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ソ
フ
ァ

PINK

PINK WHITE GRAY BROWN

DARK GRAYBEIGE

張地

脚

脚部取り付け（木脚 / ポリプロピレン脚付属）

座クッション組み替え可能（3WAY）

：ポリエステル 79% / コットン 21%
：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

FLEURETTE SOFA 
フルレット ソファ

税込 ¥58,000 W130.5×D129×H79（SH41.5）cm

張地

背もたれ14段階調整可能

：ポリエステル 100%

CALIN FLOOR CHAIR
カラン フロアチェア

税込 ¥4,980 W57×D54.5～92×H15～49（SH15）cm

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル 100%
：ポリプロピレン

CHOUETTE SOFA 2S
シュエット ソファ 2S

税込 ¥49,000 W138×D70×H62（SH33）cm

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル 100%
：ポリプロピレン

CHOUETTE OTTOMAN
シュエット オットマン

税込 ¥15,000 W55×D55×H33cm

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル 91% / ナイロン 9%
：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

COLLINE SOFA
コリーヌ ソファ

税込 ¥49,000 W130×D72×H82（SH42）cm

PINK

PINK

PINK

DARK GRAY

DARK GRAY

GRAY
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ソ
フ
ァ

PINK BEIGE

GREEN×PINK YELLOW×GRAY

張地

台輪

脚

：合成皮革

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：ポリプロピレン

ANKLET SOFA
アンクレット ソファ

税込 ¥49,000 W138.5×D73.5×H72（SH42）cm

張地

フレーム

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

PIONNIER SOFA
ピオニエ ソファ

税込 ¥58,000 W149×D68×H72（SH41）cm

PINK GRAY 

張地

脚

脚部取り付け（木脚 / アジャスター付属）

：ポリエステル 70% / コットン 28% / レーヨン 2%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

NUVOLA SOFA 2S
ヌボラ ソファ 2S

税込 ¥49,000 W150×D80×H77（SH44）cm

PINK GRAY 

張地

脚

脚部取り付け（木脚 / アジャスター付属）

：ポリエステル 70% / コットン 28% / レーヨン 2%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

NUVOLA SOFA 1S
ヌボラ ソファ 1S

税込 ¥36,000 W89×D80×H77（SH44）cm

PINK GRAY 

張地

脚

脚部取り付け（木脚 / アジャスター付属）

：ポリエステル 70% / コットン 28% / レーヨン 2%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

NUVOLA OTTOMAN
ヌボラ オットマン

税込 ¥16,000 W48×D48×H42.5 cm
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ソ
フ
ァ

GREEN PINK 

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル 100%
：ビーチ材 ラッカー塗装仕上げ

PINNA COUCH
ピナ カウチ

税込 ¥59,000 W140×D75×H75（SH41）cm

張地

脚

脚部取り付け

肘掛14段階調整可能

背もたれ6段階調整可能

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

PISOLARE COMPACT SOFA BED
ピソラ コンパクト ソファベッド

税込 ¥58,000 W127～172×D79～91×H73～77（SH41）cm

PINK GRAY

YELLOW TURQUOISE

ORANGE×GRAY

ORANGE×GRAY

NAVY×GRAY

NAVY×GRAY

GRAY

張地

脚

：ポリエステル 100%
：ポリプロピレン

GRUPA SOFA 2S 
グルパ ソファ ２Ｓ

税込 ¥50,000 W149×D65×H68.5（SH38）cm

張地

脚

：ポリエステル 100%
：ポリプロピレン

GRUPA SOFA 1S 
グルパ ソファ １Ｓ

税込 ¥30,000 W74×D65×H68.5（SH38）cm

張地

脚

収納付き

：ポリエステル 100%
：ポリプロピレン

GRUPA OTTOMAN 
グルパ オットマン

税込 ¥20,000 W74×D65×H38 cm
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ソ
フ
ァ

PINK BLACK

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル / リネン等

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

SMUK SOFA 3S
スムーク ソファ 3S

税込 ¥99,000 W182×D78×H85（SH43）cm

PINK BLACK

張地

脚

脚部取り付け

：ポリエステル / リネン等

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

SMUK SOFA 2S
スムーク ソファ ２Ｓ

税込 ¥79,000 W132×D78×H82（SH43）cm

LIGHT GRAY BLUE 

張地

脚

脚部取り付け

座クッション組み替え可能（3WAY）

：ポリエステル 100%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

FIER SOFA
フィエール ソファ

税込 ¥99,000 W180×D133.5×H83（SH43）cm

LIGHT GRAY DARK GRAY

張地

脚

フェザー使用商品

脚部取り付け

：ポリエステル 81% / コットン 19%
：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

SYGNE SOFA + OTTOMAN
スイーニュ ソファ ＋ オットマン

TOTAL（３点） 税込 ¥99,000 W180×D125×H74（SH45.5）cm

SOFA（L / R） 税込 ¥39,000 W90×D75×H74（SH45.5）cm

OTTOMAN 税込 ¥21,000 W75×D50×H45.5 cm
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ソ
フ
ァ

LIGHT GRAY NAVY

NAVY

NAVY

BLACK 

張地

脚

フェザー使用商品

：ポリエステル 96% / ナイロン 4%
：アルダー材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MEHNE SOFA + COUCH
メーネ ソファ ＋ カウチ

TOTAL（２点） 税込 ¥140,000 W227×D146×H58（SH38）cm

SOFA（L / R） 税込 ¥70,000 W146×D81×H58（SH38）cm

COUCH（L / R） 税込 ¥70,000 W81×D146×H58（SH38）cm

LIGHT GRAY BLACK 

LIGHT GRAY BLACK 

張地

脚

フェザー使用商品

：ポリエステル 96% / ナイロン 4%
：アルダー材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MEHNE ARM SOFA 
メーネ アーム ソファ

TOTAL（２点） 税込 ¥100,000 W162×D81×H58（SH38）cm

ARM（L / R） 税込 ¥50,000 W81×D81×H58（SH38）cm

張地

脚

フェザー使用商品

：ポリエステル 96% / ナイロン 4%
：アルダー材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MEHNE OTTOMAN 
メーネ オットマン

税込 ¥30,000 W81×D56×H38 cm

GRAY BLUE

張地

脚

フェザー使用商品 
脚部取り付け

：ポリエステル 100%
：ステンレス チタンメッキ仕上げ

LARGE SOFA + COUCH
ラージュ ソファ ＋ カウチ

TOTAL（２点） 税込 ¥215,000 W269×D170×H88（SH45）cm

SOFA（L / R） 税込 ¥110,000 W177×D93×H88（SH45）cm

COUCH（L / R） 税込 ¥105,000 W92×D170×H88（SH45）cm
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ソ
フ
ァ

PRIMARLE 

PRIMARLE 

FLOWERGE

FLOWERGE

LIRIA

LIRIA

GRAY

GRAY

RED

RED

PINK

PINK

カバー

中材

カバー・ヌード別売り

（ソファ：カバー / 税込 ￥5,000 ・ ヌード / 税込 ￥14,800）

（オットマン：カバー / 税込 ￥2,500 ・ ヌード / 税込 ￥6,000）

カバー洗濯可能

：ポリエステル 100%
：ポリスチレンビーズ（約3mm）

REPOSER BEADS SOFA + OTTOMAN
ルポゼ ビーズソファ ＋ オットマン

SOFA 税込 ¥19,800 W70×D70×H65 cm

OTTOMAN 税込 ¥8,500 W60×D60×H30 cm
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ソ
フ
ァ

WHITE BEIGE

GRAY×PINK NAVYREDGRAY×GREEN

張地

収納付き

：ポリエステル 100%

CHANTILLY STOOL
シャンティー スツール

税込 ¥6,500 W35×D35×H41 cm

フレーム

張地

鞄

耐荷重

収納鞄付き

ハンモック・チェア・ハンガーラックの3WAY

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

： WH, GY│ポリエステル 100% 
ST, FL│ポリエステル 61% / コットン 32% / レーヨン 7%

：ポリエステル 100%
：100kg

LEVENT 3WAY HAMMOCK
ルボン 3WAY ハンモック

税込 ¥19,800
W230（196）×D73×H91（101.5） cm（ハンモック）

W115×D73×H109 cm（チェア）

張地

装飾

：ポリエステル 100%
： GY×PK, GY×GR│ステンレス チタンメッキ仕上げ 

RD, NV│ガラス / ステンレス チタンメッキ仕上げ

GEMME STOOL
ジェム スツール

税込 ¥6,500 W35×D35×H41 cm

WHITE×PINK

天板

張地

：オーク材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 100%

TUBO SIDE TABLE&STOOL
トゥーボ サイドテーブル&スツール

税込 ¥19,800 W40×D40×H45 cm

WHITE GRAY

ハンモック

STRIPE

チェア ハンガーラック収納鞄

FLOWER
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WHITE

WHITE×NATURAL

NATURAL×WHITE

BLACK×BROWN

WHITE NATURAL

天板

脚

組立式

：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

CHIARO COFFEE TABLE
キャーロ コーヒーテーブル

税込 ¥19,800 W75×D45×H37 cm

本体

脚

脚部取り付け

引出し4面使用可能、ナチュラル・ホワイトの2色

ツマミ取り付け用穴有り

：メラミン化粧板

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

FORET COFFEE TABLE
フォレ コーヒーテーブル

税込 ¥19,800 W56.8×D35×H36 cm

天板

脚

組立式

： WH│アッシュ材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ 
NT │オーク材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：アッシュ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

ARPA COFFEE TABLE
アルパ コーヒーテーブル

税込 ¥25,000 W90×D45×H38 cm

天板

棚板

フレーム

組立式

：強化ガラス   
：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：スチール ポリエステル樹脂塗装仕上げ

MELHOR COFFEE TABLE
メリオル コーヒーテーブル

M 税込 ¥19,800 W75×D45×H37 cm

L 税込 ¥25,000 W90×D55×H37 cm

WHITE×NATURAL

本体

ミラー

脚

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ガラス

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

LANA DRESSER TABLE
ラーナ ドレッサーテーブル

税込 ¥28,000 W80.1×D47.1×H38.2～73 cm
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WHITE

天板

脚

脚部取り付け

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MIO COFFEE TABLE
ミーオ コーヒーテーブル

税込 ¥25,000 W85×D45×H38 cm

WHITE

強化紙化粧板 / プリント紙化粧繊維板 / 強化ガラス

MADE IN JAPAN

PASSER COLLECTION TABLE
パセ コレクションテーブル

税込 ¥27,000 W90×D45×H37 cm

MARBLE

CLEAR

NATURAL

TERRAZZO

天板

脚

組立式

： マーブル│天然石（大理石）/ 合板 
テラゾー│天然石（テラゾー）

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

CIFRA COFFEE TABLE
シフラ コーヒーテーブル

50 税込 ¥29,000 W55×D55×H36 cm

65 税込 ¥39,000 W70×D70×H40 cm

強化ガラス

耐荷重 ：（90）7kg
（120）10kg

CLAIR COFFEE TABLE
クレール コーヒーテーブル

90 税込 ¥29,000 W90×D50×H38.7 cm

120 税込 ¥39,000 W120×D60×H38.7 cm

天板

脚

組立式

：アカシア材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA COFFEE TABLE
レッタ コーヒーテーブル

80 税込 ¥29,000 W80×D40×H38 cm

110 税込 ¥39,000 W110×D50×H38 cm
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WHITE LIGHT GRAY

天板

脚

組立式

：メラミン化粧板（熱・汚れに強い素材）

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK COFFEE TABLE
スターク コーヒーテーブル

税込 ¥29,000 W90×D45×H40 cm

WHITE

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ 
：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg（昇降天板 10kg） / 引出し 5kg

SORTIR LIFTING TABLE
ソルティール リフティングテーブル

税込 ¥48,000 W100×D50×H39～60 cm

CLEAR×GOLD

CLEAR×GOLD

BLACK×BLACK

BLACK×BLACK

天板

フレーム

組立式

4パターン

：強化ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： GD│ステンレス チタンメッキ仕上げ 
BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：
 
