
クラージュライフデザイン

※チラシ表示価格はすべて消費税込価格となります。■十日町市プレミアム商品券もご利用いただけます。

立ち座りが楽なハイタイプ。立ち座りが楽なハイタイプ。

夏場はダイニングとして
お使いいただけます。

大人気の円形こたつ！

夏場はダイニングとして
お使いいただけます。

一枚板のような風合のこたつ
　　天板は天然木ウォールナット突板仕様

120 こたつ
（600W手元コントローラー付）
W120×D80×H36（+5）cm

一枚板のような風合のこたつ
　　天板は天然木ウォールナット突板仕様

大人気の円形こたつ！
しじら織のロングセラーの和モダン
こたつ布団、天板は天然木タモ突板仕様

ハイタイプこたつ 6 点セット
（600W 手元コントローラー付）

しじら織のロングセラーの和モダン
こたつ布団、天板は天然木タモ突板仕様

コンパクトながら高級感ある
　　　　2トーンカラーのこたつ

10,000
W240×D190cm
こたつ掛布団

コンパクトながら高級感ある
　　　　2トーンカラーのこたつ

掛布団は手触りの良い
フランネルを使用
掛布団は手触りの良い
フランネルを使用

W135×D85×H67cm

ハイタイプこたつ 6 点セット
（600W 手元コントローラー付）

　　120 こたつ
（600W手元コントローラー付）
W105×D75×H36（+5+5）cmW120×D80×H36（+5+5）cm

11　　120 こたつ
（600W手元コントローラー付）

99,800円（税込）円（税込）

39,800円（税込）

円（税込）

18,000円（税込）
38,800円（税込）

19,800

39,800円（税込）

29,800

120 こたつ
（600W手元コントローラー付）
W120×D80×H36（+5）cm

29,800円（税込）円（税込）

18,000円（税込）21,000
サイズ違い

サイズ違い

W285×D205cm
W246×D205cm
こたつ掛布団
W246×D205cm
こたつ掛布団
（105・120こたつ用）（105・120こたつ用）

10,000円（税込）10,000円（税込）
こたつ掛布団
W240×D190cmW240×D190cm
こたつ掛布団

20,000円（税込）
掛W245×D205cm
敷W240×D190cm

こたつ布団掛敷セットこたつ布団掛敷セット

①デ ス ク

円（税込）

掛W225φcm
敷W190×D190cm

こたつ布団掛敷セット 105 円形こたつ
（600W手元コントローラー付）

16,00016,000円（税込）
掛W225φcm
敷W190×D190cm

こたつ布団掛敷セット

円（税込）

W105×D75×H36（+5+5）cmW120×D80×H36（+5+5）cm

120 こたつ
（600W手元コントローラー付）
W120×D80×H36（+5）cm

120 こたつ
（600W手元コントローラー付）

150こたつ

44,800円（税込）
W150×D90×H36（+5）cm

W120×D90×H71

52,800

サイズ違い 105 こたつ
W105×D75×H36（+5）cm

26,800円（税込）
サイズ違い 120 こたつ
W120×D80×H36（+5）cm

22,800円（税込）

サイズ違い 150 こたつ
W150×D90×H36（+5+5）cm

44,800円（税込）

W120×D80×H36（+5）cm

105 円形こたつ
（600W手元コントローラー付）

38,800円（税込）
W105φ×H37（+5）cm

天板は丈夫なUV塗装天板は丈夫なUV塗装

150こたつ用

10,000円（税込）円（税込）
W240×D190cm
こたつ掛布団

23,000

サイズ違い
掛W285×D205cm
敷W270×D190cm

150こたつ用

本日より１１/7［MON］まで
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14

19,800
W105×D75×H36（+5）cm

105 こたつ
（中間スイッチ付）
105 こたつ
（中間スイッチ付）

10

W105×D75×H36（+5）cm

円（税込）円（税込）

円（税込）

温もりある天然木をふんだんに使用した
ナチュラルシリーズ。

NATURAL SIGNATURE

4,980
スツール
Ｗ45×Ｄ32×Ｈ45cm

26,800スイングデスク
Ｗ120×Ｄ45×Ｈ73cm

13,800

円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）円（税込）

円（税込）3,850

円（税込）6,490

円（税込）23,100

