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空間にＦＩＴする

当社商品は日本製の完成品商品です。（一部除く）

国内工場で一貫して生産しています。

◆印刷の色彩について

印刷インクの性質上実際の色彩と

若干ことなる場合があります。

◆商品の価格および仕様について

掲載商品は、２０１８年 ７月現在のものとなります.

経済情勢により、やむをえず予告なしに価格、

仕様の変更、または製造中止になることがあります。

◆ご注文に関して

品番・色柄・数量とともに、各商品ごとについた

通し番号と商品名をはっきりとお伝えください.。
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Ｐ29　　サイドテーブル「ティーブレイク」
Ｐ30　　サイド・ナイトテーブル「マキシム」・ママの机

★実用収納・書斎

Ｐ31　　お掃除用品収納「ルームクリーン」・「クリーンＢＯＸ」
Ｐ32　　収納庫「クリーナー」《新色追加》
Ｐ33　　多目的収納「Ｎｅｗコスモス」
Ｐ34　　多目的ストッカー「ポルタ」
Ｐ35　　書庫「ミニ書棚」・「書棚」

Ｐ9  　収納庫「Ｎｅｗスイートピー」《新商品》
Ｐ10   収納庫「Ｎｅｗサクラ」《新商品》

Ｐ14    スキマ収納「フェアリー」30　35
Ｐ15    スキマ「Ｎｅｗスペースボード」15　20
Ｐ16    スキマ「Ｎｅｗスペースボード」25　30

Ｐ11   レンジ「ライサーレンジボード」・「ライフレンジボード」
Ｐ12   「ライサースリムボード」・「スライドストッカー」
Ｐ13    スキマ収納「フェアリー」20　25

Ｐ5    ミニキッチンボード「パール」
Ｐ6    食器棚「Ｎｅｗエリカ」・「ロマン」
Ｐ7    ユニットカウンター「ポラリス」
Ｐ8    カウンター下収納「オリオン」・「シリウス」
Ｐ9    ミニキャビネット「シェリーＢ］

★キッチン・ダイニング

Ｐ1    もくじ
Ｐ2　　カップボード「シオン」《新商品》
Ｐ3    キッチンボード「カオス」《新商品》
Ｐ4    カップボード「ラベンダーⅡ」

Ｐ51　　ショーケース・ラック
Ｐ52　　ジュエリーケース・トレー・ペン立て

Ｐ18　　チェストキャビネット「ライン」《新商品》
Ｐ19　　リビングシリーズ「アイリス」
Ｐ20　　サイドボード「リーバル」
Ｐ21　　「スリムキャビネット」

Ｐ25　　仏壇「モダンメモリアルケース」・「メモリークイーン」
Ｐ26　　「メモリーキャビネット」

Ｐ36　　薄型書棚「エッセ」　
Ｐ37　　カギ付き収納「シークレットボード」
Ｐ38　　カギ付き収納「シークレットチェスト」・「フラップ」
Ｐ39　　チェスト「フィット」・「キャスターチェスト」
Ｐ40　　ファイルチェスト「モダン」《新商品》

Ｐ44　　ナイトテーブル「ルナ」
Ｐ45　　「スリムナイトテーブル」・「あかり・ＣＳ」　　
Ｐ46　　ナイトテーブル「ＮＡ／ＢＲ］・ムーディローボード　　

Ｐ17    スキマ「Ｎｅｗスペースボード」40

★リビング

Ｐ22　　ＴＶボード「アーレス」
Ｐ23　　飾棚「ムーディ」・「薄型収納ケース」
Ｐ24　　リビングボード「マーガレット」・「エトワール」

無垢材
材料資材置き場 木取加工

ＮＣボーリングマシンプレス工程 サイザー工程

ＣＮＣ加工工程 仕上げ工程
塗装工程



特注品.ＯＥＭ承ります
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001
カップボード シオン60

ホワイト

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 上４枚 下２枚

price ￥46.500+税

・材質/プリント化粧合板 ・引出/箱組み

・前面；ホワイト／鏡面艶あり ブラック・木目入り強化紙

奥行き350ｍｍの薄型設計。

収納力のあるシンプルスタイルのカップボード。

使いやすい小引出しが４杯付いています。

一本ものの特注品やオリジナルな商品製作も行っています

当社では、多品種少ロットの生産に加え、お客様のニーズに合わせた特徴的な

家具づくりのお手伝いをさせて頂いております。

「ここにちょっと隙間があるからスリムな家具がほしい。」

「うちの店舗にオリジナル什器がほしい。」「テーブル作って！」「チェスト作って！」など

いろんなニーズにお答えできるよう、日々努力を心がけています。

当社では、無垢材、ツキ板材、化粧板など多彩な材質をそろえ

加工、組立、塗装と一貫して自社工場 で行っています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。 景品陳列棚一式

ガラスショーケース什器

ディスプレイ書棚

展示ブース一式

施設ｼｭｰｽﾞ収納

薄型飾棚

ヒノキベンチ

ホテルヘッドボード

ホテルデスク

003
カップボード シオン80

ホワイト

Ｗ800ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 上４枚 下２枚

price ￥60.000+税

005
フリーボード シオン60

ホワイト

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 ６枚

price ￥47.500+税

002
カップボード シオン60

ブラック

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 上４枚 下２枚

price ￥46.500+税

004
カップボード シオン80

ブラック

Ｗ800ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 上４枚 下２枚

price ￥60.000+税

006
フリーボード シオン60

ブラック

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1800
可動棚 ６枚

price ￥47.500+税



523

コンパクトサイズのキッチンシリーズ。

収納力抜群で身近な家電もきっちり収まります。

007

キッチンボード カオス

60Ａトビラ ホワイト

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1215

可動棚 ３枚

price ￥46.800+税

・材質／ホワイト；光沢強化紙化粧合板（ツヤあり）

ブラウン；ポリエステル化粧合板

009

キッチンボード カオス

60Ｂ引出 ホワイト

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥49.000+税

011

レンジボード カオス

60レンジ ホワイト

Ｗ600ｘＤ430ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price ￥49.000+税

008

キッチンボード カオス

60Ａトビラ ブラウン

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1215

可動棚 ３枚

price  ￥46.800+税

010

キッチンボード カオス

60Ｂ引出 ブラウン

Ｗ600ｘＤ320ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price ￥49.000+税

012

レンジボード カオス

60レンジ ブラウン

Ｗ600ｘＤ430ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price ￥49.000+税

013

ハイカウンター カオス

900 ホワイト

Ｗ896ｘＤ430ｘＨ986

可動棚 ２枚

price  ￥59.800+税

014

ハイカウンター カオス

900 ブラウン

Ｗ896ｘＤ430ｘＨ986

可動棚 ２枚

price ￥59.800+税

ジュエリーや小物などをきちんと整理。

ガラス扉はカギがかけられます。

518 ジュエリーケース

45-1段 ナチュラル

519 ジュエリーケース

45-1段 ダーク

Ｗ450ｘＤ200ｘＨ73

price   ￥12.800+税

520 ジュエリーケース

30-1段 ナチュラル

521 ジュエリーケース

30-1段 ダーク

Ｗ300ｘＤ200ｘＨ73

price    ￥11.500+税

522 ジュエリーケース

45-2段 ナチュラル

523 ジュエリーケース

45-2段 ダーク

Ｗ450ｘＤ200ｘＨ163

price ￥20.000+税

524 ジュエリーケース

30-2段 ナチュラル

525 ジュエリーケース

30-2段 ダーク

Ｗ300ｘＤ200ｘＨ163

price     ￥18.000+税

・材質；集成無垢材 ウレタン塗装

多様な実用性のあるシリーズ。

かわいらしいワッペンが付いています。

526

Ａ４ トレー

Ｗ348ｘＤ248ｘＨ40

price     ￥7.500+税

・材質；アガチス無垢材 ウレタン塗装

527

Ｂ5 トレー

Ｗ288ｘＤ208ｘＨ40

price     ￥6.300+税

528

ペンケース・小物入れ

Ｗ180ｘＤ80ｘＨ40

price     ￥5.000+税

529

ペン立て

Ｗ80ｘＤ80ｘＨ90

price     ￥4.500+税

530

トレー・ペン立て

４コ セット

price     ￥23.300+税
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016

ラベンダーⅡ ６０

メープル

Ｗ602ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 ４枚

price ￥45.500+税

018

ラベンダーⅡ ７５

メープル

Ｗ752ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 大３枚 小２枚

price ￥59.600+税

020

ラベンダーⅡ ９０

メープル

Ｗ902ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 大３枚 小２枚

price ￥63.000+税

015

ラベンダーⅡ ６０

ホワイト

Ｗ602ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 ４枚

price ￥45.500+税

017

ラベンダーⅡ ７５

ホワイト

Ｗ752ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 大３枚 小２枚

price ￥59.600+税

019

ラベンダーⅡ ９０

ホワイト

Ｗ902ｘＤ320ｘＨ1800

可動棚 大３枚 小２枚

price ￥63.000+税

上下分割式

・材質／ホワイト；光沢強化紙化粧合板（ツヤあり）

メープル；ポリエステル化粧合板

使いやすい中間引き戸のタイプ。

清潔感のあるパールホワイト色と明るい感じのメープル色の2色対応

60ｃｍ幅

75ｃｍ幅

90ｃｍ幅

513

アンティーク ショーケース 1500

Ｗ1500ｘＤ435ｘＨ980

price          ￥114.000+税

514

アンティーク ショーケース 1200

Ｗ1200ｘＤ435ｘＨ980

price          ￥102.000+税

大切なコレクションのケースとしてのほか、店舗の陳列棚としても最適です。

背面は、引き戸ガラスとなっていて、カギもかけられます。

・材質；集成無垢材 ウレタン塗装

天板ガラスで引き出し

内部が一目でわかります。

カギ付き引き出しで、大切な小物を守ります。

515

アンティーク コレクションボード

Ｗ1200ｘＤ441ｘＨ900
ガラス可動棚 ２枚

price          ￥114.000+税

517

アンティーク オープンラック

ロータイプ
Ｗ1200ｘＤ331ｘＨ900

可動棚 ４枚

price        ￥77.400+税

516

アンティーク オープンラック

ハイタイプ
Ｗ900ｘＤ331ｘＨ1800

可動棚 ４枚

price         ￥103.000+税

背面は引き戸ガラス戸なっています。

カギも取付けられます

無垢材の高級感がアンティークな雰囲気を作ります。
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日常使いの食器に。コンパクトであると便利です。