天板

　CLEAR  
×

  
脚

   GOLD 
BLACK    　　   BLACK

MAGLIA COFFEE TABLE
マーリア コーヒーテーブル

税込 ¥49,000 W80×D80×H38.5 cm

MAGLIA SIDE TABLE
マーリア サイドテーブル

税込 ¥33,000 W50×D50×H48.5 cm

天板

フレーム

組立式

4パターン

：強化ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： GD│ステンレス チタンメッキ仕上げ 
BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ 

：
 
天板

　CLEAR  
×

  
脚

   GOLD 
BLACK    　　   BLACK

天板

脚

組立式

：ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： CP│スチール 銅メッキ仕上げ 
WH, BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

MATAN SIDE TABLE
マタン サイドテーブル

税込 ¥7,900 W42.5×D42.5×H51 cm

COPPER BLACKWHITE



AUTUMN / WINTER 202010

コ
ー
ヒ
ー
テ
ー
ブ
ル

WHITE LIGHT GRAY

天板

脚

組立式

：メラミン化粧板（熱・汚れに強い素材）

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK COFFEE TABLE
スターク コーヒーテーブル

税込 ¥29,000 W90×D45×H40 cm

WHITE

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ 
：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg（昇降天板 10kg） / 引出し 5kg

SORTIR LIFTING TABLE
ソルティール リフティングテーブル

税込 ¥48,000 W100×D50×H39～60 cm

CLEAR×GOLD

CLEAR×GOLD

BLACK×BLACK

BLACK×BLACK

天板

フレーム

組立式

4パターン

：強化ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： GD│ステンレス チタンメッキ仕上げ 
BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：
 
天板

　CLEAR  
×

  
脚

   GOLD 
BLACK    　　   BLACK

MAGLIA COFFEE TABLE
マーリア コーヒーテーブル

税込 ¥49,000 W80×D80×H38.5 cm

MAGLIA SIDE TABLE
マーリア サイドテーブル

税込 ¥33,000 W50×D50×H48.5 cm

天板

フレーム

組立式

4パターン

：強化ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： GD│ステンレス チタンメッキ仕上げ 
BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ 

：
 
天板

　CLEAR  
×

  
脚

   GOLD 
BLACK    　　   BLACK

天板

脚

組立式

：ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

： CP│スチール 銅メッキ仕上げ 
WH, BK│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

MATAN SIDE TABLE
マタン サイドテーブル

税込 ¥7,900 W42.5×D42.5×H51 cm

COPPER BLACKWHITE

AUTUMN / WINTER 2020 11
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GOLD×MARBLE

WHITE MARBLE

GOLD

フレーム

棚板

アジャスター取り付け

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：メラミン化粧板

REINE NEST TABLE
レーヌ ネストテーブル

税込 ¥19,800
W31×D27.5×H45 cm（大サイズ）

W27.5×D24×H30 cm（小サイズ）

天板

ベース

支柱

組立式

：MDF ラッカー塗装仕上げ

：WH│MDF ラッカー塗装仕上げ

  MARBLE│MDF PVC貼り

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

MONTEZ SIDE TABLE
モンテ サイドテーブル

税込 ¥8,900 W35×D35×H41.5～66.5 cm

銀箔 ウレタン樹脂塗装仕上げ

DIAMOND TABLE
ダイヤモンド テーブル

税込 ¥19,800 W52×D52×H38 cm



AUTUMN / WINTER 202012

リ
ビ
ン
グ
ス
ト
レ
ー
ジ

天板

脚

耐荷重

：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 30kg / 引出し 10kg

CHIARO TV BOARD
キャーロ TVボード

税込 ¥29,000 W75×D38×H52 cm

フレーム

本体・棚板

耐荷重

アジャスター取り付け

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：メラミン化粧板

：天板 25kg / 引出し （大）5kg（小）3kg

REINE TV BOARD
レーヌ TVボード

税込 ¥29,000 W89.5×D27×H40 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

引出し4面使用可能、ナチュラル・ホワイトの2色

ツマミ取り付け用穴有り

：メラミン化粧板

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg

FORET CHEST
フォレ チェスト

税込 ¥29,000 W39×D35×H80 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

引出し4面使用可能、ナチュラル・ホワイトの2色

ツマミ取り付け用穴有り

：メラミン化粧板

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg

FORET TV BOARD
フォレ TVボード

税込 ¥29,000 W76.5×D35×H45 cm

WHITE

WHITE×NATURAL

NATURAL×WHITE

GOLD×MARBLE

NATURAL×WHITE

LANA TV BOARD
ラーナ TVボード

税込 ¥38,000 W85.1×D37.1×H46.6 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg / 引出し 3kg
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リ
ビ
ン
グ
ス
ト
レ
ー
ジ

天板

脚

耐荷重

：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 30kg / 引出し 10kg

CHIARO TV BOARD
キャーロ TVボード

税込 ¥29,000 W75×D38×H52 cm

フレーム

本体・棚板

耐荷重

アジャスター取り付け

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：メラミン化粧板

：天板 25kg / 引出し （大）5kg（小）3kg

REINE TV BOARD
レーヌ TVボード

税込 ¥29,000 W89.5×D27×H40 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

引出し4面使用可能、ナチュラル・ホワイトの2色

ツマミ取り付け用穴有り

：メラミン化粧板

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg

FORET CHEST
フォレ チェスト

税込 ¥29,000 W39×D35×H80 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

引出し4面使用可能、ナチュラル・ホワイトの2色

ツマミ取り付け用穴有り

：メラミン化粧板

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg

FORET TV BOARD
フォレ TVボード

税込 ¥29,000 W76.5×D35×H45 cm

WHITE

WHITE×NATURAL

NATURAL×WHITE

GOLD×MARBLE

NATURAL×WHITE

LANA TV BOARD
ラーナ TVボード

税込 ¥38,000 W85.1×D37.1×H46.6 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 棚板1枚 3kg / 引出し 3kg

AUTUMN / WINTER 2020 13
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強化紙化粧板 / ガラス

耐荷重

MADE IN JAPAN

：天板 60kg

PASSER TV BOARD 120
パセ TVボード 120

税込 ¥39,000 W120×D45×H43 cm

強化紙化粧板 / ガラス

耐荷重

MADE IN JAPAN

：天板 60kg

PASSER TV BOARD 150
パセ TVボード 150

税込 ¥44,000 W150×D45×H43 cm

WHITE

WHITE

WHITE

MIO TV BOARD 
ミーオ ＴＶボード

税込 ¥40,000 W98×D32.5×H50 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 30kg / 引出し 5kg

NATURAL

NATURAL

AMBER

AMBER

本体    
引出し前板

引戸

耐荷重

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：強化ガラス

：天板 40kg / 引出し 5kg

CELTA TV BOARD 125
セルタ TVボード 125

税込 ¥42,000 W125×D44.5×H46 cm

本体    
引出し前板

引戸

耐荷重

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：強化ガラス

：天板 40kg / 引出し 5kg

CELTA TV BOARD 170
セルタ TVボード 170

税込 ¥52,000 W170×D44.5×H46 cm
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ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル

WHITE

WHITE

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg / 棚板1枚 5kg

SORTIR SIDE BOARD 
ソルティール サイドボード

税込 ¥48,000 W120×D40.5×H66 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ / ガラス

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg / 引出し 5kg

SORTIR TV BOARD
ソルティール ＴＶボード

税込 ¥52,000 W150×D40.5×H41 cm

本体・扉

脚・取手

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 / メラミン樹脂化粧板

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：天板 20kg / 棚板1枚 5kg

GALA SIDE BOARD
ガーラ サイドボード

税込 ¥62,000 W110×D42×H78 cm

BROWN

天板

脚

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

CHARITE CAFE TABLE
シャリテ カフェテーブル

税込 ¥29,800 W100×D50×H60 cm

天板

脚

組立式

：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

CHIARO DINING TABLE
キャーロ ダイニングテーブル

税込 ¥29,800 W75×D75×H73 cm

WHITE

WHITE
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ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル

WHITE

WHITE

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg / 棚板1枚 5kg

SORTIR SIDE BOARD 
ソルティール サイドボード

税込 ¥48,000 W120×D40.5×H66 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ / ガラス

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg / 引出し 5kg

SORTIR TV BOARD
ソルティール ＴＶボード

税込 ¥52,000 W150×D40.5×H41 cm

本体・扉

脚・取手

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 / メラミン樹脂化粧板

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：天板 20kg / 棚板1枚 5kg

GALA SIDE BOARD
ガーラ サイドボード

税込 ¥62,000 W110×D42×H78 cm

BROWN

天板

脚

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

CHARITE CAFE TABLE
シャリテ カフェテーブル

税込 ¥29,800 W100×D50×H60 cm

天板

脚

組立式

：オーク材突板 ラッカー塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

CHIARO DINING TABLE
キャーロ ダイニングテーブル

税込 ¥29,800 W75×D75×H73 cm

WHITE

WHITE
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天板

脚

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

ELEVER DINING TABLE
エルヴェ ダイニングテーブル

税込 ¥39,800 W120×D70×H72 cm

WHITE

WHITE

天板

脚

組立式

：強化ガラス（裏面：飛散防止フィルム）

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

BLISS DINING TABLE
ブリス ダイニングテーブル

130 税込 ¥25,000 W130×D75×H73.5 cm

150 税込 ¥29,000 W150×D75×H73.5 cm

WHITE

本体

天板

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：プリント紙化粧パーティクルボード

：ポリエステル樹脂化粧合板

：中棚 10kg / 棚板 5kg

RITMO COUNTER TABLE
リトモ カウンターテーブル

税込 ¥29,800 W110～136×D29.5×H90 cm

NATURAL WHITE

天板

脚

組立式

： NT │オーク材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ 
WH│アッシュ材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：アッシュ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

ARPA DINING TABLE
アルパ ダイニングテーブル

130 税込 ¥39,000  W130×D80×H73 cm

150 税込 ¥49,000 W150×D80×H73 cm

天板・棚板

脚

組立式

：アッシュ材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：アッシュ材 ラッカー塗装仕上げ

PIONI DINING TABLE
ピオニ ダイニングテーブル

税込 ¥48,000 W120×D75×H72 cm

WHITE NATURAL



AUTUMN / WINTER 202016

ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル

CLEAR MARBLE

MARBLE

天板

脚

組立式

：天然石（大理石） / 合板

：パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

CIELO DINING TABLE
チェロ ダイニングテーブル

140 税込 ¥108,000 W140×D80×H73 cm

160 税込 ¥118,000 W160×D80×H73 cm

天板

脚

耐荷重

組立式

：強化ガラス

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 20kg

FELICITE DINING TABLE
フェリシテ ダイニングテーブル

CLEAR 税込 ¥68,000 W160×D80×H72.5 cm

MARBLE 税込 ¥78,000 W160×D80×H72.5 cm

NATURAL

WHITE LIGHT GRAY

天板

脚

組立式

：メラミン化粧板（熱・汚れに強い素材）

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK DINING TABLE
スターク ダイニングテーブル

120 税込 ¥49,000 W120×D75×H73 cm

150 税込 ¥69,000 W150×D75×H73 cm

天板

脚

組立式

：アカシア材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA DINING TABLE
レッタ ダイニングテーブル

140 税込 ¥59,000 W140×D80×H73 cm

160 税込 ¥69,000 W160×D80×H73 cm



AUTUMN / WINTER 202016

ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル

CLEAR MARBLE

MARBLE

天板

脚

組立式

：天然石（大理石） / 合板

：パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

CIELO DINING TABLE
チェロ ダイニングテーブル

140 税込 ¥108,000 W140×D80×H73 cm

160 税込 ¥118,000 W160×D80×H73 cm

天板

脚

耐荷重

組立式

：強化ガラス

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 20kg

FELICITE DINING TABLE
フェリシテ ダイニングテーブル

CLEAR 税込 ¥68,000 W160×D80×H72.5 cm

MARBLE 税込 ¥78,000 W160×D80×H72.5 cm

NATURAL

WHITE LIGHT GRAY

天板

脚

組立式

：メラミン化粧板（熱・汚れに強い素材）

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK DINING TABLE
スターク ダイニングテーブル

120 税込 ¥49,000 W120×D75×H73 cm

150 税込 ¥69,000 W150×D75×H73 cm

天板

脚

組立式

：アカシア材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA DINING TABLE
レッタ ダイニングテーブル