円（税込）26,400

円（税込）

円（税込）

28,600

キッズデスクセット
Ｗ60×Ｄ50×Ｈ47cm
イス高さ３０ｃｍ

デスクとチェア
は継脚式で

高さを２段階に
調整できますデスクとチェア
は継脚式で

高さを２段階に
調整できます

※イスは別売です。※イスは別売です。

円（税込） 円（税込）

13,000円（税込）
②ワゴン W40×D40×H49 10,800円（税込）
③フリーラック W40×D40×H169 15,800円（税込）
④ハンガーラック W40×D40×H169 13,000円（税込）
⑤ハンガーラック W80×D40×H169 19,800円（税込）
⑥オープンシェルフ W85×D40×H169 26,800円（税込）
⑦TVボード W150×D30×H40 23,800円（税込）
⑧オープンシェルフ W85×D30×H84 15,800円（税込）
⑧センターテーブル W80×D45×H40 11,800円（税込）
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選べる２色

ナチュラル ブラウン

選べる２色

ナチュラル ブラウン

選べる２色

ナチュラル ブラウン

選べる２色

ナチュラル ブラウン

W135×H195cm

※ホットカーペットカバー対応

※ホットカーペットカバー対応

ベルギー製ラグ

円（税込）16,500

W140×H200cm
ベルギー製ラグ

円（税込）19,800

リビングで際立つ
ウッド調＆アイアンの収納壁面すらっと

 整う収納家具

リビングで際立つ
ウッド調＆アイアンの収納壁面すらっと

 整う収納家具

円（税込）3,190

円（税込）

円（税込）

4,940

円（税込）8,690

後に大きく
広がって大切なバッグ

を濡らしません！

UNISEXバックプロテクトアンブレラ
（晴雨兼用）親骨部60cm伸長部75cm

グロッサリートートバッグ（ポーチ付）
W45×D17×H37cm（本体）

3,190
グロッサリートートバッグ（単品）
W45×D17×H37cm（本体）

ORIGINALS LOW CUT
スムースレザー（21.5～ 29cm）

L.L.Bean シャミーシャツ
M・L

ORIGINALS
スムースレザー（21.5～ 29cm）

CLASSICS
ヌバックオイルレザー
（23～28cm）

L.L.Bean オリジナル
ボート・アンド・トートバッグ続々入荷中！

gymmaster
２WAY ショールカラーシャツ
M・L・XL

折り畳みタイプ
（晴雨兼用）親骨部55cm伸長部70cm

864
おいしいハーブティフルーツティセットCi・Ru
　各3種×2包（6包入）

ギフトに
最適！

数量
限定

人気
商品

ハーブ本来の風味にフルーツのフレーバーを加え
飲みやすく、美味しさを追求したハーブティ。

おいしいハーブティが絵本になりました。雨の日が楽しく思える傘

313

オーサワ
玄米粉パンケーキミックス
北海道産大豆粉・国産玄米粉使用
　（砂糖・卵・乳製品・小麦不使用）

ふっくら優しい味わい。 暮らしをちょっと楽しくしてくれる小物たち

200g

1,100 1,980

1,100

935

440

マグカップ
300㎖（美濃焼）
ハナ・トリ

カレーパスタ皿
21.7φ（美濃焼）
　ハナ・トリ

770990
プレート
16.6φ（美濃焼）
ハナ・トリ

箸
約23cm（天然木）
ハナ・トリ

プレイスマット
44cm×33cm
ハナ・トリ

ロングプレイスマット
130cm×33cm
ハナ・トリ

コースター
10.5cm×10.5cm
ハナ・トリ

北欧のヴィンテージにかわいいのエッセンスを
プラスした雑貨「Kukka Lokki」

軽い
うつわ

軽い
うつわ

軽い
うつわ

Since1909 コットン裏起毛
長袖カットソーカーディガン
バスト112cm着丈60cm

細コール
セミワイドフレアパンツ
S・M・L・LL

3,190 円（税込）4,980

コーディネイトしやすい秋のアイテム 脚のラインを細見えしたい！

２WAYの襟が楽しめるショールカラーシャツ

頑丈さとベーシックな美しさが
人気の理由。

「丈夫なフランネルの代名詞」伝統のシャツ。

ファッション性・機能性と軽さを
備えた全天候サイドゴアブーツ。

ブラウン

カーキ

ブラック カラーも豊富

オーストラリア・タスマニア島
生れの老舗ブランド

large medium small

スリッポン感覚のショートブーツ

やわらかな着心地
と包容力、着回し
抜群！

セミワイド×フレア
シルエットなら、脚長
効果で細見えしながら
下半身カバーまで叶う
欲張りなデザイン！
ワイドパンツに比べて
裾幅はやや細めの微フ
レアシルエット。