・材質／前面；ポリエステル化粧合板

028

パール７５

メープル

Ｗ756ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥33.200+税

026

パール６０

メープル

Ｗ590ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥25.800+税

024

パール４５

メープル

Ｗ450ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥22.700+税

022

パール３尺

メープル

Ｗ590ｘＤ300ｘＨ892

可動棚 ２枚

price  ￥21.500+税

027

パール７５

ホワイト

Ｗ756ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥33.200+税

025

パール６０

ホワイト

Ｗ590ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price  ￥25.800+税

023

パール４５

ホワイト

Ｗ450ｘＤ300ｘＨ1215

可動棚 ２枚

price ￥22.700+税

021

パール３尺

ホワイト

Ｗ590ｘＤ300ｘＨ892

可動棚 ２枚

price ￥21.500+税

・天板／前面；プリント化粧合板

505

シューズＢＯＸ Ｍ７５

メープル

Ｗ757ｘＤ358ｘＨ910
１５足収納 可動棚 ４枚

price      ￥23.200+税

新色

狭い場所にも置ける引き戸式。

棚板はプラスッチック製で水洗いＯＫ．

506

シューズＢＯＸ Ｍ７５

ダーク

Ｗ757ｘＤ358ｘＨ910
１５足収納 可動棚 ４枚

price       ￥23.200+税

507

シューズＢＯＸ Ｍ７５

ホワイト

Ｗ757ｘＤ358ｘＨ910
１５足収納 可動棚 ４枚

price      ￥23.200+税

508

シューズＢＯＸ Ｍ７５

ブラック

Ｗ757ｘＤ358ｘＨ910
１５足収納 可動棚 ４枚

price       ￥23.200+税

509

シューズＢＯＸ フリージャ

５５ メープル

Ｗ545ｘＤ277ｘＨ1115
８足収納 可動棚 ４枚

price      ￥26.300+税

靴を斜め置きで収納するので奥行き277ｍｍと薄型です。

最上段にはお手入れ用品が入ります。

510

シューズＢＯＸ フリージャ

５５ ダーク

Ｗ545ｘＤ277ｘＨ1115
８足収納 可動棚 ４枚

price      ￥26.300+税

511

シューズＢＯＸ フリージャ

８０ メープル

Ｗ785ｘＤ277ｘＨ1115
１２足収納 可動棚 ４枚

price      ￥34.900+税

512

シューズＢＯＸ フリージャ

８０ ダーク

Ｗ785ｘＤ277ｘＨ1115
１２足収納 可動棚 ４枚

price      ￥34.900+税

・天板／前面；ポリエステル化粧合板
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030

ＮＥＷエリカ ８５

ダーク

Ｗ854ｘＤ360ｘＨ1400

可動棚 ３枚

price  ￥60.000+税

029

ＮＥＷエリカ ８５

ナチュラル

Ｗ854ｘＤ360ｘＨ1400

可動棚 ３枚

price  ￥60.000+税

表面は高級感のあるエンボス加工

・材質／前面；ポリエステル化粧合板

昔ながらの茶箪笥をアレンジした省スペースの食器棚

清潔感のある総ガラスのカップボード。

031

ロマン ４５

ホワイト

Ｗ457ｘＤ300ｘＨ1750

可動棚 ３枚

price

￥28.000+税

032

ロマン ６０

ホワイト

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ1750

可動棚 ３枚

price

￥34.700+税

033

ロマン ４５

メープル

Ｗ457ｘＤ300ｘＨ1750

可動棚 ３枚

price

￥28.000+税

034

ロマン ６０

メープル

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ1750

可動棚 ３枚

price

￥34.700+税

・材質／前面；ポリエステル化粧合板

・材質；ポリエステル化粧合板

495

サニタリーⅢ

60 トビラ ホワイト

Ｗ600ｘＤ190ｘＨ800

price   ￥30.000+税

499

コーナースズラン

Ｒ200 ホワイト

Ｗ200ｘＤ200ｘＨ900

可動棚 ４枚
price ￥21.500+税

・材質；プリント紙化粧合板 ・天板：ＭＤＦ ウレタン塗装

リビングや玄関などちょっとしたコーナーにピッタリのラック。

３色対応でお好きないろどりを。

500

コーナースズラン

Ｒ200 メープル

Ｗ200ｘＤ200ｘＨ900

可動棚 ４枚

price ￥21.500+税

501

コーナースズラン

Ｒ200 ダーク

Ｗ200ｘＤ200ｘＨ900

可動棚 ４枚

price ￥21.500+税

502

コーナースズラン

Ｒ250 ホワイト

Ｗ250ｘＤ250ｘＨ900

可動棚 ４枚

price  ¥24.800+税

503

コーナースズラン

Ｒ250 メープル

Ｗ250ｘＤ250ｘＨ900

可動棚 ４枚

price ￥24.800+税

504

コーナースズラン

Ｒ250 ダーク

Ｗ250ｘＤ250ｘＨ900

可動棚 ４枚

price ￥24.800+税

横型タイプのサニタリーシリーズ。 薄型でも収納力抜群。

496

サニタリーⅢ

60 トビラ メープル

Ｗ600ｘＤ190ｘＨ800

price   ￥30.000+税

497

サニタリーⅢ

60 引き戸 ホワイト

Ｗ600ｘＤ190ｘＨ800

price   ￥30.000+税

498

サニタリーⅢ

60 引き戸 メープル

Ｗ600ｘＤ190ｘＨ800

price   ￥30.000+税
くもりガラスの

引き戸小物入れ

巾木よけ加工
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・材質／前面；プリント光沢強化紙（ツヤあり）