140 税込 ¥59,000 W140×D80×H73 cm

160 税込 ¥69,000 W160×D80×H73 cm
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チ
ェ
ア

LIGHT BLUE×DARK BLUE

GRAY×WHITE

WHITE

LIGHT GRAY×DARK GRAY

PINK×BLUE

PINK

WHITE×WHITE

YELLOW×GREEN

本体

脚

MADE IN ITALY

：ポリプロピレン

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

HELENA CHAIR 
ヘレナ チェア

税込 ¥4,800 W50×D56×H78.5（SH44）cm

LIGHT PINK×DARK PINK

BLUE×RED

GRAY

WHITE×GRAY WHITE×STRIPE

本体

クッション

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 100%

CHIARO CHAIR
キャーロ チェア

税込 ¥7,500 W44×D49.5×H92.5（SH47）cm

 PK, GY│ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ 
WH, NT│アッシュ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ 

ARPA CHAIR
アルパ チェア

税込 ¥16,800 W43×D49×H86.2（SH43）cm

WHITE DARK GRAYLIGHT GRAY

張地

フレーム

： WH│PVC 
LGY, DGY│ポリエステル 100%

：スチール

LINEA CHAIR
リネア チェア

税込 ¥19,800 W50×D60×H84.5（SH45）cm

張地

フレーム

：ポリエチレン

：アルミニウム ポリエステル樹脂塗装仕上げ

LOTUS PERSONAL CHAIR
ロータス パーソナルチェア

税込 ¥16,800 W72.5×D66×H70（SH36）cm

NATURAL



AUTUMN / WINTER 202018

チ
ェ
ア

NATURAL

LIGHT GRAY BLUE

張地

フレーム

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA CHAIR FABRIC
レッタ チェア ファブリック

税込 ¥19,000 W45×D54×H79（SH46）cm

天板

脚

組立式

：アカシア材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA BENCH
レッタ ベンチ

税込 ¥39,000 W120×D40×H45 cm

YELLOW GRAY

張地

脚

：ポリエステル 100%
：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK CHAIR
スターク チェア

税込 ¥19,000 W46×D57×H83（SH45）cm

PINK NAVYBEIGE

張地

フレーム

：ポリエステル 92% / ナイロン 6% / ポリウレタン 2%
：スチール チタンメッキ仕上げ

FELICITE CHAIR
フェリシテ チェア

税込 ¥29,000 W45×D58×H86（SH45.5）cm

WHITE×GRAY(L)WHITE×GRAY(R)

本体

張地

：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 100%

ELEVER CHAIR 
エルヴェ チェア

税込 ¥19,800 W49×D57×H75（SH45）cm
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チ
ェ
ア

NATURAL

LIGHT GRAY BLUE

張地

フレーム

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA CHAIR FABRIC
レッタ チェア ファブリック

税込 ¥19,000 W45×D54×H79（SH46）cm

天板

脚

組立式

：アカシア材突板 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RETTA BENCH
レッタ ベンチ

税込 ¥39,000 W120×D40×H45 cm

YELLOW GRAY

張地

脚

：ポリエステル 100%
：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

STARK CHAIR
スターク チェア

税込 ¥19,000 W46×D57×H83（SH45）cm

PINK NAVYBEIGE

張地

フレーム

：ポリエステル 92% / ナイロン 6% / ポリウレタン 2%
：スチール チタンメッキ仕上げ

FELICITE CHAIR
フェリシテ チェア

税込 ¥29,000 W45×D58×H86（SH45.5）cm

WHITE×GRAY(L)WHITE×GRAY(R)

本体

張地

：ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 100%

ELEVER CHAIR 
エルヴェ チェア

税込 ¥19,800 W49×D57×H75（SH45）cm
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チ
ェ
ア

PINK BLACKWHITE

ポリプロピレン

RIBBON CHAIR
リボン チェア

税込 ¥36,000 W45.5×D50×H84（SH47）cm

ポリプロピレン

MADE IN ITALY

RABBIT CHAIR BABY
ラビット チェア ベビー

税込 ¥29,000 W45.5×D26×H53（SH30）cm

張地

脚

脚部取り付け

： GY, LBL│ポリエステル 100%（撥水加工生地） 
BE, NV │合成皮革

：アッシュ材 ラッカー塗装仕上げ

PIONI SOFA + COUCH
ピオニ ソファ + カウチ

TOTAL （２点） 税込 ¥103,000 W188.7×D135×H74（SH44）cm

SOFA 税込 ¥46,000 W135×D53.7×H74（SH44）cm

COUCH 税込 ¥57,000 W135×D53.7×H74（SH44）cm

張地

脚

脚部取り付け

： GY, LBL│ポリエステル 100%（撥水加工生地） 
BE, NV │合成皮革

：アッシュ材 ラッカー塗装仕上げ

PIONI BENCH
ピオニ ベンチ

税込 ¥38,000 W115×D38×H44 cm

GRAY×WHITE LIGHT BLUE×WHITE

BEIGE×NATURAL NAVY×NATURAL

GRAY×WHITE LIGHT BLUE×WHITE

BEIGE×NATURAL NAVY×NATURAL

PINK WHITE

PINK GRAY

張地

フレーム

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

RITOMO HIGH STOOL
リトモ ハイスツール

税込 ¥14,800 W37×D37×H63 cm
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チ
ェ
ア

PINK WHITE

ポリプロピレン

VORTEX STOOL
ボルテックス スツール

税込 ¥2,980 W35.5×D35.5×H45.5 cm

GRAY LIGHT BLUERED

ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

PRADO STOOL LOW
プラードスツール ロー

税込 ¥8,700 W31×D31×H45 cm

ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

PRADO STOOL HIGH
プラードスツール ハイ

税込 ¥11,000 W31×D31×H63 cm

PINK WHITE NATURAL

WHITE NATURAL
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チ
ェ
ア

PINK WHITE

ポリプロピレン

VORTEX STOOL
ボルテックス スツール

税込 ¥2,980 W35.5×D35.5×H45.5 cm

GRAY LIGHT BLUERED

ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

PRADO STOOL LOW
プラードスツール ロー

税込 ¥8,700 W31×D31×H45 cm

ラバーウッド材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

PRADO STOOL HIGH
プラードスツール ハイ

税込 ¥11,000 W31×D31×H63 cm

PINK WHITE NATURAL

WHITE NATURAL
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強化紙化粧板 / ステンレス

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：天板 20kg / スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

PASSER KITCHEN COUNTER
パセ キッチンカウンター

税込 ¥37,000 W65×D44×H83.5 cm

強化紙化粧板 / ステンレス

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

PASSER RANGE BOARD
パセ レンジボード

税込 ¥52,000 W60×D44×H175 cm

強化紙化粧板 / ガラス

耐荷重

MADE IN JAPAN

：棚板1枚 5kg

PASSER KITCHEN CABINET
パセ キッチンキャビネット

税込 ¥52,000 W65×D44×H175 cm

本体

取手

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：天板 20kg / スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

GALA COUNTER
ガーラ カウンター

税込 ¥50,000 W80×D42×H85 cm

本体

取手

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：天板 20kg / 棚板1枚 5kg

GALA CABINET
ガーラ キャビネット

税込 ¥62,000 W75×D42×H175 cm

WHITE

WHITE

WHITE

BROWN

BROWN
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シ
ェ
ル
フ

本体

扉

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 / ステンレス

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 40kg / スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

REIZ KITCHEN COUNTER
ライツ キッチンカウンター

税込 ¥65,000 W120×D44.5×H85 cm

NATURAL AMBER

本体

扉

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 
：オーク材  ウレタン樹脂塗装仕上げ / 強化ガラス

：スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

REIZ KITCHEN BOARD
ライツ キッチンボード

税込 ¥97,000 W90×D44.5×H175 cm

NATURAL AMBER

WHITE

WHITE

NATURAL AMBER

BROWN

本体

扉

耐荷重

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：棚板1枚 5kg / 引出し 5kg

REIZ SHELF
ライツ シェルフ

60 税込 ¥32,000 W60×D34×H175 cm

80 税込 ¥42,000 W80×D34×H175 cm

プリント紙化粧繊維板

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：天板 20kg / 棚板1枚 10kg

RITMO SHELF S
リトモ シェルフ S

税込 ¥39,000 W118～155×D19.3×H80 cm

プリント紙化粧繊維板

耐荷重 
組立式

MADE IN JAPAN

：天板 20kg / 棚板1枚 10kg

RITMO SHELF L
リトモ シェルフ L

税込 ¥46,000 W90～144.5×D29.5×H153.5 cm
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シ
ェ
ル
フ

本体

扉

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 / ステンレス

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 40kg / スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

REIZ KITCHEN COUNTER
ライツ キッチンカウンター

税込 ¥65,000 W120×D44.5×H85 cm

NATURAL AMBER

本体

扉

耐荷重

コンセント付き

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板 
：オーク材  ウレタン樹脂塗装仕上げ / 強化ガラス

：スライド棚 10kg / 棚板1枚 5kg

REIZ KITCHEN BOARD
ライツ キッチンボード

税込 ¥97,000 W90×D44.5×H175 cm

NATURAL AMBER

WHITE

WHITE

NATURAL AMBER

BROWN

本体

扉

耐荷重

MADE IN JAPAN

：強化紙化粧板

：オーク材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：棚板1枚 5kg / 引出し 5kg

REIZ SHELF
ライツ シェルフ

60 税込 ¥32,000 W60×D34×H175 cm

80 税込 ¥42,000 W80×D34×H175 cm

プリント紙化粧繊維板

耐荷重

組立式

MADE IN JAPAN

：天板 20kg / 棚板1枚 10kg

RITMO SHELF S
リトモ シェルフ S

税込 ¥39,000 W118～155×D19.3×H80 cm

プリント紙化粧繊維板

耐荷重 
組立式

MADE IN JAPAN

：天板 20kg / 棚板1枚 10kg

RITMO SHELF L
リトモ シェルフ L

税込 ¥46,000 W90～144.5×D29.5×H153.5 cm
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シ
ェ
ル
フ

S

S

M

L

3

WIDE

4

カタルパ材 オイル仕上げ

耐荷重

組立式

：棚板1枚 10kg

MIN SHELF WIDE 
ミン シェルフ ワイド

SS 税込 ¥3,900 W65×D27×H49.5 cm

S 税込 ¥5,900 W65×D27×H84.5 cm

M 税込 ¥7,900 W65×D27×H120 cm

カタルパ材 オイル仕上げ

耐荷重

組立式

：棚板1枚 10kg

MIN SHELF
ミン シェルフ 

S 税込 ¥3,900 W36×D36×H84.5 cm

M 税込 ¥4,900 W36×D36×H120 cm

フレーム

棚板

耐荷重

アジャスター取り付け

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：メラミン化粧板

：棚板1枚 10kg

REINE SHELF 
レーヌ シェルフ

S 税込 ¥29,000 W60×D27×H75 cm

L 税込 ¥39,000 W60×D27×H99.5 cm

カタルパ材 オイル仕上げ

耐荷重

組立式

：棚板1枚 10kg

MIN WAGON
ミン ワゴン

税込 ¥3,900 W35×D31×H72 cm

WIDE 税込 ¥5,900 W65×D31×H72 cm

棚板

ポール

耐荷重

組立式

：合成樹脂化粧繊維板（PVC）

：ビーチ材 ラッカー塗装仕上げ

：棚板1枚 10kg

WOOD POLE SHELF
ウッドポール シェルフ

3 税込 ¥15,000 W65×D30×H80.6 cm

4 税込 ¥19,000 W65×D30×H114 cm

S MSS
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WHITE

BACK

BACK

WHITE

WHITE

BLACK

FRONT

FRONT

COPPER

BLACK

張地

ベース

リバーシブル仕様

：ポリエステル 100%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

RIBORICA PARTITION
リボリカ パーテーション

税込 ¥36,000 W90.5×D20×H160.5 cm

張地

リバーシブル仕様

：ポリエステル 100%

FLOTHUS PARTITION
フィオサス パーテーション

税込 ¥39,000 W46～115×D37～21×H160.5 cm

本体

鳥

耐荷重

組立式

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：ポリスチレン アルミメッキ ラッカー塗装仕上げ

：各フック 1kg

CANARY COAT HANGER 
カナリー コートハンガー

税込 ¥7,800 W28.5×D28.5×H174 cm

本体

フック

耐荷重

組立式

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：スチール 銅メッキ仕上げ

：各フック 1kg

JEMONTEE HANGER
ジュモテ ハンガー

税込 ¥11,000 W30×D30×H173.5 cm

本体

ミラー・棚

耐荷重

組立式

：WH│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

  CP │スチール ニッケルメッキ ラッカー塗装仕上げ

：ガラス

：各フック 1kg / ガラス棚 1kg

RENET COAT HANGER 
レネット コートハンガー

WH 税込 ¥10,000 W37.5×D30.5×H176 cm

CP 税込 ¥12,000 W37.5×D30.5×H176 cm
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WHITE

