm

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・スノコ：積層合板
塗装／粉体塗装
入数／1 梱包数／1
才数／4.0
原産国／中国

収納カウチベッド KSB-257
折りたたみ時

収納カウチベッド

KSB−257（BL）
JAN 044876

￥24,000（税込￥26,400）
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

38cm

消費税は10％で算出しています
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2段ベッド

階段書棚付2段ベッド クラン

シングルベッドに分割可能

コンセント

〈WH〉

シングルベッド時は床板高さ2段階調整（25.5/30.5）

階段書棚付2段ベッド

サイズ／W105×L249×H159.5床板高さ(25.5/110.5)cm
材質／パイン材
塗装／ラッカー塗装
JAN 060661（NA）
仕様／シングルベッドに分割可能・コンセント付
JAN 060678（WH）
入数／1 梱包数／5
￥130,000（税込￥143,000） 才数／24.0 原産国／中国

クラン（NA）
（WH）

2段ベッド ロッキー

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（24/30）

2段ベッド

ロッキー
JAN 059115

￥115,000（税込￥126,500）
サイズ／W105×L212×H160床板高さ(24/110)cm
材質／樺材
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／19.0 原産国／中国

並べてキングサイズで使用できます

2段ベッド ティノⅡ
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）

2段ベッド

ティノⅡ

JAN 052512

￥130,000（税込￥143,000）
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
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※マットレスは別売りとなります。

※フレームはLVL（積層合板）を使用し、強固な構造になっています。

消費税は10％で算出しています

〈NA〉

小部屋ベッド RFB-010

小部屋ベッド

RFB-010
（WH）
JAN 060272

￥40,000（税込￥44,000）
サイズ／W104×L206×H151(床板高さ6)cm
材質／パイン材
塗装／ラッカー塗装
仕様／ラダーすのこ床板
入数／1 梱包数／1
才数／2.9
原産国／中国

※マットレスは別売りとなります。

カジュアルベッド FB-020

〈WH〉
〈NA〉

※マットレスは別売りとなります。

カジュアルベッド

サイズ／W103×L205×H52(床板高さ24.5)cm
材質／パイン材
塗装／ラッカー塗装
JAN 060289（WH）
仕様／ラダーすのこ床板
JAN 060296（NA）
入数／1 梱包数／1
￥19,000（税込￥20,900） 才数／1.9 原産国／中国

RFB-020
（WH）
（NA）

ボトムベッド BFB-030

継脚

高さ2段階調整可能

ボトムベッド

BFB-030（NA）
JAN 060302

￥21,000（税込￥23,100）
サイズ／W97×L197×H20/33(床板高さ20/33)cm
材質／パイン材
塗装／ラッカー塗装
仕様／ラダーすのこ床板
入数／1 梱包数／1
才数／2.0
原産国／中国

消費税は10％で算出しています
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ポケットコイルマットレス RPM-12S

〈PI〉

〈NB〉

〈IV〉

ポケットコイルマットレス

RPM-12S（NB）
（PI）
（IV）
JAN 058682（NB）
JAN 058699（PI）
JAN 058705（IV）

¥25,000（税込¥27,500）
サイズ／W97×L195×H12ｃm
材質／ポリエステル・ウレタン・スチール
圧縮ロール梱包
仕様／線径：2.0mm・コイル数：450
入数／1 梱包数／1
才数／3.2
原産国／中国

〈NB：スターキルト〉

〈PI：ハートキルト〉

〈IV：クローバーキルト〉

ファイバーマットレス PFF-6S
国産

新素材

高機能のポリエステル クッション材を使用

取り扱いが楽

人と環境にやさしい繊維

外カバーの洗濯ができるため、
メンテナンスが楽にできます。
もちろんクッション材の洗浄もできます。

クッション材はポリエステル100%。
燃えにくく、強制燃焼しても有毒ガスの発生が殆どありません。

通気性に優れ衛生的
ファイバーマットレス

PFF-6S（BL）
JAN 059112

￥22,000（税込￥24,200）

立体的な繊維構造で、
通気性が優れているた
めほとんど水を含みません
ウレタンを使ったマットなどと異なり、湿気
をすぐに発散し、蒸れやベトつきが無く快適
な寝心地です

サイズ／W95×L195×H6ｃm
材質／ポリエステル100%
入数／1 梱包数／1
才数／4.3
原産国／日本
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消費税は10％で算出しています

SOHO

自 分 ら しい 家 具 が 創 り 出 す
快適な時間と空間

HLC - 1098
多彩なカスタマイズ 機 能

人間工学に基づき
オフィスユーズのニーズを
徹底的に追求した結果、
長時間の使用に耐える
サポート機能と
強靱性を兼ね揃えた
ハイスペックチェア
「HLC-1098」
登場。

ヘッドレストの角度調整機能

リクライニングの角度調整機能

座面スライド調整機能

ランバーサポート上下調整可能

マルチ肘 前後・左右・上下 調整可能

〈BK〉

リクライニング

オフィスチェア

HLC−1098（BK）
（BL）
JAN 058200（BK）
JAN 058217（BL）

熱がこもらず、体を広い面でサポートします。

しなやかさと強靱性を兼ね備えたエラストメリックメッシュ仕様
摩擦や衝撃に強いメッシュです。

￥70,000（税込￥77,000）
サイズ／W72×D62×H120〜128
（SH45〜53）cm
材質／ポリエステル100％・アルミ合金
仕様／マルチ肘・座面スライド
入数／1 梱包数／1
才数／9.7
原産国／中国

ブラック

ブルー

〈BL〉

CX- 096

足をのばして、ゆったり寛げます。

〈RE〉
〈YE〉

足元に
コンパクトに
収納

オフィスチェア

CX−096（BL）
（RE）
（YE）

リクライニング

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

￥38,000（税込￥41,800）

〈BL〉
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サイズ／W66×D63〜120×H111〜120（SH43〜52）cm
材質／脚：合成樹脂 張り材：PU・ポリエステル100％
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

消費税は10％で算出しています

オットマン

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
SOHO

C - 300

オフィスチェア

C−300（DB）

オフィスチェア
リクライニング

C−301（DB）

オットマン

リクライニング

オットマン

JAN 044739

JAN 054653

￥64,000（税込￥70,400）

￥56,000（税込￥61,600）

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

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

オットマン収納可能

オットマン付
足をのばしてゆったり寛ぐスタイル

使わない時はスッキリ収納できます

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〉

〈C−301〉

フルリクライニングでゆったりくつろげます

〈C−300〉

〈C−301〉

リクライニング機構付
リクライニングをお好きな角度で
固定できます

〈C−300〉

〈C−301〉

消費税は10％で算出しています
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C -705

最高のすわり心 地を追 求したハイエンドモ デル

グレードアップした最新モデル
圧倒的なホールド感
ベースにポケットコイルとウレタンの二重構造を採用。
底着き感がなく、まるでソファのような座り心地を実現しました。