天板；ポストフォーム ＭＤＦ

040

ポラリス ６０ トビラ

ホワイト

Ｗ600ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥35.300+税

多彩な組み合わせが特徴なユニット型カウンター。

天板はオーダーにて承ります。【納期 約２週間】

★天板；ポストフォームカウンター

041

ポラリス ６０ 引き出し

ホワイト

Ｗ600ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥37.400+税

042

ポラリス ６０ テーブル

ホワイト

Ｗ600ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥25.300+税

043

ポラリス ６０ オープン

ホワイト

Ｗ600ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥21.500+税

035

ポラリス ３０トビラ（Ｌ）

ホワイト

Ｗ300ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥21.400+税

036

ポラリス ３０トビラ（Ｒ）

ホワイト

Ｗ300ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥21.400+税

037

ポラリス ３０引き出し

ホワイト

Ｗ300ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥28.000+税

038

ポラリス ４０引き出し

ホワイト

Ｗ400ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥30.000+税

039

ポラリス ４０テーブル

ホワイト

Ｗ400ｘＤ442ｘＨ840

price   ￥20.500+税

★フルオープンスライドテーブ

ル

★引出；フルスライドレール ★背面化粧仕上げ

044 天板 30 Ｗ301 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥4.905+税

045 天板 40 Ｗ401 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥5.810+税

046 天板 60 Ｗ601 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥7.810+税

047 天板 70 Ｗ701 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥10.667+税

048 天板 80 Ｗ801 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥11.619+税

049 天板 90 Ｗ902 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥12.667+税

050 天板 100 Ｗ1002 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥13.526+税

051 天板 110 Ｗ1102 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥15.526+税

052 天板 120 Ｗ1202 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥17.333+税

053 天板 130 Ｗ1302 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥20.953+税

054 天板 140 Ｗ1402 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥24.667+税

055 天板 150 Ｗ1502 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥25.714+税

056 天板 160 Ｗ1602 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥26.476+税

057 天板 170 Ｗ1702 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥30.476+税

058 天板 180 Ｗ1802 ｘ Ｄ450 ｘ Ｈ30 ￥34.476+税

オーダー天板／ 幅301ｍｍ～1802ｍｍ 奥行450ｍｍ 高さ30ｍｍ 省スペースにあわせてすっきり収納できるサニタリーシリーズ

489

サニタリーⅡ

Ａ（ロール入れ）

Ｗ165ｘＤ190ｘＨ860

price   ￥11.500+税

490

サニタリーⅡ

Ｂ（引出付トビラ）

Ｗ165ｘＤ190ｘＨ860

可動棚 ２枚

price     ￥12.600+税

491

サニタリーⅡ

C（オープン）

Ｗ165ｘＤ190ｘＨ860

可動棚 ２枚

price     ￥10.000+税

492

サニタリーⅡ

Ｄ（引出付トビラ）

Ｗ317ｘＤ190ｘＨ860

可動棚 ２枚

price     ￥19.500+税

493

サニタリーⅡ

Ｅ（オープン）

Ｗ317ｘＤ190ｘＨ860

可動棚 ２枚

price     ￥15.500+税

494

サニタリーⅡ

Ｆ（多機能収納）

Ｗ165ｘＤ580ｘＨ720

可動棚 １枚

price      ￥26.300+税

・材質；ポリエステル化粧合板

上フタが開閉して、ロールが入れられます。
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059

オリオン ６０ ホワイト

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price  ￥29.700+税

062

オリオン ９０ ホワイト

Ｗ900ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚 小２枚

price  ￥36.600+税

060

オリオン ６０ メープル

063

オリオン ９０ メープル

064

オリオン ９０ ダーク

Ｗ900ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚 小２枚

price   ￥36.600+税

066

シリウス ６０ メープル

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price   ￥29.700+税

069

シリウス ９０ メープル

Ｗ900ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price   ￥36.600+税

065

シリウス ６０ ホワイト

068

シリウス ９０ ホワイト

067

シリウス ６０ ダーク

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price ￥29.700+税

070

シリウス ９０ ダーク

Ｗ900ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price  ￥36.600+税

・前面；ホワイト／鏡面艶ありポリエステル合板

メープル・ダーク／エンボス加工ポリエステル合板

使い勝手のよい上部の引き出しは

スライドレール付きで開閉できます。

（オリオン・シリウス共通）

天板アジャスター付き

（オリオン・シリウス共通）

061

オリオン ６０ ダーク

Ｗ600ｘＤ300ｘＨ860

可動棚 大２枚

price   ￥29.700+税

・前面；ホワイト／鏡面艶ありポリエステル合板

メープル・ダーク／エンボス加工ポリエステル合板

484

ランドリーボード

ラスティ ３０ チェスト

Ｗ301ｘＤ377ｘＨ1800

可動棚２枚

price    ￥52.000+税

485

ランドリーボード

ラスティ ６０ チェスト

Ｗ601ｘＤ377ｘＨ1800

可動棚２枚

price     ￥72.000+税

486

ランドリーボード

ラスティ ３０ ラック

Ｗ301ｘＤ377ｘＨ1800

可動棚２枚・バスケット１個

price      ￥45.500+税

487

ランドリーボード

ラスティ ６０ ラック

Ｗ601ｘＤ377ｘＨ1800

可動棚２枚・バスケット２個

price      ￥65.000+税

488

ランドリーボード

ラスティ ８０ チェスト

Ｗ801ｘＤ377ｘＨ1800

可動棚４枚・バスケット１個

price       ￥89.000+税

洗面所がすっきり片付く収納力のあるランドリーボード。

光沢のある表面シートで仕上げ、お手入れも簡単！

ヘルスメーターが収納できます。

・材質；強化紙化粧合板（ツヤあり）



9 46

・材質；プリント紙化粧合板

ミニサイズの卓上用キャビネット。 普段使う食器類やコレクションの収納に最適です。

071

ミニキャビネット シェリー

Ｂ450 ガラス戸 ホワイト

Ｗ450ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 １枚

price  ￥9.800+税

072

ミニキャビネット シェリー

Ｂ450 ガラス戸 メープル

Ｗ450ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 １枚

price  ￥9.800+税

073

ミニキャビネット シェリー

Ｂ450 ガラス戸 ダーク

Ｗ450ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 １枚

price  ￥9.800+税

077

Newスイートピー ６０ ホワイト

Ｗ595ｘＤ298ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥29.000+税

080

New スイートピー ９０ ホワイト

Ｗ887ｘＤ298ｘＨ800

可動棚 大２枚 小２枚

price   ￥44.000+税

カウンター下にピッタリの薄型タイプ。 コーディネートしやすい3色展開。

・天板／前面；強化紙化粧合板

ベットの高さに合わせて脚の長さが選べます。

※脚の長さは、5ｃｍ、10ｃｍ、15ｃｍ、20ｃｍがあります。

◇写真は標準10ｃｍとなります。

470
ナイトテーブル

ナチュラル ３５Ａ（引出１）

Ｗ353ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥16.400+税

471
ナイトテーブル

ナチュラル ４０Ａ（引出１）

Ｗ403ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥16.900+税

474
ナイトテーブル

ナチュラル ３５Ｂ（引出３）

Ｗ353ｘＤ410ｘＨ490

price   ￥21.200+税

475
ナイトテーブル

ナチュラル ４０Ｂ（引出３）

Ｗ403ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥22.300+税

※表示のＨ（高さ）は、１０ｃｍの脚を取り付けた総高です。

・天板／前面；プリント化粧合板

472
ナイトテーブル

ブラウン ３５Ａ（引出１）

Ｗ353ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥16.400+税

473
ナイトテーブル

ブラウン ４０Ａ（引出１）

Ｗ403ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥16.900+税

476
ナイトテーブル

ブラウン ３５Ｂ（引出３）

Ｗ353ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥21.200+税

477
ナイトテーブル

ブラウン ４０Ｂ（引出３）

Ｗ403ｘＤ410ｘＨ490

price  ￥22.300+税

081

New スイートピー ９０ ナチュラル

Ｗ887ｘＤ298ｘＨ800

可動棚 大２枚 小２枚

price   ￥44.000+税

082

New スイートピー ９０ ブラウン

Ｗ887ｘＤ298ｘＨ800

可動棚 大２枚 小２枚

price   ￥44.000+税

078

Newスイートピー ６０ ナチュラル

Ｗ595ｘＤ298ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥29.000+税

079

Newスイートピー ６０ ブラウン

Ｗ595ｘＤ298ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥29.000+税

スッキリデザインの

木製取っ手

483

ムーディローボード120

オーク

Ｗ1200ｘＤ282ｘＨ400

price     ￥57.200+税

481

ムーディローボード90

オーク

Ｗ900ｘＤ282ｘＨ400

price ￥40.600+税

479

ムーディローボード75

オーク

Ｗ750ｘＤ282ｘＨ400

price     ￥36.600+税

482

ムーディローボード120

ナチュラル

480

ムーディローボード90

ナチュラル

478

ムーディローボード75

ナチュラル

・材質【ナチュラル】天板／前面；アルダー無垢材

【オ ー ク】天板／前面；アッシュ無垢材

安定感のあるロータイプ。 天然木の優しい風合いで和室でも洋室にも合います。
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・天板／前面；強化紙化粧合板