BACK

BACK

WHITE

WHITE

BLACK

FRONT

FRONT

COPPER

BLACK

張地

ベース

リバーシブル仕様

：ポリエステル 100%
：バーチ材 ラッカー塗装仕上げ

RIBORICA PARTITION
リボリカ パーテーション

税込 ¥36,000 W90.5×D20×H160.5 cm

張地

リバーシブル仕様

：ポリエステル 100%

FLOTHUS PARTITION
フィオサス パーテーション

税込 ¥39,000 W46～115×D37～21×H160.5 cm

本体

鳥

耐荷重

組立式

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：ポリスチレン アルミメッキ ラッカー塗装仕上げ

：各フック 1kg

CANARY COAT HANGER 
カナリー コートハンガー

税込 ¥7,800 W28.5×D28.5×H174 cm

本体

フック

耐荷重

組立式

：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

：スチール 銅メッキ仕上げ

：各フック 1kg

JEMONTEE HANGER
ジュモテ ハンガー

税込 ¥11,000 W30×D30×H173.5 cm

本体

ミラー・棚

耐荷重

組立式

：WH│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

  CP │スチール ニッケルメッキ ラッカー塗装仕上げ

：ガラス

：各フック 1kg / ガラス棚 1kg

RENET COAT HANGER 
レネット コートハンガー

WH 税込 ¥10,000 W37.5×D30.5×H176 cm

CP 税込 ¥12,000 W37.5×D30.5×H176 cm
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WHITE

NATURAL

NATURAL

NATURAL

COPPER

BROWN

BROWN

BROWN

フレーム

ミラー

立て掛け専用

：MDF
：ガラス

GRANDE MIRROR
グランデ ミラー

税込 ¥15,000 W79.5×D2.7×H139.5 cm

フレーム

ミラー

：MDF
：ガラス

NATURAL STAND MIRROR
ナチュラル スタンド ミラー

税込 ¥6,000 W31×D2.3×H151 cm

フレーム

ミラー

ドアの厚さ4.7cmまで対応

：MDF
：ガラス

MIA DOORHANGING MIRROR
ミア ドア掛けミラー

税込 ¥3,800 W35×D1.7×H125 cm

本体

耐荷重

組立式

：ＷＨ│スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

  CP │スチール 銅メッキ仕上げ

：ハンガーバー（大）8kg （小）4kg

TWIST HANGER RACK
ツイスト ハンガーラック

WH 税込 ¥12,000 W60×D38×H183 cm

CP 税込 ¥14,000 W60×D38×H183 cm
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スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

電池別売り / 単4電池×4
USBコード付き

重量 ： 1.6kg / コードの長さ 1.2m
タッチ式

3段階調光

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR SQUARE S
フッツェ ハリウッドミラー スクエア S

PKGD 税込 ¥8,000 W30.3×D6.1×H35 cm

WH 税込 ¥7,000 W30.3×D6.1×H35 cm

スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 4.5kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式

無段階調光　

調色切替機能（2色）　 USBポート付き（1口）

調光記憶

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR SQUARE L
フッツェ ハリウッドミラー スクエア L

PKGD 税込 ¥28,000 W46×D10×H60 cm

WH 税込 ¥24,000 W46×D10×H60 cm

スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 3.7kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式

無段階調光

調色切替機能（2色）　 USBポート付き（1口）

調光記憶

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR ROUND L
フッツェ ハリウッドミラー ラウンド L

PKGD 税込 ¥23,000 W43.5×D10×H59.5 cm

WH 税込 ¥19,000 W43.5×D10×H59.5 cm

スチール・ガラス・アクリル

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： （ラウンド）5.1kg（スクエア）5.6kg / コードの長さ 1.2m
タッチ式

無段階調光

調色切替機能（3色）

調光記憶

BRIE HOLLYWOOD MIRROR
ブリエ ハリウッドミラー

ROUND 税込 ¥28,000 W46×D9.5×H52 cm

SQUARE 税込 ¥30,000 W46×D9.5×H50.5 cm

ミラー    ：ガラス・LED
フレーム：アクリル

電球付属 LED内蔵

USBコード付き

重量 ： 0.5kg / コードの長さ 1.0m
ボタン切替　　　　　 色切替（2色）　   15分自動消灯

両面ミラー5倍鏡付き　ワイヤレス充電

REFLET HANDY MIRROR LIGHT
ルフレ ハンディミラー ライト

GD 税込 ¥5,800 W13.2×D13.5×H27 cm

WH 税込 ¥4,800 W13.2×D13.5×H27 cm

PINK GOLD

PINK GOLD

PINK GOLD

ROUND SQUARE

WHITE

WHITE

WHITE

GOLD WHITE
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スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

電池別売り / 単4電池×4
USBコード付き

重量 ： 1.6kg / コードの長さ 1.2m
タッチ式

3段階調光

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR SQUARE S
フッツェ ハリウッドミラー スクエア S

PKGD 税込 ¥8,000 W30.3×D6.1×H35 cm

WH 税込 ¥7,000 W30.3×D6.1×H35 cm

スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 4.5kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式

無段階調光　

調色切替機能（2色）　 USBポート付き（1口）

調光記憶

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR SQUARE L
フッツェ ハリウッドミラー スクエア L

PKGD 税込 ¥28,000 W46×D10×H60 cm

WH 税込 ¥24,000 W46×D10×H60 cm

スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 3.7kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式

無段階調光

調色切替機能（2色）　 USBポート付き（1口）

調光記憶

PFUTZE HOLLYWOOD MIRROR ROUND L
フッツェ ハリウッドミラー ラウンド L

PKGD 税込 ¥23,000 W43.5×D10×H59.5 cm

WH 税込 ¥19,000 W43.5×D10×H59.5 cm

スチール・ガラス・アクリル

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： （ラウンド）5.1kg（スクエア）5.6kg / コードの長さ 1.2m
タッチ式

無段階調光

調色切替機能（3色）

調光記憶

BRIE HOLLYWOOD MIRROR
ブリエ ハリウッドミラー

ROUND 税込 ¥28,000 W46×D9.5×H52 cm

SQUARE 税込 ¥30,000 W46×D9.5×H50.5 cm

ミラー    ：ガラス・LED
フレーム：アクリル

電球付属 LED内蔵

USBコード付き

重量 ： 0.5kg / コードの長さ 1.0m
ボタン切替　　　　　 色切替（2色）　   15分自動消灯

両面ミラー5倍鏡付き　ワイヤレス充電

REFLET HANDY MIRROR LIGHT
ルフレ ハンディミラー ライト

GD 税込 ¥5,800 W13.2×D13.5×H27 cm

WH 税込 ¥4,800 W13.2×D13.5×H27 cm

PINK GOLD

PINK GOLD

PINK GOLD

ROUND SQUARE

WHITE

WHITE

WHITE

GOLD WHITE
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ア
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ELDORADO HOLLYWOOD MIRROR
×

ELDORADO COSME DESK S

COPPER

COPPER

WHITE BLACK

WHITE BLACK

天板

脚

耐荷重

組立式

コンセント付き（1500Wまで）

：メラミン化粧板 / PVC
：スチール 真鍮メッキ仕上げ

：引出し 3kg

ELDORADO COSME DESK
エルドラド コスメデスク

税込 ¥49,000 W115×D40×H75 cm

天板・本体

耐荷重

組立式

コンセント付き（1500Wまで）

：メラミン化粧板 / PVC
：引出し 3kg

ELDORADO COSME DESK S
エルドラド コスメデスク S

税込 ¥29,000 W56（59.5）×D40×H75 cm

スチール・ガラス

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 7.5kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式

無段階調光　

調色切替機能（2色）　 USBポート付き（1口）

調光記憶

ELDORADO HOLLYWOOD MIRROR
エルドラド ハリウッドミラー

税込 ¥30,000 W55×D12.5×H57.5 cm

ミラー

フレーム・脚：アルミニウム / MDF
電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 8.6kg / コードの長さ 1.5m
脚部3段階調整　 タッチ式　 調色切替機能（3色）

無段階調光　 調光記憶　脚部取り付け

：ガラス

VALISE HOLLYWOOD BOX L
ヴァリーズ ハリウッドボックス L

税込 ¥58,000 W46×D33×H21 cm（閉サイズ）

W56.5×D52×H106.5 cm（開サイズ）

ミラー

フレーム

電球付属 LED内蔵

専用ACアダプター付き

重量 ： 4.8kg / コードの長さ 1.5m
タッチ式　　　調色切替機能（2色）

無段階調光　 調光記憶　

：ガラス

：アルミニウム / MDF

VALISE HOLLYWOOD BOX S
ヴァリーズ ハリウッドボックス S

税込 ¥28,000 W36×D28×H16.5 cm（閉サイズ）

W36×D40×H40 cm（開サイズ）

ELDORADO HOLLYWOOD MIRROR
×

ELDORADO COSME DESK
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本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA NIGHT TABLE
ラーナ ナイトテーブル

税込 ¥18,000 W41.7×D37.1×H46.6 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA CHEST LOW 
ラーナ チェスト ロー

税込 ¥35,000 W60.2×D37.1×H65.5 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA CHEST HIGH
ラーナ チェスト ハイ

税込 ¥40,000 W60.2×D37.1×H101.3 cm

本体

ミラー

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ガラス

：天板 4kg / 引出し 3kg

LANA STYLE MIRROR DRESSER
ラーナ スタイルミラードレッサー 

税込 ¥38,000 W57.1×D39.1×H165 cm

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

Francfrancのチェストや既にお持ちの家具に取り付けて

自分らしさ、 楽しさを演出できる付け替え用のツマミです。

HANDLE SERIES
ハンドル シリーズ

税込 ¥500 
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本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA NIGHT TABLE
ラーナ ナイトテーブル

税込 ¥18,000 W41.7×D37.1×H46.6 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA CHEST LOW 
ラーナ チェスト ロー

税込 ¥35,000 W60.2×D37.1×H65.5 cm

本体

脚

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：パイン材 ラッカー塗装仕上げ

：天板 25kg / 引出し 3kg

LANA CHEST HIGH
ラーナ チェスト ハイ

税込 ¥40,000 W60.2×D37.1×H101.3 cm

本体

ミラー

耐荷重

組立式

：MDF / パイン材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ガラス

：天板 4kg / 引出し 3kg

LANA STYLE MIRROR DRESSER
ラーナ スタイルミラードレッサー 

税込 ¥38,000 W57.1×D39.1×H165 cm

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

WHITE×NATURAL

Francfrancのチェストや既にお持ちの家具に取り付けて

自分らしさ、 楽しさを演出できる付け替え用のツマミです。

HANDLE SERIES
ハンドル シリーズ

税込 ¥500 

AUTUMN / WINTER 2020 29

ベ
ッ
ド
ス
ト
レ
ー
ジ

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 20kg / 棚板1枚 3kg

MIO NIGHT TABLE 
ミーオ ナイトテーブル

税込 ¥19,000 W35×D32×H50 cm

本体

脚

脚部取り付け

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MIO CONSOLE
ミーオ コンソール

税込 ¥30,000 W85×D38×H75 cm

本体

脚

耐荷重

脚部取り付け

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

：天板 30kg / 引出し 5kg

MIO CHEST 
ミーオ チェスト

税込 ¥40,000 W60×D38.5×H75 cm

本体

ミラー

脚

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ガラス

：バーチ材 ウレタン樹脂塗装仕上げ

MIO DRESSER
ミーオ ドレッサー

税込 ¥45,000 W60～92×D38.5×H135 cm

本体

ミラー

脚

耐荷重

組立式

：MDF ウレタン樹脂塗装仕上げ

：ガラス

：ステンレス チタンメッキ仕上げ

：天板 30kg / 引出し 5kg

SORTIR HIGH DRESSER
ソルティール ハイドレッサー　

税込 ¥48,000 W45×D40×H121～154.5 cm

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE
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PINK