上質な本革の肌触り
座面には肌触りの良い本革を贅沢に使用。
オフィスはもちろんご自宅の書斎や応接にも使える、本格モデルです。

ポケットコイルとウレタンの2重構造
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〉

オフィスチェア

C−705（BK）
JAN 040908

〈ウレタン〉

ポケット
コイル

牛革

￥66,000（税込￥72,600）
サイズ／W72×D80×H110〜117
（SH43〜55）cm
材質／牛革・PVC・スチール
仕様／座面：ポケットコイル・ウレタン二重構造・肘跳ね上げ式
ロッキング機能・ガス式昇降
入数／1 梱包数／1
才数／7.6
原産国／中国

マルチロッキング機能

跳ね上げアーム構造

お好きな角度で固定できます

机の下にスッキリ収納できます
肘 跳 ね 上 げ式
肘がじゃましていた
チェアがスッキリ!
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消費税は10％で算出しています

C - 555

肘跳ね上げ式

支点を膝に近 づ けることで、

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

より自然なロッキングが 実 現 。

ロッキングロック
機構付

SOHO

ロッキングを
お好きな角度で
固定できます

オフィスチェア

C−555（DB）

ポケット
コイル

JAN 048874

￥51,000（税込￥56,100）
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

ポケットコイルとウレタンの2重構造
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〉

C - 550

〈ウレタン〉

肘跳ね上げ式

高級感がある
肘跳ね上げ式オフィスチェア

肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

〈DB〉

オフィスチェア

C−550（DB）
（BR）

ポケット
コイル

JAN 048867（DB）
JAN 048850（BR）

￥41,000（税込￥45,100）
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

ポケットコイルとウレタンの2重構造
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。
〈BR〉

消費税は10％で算出しています

〈ポケットコイル〉

〈ウレタン〉

F ur ni tu re C o lle c t io n
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C - 505

肘跳ね上げ式
肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

オフィスチェア

C−505（GY）
JAN 031449

ポケットコイルとウレタンの2重構造
オフィスチェア

C−505（BK）

ポケット
コイル

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

JAN 031432

￥40,000（税込￥44,000）
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

オフィスチェア

C−505（BR）
JAN 031425

C - 110
オフィスチェア

C−110（DB）
（BR）
JAN 051232（DB）
JAN 051225（BR）

￥27,000（税込￥29,700）
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

〈BR〉

〈DB〉
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消費税は10％で算出しています

FP - 100
快 適な座り心地です。

モールドウレタン
SOHO

長時間座っても疲れません

〈BL〉

〈WN〉

収納式ハンギングフック
耐荷重
10kg

バッグや手荷物を床に置かず、
かけることができて便利です。

※写真はイメージです。

〈GY〉

オフィスチェア

FP−100（GY）
（BL）
（WN）
JAN 058231（GY）
JAN 058224（BL）
JAN 058248（WN）

￥18,000（税込￥19,800）
サイズ／W53×D53.5×H82〜93.5（SH43〜54.5）cm
材質／脚：合成樹脂
張り材：ポリエステル100％
クッション材：モールドウレタン
仕様／収納式ハンギングフック
入数／1 梱包数／1
才数／3.6
原産国／台湾

消費税は10％で算出しています
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C - 040

スタイリッシュで機能 性 抜 群 です。

メッシュチェア

C−040（BK）
（GY）
（WN）
（GN ）
JAN
JAN
JAN
JAN

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

￥23,000（税込￥25,300）
サイズ／W58×D53×H115〜123
（SH43〜51）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／リクライニング機能・
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

〈GN〉

〈WN〉

特徴は３つのポイント！
！

1

リクライニング機能

3

背もたれの高さ
無段階調整が可能

幅広い範囲で
Point リクライニング
が可能です。

Point
〈GY〉

2

Point

ヘッドレストの
10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。

〈BK〉

CW- 083

肘跳ね上げ式
肘がじゃましていたチェアがスッキリ!

オフィスチェア

CW−083
（BL）
（BK）
JAN 059276（BL）
JAN 059269（BK）

￥20,000（税込￥22,000）
サイズ／W67×D63×
H113〜121（SH43〜53）cm
材質／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／肘はね上げ式・ロッキング機能
入数／1 梱包数／1
才数／3.2
原産国／中国

〈BK〉

〈BL〉

35

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

CW- 172

SOHO

〈BK〉

オフィスチェア

CW−172（BL）
（BK）
（BR）
JAN 059238（BL）
JAN 059252（BK）
JAN 059245（BR）

￥22,000（税込￥24,200）

〈BL〉

サイズ／W60×D61.5×H74〜82
（SH43〜51）cm
材質／ファブリックレザー・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／5.9
原産国／中国

〈BR〉

CL− 360
カジュアルチェア

CL−360（PI）
（RE）
（BL）
（BK）
JAN
JAN
JAN
JAN

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

￥23,000（税込￥25,300）
サイズ／W58×D62.5×H78〜86
（SH42〜50）cm
材質／PVC・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

〈PI〉

〈RE〉

〈BK〉

〈BL〉

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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CL− 330
カジュアルチェア

CL−330（DB）
（LB）
（MB）
（BR）
JAN
JAN
JAN
JAN

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

￥20,000（税込￥22,000）
サイズ／W58×D62×H77〜85（SH41〜49）cm
材質／PVC・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

〈DB〉

〈BR〉

〈LB〉

〈MB〉
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消費税は10％で算出しています

CL− 0087
SOFAチェア

CL−0087（YE）
（GY）
JAN 059689（YE）
JAN 059672（GY）

￥29,000（税込￥31,900）

SOHO

サイズ／W70×D77×H76（SH40）cm
材質／ファブリック・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／10.6
原産国／中国

〈YE〉

〈GY〉

CL− 825
カジュアルチェア

CL−825（GN）
（BL）
JAN 059634（GN）
JAN 059641（BL）

￥18,000（税込￥19,800）
サイズ／W54×D57×
H73〜80（SH42〜49）cm
材質／ファブリック・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／4.0
原産国／中国