083

収納庫 Newサクラ ６０ ホワイト

Ｗ598ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥32.000+税

086

収納庫 New サクラ ９０ ホワイト

Ｗ890ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 4枚

price   ￥45.000+税

カウンター下にも置ける出し入れしやすい引き戸タイプ。

074

ミニキャビネット シェリー

Ｂ600 ガラス戸 ホワイト

Ｗ600ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 ２枚

price  ￥14.000+税

075

ミニキャビネット シェリー

Ｂ600 ガラス戸 メープル

Ｗ600ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 ２枚

price  ￥14.000+税

076

ミニキャビネット シェリー

Ｂ600 ガラス戸 ダーク

Ｗ600ｘＤ252ｘＨ370

可動棚 ２枚

price  ￥14.000+税

462
スリムナイトテーブル

２０（トビラ） オーク

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥40.000+税

465
スリムナイトテーブル

２５（トビラ） オーク

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥42.900+税

463
スリムナイトテーブル

２０（トビラ） ナチュラル

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥40.000+税

466
スリムナイトテーブル

２５（トビラ） ナチュラル

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥42.900+税

464
スリムナイトテーブル

２０（トビラ） ダーク

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥40.000+税

467
スリムナイトテーブル

２５（トビラ） ダーク

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥42.900+税

461
スリムナイトテーブル

２５（ＯＰ） ダーク

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥32.000+税

458
スリムナイトテーブル

２０（ＯＰ） ダーク

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥30.300+税

460
スリムナイトテーブル

２５（ＯＰ） ナチュラル

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥32.000+税

457
スリムナイトテーブル

２０（ＯＰ） ナチュラル

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥30.300+税

459
スリムナイトテーブル

２５（ＯＰ） オーク

Ｗ255ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥32.000+税

456
スリムナイトテーブル

２０（ＯＰ） オーク

Ｗ205ｘＤ620ｘＨ486

price   ￥30.300+税

置物のズレ落ち防止に天板サイドは高くなっています。

・材質【ナチュラル】天板／前面；アルダー無垢材

【オーク・ダーク】天板／前面；アッシュ無垢材

常備灯として足元をやさしく照らします。

468

ナイトテーブル あかり

ダーク

Ｗ390ｘＤ400ｘＨ445

15Ｗライト付

price    ￥31.500+税

・天板／前面；オーク無垢材

469

ナイトテーブル ＣＳ オーク

Ｗ390ｘＤ400ｘＨ445

１個口コンセント付き

price    ￥31.500+税

087

収納庫 New サクラ ９０ ナチュラル

Ｗ890ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 4枚

price   ￥45.000+税

088

収納庫 New サクラ ９０ ブラウン

Ｗ890ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 4枚

price   ￥45.000+税

084

収納庫 New サクラ ６０ ナチュラル

Ｗ598ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥32.000+税

085

収納庫 New サクラ ６０ ブラウン

Ｗ598ｘＤ300ｘＨ800 可動棚 ２枚

price   ￥32.000+税

スッキリデザインの

木製取っ手
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機能性抜群なライサー付レンジボード。

089

ライサーレンジボード 480

ホワイト

Ｗ480ｘＤ450ｘＨ1195

12ｋｇ用ライサー付

price     ￥60.000+税

096
ライフ レンジボード117Ｈ

ダークブラウン

Ｗ585ｘＤ450ｘＨ1170

price       ￥38.900+税

095
ライフ レンジボード117Ｈ

ホワイト

Ｗ585ｘＤ450ｘＨ1170

price       ￥38.900+税

094
ライフ レンジボード73Ｈ

ダークブラウン

Ｗ885ｘＤ450ｘＨ730

price     ￥39.800+税

093
ライフ レンジボード73Ｈ

ホワイト

Ｗ885ｘＤ450ｘＨ730 

price     ￥39.800+税

・前面；ホワイト／ポリエステル化粧合板

ダーク／プリント紙化粧合板

キッチン家電や食器、小物などの収納に

ホワイト、ダークの２色展開。

091

ライサーレンジボード 600

ホワイト

Ｗ600ｘＤ450ｘＨ1195

15ｋｇ用ライサー付

price     ￥76.000+税

090

ライサーレンジボード 480

ダークブラウン

Ｗ480ｘＤ450ｘＨ1195

12ｋｇ用ライサー付

price      ￥60.000+税

092

ライサーレンジボード 600

ダークブラウン

Ｗ600ｘＤ450ｘＨ1195

15ｋｇ用ライサー付

price      ￥76.000+税

・材質／ホワイト；光沢強化紙化粧合板（ツヤあり）

ダークＢＲ；プリント紙化粧合板

スライドテーブル、引き出しは

レール付です。

448

ナイトテーブル

ルナＡ（引出）

ナチュラル
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥16.000+税

高級感のあるエンボス加工が特徴のナイトテーブル。

４タイプ、２色展開でバリエーションも豊富です。

451

ナイトテーブル

ルナＢ（フラップトビラ）

ダーク
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥17.800+税

449

ナイトテーブル

ルナＡ（引出）

ダーク
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥16.000+税

453

ナイトテーブル

ルナＣ（スライドテーブル）

ダーク
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥24.000+税

454

ナイトテーブル

ルナＤ（天板開閉式）

ナチュラル
Ｗ350ｘＤ335ｘＨ460

price      ￥17.800+税

450

ナイトテーブル

ルナＢ（フラップトビラ）

ナチュラル
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥17.800+税

455

ナイトテーブル

ルナＤ（天板開閉式）

ダーク
Ｗ350ｘＤ335ｘＨ460

price     ￥17.800+税

452

ナイトテーブル

ルナＣ（スライドテーブル）

ナチュラル
Ｗ350ｘＤ376ｘＨ460

price     ￥24.000+税

ルナＡ，Ｂ，Ｃ

1200Ｗの２口コンセント付き

ルナＡ ルナＢ

ルナＤ

ルナＤ

ブックエンドの金具付き

Ａ４サイズが入ります。

・天板／前面；ポリエステル化粧合板
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・材質／ホワイト；光沢強化紙化粧合板（ツヤあり）

ダークＢＲ；プリント紙化粧合板

スリム設計のお米収納庫。

ダイニングボードや冷蔵庫のちょっとしたすき間に収納できます

097
ライサースリムボード １５

ホワイト

Ｗ155ｘＤ445ｘＨ1800

可動棚 ２枚

price      ￥46.000+税

098
ライサースリムボード １５

ダークブラウン

Ｗ155ｘＤ445ｘＨ1800

可動棚 ２枚

price       ￥46.000+税

099
ライサースリムボード ３０

ホワイト

Ｗ302ｘＤ445ｘＨ1800

可動棚 ３枚

price       ￥63.000+税

100
ライサースリムボード ３０

ダークブラウン

Ｗ302ｘＤ445ｘＨ1800

可動棚 ３枚

price        ￥63.000+税

12ｋｇ

ライサー付き

シンクや食器棚のすき間を収納スペースに。

ホコリをシャットアウトするスライド引出し型です。

101
スライドストッカー

トール２０ ホワイト

Ｗ200ｘＤ595ｘＨ1800

可動棚 ３枚

price     ￥42.500+税

102
スライドストッカー

トール２５ ホワイト

Ｗ250ｘＤ595ｘＨ1800

可動棚 ３枚

price     ￥44.500+税

103
スライドストッカー

ハーフ２０ ホワイト

Ｗ200ｘＤ600ｘＨ900

可動棚 １枚

price      ￥29.700+税

104
スライドストッカー

ハーフ２５ ホワイト

Ｗ250ｘＤ600ｘＨ900

可動棚 １枚

price     ￥32.300+税

・材質／ホワイト；光沢強化紙化粧合板（ツヤあり）

15ｃｍ幅 30ｃｍ幅15ｋｇ

ライサー付き

443

クローバー Ａ（トビラ）

ダークブラウン

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

可動棚 １枚

price      ￥50.900＋税

・天板／前面；ポリエステル化粧合板

表面は高級感のあるエンボス加工

445

クローバー Ｂ（引出）

ダークブラウン

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

レール付

price       ￥56.000+税

447

クローバー Ｃ（オープン）

ダークブラウン

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

可動棚 １枚

price      ￥50.900+税

ベットの横などのちょっとした収納に最適です。

上段引き出しはカギ付で大切なものの保管に。キャスター付で移動も簡単。

442

クローバー Ａ（トビラ）

ナチュラル

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

可動棚 １枚

price      ￥50.900+税

444

クローバー Ｂ（引出）

ナチュラル

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

レール付

price      ￥56.000+税

446

クローバー Ｃ（オープン）

ナチュラル

Ｗ505ｘＤ430ｘＨ750

可動棚 １枚

price       ￥50.900+税

側面には折りたたみ式の

タオル掛けが付いています

引き出し、トレーは

スライドレール付

上段引き出しには

カギが付いています
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105
スキマ フェアリー

２０（トビラ） ホワイト
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

108
スキマ フェアリー

２０（ガラス） ホワイト
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

106
スキマ フェアリー

２０（トビラ） メープル
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

109
スキマ フェアリー

２０（ガラス） メープル
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

107
スキマ フェアリー

２０（トビラ） ダーク
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

110
スキマ フェアリー

２０（ガラス） ダーク
Ｗ200ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥35.000+税

111
スキマ フェアリー

２５（トビラ） ホワイト
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200+税

114
スキマ フェアリー

２５（ガラス） ホワイト
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200＋税

112
スキマ フェアリー

２５（トビラ） メープル
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200+税

115
スキマ フェアリー

２５（ガラス） メープル
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200+税

113
スキマ フェアリー

２５（トビラ） ダーク
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200+税

116
スキマ フェアリー

２５（ガラス） ダーク
Ｗ250ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥39.200+税

・材質/ポリエステル化粧合板・引出/箱組み

キッチンやリビング、洗面所など、ちょっとしたスキマに合わせて収納。

耐震ラッチつきで安心してご使用いただけます。

・材質／ポリエステル化粧合板

434

ロッカー フレンド

30Ａ（棚） ホワイト
Ｗ300ｘＤ462ｘＨ1800

price     ￥42.000+税

438

ロッカー フレンド

30Ｂ（引出） ホワイト
Ｗ300ｘＤ462ｘＨ1800

price      ￥50.000+税

440

ロッカー フレンド

40Ｂ（引出） ホワイト
Ｗ400ｘＤ462ｘＨ1800

price      ￥58.000+税

439

ロッカー フレンド

30Ｂ（引出） ライトブラウン
Ｗ300ｘＤ462ｘＨ1800

price      ￥50.000+税

441

ロッカー フレンド

40Ｂ（引出） ライトブラウン
Ｗ400ｘＤ462ｘＨ1800

price       ￥58.000+税

436

ロッカー フレンド

40Ａ（棚） ホワイト
Ｗ400ｘＤ462ｘＨ1800

price     ￥50.000+税

435

ロッカー フレンド

30Ａ（棚） ライトブラウン
Ｗ300ｘＤ462ｘＨ1800

price     ￥42.000+税

437

ロッカー フレンド

40Ａ（棚） ライトブラウン
Ｗ400ｘＤ462ｘＨ1800

price     ￥50.000+税

内部ミラー取付（全アイテム）

スリム設計のロッカータンス。

ホワイトとライトブラウンの２色対応。
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・前面：メープル、ダーク／エンボス加工合板・前面；ホワイト／鏡面艶あり

117
スキマ フェアリー

３０（トビラ） ホワイト
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

120
スキマ フェアリー

３０（ガラス） ホワイト
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

118
スキマ フェアリー

３０（トビラ） メープル
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

121
スキマ フェアリー

３０（ガラス） メープル
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

119
スキマ フェアリー

３０（トビラ） ダーク
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

122
スキマ フェアリー

３０（ガラス） ダーク
Ｗ300ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥42.000+税

128
スキマ フェアリー

３５（ガラス） ダーク
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥46.500+税

125
スキマ フェアリー

３５（トビラ） ダーク
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚

price

¥46.500+税

127
スキマ フェアリー

３５（ガラス） メープル
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥46.500+税

124
スキマ フェアリー

３５（トビラ） メープル
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥46.500+税

126
スキマ フェアリー

３５（ガラス） ホワイト
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥46.500+税

123
スキマ フェアリー

３５（トビラ） ホワイト
Ｗ350ｘＤ353ｘＨ1800

可動棚 ４枚
price

￥46.500+税

耐震ラッチ付きで

揺れを感知しトビラをロックします。
頑丈なつくりの

四方箱組み引出し

組み合わせて収納力アップ。引出しカギ付

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

433

整理箱 Ｋ 6060-2
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ600

price      ￥28.600+税

432

整理箱 Ｋ 4560-2
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ600

price      ￥25.200+税

431

整理箱 Ｋ 3060-2
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ600

price      ￥18.000+税

430

整理箱 Ｋ 6040-2
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ400

price     ￥23.200+税

429

整理箱 Ｋ 4540-2
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ400

price     ￥19.800+税

428

整理箱 Ｋ 3040-2
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ400

price     ￥ 16.600+税

427

整理箱 Ｋ 6030-2
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ300

price      ￥19.800+税

426

整理箱 Ｋ 4530-2
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ300

price      ￥17.000+税

425

整理箱 Ｋ 3030-2
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ300

price      ￥14.700+税

424

整理箱 Ｋ 6030-1
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ300

price     ￥16.600+税

423

整理箱 Ｋ 4530-1
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ300

price      ￥14.300+税

422

整理箱 Ｋ 3030-1
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ300

price      ￥12.000+税

421

整理箱 Ｋ 6020-1
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ200

price      ￥13.200+税

420

整理箱 Ｋ 4520-1
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ200

price     ￥11.800+税

419

整理箱 Ｋ 3020-1
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ200

price     ￥10.000+税

418

整理箱 Ｋ 6015-1
Ｗ583ｘＤ383ｘＨ150

price     ￥11.800+税

417

整理箱 Ｋ 4515-1
Ｗ441ｘＤ383ｘＨ150

price    ￥10.000+税

416

整理箱 Ｋ 3015-1
Ｗ291ｘＤ383ｘＨ150

price   ￥8.600＋税

幅 約30ｃｍ 幅 約45ｃｍ
幅 約60ｃｍ
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129
ＮＥＷスペース

