
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。 ※納品時に、ご不要な家具の引き取りも承ります。（有料）

水曜日定休

※15,000円（税込）以上の商品に限ります。

■線径1.9mm
■5.7インチ並行配列

ポケットコイルマットレス（厚み23cm）
【日本製】

■線径1.9mm
■5.7インチ並行配列

■線径2.0mm
■並行配列
■線径2.0mm
■並行配列

ポケットコイルマットレス（厚み19cm） ポケットコイルマットレス（厚み23cm）
【日本製】

29,800円 34,800円 39,800円
シングル セミダブル ダブル
コイル数：450 コイル数：570 コイル数：660

44,800円 49,800円 54,800円
シングル セミダブル ダブル
コイル数：480 コイル数：600 コイル数：720
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人にも環境にもやさしい天然繊維のカーテンから、防炎
遮光機能付カーテン。高品質なブラインド・ロールスク
リーンなど、窓に合わせてお作りいたします。

マットレス単体も豊富な品揃えの中からお選びいただけます。

シンプルでスタイリッシュなTVボード
選べる２色
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59,800円（税込） 69,800円（税込）円（税込）16,000円（税込）
Ｗ145×Ｄ96×Ｈ95（40）cmＷ131×Ｄ86×Ｈ96（42）cm
２Pソファー２Pソファー

Ｗ75×Ｄ55×Ｈ40cmＷ52×Ｄ52×Ｈ42cm
スツールスツール

Ｗ173×Ｄ86×Ｈ96（42）cmＷ173×Ｄ86×Ｈ96（42）cm
３Pソファー３Pソファー

背には羽毛のようなシリコンフィル
を使用

Ｗ160×Ｄ95×Ｈ95（38）cm
2.5Pソファー（木部オーク材）

109,800円（税込）99,800円（税込）
Ｗ160×Ｄ95×Ｈ95（38）cm
2.5Pソファー（木部オーク材）
37

99,800 円（税込）
Ｗ160×Ｄ95×Ｈ95（38）cm
2.5Pソファー（木部ウォールナット材）
Ｗ160×Ｄ95×Ｈ95（38）cm
2.5Pソファー（木部ウォールナット材）
38

木部は高級ホワイトオーク材を使用し、座には
Pコイルとフェザーを使い、座りごこち抜群！

モダンな空間を演出してくれるダイニングセット

木部は高級ホワイトオーク材を使用し、座には
Pコイルとフェザーを使い、座りごこち抜群！

木部は高級ウォールナット材を使用し、背座は
カバーリング式でドライクリーニング可能！

クッションは
4色から選べます

アイボリー ブラウン ネイビーカーキ

気分はファーストクラス！張地は革のような風合を持つ
　　　　　　　　　　　新素材「レザーファブリック」を使用。
気分はファーストクラス！張地は革のような風合を持つ
　　　　　　　　　　　新素材「レザーファブリック」を使用。

モーターは信頼の
ドイツOKIN社製
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Ｗ158×Ｄ95×Ｈ99（SH43）cmＷ158×Ｄ95×Ｈ99（SH43）cm
２P電動ソファー２P電動ソファー

３P電動ソファー（W200mm）

【別売】コンソールボックス

※サイズ違い

Ｗ32×Ｄ82×Ｈ60cm

22,000円（税込）

108,000円（税込）円（税込）円（税込）98,00098,000
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29,800円（税込） 円（税込）39,800円（税込）
Ｗ98×L203×Ｈ76cm
a.シングルベッド
Ｗ98×L203×Ｈ76cm
a.シングルベッド

39,80049,800円（税込）
Ｗ121×L203×Ｈ76cm
ｂ.セミダブルベッド
Ｗ121×L203×Ｈ76cm
ｂ.セミダブルベッド

（ボンネルマットレス付）

強化シート貼りの丈夫で
シンプルなフレーム
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）
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44,80054,800円（税込）円（税込）
Ｗ99×L210×Ｈ84（25）cm
a.シングルベッド
Ｗ99×L210×Ｈ84（25）cm
a.シングルベッド

64,80064,800円（税込）円（税込）
Ｗ122×L210×Ｈ84（25）cm
ｂ.セミダブルベッド
Ｗ122×L210×Ｈ84（25）cm
ｂ.セミダブルベッド
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59,800円（税込）
Ｗ105×L211×Ｈ82cm
シングルベッド

59,800円（税込）
Ｗ105×L211×Ｈ82cm
シングルベッド

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

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
（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）