〈GN〉

〈BL〉

消費税は10％で算出しています
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CE− 018

〈A:パステル〉

〈A:エンジ〉

〈B:BR〉

カジュアルチェア

CE−018（A:エンジ）
（A:パステル）
（B:BR）
（C:BR）
（D:PI）
JAN 059283（A:エンジ） JAN 059290（A:パステル）
JAN 059306（B:BR）
JAN 059313（C:BR）
JAN 059320（D:PI）

￥18,000（税込￥19,800）

サイズ／W46×D53×H75.5〜82.5（SH40〜47）cm
材質／ファブリック・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／4.2
原産国／中国

〈D:PI〉

〈C:BR〉

CE− 821

〈B:BL〉

カジュアルチェア

CE−821（A:BR）
（A:エンジ）
（B:BL）
（B:BR）
JAN 059443（A:BR） JAN 059450（A:エンジ）
JAN 059467（B:BL） JAN 059474（B:BR）

〈A:BR〉

￥18,000（税込￥19,800）

〈A:エンジ〉
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サイズ／W61×D53.5×
H89〜96（SH43〜50）cm
材質／ファブリック・スチール
仕様／肘付
入数／1 梱包数／1
才数／3.2
原産国／中国

消費税は10％で算出しています

〈B:BR〉

SOHO

TE−5505 B

カジュアルテーブル

TE−5505B
JAN 059436

￥33,000（税込￥36,300）
サイズ／W120×D80×H70cm
材質／天板:MDF・メラミンシート貼り
入数／1 梱包数／1
才数／5.8
原産国／中国

CEL−018
カジュアルチェア

CEL−018（A:エンジ）
（B:BR）
（C:BR）
JAN 059405（A:エンジ） JAN 059412（B:BR）
JAN 059429（C:BR）

￥17,000（税込￥18,700）
サイズ／W46×D53×H78（SH43）cm
材質／ファブリック・天然木・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／3.9
原産国／中国

〈C:BR〉

〈A:エンジ〉
〈B:BR〉

消費税は10％で算出しています
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C−1651R

〈BL〉

360

ラウンドチェア

〈GY〉

C−1651R（GY）
（GN）
（BL）
JAN 056367（GY）
JAN 056350（GN）
JAN 056343（BL）

￥29,000（税込￥31,900）
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

〈GN〉

C−1827R

〈GY〉

360

ラウンドチェア

〈GN〉

C−1827R（GN）
（BL）
（GY）
JAN 056381（GN）
JAN 056374（BL）
JAN 056398（GY）

￥27,000（税込￥29,700）
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
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〈BL〉

消費税は10％で算出しています

SOHO

C−1895

〈GN〉

チェア

C−1895（BK）
（GN）
（YE）
JAN 056411（BK）
JAN 056404（GN）
JAN 056428（YE）

〈YE〉

￥26,000（税込￥28,600）

〈BK〉

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％
入数／1 梱包数／1
才数／4.3
原産国／中国

クッション材：ウレタンフォーム

C− 6 5 9
チェア

C−659（YE）
（BK）
（OR）
（GN）
JAN 056466（YE） JAN 056435（BK）
JAN 056459（OR） JAN 056442（GN）

￥26,000（税込￥28,600）
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

〈OR〉

〈BK〉

〈GN〉

〈YE〉

消費税は10％で算出しています
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42

C−6130R

〈GN〉

360

〈NB〉

ラウンドチェア

C−6130R（NB）
（GN）
（BR）
（RE）
JAN 059580（NB） JAN 059573（GN）
JAN 059566（BR） JAN 059597（RE）

￥29,000（税込￥31,900）
サイズ／W66×D59×H78（SH43）cm
材質／構造部材：積層材
張り材：ポリエステル100％
入数／1 梱包数／1
才数／6.8
原産国／中国

〈BR〉

〈RE〉

C−6107R

〈BL〉

〈PI〉

ラウンドチェア

C−6107R（PI）
（OR）
（BL）
JAN 059610（PI） JAN 059627（OR）
JAN 059603（BL）

360

￥29,000（税込￥31,900）
サイズ／W61×D56×H80（SH43）cm
材質／構造部材：積層材
張り材：ポリエステル100％
入数／1 梱包数／1
才数／7.1
原産国／中国
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〈OR〉

消費税は10％で算出しています

̶ カウンターチェア̶

SOHO

Counter Chair

CH− 275
カウンターチェア

CH−275（BR）
（DB）
JAN 059344（BR）
JAN 059337（DB）

￥18,000（税込￥19,800）
サイズ／W46×D55×H90〜111（SH62〜83）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／3.7
原産国／中国

〈BR〉

〈DB〉

CH−709
カウンターチェア

CH−709（BR）
（RE）
JAN 059337（BR）
JAN 059344（RE）

￥18,000（税込￥19,800）
サイズ／W44×D51×H87〜108（SH63〜84）cm
材質／ポリエステル100％・スチール
仕様／ガス圧昇降
入数／1 梱包数／1
才数／2.9
原産国／中国

〈BR〉

消費税は10％で算出しています

〈RE〉

F ur ni tu re C o lle c t io n
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CH-323
カウンターチェア

CH−323
（IV）
JAN 048812（IV）
JAN 048799（BK）
JAN 048805（BR）

￥18,000（税込￥19,800）
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

〈IV〉

〈BK〉

〈BR〉

C-240
ワークチェア

C−240
（BK）
（BR）
（WH）
JAN 026421（BK）
JAN 026438（BR）
JAN 026445（WH）

￥18,000（税込￥19,800）
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

〈BK〉

〈BR〉

〈WH〉

〈BR〉

〈IV〉

〈BK〉

CH-325
カウンターチェア

CH−325（BR）
JAN 048829（BR）
JAN 048836（IV）
JAN 048843（BK）

￥19,000（税込￥20,900）
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
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消費税は10％で算出しています

キッズプリンセスチェア

パフィー

キッズプリンセスチェア

パフィー
（PA）
（BL）
（PI）
JAN 055988（PA）
JAN 055995（BL）
JAN 055971（PI）

￥21,000（税込￥23,100）

SOHO

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

〈PI〉

〈PA〉

〈BL〉

プリンセスチェア

ハニー

プリンセスチェア

ハニー（PI）
（BL）
（PA）
JAN 057494（PI）
JAN 057517（BL）
JAN 057500（PA）

￥15,000（税込￥16,500）
サイズ／W43×D52×H79〜89（SH43〜53)cm
材質／ポリエステル100％・スチール(粉体塗装）
・
ウレタンフォーム
入数／1 梱包数／1
才数／2.0
原産国／中国