ボード 15Ａ

（ＯＰ） ホワイト
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥23.500+税

138
ＮＥＷスペース

ボード 20Ａ

（ＯＰ） ホワイト
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

146
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｃ

（ガラス） ダーク
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

143
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｂ

（板戸） ダーク
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

145
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｃ

（ガラス） メープル
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

142
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｂ

（板戸） メープル
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

139
ＮＥＷスペース

ボード 20Ａ

（ＯＰ） メープル
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

144
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｃ

（ガラス） ホワイト
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

141
ＮＥＷスペース

ボード 20Ｂ

（板戸） ホワイト
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

132
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｂ

（板戸） ホワイト
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

135
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｃ

（ガラス） ホワイト
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

130
ＮＥＷスペース

ボード 15Ａ

（ＯＰ） メープル
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥23.500+税

133
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｂ

（板戸） メープル
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

131
ＮＥＷスペース

ボード 15Ａ

（ＯＰ） ダーク
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥23.500+税

134
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｂ

（板戸） ダーク
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

137
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｃ

（ガラス） ダーク
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

・材質/ポリエステル化粧合板

幅15ｃｍ、20ｃｍ、25ｃｍ、30ｃｍ、40ｃｍの多彩なサイズ展開

136
ＮＥＷスペース

ボード 15Ｃ

（ガラス） メープル
Ｗ150ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

140
ＮＥＷスペース

ボード 20Ａ

（ＯＰ） ダーク
Ｗ200ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥27.200+税

・材質/本体：プリント紙化粧合板

・材質/引出：アガチス集成無垢 塗装

411

ファイルチェスト モダン

90 ワイドチェスト ブラウン
Ｗ830ｘＤ376ｘＨ638

price      ￥97.000+税

415

ファイルチェスト モダン

30 ハイチェスト ブラウン
Ｗ298ｘＤ376ｘＨ908

price      ￥55.000+税

413

ファイルチェスト モダン

30 ローチェスト ブラウン
Ｗ298ｘＤ376ｘＨ638

price      ￥38.000+税

410

ファイルチェスト モダン

90 ワイドチェスト ナチュラル
Ｗ830ｘＤ376ｘＨ638

price      ￥97.000+税

412

ファイルチェスト モダン

30 ローチェスト ナチュラル
Ｗ298ｘＤ376ｘＨ638

price      ￥38.000+税

414

ファイルチェスト モダン

30 ハイチェスト ナチュラル
Ｗ298ｘＤ376ｘＨ908

price      ￥55.000+税

ランダムカラーの引出が特徴的なモダンなチェストシリーズです。

引き出しはＡ４ファイルがすっぽり入ります。

引き出しは、ナチュラル・ブラウン・ダークの３色がランダムに入っています。
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156
ＮＥＷスペース

ボード 30Ａ

（ＯＰ） ホワイト
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

159
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｂ

（板戸） ホワイト
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

162
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｃ

（ガラス） ホワイト
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

157
ＮＥＷスペース

ボード 30Ａ

（ＯＰ） メープル
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

160
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｂ

（板戸） メープル
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

163
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｃ

（ガラス） メープル
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

158
ＮＥＷスペース

ボード 30Ａ

（ＯＰ） ダーク
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

161
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｂ

（板戸） ダーク
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

164
ＮＥＷスペース

ボード 30Ｃ

（ガラス） ダーク
Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

147
ＮＥＷスペース

ボード 25Ａ

（ＯＰ） ホワイト
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

150
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｂ

（板戸） ホワイト
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

153
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｃ

（ガラス） ホワイト
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

148
ＮＥＷスペース

ボード 25Ａ

（ＯＰ） メープル
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

151
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｂ

（板戸） メープル
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

154
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｃ

（ガラス） メープル
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

149
ＮＥＷスペース

ボード 25Ａ

（ＯＰ） ダーク
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥30.000+税

152
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｂ

（板戸） ダーク
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

155
ＮＥＷスペース

ボード 25Ｃ

（ガラス） ダーク
Ｗ250ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥33.200+税

・引出/箱組み

豊富なサイズとアイテムから選べるすきま収納

・アルミ取っ手・前面：メープル、ダーク／エンボス加工合板・前面；ホワイト／鏡面艶あり・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

400

キャスターチェスト

３段 ナチュラル
401

キャスターチェスト

３段 ダーク

Ｗ375ｘＤ405ｘＨ460

price   ￥16.800+税

402

キャスターチェスト

４段 ナチュラル
403

キャスターチェスト

４段 ダーク

Ｗ375ｘＤ405ｘＨ557

price   ￥19.200+税

404

キャスターチェスト

５段 ナチュラル
405

キャスターチェスト

５段 ダーク

Ｗ375ｘＤ405ｘＨ665

price   ￥22.700+税

406

キャスターチェスト

６段 ナチュラル
407

キャスターチェスト

６段 ダーク

Ｗ375ｘＤ405ｘＨ843

price   ￥27.200+税

408

キャスターチェスト

８段 ナチュラル
409

キャスターチェスト

８段 ダーク

Ｗ375ｘＤ405ｘＨ1168

price   ￥34.700+税

キャスター付きで移動もラクラク。

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

394
チェスト フィット

Ａ４－６ ナチュラル

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥31.600+税

396
チェスト フィット

Ｂ４－６ ナチュラル

Ｗ455ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥37.300+税

398
チェスト フィット

Ａ３－６ ナチュラル

Ｗ505ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥42.200+税

395
チェスト フィット

Ａ４－６ ダーク

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥31.600+税

397
チェスト フィット

Ｂ４－６ ダーク

Ｗ455ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥37.300+税

399
チェスト フィット

Ａ３－６ ダーク

Ｗ505ｘＤ380ｘＨ826

price   ￥42.200+税

388
チェスト フィット

Ａ４－４ ナチュラル

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ600

price  ￥22.300+税

390
チェスト フィット

Ｂ４－４ ナチュラル

Ｗ455ｘＤ380ｘＨ600

price  ￥28.500+税

392
チェスト フィット

Ａ３－４ ナチュラル

Ｗ505ｘＤ380ｘＨ600

price  ￥30.900+税

389
チェスト フィット

Ａ４－４ ダーク

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ600

price  ￥22.300+税

391
チェスト フィット

Ｂ４－４ ダーク

Ｗ455ｘＤ380ｘＨ600

price  ￥28.500+税

393
チェスト フィット

Ａ３－４ ダーク

Ｗ505ｘＤ380ｘＨ600

price   ￥30.900+税

Ａ４，Ｂ４，Ａ３と用紙サイズに合わせたカジュアルなチェスト。
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・メープル・ダーク色は美しい木目と

高級感のあるエンボス調の

ポリエステル化粧板です。

・ホワイト色は艶やかな光沢のある

・ポリエステル化粧板です

173
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｃ

（ガラス） ダーク
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

170
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｂ

（板戸） ダーク
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

167
ＮＥＷスペース

ボード 40Ａ

（ＯＰ） ダーク
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

172
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｃ

（ガラス） メープル
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

169
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｂ

（板戸） メープル
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

166
ＮＥＷスペース

ボード 40Ａ

（ＯＰ） メープル
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

171
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｃ

（ガラス） ホワイト
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

168
ＮＥＷスペース

ボード 40Ｂ

（板戸） ホワイト
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥39.500+税

165
ＮＥＷスペース

ボード 40Ａ

（ＯＰ） ホワイト
Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price

￥35.800+税

用途に合わせてリビングや洗濯機よこのランドリーラックとしても便利です。

15Ａ 15Ｂ，Ｃ 20Ａ 20Ｂ，Ｃ 25Ａ 25Ｂ，Ｃ

30Ａ 30Ｂ，Ｃ 40Ａ 40Ｂ，Ｃ

384

シークレットフラップ

40 メープル

Ｗ393ｘＤ405ｘＨ805

price   ￥30.900+税

386

シークレットフラップ

60 メープル

Ｗ593ｘＤ405ｘＨ805

price    ￥34.100+税

385

シークレットフラップ

40 ダーク

Ｗ393ｘＤ405ｘＨ805

price    ￥30.900+税

387

シークレットフラップ

60 ダーク

Ｗ593ｘＤ405ｘＨ805

price   ￥34.100+税

フラップトビラで出し入れスムーズ。

すべてのトビラにカギが付いています。

375

シークレットチェスト

30 ホワイト

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ900

price  ￥29.200+税

378

シークレットチェスト

40 ホワイト

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥33.500+税

381

シークレットチェスト

50 ホワイト

Ｗ505ｘＤ384ｘＨ900

price  ￥37.500+税

376

シークレットチェスト

30 メープル

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥29.200+税

379

シークレットチェスト

40 メープル

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥33.500+税

382

シークレットチェスト

50 メープル

Ｗ505ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥37.500+税

377

シークレットチェスト

30 ダーク

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ900

price  ￥29.200+税

380

シークレットチェスト

40 ダーク

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥33.500+税

383

シークレットチェスト

50 ダーク

Ｗ505ｘＤ384ｘＨ900

price   ￥37.500+税

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

全段カギ付なので、大切な書類の保管に。 選べる３色：ホワイト、メープル、ダーク
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175