PINK

PINK

テーブル

背もたれクッション

スマホスタンド

ハンガーフック

GRAY

GRAY

GRAY

張地

脚

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

BRISSA BED CROWN
ブリッサ ベッド クラウン

S 税込 ¥60,000 W105.5×D208.5×H125.5 （FH33.5） cm

SD 税込 ¥70,000 W128×D208.5×H125.5 （FH33.5） cm

D 税込 ¥80,000 W148.5×D208.5×H125.5 （FH33.5）cm

張地

フレーム

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 95% / ナイロン 5%
：スチール ポリエステル樹脂塗装仕上げ

MINUIT BED
ミニュイ ベッド

S 税込 ¥29,800 W109×D209×H98 （FH30.5） cm

SD 税込 ¥39,800 W132×D209×H98 （FH30.5） cm

張地

脚

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

BRISSA BED DIMPLE
ブリッサ ベッド ディンプル

S 税込 ¥70,000 W106.5×D209×H123 （FH33.5）cm

SD 税込 ¥80,000 W129.5×D209×H123 （FH33.5）cm

D 税込 ¥90,000 W148.5×D209×H123 （FH33.5）cm

本体

張地

耐荷重

組立式　　　マットレス別売り

専用カーテン別売り（税込 ￥6,000）

：スチール ポリエステル樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 95% / ナイロン 5%
：各フック 1kg / 各棚板 1kg

LIBRE BED
リーブル ベッド

税込 ¥48,000 W98×D204.5×H200 （FH31） cm

張地

脚

脚部取り付け

床座りで寄りかかれるように側面に傾斜をつけています。

：ポリエステル 100%
：ラバーウッド材 ラッカー塗装仕上げ

LEAN MATTRESS
リーン マットレス

税込 ¥49,000 W97×D195×H41.5 cm
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ベ
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PINK

PINK

PINK

テーブル

背もたれクッション

スマホスタンド

ハンガーフック

GRAY

GRAY

GRAY

張地

脚

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

BRISSA BED CROWN
ブリッサ ベッド クラウン

S 税込 ¥60,000 W105.5×D208.5×H125.5 （FH33.5） cm

SD 税込 ¥70,000 W128×D208.5×H125.5 （FH33.5） cm

D 税込 ¥80,000 W148.5×D208.5×H125.5 （FH33.5）cm

張地

フレーム

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 95% / ナイロン 5%
：スチール ポリエステル樹脂塗装仕上げ

MINUIT BED
ミニュイ ベッド

S 税込 ¥29,800 W109×D209×H98 （FH30.5） cm

SD 税込 ¥39,800 W132×D209×H98 （FH30.5） cm

張地

脚

組立式　　　マットレス別売り

：ポリエステル 100%
：スチール エポキシ樹脂塗装仕上げ

BRISSA BED DIMPLE
ブリッサ ベッド ディンプル

S 税込 ¥70,000 W106.5×D209×H123 （FH33.5）cm

SD 税込 ¥80,000 W129.5×D209×H123 （FH33.5）cm

D 税込 ¥90,000 W148.5×D209×H123 （FH33.5）cm

本体

張地

耐荷重

組立式　　　マットレス別売り

専用カーテン別売り（税込 ￥6,000）

：スチール ポリエステル樹脂塗装仕上げ

：ポリエステル 95% / ナイロン 5%
：各フック 1kg / 各棚板 1kg

LIBRE BED
リーブル ベッド

税込 ¥48,000 W98×D204.5×H200 （FH31） cm

張地

脚

脚部取り付け

床座りで寄りかかれるように側面に傾斜をつけています。

：ポリエステル 100%
：ラバーウッド材 ラッカー塗装仕上げ

LEAN MATTRESS
リーン マットレス

税込 ¥49,000 W97×D195×H41.5 cm
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張地

MADE IN JAPAN

：ポリエステル 100%

POCKET COIL MATTRESS
ポケットコイル マットレス

S 税込 ¥39,000 W97×D195×H25 cm

SD 税込 ¥50,000 W120×D195×H25 cm

D 税込 ¥61,000 W140×D195×H25 cm

張地

MADE IN JAPAN

：ポリエステル 100%

HIGH REBOUND POCKET COIL
MATTRESS
高反発ウレタン＋ポケットコイル マットレス

S 税込 ¥55,000 W97×D195×H26 cm

SD 税込 ¥67,000 W120×D195×H26 cm

D 税込 ¥78,000 W140×D195×H26 cm

外生地

内生地

底面

：ポリエステル 65% / コットン 27% / レーヨン 8%
：ポリプロピレン

：不織布 / 板紙

BLANC BED STORAGE BOX
ブロン ベッドストレージボックス

税込 ¥2,900 W95×D48×H23 cm
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LIGHT PINK

生地

テープ

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

FRIAZ
フリアス

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

生地

刺繍　

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

SOFIA
ソフィア

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 SD 税込 ¥9,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

コットン 100%

TRIS
トライス

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

WHITE GRAY

生地

紐

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

ROBELLY
ロベリー　

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

SD 税込 ¥9,000

D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

BEIGE GRAY

コットン 100%

LIRIA
リリア

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000 

D 税込 ¥10,000 

まくらカバー 税込 ¥2,200 

LIGHT PINK GRAY

GRAY NAVY
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LIGHT PINK

生地

テープ

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

FRIAZ
フリアス

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

生地

刺繍　

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

SOFIA
ソフィア

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 SD 税込 ¥9,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

コットン 100%

TRIS
トライス

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

 D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

WHITE GRAY

生地

紐

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

ROBELLY
ロベリー　

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000

SD 税込 ¥9,000

D 税込 ¥10,000

まくらカバー 税込 ¥2,200

BEIGE GRAY

コットン 100%

LIRIA
リリア

掛け布団カバー S 税込 ¥8,000 

D 税込 ¥10,000 

まくらカバー 税込 ¥2,200 

LIGHT PINK GRAY

GRAY NAVY
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コットン 100%

PUFFUL
パッフル

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000

 SD 税込 ¥10,000

D 税込 ¥11,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

LIGHT PURPLE WHITE

MULTI

コットン 100%

FLORESIA
フロレシア

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000

D 税込 ¥11,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

WHITE LIGHT GREEN

生地

刺繍

パイピング

：コットン 100%
：上糸│レーヨン 100%
下糸│ポリエステル 100%
：レーヨン 80% / コットン 15% / ポリエステル 5%

ELIM
エリム

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000 

 SD 税込 ¥10,000

D 税込 ¥11,000 

まくらカバー 税込 ¥2,500 

PINK WHITE

コットン 100%

PARON
パロン

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000 

 SD 税込 ¥10,000

D 税込 ¥11,000 

まくらカバー 税込 ¥2,500 

PINK BEIGE

生地

刺繍

：コットン 100%
：アクリル 100%

TERRY
テリー

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000 

 SD 税込 ¥11,000 

D 税込 ¥12,000 

まくらカバー 税込 ¥2,500 
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生地

テープ

刺繍

：コットン 100%
：レーヨン 100%
：スリット糸使用

VERTZ
ヴェルツ

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

SD 税込 ¥11,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

BEIGE GRAY

生地

刺繍

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

WINDMILLY
ウィンドミリー

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000 

SD 税込 ¥11,000 

D 税込 ¥12,000  

まくらカバー 税込 ¥2,500 

WHITE GRAY

コットン 100%

SHEPHAL
シェファル

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

 D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,800

ポリエステル 100%

LUBLESSE
ルブレス

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

 SD 税込 ¥11,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥3,000

生地 ：コットン 100%（スリット糸使用）

LUCE
ルース

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,800

WHITE

PINK

WHITE

LIGHT GRAY

LIGHT GRAY

NAVY
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生地

テープ

刺繍

：コットン 100%
：レーヨン 100%
：スリット糸使用

VERTZ
ヴェルツ

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

SD 税込 ¥11,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

BEIGE GRAY

生地

刺繍

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

WINDMILLY
ウィンドミリー

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000 

SD 税込 ¥11,000 

D 税込 ¥12,000  

まくらカバー 税込 ¥2,500 

WHITE GRAY

コットン 100%

SHEPHAL
シェファル

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

 D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,800

ポリエステル 100%

LUBLESSE
ルブレス

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

 SD 税込 ¥11,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥3,000

生地 ：コットン 100%（スリット糸使用）

LUCE
ルース

掛け布団カバー S 税込 ¥10,000

D 税込 ¥12,000

まくらカバー 税込 ¥2,800

WHITE

PINK

WHITE

LIGHT GRAY

LIGHT GRAY

NAVY
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ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン

コットン 100%

ROSECK
ロゼック

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000 

D 税込 ¥11,000 

まくらカバー 税込 ¥2,500 

PINK

コットン 100%

CHINOIS
シノワ

掛け布団カバー S 税込 ¥9,000

D 税込 ¥11,000

まくらカバー 税込 ¥2,500

PINK

パイル

グランド

：コットン 100%
：ポリエステル 100%

HOPER BOX SHEET
ホーパー ボックスシーツ

S 税込 ¥4,000 

SD 税込 ¥4,500 

D 税込 ¥5,000 

PINK DARK NAVYWHITEBEIGE

コットン 100%

LENIS BOX SHEET
レニース ボックスシーツ

S 税込 ¥4,000 

SD 税込 ¥4,500 

D 税込 ¥5,000 

LIGHT PINK NAVYLIGHT GRAYWHITE

コットン 100%

SHEPHAL BOX SHEET
シェファル ボックスシーツ

S 税込 ¥6,000 

SD 税込 ¥6,500 

D 税込 ¥7,000 

生地 ：コットン 100%（スリット糸使用）

LUCE BOX SHEET
ルース ボックスシーツ

S 税込 ¥6,000 

SD 税込 ¥6,500 

D 税込 ¥7,000 

LIGHT GRAY

NAVY

WHITE

WHITE
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WHITE NATURAL

木質繊維板・メラミンシート

電球付属 アンティーク球 E26 60W×1 LED対応（調光不可）～4.5畳

重量 ： 1.3kg / コードの長さ 1.0m

TINDORI PENDANT LAMP
ティンドリ ペンダントランプ

税込 ¥8,000 W38×D38×H41 cm

ROUND SQUARE

ガラス・スチール

電球付属 LED内蔵 ～4.5畳

重量 ： （ラウンド）0.9kg（スクエア）0.95kg / コードの長さ 1.0m
造花専用（造花別売り）

MOON PLANTS PENDANT LAMP 
ムーンプランツ ペンダントランプ

ROUND 税込 ¥16,000 W40×D11×H40 cm

SQUARE 税込 ¥16,000 W34.5×D11×H40 cm

PINK BLACK

PINK×RED

PINK

LIGHT BLUE×BLUE

GRAY

WHITE×YELLOW

WHITE

セラミック

電球付属 LED電球 E26 7W×1 ～4.5畳

指定電球 白熱球 E26 40W
重量 ： 0.75kg / コードの長さ 1.0m

PARURE PENDANT LAMP
パリュール ペンダントランプ

税込 ¥3,000 W18×D18×H18 cm

スチール

電球付属 LED電球 Ｅ26 7W×1 ～4.5畳

指定電球 白熱球 Ｅ26 40W
重量 ： （PK×RD, WH×YE）0.7kg（LBL×BL）1.1kg / コードの長さ 1.0m

COLORE PENDANT LAMP
コローレ ペンダントランプ

PK×RD 税込 ¥3,500 W25×D25×H26.5 cm

WH×YE 税込 ¥3,500 W25.5×D25.5×H27 cm

LBL×BL 税込 ¥3,500 W30×D30×H24 cm

アルミ

電球付属 LED内蔵（S）～4.5畳（L）～6畳

重量 ： （S）0.6kg（L）1.0kg / コードの長さ 1.0m

TRIA PENDANT LAMP
トライア ペンダントランプ

S 税込 ¥3,500 W21×D21×H15.5 cm

L 税込 ¥4,500 W32×D32×H25 cm
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WHITE NATURAL