〈PA〉

〈PI〉

〈BL〉

消費税は10％で算出しています
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キッズレーシングチェア

スパイダー

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。

キッズレーシングチェア

スパイダー（BL）
（RE）
（GY）
（OR）
（PI）
（VI）
（TR）
JAN 055940（BL） JAN 055957（RE）
JAN 055964（GY） JAN 057470（OR）
JAN 057487（PI） JAN 058781（VI）
JAN 058798（TR）

￥14,000（税込￥15,400）
サイズ／W40×D52×H83〜90（SH43〜50）cm
材質／PU・PVC・スチール（Cr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

〈GY〉

〈BL〉

スポーツカーのシートをイメージした
スタイリッシュなキッズ用チェア
〈OR〉

〈RE〉

〈VI バイオレット〉
〈PI〉

〈TR トリコロール〉
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消費税は10％で算出しています

木 製チェア
天然木の質感を活かした
あたたかみを感じるチェア
木製チェア

WC-16

〈WHG〉

JAN 050112（MP） JAN 050129（WHG）
JAN 050136（WW） JAN 050099（LB）
JAN 053458（WB） JAN 053434（BK）
サイズ／W42×D45×H76（SH43/46/49）
ｃm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
仕様／座面奥行前後調整
才数／1.5
原産国／タイ

SOHO

¥24,000（税込¥26,400）

〈MP〉

座 面 高さ調 整 付

座面奥 行 前 後 調 整 付
お子様の成長に合わせて座面の奥行を調整できます

前

後

〈WW〉

〈LB〉

〈WB〉

〈BK〉

お子様の成長に合わせて座面高さ
と足のせの位置が調整できます。

ハート型が
かわいい
（WW）
（WHG）

沈み込み
キャスター付
座るとキャスターが
沈み込み安定します。

カ ラ フル !

カ ワ イイ!

クッション性が抜群!

オシャレな
P VC 張りモデル

〈WHG−PI〉

〈WW−PA〉

〈WW−PI〉

木製チェア

WC−16PVC
JAN
JAN
JAN
JAN

052093（WHG−PA）
050167（WHG−PI）
052086（WW−PA）
050143（WW−PI）

〈WHG−PA〉

¥26,000（税込¥28,600）
サイズ／W42×D45×H76（SH43/46/49）
ｃm
材質／ラバーウッド
（座面：PVC・ウレタン）
塗装／ウレタン塗装
仕様／座面奥行前後調整
才数／2.0
原産国／タイ

木製チェア

WC-16PVC
JAN 053465（LB−NB）
JAN 059757（BK−NB）
JAN 054349（BK−PA） 〈LB−NB〉

消費税は10％で算出しています

〈BK−NB〉

〈BK−PA〉
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北欧 スタイルのリビングチェア
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

1
BC−10
スタイルチェア

BC−101
（GN）
（RE）
（NB）
（BR）
（PA）
（BK）
（LBL）
JAN
JAN
JAN
JAN

046764（GN） JAN 046757（RE）
046740（NB） JAN 046733（BR）
046771（PA） JAN 060418
（BK）
060425（LBL）

〈RE〉

￥21,000（税込￥23,100）
サイズ／W48×D55〜65×
H44〜68（SH42〜60）cm
材質／合板：天然木・ポリエステル100％
塗装／ラッカー塗装
入数／1 梱包数／1
才数／2.4
原産国／台湾

〈NB〉

〈GN〉

●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㎝）

〈BR〉

＊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）

簡単ワンタッチ
4段階高さ調整

〈PA〉

マルチに使える座面の奥行き2段階調整
狭い

広い

〈BK〉

使いやすさと、
インテリアに
こだわった天然木無垢仕様

一般の使用

小さな お子 様 など

〈LBL〉

1
BC−11
〈NB〉

Newスタイルチェア

BC−111
（PI）
（NB）
（BK）
（LBL）
JAN 058262（PI） JAN 058255（NB）
JAN 060432（BK） JAN 060449（LBL）

￥21,000（税込￥23,100）
サイズ／W48×D55〜65×
H44〜68（SH42〜60）cm
材質／合板・天然木・ポリエステル100％
仕様／座面高さ無段階調整
座面奥行２段階調整
入数／1 梱包数／1
才数／2.4
原産国／台湾

座面高さ無段階調整

〈PI〉

〈BK〉

〈LBL〉
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消費税は10％で算出しています

LIVING

み ん なが 寛 ぐ 場 所 だか ら

快 適 で 心 地 良い 家 具 でお も て な し

英国スコットランドの伝統
̶ HARRIS TWEED ̶

ハリスツイードは、英国北部に位置するハリス島で、ス
コットランド羊毛 100％の羊毛を使用し、丁寧に手織りさ
れた最高級ツイード生地です。
ラテン十字と太陽を組み合わせたケルト十字と、ハリス
島の領主であったダンモア伯爵家の家紋を組み合わせた
とされるロゴマークは作り手のプライドを表しています。

イギリスのスコットランドにて
現在も手織りで生産されている
伝統ある Harris Tweed 生地を使用しています。

丁寧に手織りされた伝統ある生地を使用しています。

〈GYH〉

〈NVH〉

〈BRH〉

〈GRC〉

ハリスツイード
スツール

DHTS-30（GYH）
（NVH）
（BRH）
（GRC）
JAN 058279（GYH） JAN 058286（NVH）
JAN 058293（BRH） JAN 058309
（GRC）

￥15,000（税込￥16,500）
サイズ／W30×D30×H42.5cm
材質／ブナ材・ウール100％
入数／2 梱包数／1
才数／1.6
原産国／中国
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〈GYH〉

〈NVH〉

消費税は10％で算出しています

〈BRH〉

〈GRC〉

RSD Series
R SD シリーズ

大人になっても長く使える
シンプルな組み替えデスク
デスク

RSD-90（BK）
（WH）
JAN 058408（BK）
JAN 058415（WH）

￥20,000（税込￥22,000）
サイズ／W90×D55×H74cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／1.8
原産国／台湾

ラック

RSR-90（BK）
（WH）
JAN 058422（BK）
JAN 058439（WH）

LI VI N G

￥30,000（税込￥33,000）
サイズ／W90×D26×H133cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／2.7
原産国／台湾

ワゴン

RSW-30（BK）
（WH）
JAN 058446（BK）
JAN 058453（WH）

￥24,000（税込￥26,400）
サイズ／W30×D43×H57.5cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／3.2
原産国／台湾

〈BK〉

〈WH〉

消費税は10％で算出しています
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REGALO SERIES