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｓ ブラウン

Ｗ186ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥27.500+税

・本体側面/プリント化粧合板 ・引出前板/無垢材 ウレタン塗装

引出し、トビラすべてにカギを付けて、安全な生活を守ります。

ホワイト色は前面のみです。内部はダーク色。

358

シークレットボード

930 メープル

359

シークレットボード

930 ダーク

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ900

可動棚 ２枚

price  ￥18.300+税

361

シークレットボード

940 メープル

362

シークレットボード

940 ダーク

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ900

可動棚 ２枚

price  ￥21.000+税

364

シークレットボード

1230 メープル

365

シークレットボード

1230 ダーク

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ1200

可動棚 ３枚

price   ￥21.500+税

367

シークレットボード

1240 メープル

368

シークレットボード

1240 ダーク

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ1200

可動棚 ３枚

price   ￥25.200+税

370

シークレットボード

1830 メープル

371

シークレットボード

1830 ダーク

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ1750

可動棚 4枚

price  ￥29.500+税

373

シークレットボード

1840 メープル

374

シークレットボード

1840 ダーク

Ｗ400ｘＤ380ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price   ￥34.300+税

357

シークレットボード

930 ホワイト

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ900

可動棚 ２枚

price  ￥18.300+税

360

シークレットボード

940 ホワイト

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ900

可動棚 ２枚

price  ￥21.000+税

363

シークレットボード

1230 ホワイト

Ｗ305ｘＤ384ｘＨ1200

可動棚 ３枚

price   ￥21.500+税

366

シークレットボード

1240 ホワイト

Ｗ405ｘＤ384ｘＨ1200

可動棚 ３枚

price   ￥25.200+税

369

シークレットボード

1830 ホワイト

Ｗ300ｘＤ380ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price   ￥29.500+税

372

シークレットボード

1840 ホワイト

Ｗ400ｘＤ380ｘＨ1750

可動棚 ４枚

price   ￥34.300+税

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

177

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｍ ブラウン

Ｗ326ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥35.000+税

179

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｌ ブラウン

Ｗ467ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥48.200+税

181

チェストキャビネット ライン

ワイドチェスト 90 ブラウン

Ｗ910ｘＤ387ｘＨ594

price ￥78.000+税

174

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｓ ナチュラル

Ｗ186ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥27.500+税

176

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｍ ナチュラル

Ｗ326ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥35.000+税

178

チェストキャビネット ライン

ミドルチェスト Ｌ ナチュラル

Ｗ467ｘＤ387ｘＨ766

可動棚 1枚

price ￥48.200+税

180

チェストキャビネット ライン

ワイドチェスト 90 ナチュラル

Ｗ910ｘＤ387ｘＨ594

price ￥78.000+税

引出のラインを強調して、木目を生かしたキャビネットシリーズです。

かわいらしいナチュラル色と落ち着いたブラウンの2色。

大・小の引出は組み合わせて入れ替えられます。（通常下２段常備）

引出は前後に引き手がありますのでそのまま取り出して使えます。

182

オプション引出

Ｓ-ナチュラル

Ｗ140ｘＤ360ｘＨ150

price ￥5.000+税

184

オプション引出

Ｍ-ナチュラル

Ｗ280ｘＤ360ｘＨ150

price ￥6.500+税

183

オプション引出

Ｓ-ブラウン

Ｗ140ｘＤ360ｘＨ150

price ￥5.000+税

185

オプション引出

Ｍ-ブラウン

Ｗ280ｘＤ360ｘＨ150

price ￥6.500+税

可動棚をつけて、

引き出し追加で

全段チェストに

可動棚を外すと、

Ａ４サイズが入ります。
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・材質／プリント化粧合板 マット紙

突板のような質感と色合いが特徴的な高級感のあるシリーズです。

おしゃれなゴールド取っ手がアンティークの風合いを装います。

ウォールナット柄の

つや消し仕上げ

高級感のある

ゴールド取っ手

190

アイリス 60 ＦＡＸ台

Ｗ600ｘＤ350ｘＨ900

可動棚 1枚

price       ￥39.500+税

191

アイリス 45 ＦＡＸ台

Ｗ450ｘＤ350ｘＨ900

可動棚 1枚

price        ￥35.000+税

186

アイリス 60 キッチンボード

Ａタイプ

Ｗ600ｘＤ350ｘＨ1200

可動棚 4枚

price      ￥54.500+税

187

アイリス 60 キッチンボード

Ｂタイプ

Ｗ600ｘＤ350ｘＨ1200

可動棚 8枚

price      ￥60.000+税

188

アイリス 60 キャビネット

Ｗ600ｘＤ350ｘＨ900

可動棚 3枚

price      ￥44.000+税

189

アイリス 90 キャビネット

Ｗ898ｘＤ350ｘＨ900

可動棚 大3枚 小3枚

price       ￥63.000+税

・材質；プリント紙化粧合板

スリム設計の薄型書棚。

オープンとトビラタイプがあります。お部屋に合わせて選べる３色展開。

オプション サイドパネル

354 ホワイト

355 メープル

356 ダーク

Ｗ20ｘＤ390ｘＨ1800

price   ￥8.600+税

351

薄型書棚エッセ

８０トビラ ホワイト

352

薄型書棚エッセ

８０トビラ メープル

353

薄型書棚エッセ

８０トビラ ダーク

Ｗ800ｘＤ228ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price   ￥39.500+税

348

薄型書棚エッセ

８０オープン ホワイト

349

薄型書棚エッセ

８０オープン メープル

350

薄型書棚エッセ

８０オープン ダーク

Ｗ800ｘＤ210ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price    ￥26.500+税

345

薄型書棚エッセ

６０トビラ ホワイト

346

薄型書棚エッセ

６０トビラ メープル

347

薄型書棚エッセ

６０トビラ ダーク

Ｗ600ｘＤ228ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price   ￥32.500+税

342

薄型書棚エッセ

６０オープン ホワイト

343

薄型書棚エッセ

６０オープン メープル

344

薄型書棚エッセ

６０オープン ダーク

Ｗ600ｘＤ210ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price    ￥22.000+税

339

薄型書棚エッセ

４０トビラ ホワイト

340

薄型書棚エッセ

４０トビラ メープル

341

薄型書棚エッセ

４０トビラ ダーク

Ｗ400ｘＤ228ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price   ￥26.500+税

336

薄型書棚エッセ

４０オープン ホワイト

337

薄型書棚エッセ

４０オープン メープル

338

薄型書棚エッセ

４０オープン ダーク

Ｗ400ｘＤ210ｘＨ1800

可動棚 ６枚

price    ￥16.500+税
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192

アイリス スリムチェスト

30-5段

Ｗ300ｘＤ368ｘＨ969

price       ￥41.500+税

193

アイリス スリムチェスト

45-5段

Ｗ450ｘＤ368ｘＨ969

price      ￥45.800+税

195

アイリス スリムチェスト

30-6段

Ｗ300ｘＤ368ｘＨ1294

price       ￥51.500+税

194

アイリス スリムチェスト

45-6段

Ｗ450ｘＤ368ｘＨ1294

price      ￥57.300+税

引出四方組

側面アップ

196

サイドボード リーバル

75 ガラス戸 ナチュラル

丈夫なつくりの

箱組み仕様

巾木よけ加工

お部屋の巾木をよけて

壁面ぴったり収まります

197

サイドボード リーバル

75 ガラス戸 ダークブラウン

Ｗ750ｘＤ328ｘＨ860

可動棚２枚

price          ￥41.000+税

198

サイドボード リーバル

75 チェスト ナチュラル

199

サイドボード リーバル

75 チェスト ダークブラウン

Ｗ750ｘＤ328ｘＨ860

可動棚３枚

price       ￥50.000+税

200

サイドボード リーバル

115 ガラス戸 ナチュラル

201

サイドボード リーバル

115 ガラス戸 ダークブラウン

Ｗ1125ｘＤ328ｘＨ860

可動棚 大２枚 小２枚

price          ￥54.800+税

高級感のあるサイドボード。

ナチュラルとダークの２色展開。

・材質／前面；ポリエステル化粧合板

表面は高級感のあるエンボス加工

335

書棚 ８５ ダーク

Ｗ854ｘＤ300ｘＨ1354

可動棚 ４枚

price    ￥38.700+税

332

書棚 ６０ ナチュラル

Ｗ605ｘＤ300ｘＨ1354

可動棚 ２枚

price    ￥30.700+税

コンパクトサイズのロータイプ書棚。子供部屋にもピッタリ。

読みたい本が一目でわかる前面ガラス。

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板

327

ミニ書棚 ６０ダーク

Ｗ596ｘＤ300ｘＨ900

可動棚 ４枚

price      ￥24.000+税

329

ミニ書棚 ７５ ダーク

Ｗ756ｘＤ300ｘＨ900

可動棚 ４枚

price     ￥30.700+税

331

ミニ書棚 ９０ ダーク

Ｗ895ｘＤ300ｘＨ900

可動棚 ６枚

price      ￥31.800+税

326

ミニ書棚 ６０

ナチュラル

328

ミニ書棚 ７５

ナチュラル

330

ミニ書棚 ９０

ナチュラル

333

書棚 ６０ ダーク

Ｗ605ｘＤ300ｘＨ1354

可動棚 ２枚

price   ￥30.700+税

334

書棚 ８５ ナチュラル

Ｗ854ｘＤ300ｘＨ1354

可動棚 ４枚

price   ￥38.700+税

・材質；天板／前面：プリント紙化粧合板
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・前面；ホワイト／鏡面艶ありポリエステル合板

