レトロな雰囲気な
ハイバックソファー

■座り心地の良い S バネ＋ポケットコイル
■カラーはグレーとブラックの２色対応
■右カウチ、左カウチが選べます

33

落ち着いたナチュラル × ブラックの
組み合わせのシンプルなローボード

34

b.２Ｐソファー

Ｗ115×Ｄ83×Ｈ90（４１）
cm

Ｗ64×Ｄ83×Ｈ90（４１）
cm

カラーはブラウンとナチュラルの２色
引出しはフルオープンレール付
※サイズ違い（W180ｃｍ）あります
44,800円（ 税込）

カラーはブラウンとナチュラルの２色
※サイズ違い（W180ｃｍ）あります
（両サイドに引出し付）
34,800円（税込）

※丈夫なＳバネ仕様

a.１Ｐソファー

ブラックアイアン脚付のおしゃれな
ブルックリンスタイル

35

ＴＶボード

ＴＶボード

24,800 円（税込）

34,800 円（税込）

Ｗ140×Ｄ40×Ｈ30cm

19,800 円（税込） 24,800 円（税込）

Ｗ150×Ｄ45×Ｈ41cm

背はふんわりとしたシリコンフィル入り
座面はポケットコイル＋S バネ仕様

32 カウチソファー

36

Ｗ208×Ｄ147（90）
×Ｈ95
（４2）
cm

69,800 円（税込）

37

カウチソファー

３P ソファー

39,800 円（税込）

39,800 円（税込）

Ｗ191×Ｄ135×Ｈ80
（43）cm

S バネとポケットコイルを組み合わせたかけ心地の良いソファーです。
選べる５色・３サイズ

選べる２色

Ｗ177×Ｄ83×Ｈ80
（41）cm

ブラウン アイボリー

背には羽毛のようなシリコンフィル
を使用

38

40 ３P ソファー

a.２P ソファー

Ｗ145×Ｄ96×Ｈ95（40）cm

44,800 円（税込）

b.２.5P ソファー

Ｗ175×Ｄ96×Ｈ95（40）cm

49,800

Ｗ202×Ｄ90×Ｈ81
（43）
cm

c. スツール

d.３P ソファー

Ｗ75×Ｄ55×Ｈ40cm

11,000

円（税込）

39

a.２P ソファー

Ｗ194×Ｄ96×Ｈ95（40）cm

54,800

円（税込）

Ｗ145×Ｄ96×Ｈ95（40）
Ｗ131×Ｄ86×Ｈ96
（42）
cm

46,800

円（税込）

円（税込）

重厚感ある
本格派ソファー

美しいフォルムとラグジュ
アリーな座り心地

b. スツール

13,000

99,800 円（税込）

ｃ.３P ソファー

Ｗ75×Ｄ55×Ｈ40cm
Ｗ52×Ｄ52×Ｈ42cm

Ｗ173×Ｄ86×Ｈ96（42）cm

円（税込）

54,800

ホワイトオーク無垢材とブラックスチールの
丈夫でおしゃれなコンビネーション

円（税込）

最高品質のソファーに電動
リクライニング機能を兼ね
備えた理想型

44

デスク

Ｗ120×Ｄ50×Ｈ74cm

41

42

32,800 円（税込）

Ｗ192×Ｄ89×Ｈ93（42）cm

Ｗ195×Ｄ89×Ｈ88（40）cm

2.5P 電動
リクライニングソファー

3P ソファー

118,000 円（税込）

チェアとベンチはドライクリーニング
可能なカバーリングタイプ。ベンチを
使わない時はテーブルの下に収納可能

天板はお手入れしやすいウレタン塗装

イスの単品売りもできます。
（税込）
１脚 6,400円

128,000 円（税込）

Ｗ195×Ｄ89×Ｈ88（40）
Ｗ196×Ｄ97×Ｈ95
（46）cm

選べる 3 色 2 タイプ

■カラーはナチュラル・ウォルナット・ホワイトの 3 色
■最下段の引出しはフルオープンレール付
奥のものまで楽に取り出せます

ロッキング機能付き
ハイバックタイプ
カラーは
ブラウンと
キャメルの
２色対応

43

２.5 P ソファー

夏でもむれない
メッシュタイプ

チェア

Ｗ45×Ｄ50×Ｈ71
（43）cm

198,000 円（税込） 14,400

大型レンジ対応の日本製の
オープンボード

円（税込）

45

デスクチェア

Ｗ41×Ｄ56×Ｈ84〜94
（41〜50）cm

46

デスクチェア

Ｗ63×Ｄ63×Ｈ107〜115
（44 〜52）cm

3,980円（税込）11,000 円（税込）

選べる２色

ホワイト

ブラウン

50

47

ダイニング５点セット

48

Ｗ120×Ｄ75×Ｈ70cm

39,800

伸長式ダイニング4点セット

Ｗ120（150）×Ｄ80×Ｈ70cm

59,800 円（税込）

49

Ｗ120×Ｄ50×Ｈ193cm

Ｗ90×Ｄ42×Ｈ83cm

Ｗ119×Ｄ42×Ｈ83cm

チェアは回転式タイプだから