木質繊維板・メラミンシート

電球付属 アンティーク球 E26 60W×1 LED対応（調光不可）～4.5畳

重量 ： 1.3kg / コードの長さ 1.0m

TINDORI PENDANT LAMP
ティンドリ ペンダントランプ

税込 ¥8,000 W38×D38×H41 cm

ROUND SQUARE

ガラス・スチール

電球付属 LED内蔵 ～4.5畳

重量 ： （ラウンド）0.9kg（スクエア）0.95kg / コードの長さ 1.0m
造花専用（造花別売り）

MOON PLANTS PENDANT LAMP 
ムーンプランツ ペンダントランプ

ROUND 税込 ¥16,000 W40×D11×H40 cm

SQUARE 税込 ¥16,000 W34.5×D11×H40 cm

PINK BLACK

PINK×RED

PINK

LIGHT BLUE×BLUE

GRAY

WHITE×YELLOW

WHITE

セラミック

電球付属 LED電球 E26 7W×1 ～4.5畳

指定電球 白熱球 E26 40W
重量 ： 0.75kg / コードの長さ 1.0m

PARURE PENDANT LAMP
パリュール ペンダントランプ

税込 ¥3,000 W18×D18×H18 cm

スチール

電球付属 LED電球 Ｅ26 7W×1 ～4.5畳

指定電球 白熱球 Ｅ26 40W
重量 ： （PK×RD, WH×YE）0.7kg（LBL×BL）1.1kg / コードの長さ 1.0m

COLORE PENDANT LAMP
コローレ ペンダントランプ

PK×RD 税込 ¥3,500 W25×D25×H26.5 cm

WH×YE 税込 ¥3,500 W25.5×D25.5×H27 cm

LBL×BL 税込 ¥3,500 W30×D30×H24 cm

アルミ

電球付属 LED内蔵（S）～4.5畳（L）～6畳

重量 ： （S）0.6kg（L）1.0kg / コードの長さ 1.0m

TRIA PENDANT LAMP
トライア ペンダントランプ

S 税込 ¥3,500 W21×D21×H15.5 cm

L 税込 ¥4,500 W32×D32×H25 cm
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PINK BLACK

スチール

電球付属 白熱球 E26 60W×3 LED対応（調光不可）～6畳

重量 ： 2.7kg

VITE PENDANT LAMP
ヴィーテ ペンダントランプ

税込 ¥16,000 W32×D32×H31.5～130 cm

WHITE BLACK

スチール

電球付属 白熱球 E26 60W×5 LED対応（調光不可）～8畳

重量 ： 3.4kg / コードの長さ 1.0m
プルスイッチ

JIGGER PENDANT LAMP
ジガー ペンダントランプ

税込 ¥18,000 W65×D65×H21.5 cm

GOLD

ガラス・スチール

電球付属 LED電球 E17 3W×2 ～4.5畳

指定電球 白熱球 E17 60W
重量 ： 1.2kg

VIGNE CEILING LAMP
ヴィーニュ シーリングランプ

税込 ¥19,000 W37×D15×H50 cm

PINK WHITE

アルミニウム・アクリル・スチール

電球付属 LED電球内蔵 ～12畳

重量 ： （PK）3.4kg （WH）2.45kg 

PRATIQUE CEILING LAMP
プラティック シーリングランプ

税込 ¥20,000 W50.5×D50.5×H23.5 cm

WHITE BLACK 

スチール

電球付属 LED シャンデリア球 E17 3W×5 ～6畳

指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： 3.14kg / コードの長さ 1.0m

SUPERBE PENDANT LAMP
シュペルブ ペンダントランプ

税込 ¥24,000 W66×D66×H40 cm
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プ

スチール・ガラス

電球付属 白熱球 E17 40W×4 LED対応（調光不可） ～8畳

重量 ： 2.65kg
リモコン仕様

MARBREVERRE CEILING LAMP
マーブルヴェール シーリングランプ

税込 ¥32,000 W80×D15.5×H32 cm

スチール・アクリル

電球付属 LED内蔵 ～8畳

重量 ： 1.8kg

REFLEXION PENDANT LAMP
リフレクション ペンダントランプ

税込 ¥25,000 W38×D38×H36～125 cm

PINK WHITE

アルミニウム・アクリル・スチール

電球付属 LED内蔵 ～14畳

重量 ： 2.3kg / コードの長さ 0.3m
リモコン仕様（電池別売り）

3段階調光

SUNSHINE PENDANT LAMP 
サンシャイン ペンダントランプ 

税込 ¥24,000 W36×D36×H11.5 cm

PINK WHITE

ドロマイト・ガラス

電球付属 LED内蔵 ボタン電池付属

重量 ： 0.6kg
スイッチ有

SHELL LAMP 
シェル ランプ

税込 ¥2,900 W15×D16.5×H14 cm

シリコン・ABS樹脂

3段階調光

調色切替機能（2色）

連続使用時間約3～12時間（3時間満充電）

USB充電式

重量 ： 145g
スイッチ有

POYOPOYO USB LAMP
ポヨポヨ USBランプ

税込 ¥2,000 W10×D10×H14.3 cm

RABBIT DEER
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プ

スチール・ガラス

電球付属 白熱球 E17 40W×4 LED対応（調光不可） ～8畳

重量 ： 2.65kg
リモコン仕様

MARBREVERRE CEILING LAMP
マーブルヴェール シーリングランプ

税込 ¥32,000 W80×D15.5×H32 cm

スチール・アクリル

電球付属 LED内蔵 ～8畳

重量 ： 1.8kg

REFLEXION PENDANT LAMP
リフレクション ペンダントランプ

税込 ¥25,000 W38×D38×H36～125 cm

PINK WHITE

アルミニウム・アクリル・スチール

電球付属 LED内蔵 ～14畳

重量 ： 2.3kg / コードの長さ 0.3m
リモコン仕様（電池別売り）

3段階調光

SUNSHINE PENDANT LAMP 
サンシャイン ペンダントランプ 

税込 ¥24,000 W36×D36×H11.5 cm

PINK WHITE

ドロマイト・ガラス

電球付属 LED内蔵 ボタン電池付属

重量 ： 0.6kg
スイッチ有

SHELL LAMP 
シェル ランプ

税込 ¥2,900 W15×D16.5×H14 cm

シリコン・ABS樹脂

3段階調光

調色切替機能（2色）

連続使用時間約3～12時間（3時間満充電）

USB充電式

重量 ： 145g
スイッチ有

POYOPOYO USB LAMP
ポヨポヨ USBランプ

税込 ¥2,000 W10×D10×H14.3 cm

RABBIT DEER
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プ

PINK WHITE

本体

プレート

単4電池×3（電池別売り）

重量 ： 0.7kg
プレート2種付属（ハート・スター）

スイッチ有

：ドロマイト・アクリル

：MDF

TEA TIME LAMP
ティータイム ランプ

税込 ¥2,900 W15×D21×H11 cm

S M

セラミック

電球付属 LED ロウソク球 E17 3W×1
指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： （S）0.57kg （M）0.68kg / コードの長さ 1.8m
中間スイッチ

MIELE TABLE LAMP
ミエーレ テーブルランプ

S      税込 ¥3,500 W10×D10×H20.5 cm

M 税込 ¥4,000 W11×D11×H24.5 cm

コンクリート

電球付属 アンティーク球 E26 60W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 1.1kg / コードの長さ 1.8m
トグルスイッチ

CONCRE TABLE LAMP
コンクリ テーブルランプ

税込 ¥4,000 W10.5×D10.5×H11 cm

WHITE

合成繊維ウール・ポリレジン･ポリプロピレン

電球付属 白熱球 E17 40W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 3.2kg / コードの長さ 1.8m
中間スイッチ

WARMTH TABLE LAMP
ウォームス テーブルランプ

税込 ¥10,000 W35×D30×H52 cm

BLACK

ガラス・スチール

電球付属 白熱球 E26 40W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 2.4kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

AIMABLE TABLE LAMP
エマーブル テーブルランプ

税込 ¥12,000 W26×D26×H32 cm
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プ

セラミック・ポリエステル

電球付属 LED電球 E26 7W×1 
指定電球 白熱球 E26 40W 
重量 ： 1.9kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

ISORA TABLE LAMP
イゾラ テーブルランプ

税込 ¥15,000 W22×D22×H58 cm

アクリル・テラゾー・スチール

電球付属 LED内蔵 
重量 ： 1.8kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

REFLEXION TABLE LAMP
リフレクション テーブルランプ

税込 ¥15,000 W22×D12×H50 cm

ガラス・スチール・大理石

電球付属 LED電球 E17 3W×1
指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： 3.2kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

VIGNE TABLE LAMP
ヴィーニュ テーブルランプ

税込 ¥17,000 W20×D15×H53 cm

スチール

電球付属 白熱球 E26 40W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 3.3kg / コードの長さ 2.0m
ソケットトップスイッチ

NARROW FLOOR LAMP
ナロー フロアランプ

税込 ¥8,500 W28×D23×H148 cm

スチール・アクリル・テラゾー

電球付属 LED内蔵

重量 ： 5.2kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

REFLEXION FLOOR LAMP
リフレクション フロアランプ

税込 ¥28,000 W22×D18×H160 cm

スチール

電球付属 白熱球 E26 60W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 5.1kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

CARLTON FLOOR LAMP
カールトン フロアランプ

税込 ¥13,000 W25.5×D25.5×H153 cm

ガラス・スチール・大理石

電球付属 LED電球 E17 3W×2
指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： 8.5kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

VIGNE FLOOR LAMP
ヴィーニュ フロアランプ

税込 ¥39,000 W37×D15×H153 cm
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プ

セラミック・ポリエステル

電球付属 LED電球 E26 7W×1 
指定電球 白熱球 E26 40W 
重量 ： 1.9kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

ISORA TABLE LAMP
イゾラ テーブルランプ

税込 ¥15,000 W22×D22×H58 cm

アクリル・テラゾー・スチール

電球付属 LED内蔵 
重量 ： 1.8kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

REFLEXION TABLE LAMP
リフレクション テーブルランプ

税込 ¥15,000 W22×D12×H50 cm

ガラス・スチール・大理石

電球付属 LED電球 E17 3W×1
指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： 3.2kg / コードの長さ 1.5m
中間スイッチ

VIGNE TABLE LAMP
ヴィーニュ テーブルランプ

税込 ¥17,000 W20×D15×H53 cm

スチール

電球付属 白熱球 E26 40W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 3.3kg / コードの長さ 2.0m
ソケットトップスイッチ

NARROW FLOOR LAMP
ナロー フロアランプ

税込 ¥8,500 W28×D23×H148 cm

スチール・アクリル・テラゾー

電球付属 LED内蔵

重量 ： 5.2kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

REFLEXION FLOOR LAMP
リフレクション フロアランプ

税込 ¥28,000 W22×D18×H160 cm

スチール

電球付属 白熱球 E26 60W×1 LED対応（調光不可）

重量 ： 5.1kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

CARLTON FLOOR LAMP
カールトン フロアランプ

税込 ¥13,000 W25.5×D25.5×H153 cm

ガラス・スチール・大理石

電球付属 LED電球 E17 3W×2
指定電球 白熱球 E17 40W
重量 ： 8.5kg / コードの長さ 2.0m
フットスイッチ

VIGNE FLOOR LAMP
ヴィーニュ フロアランプ

税込 ¥39,000 W37×D15×H153 cm

AUTUMN / WINTER 2020 41

ラ
グ

WHITE

LIGHT PINK×GREEN

PINK

PINK

PINK

GRAY

LIGHT GRAY×YELLOW

GRAY

NAVY

MULTI

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

AWAN RUG
アワン ラグ

税込 ¥25,000 140×200 cm

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：不織布（滑り止め加工）

GRADY RUG
グラディ ラグ

税込 ¥16,000 140×200 cm

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 100%

FLORESIA RUG
フロレシア ラグ

税込 ¥20,000 140×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：アクリル 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン  