レガロシリーズ

ハンガーラック

RHR-45
（GY）
（WH）
（TBL）
JAN 058378（GY）
JAN 058385（WH）
JAN 058392（TBL）

￥11,000（税込￥12,100）
サイズ／W45×D37×H108cm
材質／スチール（粉体塗装）
仕様／ブナ材キャスター
入数／3 梱包数／1
才数／2.2
原産国／中国

〈WH〉

カウンターテーブル

ハイスツール

RHT−1000
（BR）

RCC−50（BR）

JAN 053373

JAN 053441

￥25,000（税込￥27,500）

￥11,000（税込￥12,100）

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

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

〈TBL〉
〈GY〉

バスケットワゴン2段

RWG-F2（BK）
（WH）
（TBL）
JAN 058316（BK） JAN 058323（WH）
JAN 058330（TBL）

￥15,000（税込￥16,500）
サイズ／W45×D37×H50cm
材質／スチール（粉体塗装）
BK パイン材（オイル仕上げ）
WH/TBL 杉材（ラッカー塗装）
仕様／ブナ材キャスター
入数／3 梱包数／1
才数／3.6
原産国／中国

バスケットワゴン3段

RWG-F3
（BK）
（WH）
（TBL）
JAN 058347（BK） JAN 058354（WH）
JAN 058361（TBL）

￥19,000（税込￥20,900）
〈WH〉

サイズ／W45×D37×H77.5cm
材質／スチール（粉体塗装）
BK パイン材（オイル仕上げ）
WH/TBL 杉材（ラッカー塗装）
仕様／ブナ材キャスター
入数／3 梱包数／1
才数／5.2
原産国／中国

〈TBL〉
〈BK〉

〈BK〉
〈WH〉
〈TBL〉
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消費税は10％で算出しています

センターテーブル

RCT−900
（BR）
（WH）

デスク

JAN 053359
（BR）
JAN 053427
（WH）

RDK−900（BR）
JAN 053366

￥22,000（税込￥24,200）

￥25,000（税込￥27,500）

〈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

LI VI N G

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

〈BR〉

（BR）

60ラック

RRK−600（BR）
（WH）
JAN 053397（BR）
JAN 053403（WH）

￥31,000（税込￥34,100）
（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

〈WH〉

〈BR〉

木材をパズル状に配置した
クラフト感あるデザイン

90ラック

RRK−900（BR）
（WH）
JAN 053380
（BR）
JAN 053410
（WH）

￥31,000（税込￥34,100）
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

〈WH〉

〈BR〉

消費税は10％で算出しています
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JJ SERIES
JJシリーズ

〈WN〉

書棚は左右入替（インバート）可能です
インバートデスク

JJD-120（WN）
（LB）
JAN 059887
JAN 059894

¥25,000（税込￥27,500）
サイズ／W120×D79.5×H81（TH70.5）cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
仕様／サイドラック左右組み換え可能
入数／1 梱包数／1
才数／2.9
原産国／中国

〈LB〉
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消費税は10％で算出しています

引出し付デスク

JJD-100D（DB）
JAN 058125
サイズ／W100×D55×H73cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／1.5
原産国／中国

LI VI N G

￥17,000（税込￥18,700）

収納ラック

JJR-55（DB）
JAN 058132

￥14,000（税込￥15,400）
サイズ／W55×D30×H115cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／1.2
原産国／中国

ラック付デスク

JJD-100R（DB）
JAN 058149

￥20,000（税込￥22,000）
サイズ／W100×D59.5×H123cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／1.9
原産国／中国

カジュアルデスク

JJD-75（LB）
JAN 058156

￥12,000（税込￥13,200）
サイズ／W75×D51×H89cm
材質／プリント紙化粧MDF・スチール
入数／1 梱包数／1
才数／1.6
原産国／中国

消費税は10％で算出しています
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アニマルスツール

フタ付収
納に
なってい
ます

材質／ポリエステル100％・
ウレタン・天然木
ラバーウッド脚（取付）
入数／1 梱包数／1
原産国／中国

アニマルスツール

SHEEP
（ひつじ）
JAN 057128

￥16,000（税込￥17,600）

●サイズ／W68×D36×H38cm

アニマルスツール

アニマルスツール

GOAT（やぎ）

PIG-PI
（ぶた）

JAN 057111
￥13,000（税込￥14,300）
●サイズ／W64×D36×H37cm ●才数／2.3

●サイズ／W50×D35×H36cm

JAN 057135

●才数／2.3

アニマルスツール

PIG-BL（ぶた）
￥12,000（税込￥13,200）
●才数／2.0

JAN 057142

￥12,000（税込￥13,200）

●サイズ／W50×D35×H36cm

●才数／2.0

フタ付収納
に
なっています

アニマルスツール

アニマルスツール

アニマルスツール

ELEHA（ぞう）

DOG（いぬ）

MONKEY（さる）

JAN 057159

￥14,000（税込￥15,400）

●サイズ／W65×D36×H37cm

●才数／2.3

JAN 057166

￥14,000（税込￥15,400）

●サイズ／W67×D36×H37cm

●才数／2.3

JAN 057173

￥15,000（税込￥16,500）

●サイズ／W66×D36×H37cm

●才数／2.3

サイドから小
物が
入れられま
す

アニマルスツール

BUFFA（水牛）

FREBU（フレンチブルドッグ）

JAN 057180

￥14,000（税込￥15,400）

●サイズ／W65×D36×H37cm

57

アニマルスツール

アニマルスツール

Fur n i t u re C ol l ect i on

●才数／2.3

JAN 057197

￥14,000（税込￥15,400）

●サイズ／W67×D36×H37cm

●才数／2.3

消費税は10％で算出しています

SAIHO
（サイ）
JAN 057203

￥16,000（税込￥17,600）

●サイズ／W68×D36×H37cm

●才数／2.3

伊豆

LI VI N G

シーン別に高さを変えられて便 利です。

座卓兼用テーブル

伊豆 150
JAN 058484

￥52,000（税込￥57,200）
サイズ／W150×D80×H64/35cm
材質／プリント紙化粧MDF（ウレタン塗装）
入数／1 梱包数／1
才数／10.3
原産国／ベトナム

高さが変 更できます

テーブル使用時

座卓使用時

4脚までスタッキング可能

スタッキングチェア

伊豆

JAN 058491

￥17,000（税込￥18,700）
サイズ／W47×D57×H70（SH36）cm
材質／ラバーウッド
（ウレタン塗装）
・PVC
入数／2 梱包数／1
才数／12.3
原産国／ベトナム