出入りがラクラク♪

29,800 円（税込） 34,800円（税込）

51

ダイニング 5 点セット
Ｗ150×Ｄ80×Ｈ70cm

78,000 円（税込）

背もたれが広く、ゆったり寛げます
55
ダイニング 4 点セット

チェア・ベンチは4色
オレンジ・グリーン
ブルー・グレー

Ｗ140×Ｄ80×Ｈ70cm

■チェアは出入りが楽な回転式タイプと固定式タイプも選べます
■塗装色はブラウン色とナチュラル色の 2 色対応

49,800 円（税込）

無垢材の質感を活かしたダイニングセット

オーク無垢材の風合いが生きる
北欧風ダイニング

54

53
ダイニング 4 点セット

ブラウン色
もあります

ダイニング 4 点セット
Ｗ135×Ｄ75×Ｈ70cm

56
ダイニング6 点セット

89,800 円（税込）

Ｗ140×Ｄ80×Ｈ70cm

69,800 円（税込）
強化シート貼りの丈夫で
シンプルなフレーム
（ボンネルマットレス付）

Ｗ180×Ｄ90×Ｈ69cm

フレンチカントリーな可愛いフレームと
寝心地の良いポケットコイルマットレスを
組み合わせました

LED ライト付・コンセント付
（ポケットコイルマットレス付）

（ポケットコイルマットレス付）

58

59

a.シングルベッド ｂ.セミダブルベッド
Ｗ98×L203×Ｈ76cm

Ｗ140×Ｄ50×Ｈ193cm

69,800円（税込） 79,800円（税込）

a. キッチンカウンター ｂ. キッチンカウンター

49,800 円（税込）

普段はコンパクトに、人数が増えたら
ワイドに

52
伸長式ダイニング 4 点セット

選べる２色

Ｗ90〜120×Ｄ70×Ｈ70cm

円（税込）

a.120 キッチンボード a.140 キッチンボード

Ｗ121×L203×Ｈ76cm

Ｗ99×L210×Ｈ84（25）cm

Ｗ122×L210×Ｈ84（25）cm

シングルベッド

Ｗ105×L211×Ｈ82cm

■ LED ライト付
■コンセント付
■ 日本製ポケットコイルマットレス付
■ 引出し付

Ｗ98×L205×Ｈ74（45）cm

コイル数：450

Ｗ121×L205×Ｈ74（45）cm

■ 線径 2.0mm
■並行配列

63 ポケットコイルマットレス（厚み 16cm）
シングル

セミダブル

コイル数：570

ダブル

コイル数：660

67 日本製ポケットコイルマットレス付ベッド

64 ポケットコイルマットレス（厚み 19cm）
シングル

コイル数：450

セミダブル

コイル数：570

ダブル

コイル数：660

19,800円 24,800円 29,800円 24,800円 29,800円 34,800円
（税込）

（税込）

（税込）

■ 線径 1.9mm
■5.7 インチ並行配列

※ホテル仕様のダブルクッションタイプ

２台で

Ｗ98×L201×Ｈ85（50.5）cm×２台

S + SD

200,000円（税込） SD + SD

118,000円（税込）

64,800 円（税込）76,800円（税込）

■ 線径 2.0mm
■並行配列

62 シングルベッド 2 台セット サイズ違いセット

Ｗ180×Ｄ90×Ｈ70cm

a.シングルベッド ｂ.セミダブルベッド

32,800 円（税込）42,800円（税込） 44,800 円（税込）54,800円（税込） 49,800 円（税込）
一流ホテルの寝心地を
ご家庭でお楽しみください

99,800 円（税込）

61

60

a.シングルベッド ｂ.セミダブルベッド

57
ダイニング7 点セット

（税込）

（税込）

64,800 円（税込）69,800 円（税込） 89,800 円（税込）
76,800 円（税込）81,800 円（税込） 99,800 円（税込）

（税込）

■ 線径 1.9mm
■6.7 インチ交互配列
■表裏でお好みの固さを選べます

【日本製】

65 ポケットコイルマットレス（厚み 23cm）

【日本製】

66 ポケットコイルマットレス（厚み 27cm）

シングル
セミダブル
ダブル
220,000円（税込） シングル セミダブル ダブル
240,000円（税込） 39,800円 44,800円 49,800円 59,800円 64,800円 74,800円
コイル数：480

（税込）

コイル数：600

（税込）

コイル数：720

（税込）

コイル数：616

（税込）

コイル数：756

（税込）

コイル数：896

（税込）

南魚沼市・湯沢町・魚沼市
小千谷市・十日町市・津南町

※チラシ表示価格はすべて消費税込価格となります。