再生繊維（セルロース）

IRUA RUG
イルーア ラグ

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：アクリル 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン  

再生繊維（セルロース）

RUMIA RUG
ルーミア ラグ

S 税込 ¥12,000 100×140 cm

M 税込 ¥20,000 140×200 cm
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グ

IVORY

MULTI

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有）レーヨン 100%
 （光沢無）毛 100%　

： ポリエステル / コットン / レーヨン / アクリル / ナイロン 
毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

OLTINO RUG
オルティノ ラグ

税込 ¥40,000 140×200 cm

IVORY GRAY

ポリエステル 75% / コットン 25%
床暖・ホットカーペット可

SOFIL RUG
ソフィル ラグ

税込 ¥24,000 140×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：レーヨン 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン / アクリル / ナイロン 

毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

ERILLA RUG
エリージャ ラグ

M 税込 ¥40,000 140×200 cm

L 税込 ¥65,000 170×260 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有） レーヨン 100% 
 （光沢無） 毛 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン 

アクリル / ナイロン / 毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

AROL RUG
アロル ラグ

M 税込 ¥40,000 140×200 cm

L 税込 ¥65,000 170×260 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有） レーヨン 100% 
 （光沢無） 毛 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン 

アクリル / ナイロン / 毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

PERRINE RUG
ペリーヌ ラグ

M 税込 ¥36,000 140×200 cm

L 税込 ¥56,000 170×260 cm

GRAY BLUEPINK

MULTI

PINK×ORANGE
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ラ
グ

IVORY

MULTI

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有）レーヨン 100%
 （光沢無）毛 100%　

： ポリエステル / コットン / レーヨン / アクリル / ナイロン 
毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

OLTINO RUG
オルティノ ラグ

税込 ¥40,000 140×200 cm

IVORY GRAY

ポリエステル 75% / コットン 25%
床暖・ホットカーペット可

SOFIL RUG
ソフィル ラグ

税込 ¥24,000 140×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：レーヨン 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン / アクリル / ナイロン 

毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

ERILLA RUG
エリージャ ラグ

M 税込 ¥40,000 140×200 cm

L 税込 ¥65,000 170×260 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有） レーヨン 100% 
 （光沢無） 毛 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン 

アクリル / ナイロン / 毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

AROL RUG
アロル ラグ

M 税込 ¥40,000 140×200 cm

L 税込 ¥65,000 170×260 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有） レーヨン 100% 
 （光沢無） 毛 100%
： ポリエステル / コットン / レーヨン 

アクリル / ナイロン / 毛 / 再生繊維（セルロース） / 麻

PERRINE RUG
ペリーヌ ラグ

M 税込 ¥36,000 140×200 cm

L 税込 ¥56,000 170×260 cm

GRAY BLUEPINK

MULTI

PINK×ORANGE
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ラ
グ

BLUE

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：（光沢有） レーヨン 100% 
 （光沢無） 毛 100%
： コットン 45% / ポリエステル 38% / レーヨン 8% 

アクリル 5% / その他 4%

JACOB RUG
ジェコブ ラグ

M 税込 ¥36,000 140×200 cm

L 税込 ¥56,000 170×260 cm

LIGHT GRAY

コットン 100%
洗濯可（手洗いコースのみ）

床暖・ホットカーペット可

ALOGO RUG
アロゴ ラグ

税込 ¥8,000 140×200 cm

LIGHT PURPLE

PINK

LIGHT GREEN

GRAY

コットン 100%
手洗い可

床暖・ホットカーペット可

PUSHCAR RUG
プシュカル ラグ

税込 ¥8,000 140×200 cm

パイル

中材

裏地

洗濯可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ウレタンフォーム

：不織布（滑り止め加工）

SHANEY RUG
シェイニー ラグ

税込 ¥10,000 140×200 cm

PINK GRAY

表地

裏地

床暖・ホットカーペット可

： PK,GY 糸 ポリエステル 100% 
BE 糸 ポリエステル 40% / コットン 40% / レーヨン 20% 
構成糸（WH 糸） ポリエステル 100%

： ポリエステル 60% / コットン 30% / レーヨン 8% 
ポリウレタン 2%

RUELI RUG
ルエリ ラグ

S 税込 ¥10,000 100×140 cm

M 税込 ¥20,000 140×200 cm
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ラ
グ

WHITE×BLACK

NATURAL

MULTI

コットン 83% / ポリエステル 9% / レーヨン 4% / その他 4%
（スリット糸使用）

ドライクリーニング可

床暖・ホットカーペット可

BERGA RUG
ベルガ ラグ

税込 ¥7,000 100×140 cm

コットン 89% / ポリエステル 8% / レーヨン 3%
床暖・ホットカーペット可

SHILLON RUG
シロン ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

パイル

地組織

： コットン 83% / アクリル 16% / ポリエステル 1%
： コットン / ポリエステル / レーヨン / 毛 / アクリル 

再生繊維（セルロース） / ナイロン / 亜麻

BOII RUG
ボイイ ラグ

税込 ¥15,000 100×140 cm

WHITE×BLACK

コットン 95% / ポリエステル 3%  / レーヨン 2%
ドライクリーニング可

床暖・ホットカーペット可

LOWNY RUG
ロウニー ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

WHITE×YELLOW

コットン 99% / ポリエステル 1% 
手洗い可

床暖・ホットカーペット可

JILLE RUG
ジャイル ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm
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ラ
グ

WHITE×BLACK

NATURAL

MULTI

コットン 83% / ポリエステル 9% / レーヨン 4% / その他 4%
（スリット糸使用）

ドライクリーニング可

床暖・ホットカーペット可

BERGA RUG
ベルガ ラグ

税込 ¥7,000 100×140 cm

コットン 89% / ポリエステル 8% / レーヨン 3%
床暖・ホットカーペット可

SHILLON RUG
シロン ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

パイル

地組織

： コットン 83% / アクリル 16% / ポリエステル 1%
： コットン / ポリエステル / レーヨン / 毛 / アクリル 

再生繊維（セルロース） / ナイロン / 亜麻

BOII RUG
ボイイ ラグ

税込 ¥15,000 100×140 cm

WHITE×BLACK

コットン 95% / ポリエステル 3%  / レーヨン 2%
ドライクリーニング可

床暖・ホットカーペット可

LOWNY RUG
ロウニー ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

WHITE×YELLOW

コットン 99% / ポリエステル 1% 
手洗い可

床暖・ホットカーペット可

JILLE RUG
ジャイル ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm
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ラ
グ

LIGHT GREEN

MULTI

PINK

コットン 80% / ポリエステル 20%
手洗い可

床暖・ホットカーペット可

CHESSY RUG
シェシー ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

コットン 100%
ドライクリーニング可

床暖・ホットカーペット可

BORINI RUG
ボリーニ ラグ

税込 ¥15,000 140×200 cm

コットン 72% / アクリル 7% / ポリエステル 7% / レーヨン 7% 
毛 4% / ナイロン 3%（スリット糸使用）

床暖・ホットカーペット可

RURIRIA RUG
ルリリア ラグ

税込 ¥12,000 φ130 cm
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ラ
グ

LIGHT GREEN

LIGHT PINK LIGHT BEIGE 

SILVERLIGHT PURPLE

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

KASTE RUG
カステ ラグ

S 税込 ¥13,000 100×140 cm

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

LL 税込 ¥50,000 200×300 cm

LIGHT PINK SILVER

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

NUVOKASTE RUG
ヌボカステ ラグ

S 税込 ¥16,200 100×140 cm

M 税込 ¥32,400 140×200 cm

L 税込 ¥43,200 200×200 cm

PINK NAVYDARK GRAYLIGHT GRAY

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

ELIS RUG  
エリース ラグ 

税込 ¥20,000 140×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

VERTE RUG  
ヴェルト ラグ

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

PURPLE DARK GREENDARK GRAY
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ラ
グ

LIGHT GREEN

LIGHT PINK LIGHT BEIGE 

SILVERLIGHT PURPLE

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

KASTE RUG
カステ ラグ

S 税込 ¥13,000 100×140 cm

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

LL 税込 ¥50,000 200×300 cm

LIGHT PINK SILVER

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

NUVOKASTE RUG
ヌボカステ ラグ

S 税込 ¥16,200 100×140 cm

M 税込 ¥32,400 140×200 cm

L 税込 ¥43,200 200×200 cm

PINK NAVYDARK GRAYLIGHT GRAY

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

ELIS RUG  
エリース ラグ 

税込 ¥20,000 140×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

VERTE RUG  
ヴェルト ラグ

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

PURPLE DARK GREENDARK GRAY
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ラ
グ

PINK IVORY LIGHT GRAY

PINK DARK PINK BROWN

LIGHT GRAY LIGHT GREENIVORY

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：不織布（滑り止め加工）

MITIS RUG  
ミーティス ラグ

S 税込 ¥10,000 100×140 cm

M 税込 ¥20,000 140×200 cm

L 税込 ¥30,000 200×200 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

LAMU RUG
ラムー ラグ

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

LIGHT BEIGE GREEN

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

RINA RUG
リーナ ラグ

M 税込 ¥25,000 140×200 cm

L 税込 ¥35,000 200×200 cm

LIGHT PINK LIGHT GREENGRAYIVORY

パイル

中材

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ウレタンフォーム

：不織布（滑り止め加工）

MEMORY FOAM MITIS RUG
低反発 ミーティス ラグ

税込 ¥25,000 140×200 cm
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ラ
グ

PINK

PINK

DARK PINK

IVORY

BROWN

LIGHT GRAY

LIGHT GRAY LIGHT GREENIVORY

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：不織布（滑り止め加工）

MITIS ROUND RUG
ミーティス ラウンド ラグ

税込 ¥15,000 φ150 cm

パイル

中材

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ウレタンフォーム

：不織布（滑り止め加工）

MEMORY FOAM MITIS ROUND RUG
低反発 ミーティス ラウンド ラグ

税込 ¥20,000 φ150 cm

LIGHT PINK LIGHT GREENGRAYIVORY

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

RINA ROUND RUG
リーナ ラウンド ラグ

税込 ¥20,000 φ150 cm

LIGHT PINK SILVER

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

NUVOKASTE ROUND RUG
ヌボカステ ラウンド ラグ

税込 ¥27,000 φ150 cm

税込 ¥43,200 φ200 cm
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ラ
グ

PINK

PINK

DARK PINK

IVORY

BROWN

LIGHT GRAY

LIGHT GRAY LIGHT GREENIVORY

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：不織布（滑り止め加工）

MITIS ROUND RUG
ミーティス ラウンド ラグ

税込 ¥15,000 φ150 cm

パイル

中材

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ウレタンフォーム

：不織布（滑り止め加工）

MEMORY FOAM MITIS ROUND RUG
低反発 ミーティス ラウンド ラグ

税込 ¥20,000 φ150 cm

LIGHT PINK LIGHT GREENGRAYIVORY

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 50% / コットン 40% / レーヨン 10%

RINA ROUND RUG
リーナ ラウンド ラグ

税込 ¥20,000 φ150 cm

LIGHT PINK SILVER

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

NUVOKASTE ROUND RUG
ヌボカステ ラウンド ラグ

税込 ¥27,000 φ150 cm

税込 ¥43,200 φ200 cm
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ラ
グ

PINK

PINK

WHITE

BEIGE

DARK RED

MULTI

LIGHT YELLOW

GRAY

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 45% / コットン 45% / レーヨン 10%

DIAMO RUG
ディアモ ラグ

税込 ¥12,000 130×150 cm

パイル

裏地

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
： ポリエステル 60% / コットン 30% / レーヨン 8% 