消費税は10％で算出しています
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折脚

Casual
Center
Table

カジュアルセンターテーブル

ブラン100
JAN 047754

￥23,000（税込￥25,300）
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

違った種 類の突板がとてもオシャレです

カジュアルセンターテーブル

カジュアルセンターテーブル

エルモ100

マロン100

折脚

折脚

JAN 047761

JAN 047778

￥23,000（税込￥25,300）

￥23,000（税込￥25,300）

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

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

様々なシーンで使えて便利！

ウォールナット突板

59

リフティングテーブル

リフティングテーブル

ブルーナ120

ブルーナ105

JAN 058460

JAN 058477

￥35,000（税込￥38,500）

￥32,000（税込￥35,200）

サイズ／W120×D60×H12〜70cm
材質／ウォールナット突板（ラッカー塗装）
仕様／ガス圧無段階調整
入数／1 梱包数／1
才数／4.3
原産国／台湾

サイズ／W105×D60×H12〜70cm
材質／ウォールナット突板（ラッカー塗装）
仕様／ガス圧無段階調整
入数／1 梱包数／1
才数／4.0
原産国／台湾

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

和テイストのくつろぎ空 間

J apanese Center Table

M−80V（BR）

座卓 丸90
折脚

M−90V（BR）

折脚

JAN 060203

JAN 060210

￥21,000（税込￥23,100）

￥24,000（税込￥26,400）

サイズ／Φ80×H33.5cm
材質／オーク突板 塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚 入数／1 梱包数／1
才数／3.2
原産国／ベトナム

サイズ／Φ90×H33.5cm
材質／オーク突板 塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚 入数／1 梱包数／1
才数／4.0
原産国／ベトナム

座卓 角105

K−105V（BR）

LI VI N G

座卓 丸80

座卓 角120
折脚

K−120V（BR）

折脚

JAN 060227

JAN 060234

￥22,000（税込￥24,200）

￥23,000（税込￥25,300）

サイズ／W105×D75×H33.5cm
材質／オーク突板 塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚 入数／1 梱包数／1
才数／4.0
原産国／ベトナム

サイズ／W120×D75×H33.5cm
材質／オーク突板 塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚 入数／1 梱包数／1
才数／4.5
原産国／ベトナム

折 脚だから
省スペース収納OK

座卓 角135

K−135V（BR）

折脚

JAN 060241

￥26,000（税込￥28,600）
サイズ／W135×D75×H33.5cm
材質／オーク突板 塗装／ラッカー塗装
仕様／折脚 入数／1 梱包数／1
才数／5.0
原産国／ベトナム

消費税は10％で算出しています
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VT −250【

】

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。

梱包サイズ
160㎝
以下

安心・安全
130°

転倒防止設計

高さ調整
4段階

高座椅子

VT−250（BR）
（NB）
JAN 056947（BR）
JAN 056954（NB）

￥40,000（税込￥44,000）
サイズ／W63×D66〜111×
H99〜108（SH37〜46）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
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

〈NB〉
〈BR〉

VT −350
安心・安全
130°

転倒防止設計

高さ調整
4段階

高座椅子

VT−350（BR）
（NB）
JAN 056961（BR）
JAN 056978（NB）

￥50,000（税込￥55,000）
サイズ／W63×D72〜134×
H99〜108（SH37〜46）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
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

〈BR〉

〈NB〉
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消費税は10％で算出しています

XT −200
安心・安全
130°

転倒防止設計

高さ調整
3段階

高座椅子

XT-200（NB）
（BR）
JAN 059207（NB）
JAN 059214（BR）

￥36,000（税込￥39,600）
サイズ／W54×D64〜122×
H92/96/100
（SH35/39/43）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
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／4.7
原産国／インドネシア

〈BR〉

LI VI N G

〈NB〉

XT −100
梱包サイズ
140㎝
以下

高座椅子

安心・安全
130°

XT-100（BR）
（NB）
JAN 058514（BR）
JAN 058507（NB）

転倒防止設計

高さ調整
3段階

￥30,000（税込￥33,000）
サイズ／W54×D55〜95×H88/100（SH31/43）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
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／3.4
原産国／インドネシア

〈NB〉

〈BR〉

OT −50
〈VBR〉

オットマン

OT-50（VNB）
（VBR）
（NB）
（BR）
JAN
JAN
JAN
JAN

060340（VNB）
059498（VBR）
060357（NB）
059481（BR）

〈VNB〉
高さ調整
3段階

￥10,000（税込￥11,000）
サイズ／W51×D36×H48（43/39/35）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
肘部：天然木（ウレタン塗装）
仕様／高さ3段階調整
入数／1 梱包数／1
才数／1.5
原産国／インドネシア

〈NB〉

消費税は10％で算出しています

〈BR〉
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FD −202
安心・安全
130°

転倒防止設計

高座椅子

FD-202（RE）
（DB）
（BR）
JAN 059559（RE）
JAN 059542（DB）
JAN 059535（BR）

〈BR〉

￥33,000（税込￥36,300）
サイズ／W61.5×D66〜98×
H90〜102（SH27/31/35〜39）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
肘部：天然木（ウレタン塗装）
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4段階調整（40mm単位）
入数／1 梱包数／1
才数／6.2
原産国／中国

〈RE〉

SS −259P
高座椅子

安心・安全
130°

SS-259P（BK）
JAN 055155

転倒防止設計

￥21,000（税込￥23,100）
サイズ／W55×D52〜88×H85.5〜94.5cm
材質／肘部：天然木（ウレタン塗装）
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6段リクライニング
高さ4段階調整（32mm単位）
入数／2 梱包数／1
才数／8.3
原産国／中国

SS −259
高座椅子

安心・安全
130°

SS-259（DGY）
JAN 055131

転倒防止設計

￥21,000（税込￥23,100）
サイズ／W57×D52〜88×
H85.5〜94.5（SH34〜43）cm
材質／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
高さ4段階調整（32mm単位）
入数／2 梱包数／1
才数／8.3
原産国／中国
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〈DB〉

LI VI N G

CD −202
360

〈BR〉

ラウンド座椅子

CD-202（DB）
（BR）
（RE）
JAN 059375（DB）
JAN 059351（BR）
JAN 059368（RE）

￥35,000（税込￥38,500）
サイズ／W61.5×D70〜125×H80
（SH24）cm
材質／張り材：ポリエステル100％
肘部：積層合板（ウレタン塗装）
クッション材：ウレタンフォーム
仕様／レバーギア14段リクライニング
頭部角度調整ギア14段
高さ4段階調整（40mm単位）
入数／1 梱包数／1
才数／6.2
原産国／中国

〈DB〉
〈RE〉

CS −597
360

ラウンド座椅子

CS-597（BK）
（DBR）
JAN 059382（BK）
JAN 059399（DBR）

￥34,000（税込￥37,400）
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／5.2
原産国／中国

〈DBR〉

〈BK〉

消費税は10％で算出しています
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CD −318
ポケット
コイル

360

回転座椅子

CD−318（BK）
（BR）
JAN 056190（BK）
JAN 056183（BR）

￥32,000（税込￥35,200）

〈BR〉

サイズ／W57.5×D58〜114×H72
（SH17）cm
材質／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８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

〈BK〉

CD −203
完成品
360

箱から出して
スグに使える!