ナチュラル・ダーク／エンボス加工ポリエステル合板

転倒防止用サイドパネルの

取り付けができます。

巾木よけ加工

202

スリムキャビネット 30

ホワイト

Ｗ300ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price       ￥17.800+税

203

スリムキャビネット 30

ナチュラル

Ｗ300ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price         ￥17.800+税

204

スリムキャビネット 30

ダーク

Ｗ300ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price        ￥17.800+税

205

スリムキャビネット 60

ホワイト

Ｗ600ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price        ￥26.900+税

206

スリムキャビネット 60

ナチュラル

Ｗ600ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price       ￥26.900+税

207

スリムキャビネット 60

ダーク

Ｗ600ｘＤ200ｘＨ840

可動棚 ３枚

price        ￥26.900+税

ジョイント金具でしっかり固定 手掛けは斜めカットでスッキリ

奥行き２０ｃｍの薄型設計。単行本やＣＤ・ＤＶＤの収納に。

場所を選ばないシンプルデザインなので、

リビングや寝室、書斎や廊下にも最適です。

315

ストッカー ポルタ ３０

３ドア ブラウン

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥35.900+税

317

ストッカー ポルタ ４０

３ドア ナチュラル

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥38.500+税

・材質；プリント紙化粧合板

日ごろのストック品の収納に。

用途に合わせて３ドアと５ドアの２種類。

カラーはナチュラル・ブラウン・ブラックの３色

325

ストッカー ポルタ ４０

５ドア ブラック

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥42.600+税

321

ストッカー ポルタ ３０

５ドア ブラウン

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥40.000+税

324

ストッカー ポルタ ４０

５ドア ブラウン

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥42.600+税

323

ストッカー ポルタ ４０

５ドア ナチュラル

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥42.600+税

322

ストッカー ポルタ ３０

５ドア ブラック

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥40.000+税

320

ストッカー ポルタ ３０

５ドア ナチュラル

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥40.000+税

319

ストッカー ポルタ ４０

３ドア ブラック

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥38.500+税

318

ストッカー ポルタ ４０

３ドア ブラウン

Ｗ400ｘＤ350ｘＨ1800

price   ￥38.500+税

316

ストッカー ポルタ ３０

３ドア ブラック

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥35.900+税

314

ストッカー ポルタ ３０

３ドア ナチュラル

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ1800

price    ￥35.900+税
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ハイタイプのＴＶボード。 ダイニングやソファからの視線がちょうどいい高さです。

213

アーレス 120 ダークブラウン

Ｗ1200ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大２枚 小２枚

price       ￥54.500+税

・材質／前面；ポリエステル化粧合板

背面にはスイッチタップ

が置けます

208

アーレス 60

ホワイト

Ｗ600ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大１枚 小１枚

price       ￥38.800+税

209

アーレス 60

ダークブラウン

Ｗ600ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大１枚 小１枚

price     ￥38.800+税

210

アーレス 90 ホワイト

Ｗ900ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大２枚 小２枚

price       ￥47.400+税

211

アーレス 90 ダークブラウン

Ｗ900ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大２枚 小２枚

price       ￥47.400+税

60

90

120

内部棚板は可動式

巾木よけ加工

305
ニューコスモス940

ホワイト

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥19.500+税

・材質；プリント紙化粧合板

可動棚がたくさんあるので、細かい区分けに便利です。

オフィスはもちろん、子供部屋にも最適です。

308
ニューコスモス1830

ホワイト

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥27.800+税

311
ニューコスモス1840

ホワイト

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥32.400+税

309
ニューコスモス1830

メープル

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥27.800+税

310
ニューコスモス1830

ダーク

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥27.800+税

312
ニューコスモス1840

メープル

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥32.400+税

313
ニューコスモス1840

ダーク

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ1750

可動棚 １６枚

price ￥32.400+税

303
ニューコスモス930

メープル

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥16.400+税

304
ニューコスモス930

ダーク

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥16.400+税

306
ニューコスモス940

メープル

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥19.500+税

307
ニューコスモス940

ダーク

Ｗ406ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥19.500+税

302
ニューコスモス930

ホワイト

Ｗ306ｘＤ362ｘＨ900

可動棚 ８枚

price ￥16.400+税

212

アーレス 120 ホワイト

Ｗ1200ｘＤ400ｘＨ740
可動棚 大２枚 小２枚

price       ￥54.500+税
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・材質【ナチュラル】天板／前面；アルダー無垢材