ポリウレタン 2%

LACY ROUND RUG
レイシー ラウンド ラグ

税込 ¥12,000 φ150 cm

パイル

裏地

手洗い可

床暖・ホットカーペット可

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 100%

FLORESIA ROUND RUG
フロレシア ラウンド ラグ 

税込 ¥15,000 φ150 cm

コットン 100%
床暖・ホットカーペット可

CHAPLLE ROUND RUG
チャプル ラウンド ラグ

税込 ¥6,000 φ120 cm
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カ
ー
テ
ン

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

AVIEW
アビュー

税込 ¥9,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMELSSE
ラメルセ

税込 ¥9,900 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MOLYS
モリース

税込 ¥10,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

IRIS
アイリス

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

PINK

WHITE

IVORY

BEIGE

GRAY

GRAY

BLACK

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル 遮光1級

BEIGE GRAY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MOJUDO
モジュード

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

AVIEW
アビュー

税込 ¥9,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMELSSE
ラメルセ

税込 ¥9,900 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MOLYS
モリース

税込 ¥10,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

IRIS
アイリス

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

PINK

WHITE

IVORY

BEIGE

GRAY

GRAY

BLACK

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル 遮光1級

BEIGE GRAY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MOJUDO
モジュード

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

SATIER
サティア

税込 ¥9,900 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ ウォッシャブル 防 炎

LIGHT PINK GOLD LIGHT PURPLE

IVORY 

LIGHT GRAY BLUELIGHT BLUE

LIGHT GREEN

PLAINIE
プレイニー

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ ウォッシャブル 防 炎

PINK

BROWN

YELLOW GREEN

GRAY

WHITE

BEIGE

IVORY

DARK BEIGE DARK GREEN LIGHT BLUE

ZUIVER
ザイヴァー

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ ウォッシャブル 防 炎遮光 1級

（LBEのみ2級）

PINK

YELLOW

GREEN

LIGHT BEIGE

LIGHT ORANGE

LIGHT BLUE

BEIGE 

ORANGE

NAVY

LIGHT BROWN

RED

GRAY 

BROWN

PURPLE 

DARK GRAY

DARK YELLOW

LIGHT GREEN

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

CHEMMY
シェミー

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

LIGHT BEIGE  BLUEDARK BROWNBROWN

ウォッシャブル 防 炎遮光 3級
（DBRのみ2級）
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カ
ー
テ
ン

IVORY

GREEN

BLACK×GOLD

LIGHT GRAY

PURPLE LIGHT GRAYBEIGE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMPA
ラムパ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

LAME
ラメ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIR
ファー

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 73.9% / アクリル 25.9% / ナイロン 0.2%
オーダーカーテンのみ

BLITZ
ブリッツ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル 防 炎

BROWN NAVY

ポリエステル 100%
リバーシブル仕様

オーダーカーテンのみ

FALUM
ファルム

税込 ¥11,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級 遮熱

BACK BACK

FRONT FRONT
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カ
ー
テ
ン

IVORY

GREEN

BLACK×GOLD

LIGHT GRAY

PURPLE LIGHT GRAYBEIGE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMPA
ラムパ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

LAME
ラメ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIR
ファー

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 73.9% / アクリル 25.9% / ナイロン 0.2%
オーダーカーテンのみ

BLITZ
ブリッツ

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル 防 炎

BROWN NAVY

ポリエステル 100%
リバーシブル仕様

オーダーカーテンのみ

FALUM
ファルム

税込 ¥11,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級 遮熱

BACK BACK

FRONT FRONT
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カ
ー
テ
ン

PINK

LIGHT PINK

LIGHT GRAY

WHITE

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

ACANTHUS
アカンサス

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
リバーシブル仕様

オーダーカーテン・既製カーテン有

SPASIA
スペイシア

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級 遮熱

BACK

FRONT

ウォッシャブル 遮光2級

BACK

FRONT

LIGHT PURPLE IVORY

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

FUALY
ファリー

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル

LIGHT BEIGE

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

PAVONE
パヴォネ

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

遮光2級

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・PURPLEのみ既製カーテン有

FLORECER
フィオレーセー

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

PURPLE TURQUOISEBEIGE

ウォッシャブル 遮光1級



AUTUMN / WINTER 202054

カ
ー
テ
ン

RED

LIGHT BLUE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MONIA
モニア

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIINA
フィーナ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

LIGHT BLUE

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル 遮光2級

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MALLORICA
マヨリカ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

MULTI

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

PRIMARLE
プリマーレ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

YELLOW

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAVIA
ラビア

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光1級
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カ
ー
テ
ン

RED

LIGHT BLUE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MONIA
モニア

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIINA
フィーナ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

LIGHT BLUE

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル 遮光2級

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MALLORICA
マヨリカ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

MULTI

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

PRIMARLE
プリマーレ

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

YELLOW

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAVIA
ラビア

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光1級
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

MULTI

GRAY

PINK

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LIRIA
リリア

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

ROSECK
ロゼック

税込 ¥12,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル

ウォッシャブル 遮光2級

PINK

LIGHT GRAY

ORANGE

GRAY

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・PINKのみ既製カーテン有

ANEMONE
アネモニ

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

AMETTE
アメット

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル 防 炎

BLACK

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

RIBONA
リボナ

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

PINK

GRAY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

BALLE
バレ

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

MAGNIFII
マニフィ

税込 ¥14,300 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

PINK

GRAY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

BALLE
バレ

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

MAGNIFII
マニフィ

税込 ¥14,300 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

BROWN

GRAY

NAVY

LACE

LACE

LACE

LACE

DRAPE

DRAPE

DRAPE

DRAPE

ウォッシャブル 遮光2級

ウォッシャブル 遮光2級

ポリエステル 100%
レースとドレープの2重カーテン
既製カーテンのみ

LIRIA LACE×LIRIA
リリアレース×リリア

税込 ¥11,000 W100×H135 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥12,000 W100×H178 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥13,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダ）

IVORY LIGHT GRAY

LACE LACEDRAPE DRAPE

ポリエステル 100%
レースとドレープの2重カーテン
既製カーテンのみ

MAGNIFII LACE×LAME
マニフィレース×ラメ

税込 ¥13,000 W100×H135 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥14,000 W100×H178 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥15,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダ）

ウォッシャブル

ドレープ

レース

レースとドレープの2重カーテン
既製カーテンのみ

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 43% / レーヨン 57%

MAROC×FALUM
マロック×ファルム

税込 ¥12,000 W100×H135 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥13,000 W100×H178 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥14,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダ）

ウォッシャブル 遮光2級 遮熱

LIGHT PINK WHITE

LACE LACEDRAPE DRAPE

ウォッシャブル 遮光2級 遮熱

ポリエステル 100%
レースとドレープの2重カーテン
既製カーテンのみ

DRESSY×SPASIA
ドレッシー×スペイシア

税込 ¥11,000 W100×H135 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥12,000 W100×H178 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥13,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダ）

ドレープ

レース

レースとドレープの2重カーテン
既製カーテンのみ

：ポリエステル 100%
：ポリエステル 83% / コットン 17%

BLISS×LUCILLA
ブリス×ルシーラ

税込 ¥10,000 W100×H135 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥11,000 W100×H178 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥12,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダ）

BACK

FRONTFRONT

BACK

FRONT FRONT

LIGHT GRAY

LACE DRAPE

BACK

FRONT

BACK

FRONT
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

PINK

WHITE

LIGHT GRAY

GRAY

NAVY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMPA LACE
ラムパ レース

税込 ¥7,700 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LIRIA LACE
リリア レース

税込 ¥8,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%　　　　

オーダーカーテンのみ

CRUSSY LACE
クリューシー レース

税込 ¥8,800 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

レーヨン 57% / ポリエステル 43%
オーダーカーテンのみ

MAROC LACE
マロック レース

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

BEIGE

PINK

WHITE

LIGHT GRAY

GRAY

NAVY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LAMPA LACE
ラムパ レース

税込 ¥7,700 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

LIRIA LACE
リリア レース

税込 ¥8,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%　　　　

オーダーカーテンのみ

CRUSSY LACE
クリューシー レース

税込 ¥8,800 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

レーヨン 57% / ポリエステル 43%
オーダーカーテンのみ

MAROC LACE
マロック レース

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル
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カ
ー
テ
ン

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE SILVER

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FUALY LACE
ファリー レース

税込 ¥6,600 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

APOLLO LACE
アポロ レース

税込 ¥7,700 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

CAMIRA LACE
カミラ レース

税込 ¥8,800 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

SCORRERE LACE
スコーレレ レース

税込 ¥8,800 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・

既製カーテン有

FRISHIA LACE
フリシア レース

税込 ¥7,700 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FILINO LACE
フィリーノ レース

税込 ¥8,800 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 防 炎

遮熱UVカットウォッシャブル オフシェイド

防 炎 UVカットウォッシャブル オフシェイド 遮熱

UVカットウォッシャブル ハーフミラー防 炎

ウォッシャブル ハーフミラー

ウォッシャブル

WHITEWHITE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

MILURE LACE
ミルア レース

税込 ¥9,200  W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

RESCCA LACE
レスカ レース

税込 ¥8,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

防 炎 UVカットウォッシャブル オフシェイド 遮熱 UVカットウォッシャブル ハーフミラー防 炎

WHITE IVORY

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

STRY LACE
ストリー レース

税込 ¥11,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル 防 炎
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カ
ー
テ
ン

WHITE

WHITE

MULTI WHITE

WHITE

WHITE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

BORDAPLUMA LACE
ボルダプルマ レース

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

CLEUR LACE
クリュール レース

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIORITA LACE
フィオリタ レース

税込 ¥9,900 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FROLA LACE
フロラ レース

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

MAGNIFII LACE
マニフィ レース

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル UVカット

ウォッシャブル

ウォッシャブル オフシェイドUVカット

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ポリエステル 100%
既製カーテンのみ

BELME LACE
ベルム レース

税込 ¥10,500 W100×H133 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥11,500 W100×H176 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥12,500 W100×H198 cm （1.5倍ヒダ）
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カ
ー
テ
ン

WHITE

WHITE

MULTI WHITE

WHITE

WHITE

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

BORDAPLUMA LACE
ボルダプルマ レース

税込 ¥11,000 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

CLEUR LACE
クリュール レース

税込 ¥12,100 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FIORITA LACE
フィオリタ レース

税込 ¥9,900 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテンのみ

FROLA LACE
フロラ レース

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ポリエステル 100%
オーダーカーテン・既製カーテン有

MAGNIFII LACE
マニフィ レース

税込 ¥13,200 W100×H200 cm （1.5倍ヒダの場合）

ウォッシャブル UVカット

ウォッシャブル

ウォッシャブル オフシェイドUVカット

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ウォッシャブル

ポリエステル 100%
既製カーテンのみ

BELME LACE
ベルム レース

税込 ¥10,500 W100×H133 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥11,500 W100×H176 cm （1.5倍ヒダ）

税込 ¥12,500 W100×H198 cm （1.5倍ヒダ）
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ウ
ォ
ー
ル
ペ
ー
パ
ー

ボタニカ_BEIGE

フロレシア_PINK

タイル_GRAY

シトレア_YELLOW ジャングル_MULTI

REMOVABLE WALLPAPER 
PATTERN
リムーバブル ウォールペーパー（柄）

税込 ¥2,800 45×250 cm

メイリー_PINKピオニー_PINK

マーブル_PINK

ピオニー_GRAY

モディーリ_NAVY マーブル_GRAY

メイリー_BLUE

プロフォンド_WHITE

アビュー

オージャス_LIGHT GRAY

カルール

リリア_GRAY

ロゼック_PINK

マグノリア_GRAY

ジオミックス_BLACK
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ウ
ォ
ー
ル
ペ
ー
パ
ー

PINK

ロゼック_PINK

PINK

LIGHT GRAY

タイレル

GRAY

リリア_GRAY

PINK BEIGE

アビュー

GRAY

REMOVABLE WALLPAPER 
COLOR
リムーバブル ウォールペーパー（無地）

税込 ¥2,500 45×250 cm

WATER PROOF REMOVABLE 
WALLPAPER PATTERN
防水リムーバブル ウォールペーパー（柄）

税込 ¥2,800 45×250 cm

WATER PROOF REMOVABLE 
WALLPAPER COLOR
防水リムーバブル ウォールペーパー（無地）

税込 ¥2,500 45×250 cm

ピオニー_PINK ピオニー_GRAY

タイレル ドット_BLACKストライプ_BLACK

REMOVABLE WALLPAPER 90
リムーバブル ウォールペーパー 90

税込 ¥4,800 90×250 cm