回転座椅子

CD−203（BK）
JAN 056206

￥28,000（税込￥30,800）
サイズ／W71×D58〜116×H77（SH17）cm
材質／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８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

CXL −316
360

フロアチェア

CXL−316（BL）
（RE）
（YE）
JAN 058750（BL）
JAN 058767（RE）
JAN 058774（YE）

〈YE〉

￥33,000（税込￥36,300）
サイズ／W71×D66〜115×H90（SH19.5）cm
材質／張り材：PU・ポリエステル100％
クッション材：ウレタンフォーム
仕様／レバー式リクライニング
入数／1 梱包数／1
才数／8.7
原産国／中国
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〈BL〉

消費税は10％で算出しています

〈RE〉

DINING

み ん な が 喜 ぶ 美 味 しい 時 間

お 気 に 入 り の ダイニングで 会 話 も 弾 む

響

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。

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￥163,900）
才数／24.7

ダイニング190 6点セット

190テーブルは脚の位置が変えられます。

テーブル190＋響R 2脚＋響AR 2脚＋響B170
￥223,000（税込￥245,300）
才数／40.5

内寸約156cm

外側
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消費税は10％で算出しています

内寸
約116cm

190T脚は外側・内側取付可能

内側

HIBIKI

ソファ響 2.5P

センターテーブル響CT120

接ぎ合わせ加工

ソファ響 1P

鋸目加工

なぐり加工

ベンチ

ソファ

響B130

響B170

響1P

JAN 056862

JAN 056879

JAN 056886

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

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

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

テーブル

テーブル

回転チェア
（肘無）

響150

響190

響R

JAN 056824

JAN 056831

JAN 056848

ベンチ

360

￥26,000（税込￥28,600） ￥32,000（税込￥35,200） ￥73,000（税込￥80,300）

360

ビンテージ調PU

ソファ

センターテーブル

響2.5P

響CT120

JAN 056893

JAN 056909

￥135,000（税込￥148,500）

￥40,000（税込￥44,000）

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

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

回転チェア
（肘付）

響AR

360

JAN 056855

￥65,000（税込￥71,500） ￥81,000（税込￥89,100） ￥26,000（税込￥28,600）

￥29,000（税込￥31,900）

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

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

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

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

消費税は10％で算出しています
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RAYS

〈NA〉

ダイニング140 5点セット

テーブル140＋レイズ 4脚
￥162,000（税込￥178,200）
才数／28.5

〈DB〉

テーブル

チェア

レイズ140

レイズ

JAN 058804（NA）
JAN 059139（DB）

JAN 058828（NA）
JAN 059153（DB）

￥66,000（税込￥72,600）

￥24,000（税込￥26,400）

サイズ／W140×D80×H71cm
材質／オーク無垢（横剥ぎ）
・ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／5.7
原産国／中国

サイズ／W48×D56×H85cm
材質／オーク・PVC・ウェービングベルト
入数／2 梱包数／1
才数／11.4
原産国／中国

POINT

オーク無垢材ならではの美しい木目

ゆったり座れる柔らかな座り心地

天板、脚にオーク無垢材を使用し
て、傷汚れ、
さらに耐熱性にすぐれ
ているウレタン塗装を施すことで、
自然な光沢感がプラスされ高級
感のある仕上げになっています。

座面は、
ウェービングベルトを使用
しています。ウレタンウェービング
の構造で底付き感のない心地良い
座りを実現しています。
表面は水や汚れに強いPVCレザー
なので、
お手入れも簡単です。

＊北米産：ホワイトオーク
密度が高く、重く、さらに硬い耐水
性にも優れたオーク材船舶ワイン
やウィスキーの樽としても使用さ
れています。
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RAYS

〈NA〉

ダイニング180 7点セット

テーブル180＋レイズ 4脚＋レイズA2脚
￥239,000（税込￥262,900）
才数／55.9

〈DB〉

テーブル

肘付チェア

レイズ180

レイズA

JAN 058811（NA）
JAN 059146（DB）

JAN 058835（NA）
JAN 059160（DB）

￥83,000（税込￥91,300）

￥30,000（税込￥33,000）

サイズ／W180×D90×H71cm
材質／オーク無垢（横剥ぎ）
・ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／8.1
原産国／中国

サイズ／W54×D56×H85cm
材質／オーク・PVC・ウェービングベルト
入数／1 梱包数／1
才数／12.5
原産国／中国

消費税は10％で算出しています
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いつものダイニングが勉強部屋に早 変わり

PAPRIKA
ミニデスク・書棚の高さは
ダイニングテーブルとピッタリ

【ミニデスク・書棚の使用例】

71

テーブル

チェア

パプリカ135

パプリカ

JAN 059917
（NA）
JAN 059924
（WN）

JAN 059931（NA）
JAN 059948（WN）

¥45,000（税込￥49,500）

¥20,000（税込￥22,000）

サイズ／W135×D80×H70ｃm
材質／（NA）オーク突板
（WN）
ウォールナット突板
塗装／ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／4.8 原産国／ベトナム

サイズ／W43×D47×H82（SH43）
ｃm
材質／ラバーウッド・ウェービングベルト
塗装／ウレタン塗装
入数／2 梱包数／1
才数／9.4 原産国／ベトナム

WN:ウォールナット突板

NA:オーク突板

ミニデスク

ランドセルラック

書棚

パプリカMD

パプリカRR

パプリカSH

JAN 059955
（NA）
JAN 059962
（WN）

JAN 059993（NA）
JAN 060006（WN）

JAN 059979（NA）
JAN 059986（WN）

¥33,000（税込￥36,300）

¥26,000（税込￥28,600）

¥33,000（税込￥36,300）

サイズ／W80×D50×H70ｃm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／2.5 原産国／ベトナム

サイズ／W50×D35×H70ｃm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／2.1 原産国／ベトナム