【オ ー ク】天板／前面；アッシュ無垢材

奥行き２８．３ｃｍの薄型リビングボード 開閉時にも場所をとらない引き戸式です。

・材質 プリント紙化粧合板

・前面 ガラス引き戸

前面ガラスのスッキリとした薄型キャビネット。縦方向に連結可能。 並列置きで収納力ＵＰ。

218

飾棚120ムーディ ナチュラル

Ｗ1202ｘＤ282ｘＨ705 可動棚 ４枚

price        ￥99.800+税

216

飾棚90ムーディ ナチュラル

Ｗ902ｘＤ282ｘＨ705 可動棚 ２枚

price       ￥81.000+税

214

飾棚75ムーディ ナチュラル

Ｗ752ｘＤ282ｘＨ705 可動棚 ２枚

price      ￥71.500+税

215

飾棚75ムーディ オーク

217

飾棚90ムーディ オーク
219

飾棚120ムーディ オーク

・前面；ポリエステル合板

フローリングの掃除用品やモップなどの家事道具の収納に。

293
収納庫クリーナー２０

ホワイト

Ｗ200ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
ｐｒｉｃｅ

￥19.500+税

296
収納庫クリーナー３０

ホワイト

Ｗ300ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥22.300+税

299
収納庫クリーナー４０

ホワイト

Ｗ400ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥26.000+税

294
収納庫クリーナー２０

メープル

Ｗ200ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥19.500+税

297
収納庫クリーナー３０

メープル

Ｗ300ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥22.300+税

300
収納庫クリーナー４０

メープル

Ｗ400ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥26.000+税

295
収納庫クリーナー２０

ブラウン

Ｗ200ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
ｐｒｉｃｅ

￥19.500+税

298
収納庫クリーナー３０

ブラウン

Ｗ300ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥22.300+税

301
収納庫クリーナー４０

ブラウン

Ｗ400ｘＤ375ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚
price

￥26.000+税

この部分は前方のみ

固定棚があります。

後の空間部に

棚板を設置し

フラットにもできます。

モップなどの長ものは

取り外して収納できます。

221

薄型収納ケース 45 メープル
222

薄型収納ケース 45 ダーク

Ｗ450ｘＤ200ｘＨ800

可動棚 ２枚

price    ￥16.600+税

223

薄型収納ケース 60 ホワイト
225

薄型収納ケース 60 ダーク

Ｗ600ｘＤ200ｘＨ800

可動棚 ２枚

price      ￥19.500+税

226

薄型収納ケース 75 ホワイト
227

薄型収納ケース 75 メープル

Ｗ750ｘＤ200ｘＨ800

可動棚 ４枚

price      ￥22.900＋税

220

薄型収納ケース 45 ホワイト

224

薄型収納ケース 60 メープル

228

薄型収納ケース 75 ダーク

45

60

75

上下連結できます
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232

マーガレット リビング９０

Ｗ892ｘＤ370ｘＨ910
可動棚 大３枚 小３枚

price      ￥108.000+税

231

マーガレット リビング60

Ｗ598ｘＤ370ｘＨ910
可動棚 ３枚

price     ￥71.200+税

230

マーガレット リビング45

Ｗ444ｘＤ370ｘＨ910
可動棚 ３枚

price     ￥49.000+税

229

マーガレット リビング３０

Ｗ304ｘＤ370ｘＨ910
可動棚 ３枚

price     ￥42.000+税

233

マーガレット

３０－６段（91Ｈ）

Ｗ304ｘＤ370ｘＨ910

price   ￥50.300+税

・材質；前面／天板：アッシュ無垢材

無垢材使用の高級感のあるりリビングボード。

風格のあるデザインと色合いで和室でもマッチします。

234

マーガレット

４５－６段（91Ｈ）

Ｗ444ｘＤ370ｘＨ910

price   ￥61.800+税

287
ルームクリーン

ミドルタイプ ホワイト

Ｗ450ｘＤ444ｘＨ1565

可動棚 ２枚

price     ￥41.500+税

288
ルームクリーン

ミドルタイプ ナチュラル

Ｗ450ｘＤ444ｘＨ1565

可動棚 ２枚

price      ￥41.500+税

289
ルームクリーン

ハイタイプ ホワイト

Ｗ450ｘＤ444ｘＨ1800

可動棚 ２枚

price     ￥43.500+税

290
ルームクリーン

ハイタイプ ナチュラル

Ｗ450ｘＤ444ｘＨ1800

可動棚 ２枚

price     ￥43.500+税

291
クリーンＢＯＸ４５

ホワイト

Ｗ450ｘＤ376ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚 フック１個付

price         ￥37.200+税

292
クリーンＢＯＸ４５

ダーク

Ｗ450ｘＤ376ｘＨ1750
可動棚 大３枚 小１枚 フック１個付

price        ￥37.200+税

・前面；ポリエステル合板

掃除機やモップ、その他のお掃除用品の収納に。

内部に引出が付いていますので、小物類のお片づけに。

上部固定棚の奥の棚板をはずせば、

158ｃｍまでのモップなどの長尺物が

収納できます。

◆棚板別売 ￥705（税込）/１枚

・前面；ポリエステル合板

ホースをつけたままの掃除機もラクラク収納できます。

238

エトワール45

（板戸） 115Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ1147

可動棚 ５枚

price     ￥40.400+税

239

エトワール45

（ガラス戸） 115Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ1147

可動棚 ３枚

price      ￥45.800+税

240

エトワール45

（チェスト） 115Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ1147 

price      ￥59.800+税

天然木のぬくもりをそのままに、安らぎをお部屋に与えます。

幅433ｍｍのスリムさが特徴的です。

・材質；前面：アルダー無垢材

235

エトワール45

（板戸） 75Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ749

可動棚 ３枚

price        ￥29.200+税

236

エトワール45

（ガラス戸） 75Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ749

可動棚 ２枚

price       ￥33.200+税

237

エトワール45

（チェスト） 75Ｈ

Ｗ443ｘＤ364ｘＨ749

price       ￥42.000+税



3025

・材質；前面／天板：アッシュ無垢材

スリムタイプの家具調仏壇。マンションなどにオススメです。

243

モダンメモリアルケース

４３０Ｈ オーク

Ｗ410ｘＤ350ｘＨ432

price      ￥37.000+税

244

モダンメモリアルケース

４３０Ｈ ダーク

Ｗ410ｘＤ350ｘＨ432

price       ￥37.000+税

241

モダンメモリアルケース

１２００Ｈ オーク

Ｗ410ｘＤ350ｘＨ1200

可動棚 2枚

price      ￥67.800+税

242

モダンメモリアルケース

１２００Ｈ ダーク

Ｗ410ｘＤ350ｘＨ1200

可動棚 2枚

price       ￥67.800+税

245

メモリークイーン Ａタイプ

Ｗ353ｘＤ347ｘＨ570

可動棚 2枚

price      ￥27.000+税

246

メモリークイーン Ｂタイプ

Ｗ353ｘＤ347ｘＨ570

可動棚 2枚

price ￥27.000+税

リビングにも置ける愛らしいフォルム。 天飾りは取り外しできます

・材質；前面／天板：アッシュ無垢材

スライド式

経机付き

・前面／天板：ラバーウッド無垢材

282

マキシム

ナイトテーブル

Ｗ380ｘＤ375ｘＨ485

price   ￥25.800+税

281

マキシム

サイドテーブル

Ｗ428ｘＤ375ｘＨ610

price         ￥20.800+税

アンティーク風な仕上りが特徴的なシリーズです。

283
ママの机 ７０Ｈ

ナチュラル

Ｗ660ｘＤ353ｘＨ700

price

￥62.000+税

284
ママの机 ７０Ｈ

オーク

Ｗ660ｘＤ353ｘＨ700

price

￥62.000+税

285
ママの立机 ９０Ｈ

ナチュラル

Ｗ660ｘＤ353ｘＨ910
可動棚 大２枚
price

￥62.700+税

286
ママの立机 ９０Ｈ

オーク

Ｗ660ｘＤ353ｘＨ910
可動棚 大２枚
price

￥62.700+税

・材質【ナチュラル】天板／前面；アルダー無垢材

【オ ー ク】天板／前面；アッシュ無垢材

アイロン掛けや家計簿付けに。
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247

メモリーキャビネット

４４Ｈ（トビラ）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ440

可動棚 １枚

price      ￥43.500+税

248

メモリーキャビネット

90Ｈ（トビラ）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ900

可動棚 2枚

price      ￥59.500+税

249

メモリーキャビネット

４４Ｈ（2段引出）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ440

price       ￥35.800+税

250

メモリーキャビネット

90Ｈ（5段引出）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ900

price       ￥63.800+税

251

メモリーキャビネット

114Ｈ（トビラ・2段引出）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ1143

可動棚 ２枚

price      ￥79.800+税

扉内部は

Ｗ545ｘＤ403ｘＨ665まで
収納できます

252

メモリーキャビネット

160Ｈ（2枚トビラ）

Ｗ593ｘＤ403ｘＨ1603

可動棚 ４枚

price       ￥105.000+税

上扉内部は

Ｗ545ｘＤ365ｘＨ665まで
収納できます

・材質；前面：アッシュ無垢材

仏壇置きタイプと仏壇収納タイプ。

インテリア性の高い高級天然木仕上げ。

オープン時

棚板も取り付けできます。

279

サイドテーブル ティーブレイク

ナチュラル

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥25.800+税

280

サイドテーブル ティーブレイク

ダーク

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥25.800+税

キャスター付で移動もラクラク！

手軽にティータイムが楽しめます。

・前面／天板：アルダー無垢材

Ａ・天板：突板合板 無垢材 ウレタン塗装

・本体：プリント化粧合板

Ｂ・天板：突板合板 ウレタン塗装

・本体：プリント化粧合板

Ｃ・天板/前板：オーク無垢材 ウレタン塗装

・本体：プリント化粧合板

美しい木目を生かした塗装で高級感のある

サイドテーブルシリーズです。

273

サイドテーブル プレミア Ａ

ナチュラル

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥23.000+税

274

サイドテーブル プレミア Ａ

ダークブラウン

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥23.000+税

275

サイドテーブル プレミア Ｂ

ナチュラル

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥23.000+税

276

サイドテーブル プレミア Ｂ

ダークブラウン

Ｗ400ｘＤ400ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥23.000+税

277

サイドテーブル プレミア Ｃ

ナチュラル

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥27.500+税

278

サイドテーブル プレミア Ｃ

ダークブラウン

Ｗ300ｘＤ350ｘＨ610

キャスター付き

price       ￥27.500+税

フラップトビラとブックスペースあり

引出付き
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265

和風ナイトボックス（引出）

Ｗ770ｘＤ220ｘＨ220

price     ￥20.000+税

266

和風ナイトボックス（トビラ）

Ｗ770ｘＤ220ｘＨ220

price     ￥30.300+税

和式布団の枕元に置くと便利です。

・材質；前面／天板：アッシュ無垢材

・材質；前面／天板：アッシュ無垢材

木目を活かした高級感のあるスリムシリーズです。

リビングや和室にも調和します

253

リリー 915-7

チェスト

Ｗ154ｘＤ370ｘＨ900

price ￥43.800+税

254

リリー 920-7

チェスト

Ｗ204ｘＤ370ｘＨ900

price  ￥46.700+税

255

リリー 925-7

チェスト

Ｗ254ｘＤ370ｘＨ900

price ￥49.000+税

256

リリー 930-7

チェスト

Ｗ304ｘＤ370ｘＨ900

price  ￥52.000+税

257

リリー 915

ガラス戸 リビング

Ｗ154ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥30.700+税

258

リリー 920

ガラス戸 リビング

Ｗ204ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥33.200+税

259

リリー 925

ガラス戸 リビング

Ｗ254ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥35.800+税

260

リリー 930

ガラス戸 リビング

Ｗ304ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥38.300+税

261

リリー 915

板戸 リビング

Ｗ154ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥33.800+税

262

リリー 920

板戸 リビング

Ｗ204ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥36.400+税

263

リリー 925

板戸 リビング

Ｗ254ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥38.900+税

264

リリー 930

板戸 リビング

Ｗ304ｘＤ370ｘＨ900

可動棚 ２枚
price

￥41.500+税

271

ピコ センターワゴン

ナチュラル

Ｗ622ｘＤ432ｘＨ443

キャスター付き

price      ￥37.500+税

272

ピコ センターワゴン

オーク

Ｗ622ｘＤ432ｘＨ443

キャスター付き

price      ￥37.500+税

・材質【ナチュラル】天板／前面；アルダー無垢材

【オーク】 天板／前面；アッシュ無垢材

木目の高級感が特徴的なキャスター付ワゴン。

サイドテーブルとしても最適です。

・天板：突板合板 ウレタン塗装

・本体：プリント紙化粧合板

ソファーサイドやテーブル脇のちょっとした収納に最適です。

雑誌や新聞などの整理に。

267

サイドボックス ジョイス ナチュラル

Ｗ600ｘＤ250ｘＨ450

キャスター付き

price      ￥25.000+税

268

サイドボックス ジョイス ダークブラウン

Ｗ600ｘＤ250ｘＨ450

キャスター付き

price      ￥25.000+税

・天板：突板合板 ウレタン塗装

・本体：プリント紙化粧合板・集成無垢材

269

センターテーブル ポピー ナチュラル

Ｗ600ｘＤ400ｘＨ420

キャスター付き

price      ￥35.000+税

270

センターテーブル ポピー ダークブラウン

Ｗ600ｘＤ400ｘＨ420

キャスター付き

price      ￥35.000+税

木目の美しい突板材と無垢材を合わせ高級感のあるテーブルです。

可動式のトレー付き

引き出し付き