サイズ／W80×D30×H70ｃm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／2.0 原産国／ベトナム

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

Stacking chair
重ねて片付けることのできるスタッキングチェア
介護福祉対応モデル

TAIS 01448-000009

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

立ち上がりやすい肘の形状

〈PI〉

完成品
スタッキングチェア

だんらん（PI）
（GN）
（BL）
（IV）
JAN
JAN
JAN
JAN

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

￥23,000（税込￥25,300）
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

〈IV〉

〈GN〉

〈BL〉

座卓兼用脚

VFRⅡ
（BK）
（NA）
（WN）
JAN 058521（BK）
JAN 058545（NA）
JAN 058538（WN）

テーブル時

￥50,000（税込￥55,000）
サイズ／W60×D32×H65cm
材質／ラバーウッド
塗装／ウレタン塗装
入数／1 梱包数／1
才数／6.5
原産国／ベトナム

座卓時
〈NA〉

〈WN〉

消費税は10％で算出しています

〈BK〉

F ur ni tu re C o lle c t io n
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FREDY
フレディ
ファブリックタイプ

テーブル付（3P）

はさみ込み防止カバー付
操作ボタン

73

電動リクライナーソファ

電動リクライナーソファ

フレディ3P（GY）
（BK）

フレディ2P（GY）
（BK）

JAN 058552（GY） JAN 058576（BK）

JAN 058569（GY） JAN 058583（BK）

￥180,000（税込￥198,000）

￥140,000（税込￥154,000）

サイズ／W182×D92-162×H99-77（SH45）cm
材質／ポリエステル100％
仕様／電動リクライニング・テーブル付・Sバネ
入数／1 梱包数／3
才数／32.5
原産国／中国

サイズ／W130×D92-162×H99-77（SH45）cm
材質／ポリエステル100％
仕様／電動リクライニング・Sバネ
入数／1 梱包数／2
才数／22.7
原産国／中国

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

ファブリックタイプ

〈GY〉

〈BK〉

MAY
メイ
本革張りタイプ

テーブル付（3P）

はさみ込み防止カバー付
操作ボタン

電動リクライナーソファ

電動リクライナーソファ

メイ3P（LGY）
（DBR）

メイ2P（LGY）
（DBR）

JAN 058590（LGY） JAN 058613（DBR）

JAN 058606（LGY） JAN 058620（DBR）

￥250,000（税込￥275,000）

￥200,000（税込￥220,000）

サイズ／W193×D92-155×H99-78
（SH45）cm
材質／本革・PVC・シリコンフィル
仕様／電動リクライニング・テーブル付・Sバネ
入数／1 梱包数／3
才数／41.6
原産国／中国

サイズ／W140×D92-155×H99-78（SH45）cm
材質／本革・PVC・シリコンフィル
仕様／電動リクライニング・Sバネ
入数／1 梱包数／2
才数／30.8
原産国／中国

消費税は10％で算出しています

本革張りタイプ

〈LGY〉

〈DBR〉

F ur ni tu re C o lle c t io n
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LUX
ラックス

〈GY〉

シェーズロングソファ

ラックス 右カウチ（BL）
（GY）
JAN 058637（BL） JAN 058644（GY）

￥100,000（税込￥110,000）
サイズ／W240×D160×H87（SH46）cm
材質／ポリエステル100％
仕様／Sバネ
入数／1 梱包数／2
才数／44.6
原産国／中国

〈BL〉

〈GY〉

シェーズロングソファ

ラックス 左カウチ（BL）
（GY）
JAN 058651（BL） JAN 058668（GY）

￥100,000（税込￥110,000）
サイズ／W240×D160×H87（SH46）cm
材質／ポリエステル100％
仕様／Sバネ
入数／1 梱包数／2
才数／44.6
原産国／中国

〈BL〉
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Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

OGGI
オッジ

ミッドセンチュリーなヴィンテージスタイル

カジュアルソファ

カジュアルソファ

オッジ2P（IV）

オッジ1P
（IV）

JAN 031913

JAN 034426

カジュアルソファ

カジュアルソファ

オッジ2P
（BR）

オッジ1P
（BR）

JAN 031906

JAN 034402

￥43,000（税込￥47,300）

￥35,000（税込￥38,500）

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

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

カジュアルソファ

カジュアルソファ

オッジ2P
（DB）

オッジ1P
（DB）

JAN 031890

JAN 034419

消費税は10％で算出しています

F ur ni tu re C o lle c t io n
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PERSONAL CHAIR

P-012

〈BR〉

パーソナルチェア

P-012（BK）
（BR）
JAN 060449（BK）
JAN 060456（BR）

￥38,000（税込￥41,800）

〈BK〉

サイズ／W76×D83〜138×H88〜104（SH42）cm
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／10.9
原産国／中国

P-022

〈BK〉

パーソナルチェア

P-022（BK）
（BR）
JAN 060463（BK）
JAN 060470（BR）

￥36,000（税込￥39,600）
サイズ／W68×D80〜101×H81〜96（SH40）cm
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

77
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〈BR〉

消費税は10％で算出しています

PERSONAL CHAIR

P-032

〈BR〉

パーソナルチェア

P-032（DBR）
（BR）

〈DBR〉

JAN 060487（DBR）
JAN 060494（BR）

￥50,000（税込￥55,000）
サイズ／W80×D88.5〜116×H83.5〜98（SH40）cm
材質／フレーム：スチール、積層合板 張り材：PU
クッション材：ウレタンフォーム
入数／1 梱包数／1
才数／9.3
原産国／中国

P-042

〈BR〉

パーソナルチェア

P-042
（DBR）
（BR）
JAN 060500（DBR）
JAN 060517（BR）

￥69,000（税込￥75,900）

〈DBR〉

サイズ／W84×D83〜100×H101〜105（SH40）cm
材質／フレーム：スチール、積層合板 張り材：PU
クッション材：ウレタンフォーム
入数／1 梱包数／1
才数／12.4
原産国／中国

消費税は10％で算出しています
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PERSONAL CHAIR

LC-300

レバーギア
7段リクライニング

オットマン7段階調整

パーソナルチェア

LC-300(BR)
JAN 058675

￥53,000（税込￥58,300）
サイズ／本体：W70×D72〜137×H111
（SH42）cm
材質／フレーム：積層合板 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／7.9
原産国／インドネシア

79

Fur n i t u re C ol l ect i on

消費税は10％で算出しています

カタログご利 用 のご案 内
価格について
●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、令和3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10%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。

仕様について
●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、令和3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。

お願い
●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。

家庭用商品について
■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。
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。

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