220,000円（税込）
240,000円（税込）
260,000円（税込）

Ｗ98×L201×Ｈ85（50.5）cm×２台
60シングルベッド2台セット

２
台
で

サイズ違いセット
+

+

S SD

SDSD

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

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

（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）
LEDライト付・コンセント付LEDライト付・コンセント付

小物がおける棚・LEDライト付・コンセント付 小物がおける棚・LEDライト付・コンセント付

スマホを充電できる便利な
チョイ棚付
スマホを充電できる便利な
チョイ棚付

ハード・ソフト選べる
ポケットコイルマットレス付
ハード・ソフト選べる
ポケットコイルマットレス付

LEDライト付・コンセント付LEDライト付・コンセント付
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49,800円（税込）59,800円（税込）
Ｗ98×L202×Ｈ83cmＷ98×L202×Ｈ83cm
a.シングルベッドa.シングルベッド
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139,800139,800円（非課税）
154,800円（非課税）

Ｗ102×L204×Ｈ83cm
介護支援ベッド
Ｗ102×L204×Ｈ83cm

1モータータイプ1モータータイプ

2モータータイプ

介護支援ベッド
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118,000239,800円（非課税）
介護支援ベッド
Ｗ105×L217×Ｈ79～109cmＷ105×L217×Ｈ79～109cm

介護する人の負担を軽減する
3モータータイプ
介護する人の負担を軽減する
3モータータイプ
介護支援ベッド

選べる5色

ホワイト ナチュラル ブラウン

Dブラウン グレージュ

選べる5色

ホワイト ナチュラル ブラウン

Dブラウン グレージュ

選べる３色選べる３色

ナチュラル ブラウン Dブラウンナチュラル ブラウン Dブラウン

サイドガード2本付・床高6段階サイドガード2本付・床高6段階
（日本製ポケットコイルマットレス付） （日本製ポケットコイルマットレス付）（日本製ポケットコイルマットレス付） （日本製ポケットコイルマットレス付）

サイドガード2本付サイドガード2本付

Ｗ121×L203×Ｈ76cm

円（税込）

ｂ.セミダブルベッド
Ｗ121×L202×Ｈ83cm

69,80069,800円（税込）
ｂ.セミダブルベッド

54,800円（税込）54,800円（税込）
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Ｗ120×Ｄ75×Ｈ70cm
ダイニング５点セット
Ｗ120×Ｄ75×Ｈ70cm
ダイニング５点セット

円（税込）44,80044,800円（税込）

天板はお手入れしやすいウレタン塗装モダンな空間を演出してくれるダイニングセット

アルダー無垢材を使用した木のぬくもりを感じる
　　　　　　　　　　　　　　ダイニングセット。
アルダー無垢材を使用した木のぬくもりを感じる
　　　　　　　　　　　　　　ダイニングセット。

イスの単品売りもできます。
１脚8,950円（税込）

チェアは回転式タイプだから
出入りがラクラク♪
チェアは回転式タイプだから
出入りがラクラク♪

円（税込）円（税込）
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ダイニング4点セットダイニング4点セット

69,80069,800Ｗ140×Ｄ80×Ｈ70cmＷ140×Ｄ80×Ｈ70cm

サイズバリエーション豊富なダイニングシリーズ

69,800円（税込）
45

Ｗ120×Ｄ50×Ｈ190cm
オープンボード

Ｗ120×Ｄ50×Ｈ190cm
ダイニングボード

Ｗ120×Ｄ50×Ｈ190cm
オープンボード

79,800円（税込）
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Ｗ120×Ｄ50×Ｈ190cm
ダイニングボード

選べる２色選べる２色

ホワイト ブラウンホワイト ブラウン

Ｗ180×Ｄ90×Ｈ69cm
ダイニング6点セット

円（税込）139,800139,800円（税込）
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Ｗ180×Ｄ90×Ｈ69cm
ダイニング6点セット

背もたれが広く、ゆったり寛げます。

無垢材の質感を活かした
ダイニングセット
無垢材の質感を活かした
ダイニングセット
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円（税込）Ｗ180×Ｄ90×Ｈ70cm
ダイニング7点セット159,800159,800円（税込）Ｗ180×Ｄ90×Ｈ70cm
ダイニング7点セット

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

選べる２色

ブラウン ナチュラル

選べる２色

ブラウン ナチュラル

39

29,800円（税込）
Ｗ140×Ｄ40×Ｈ30cm

39,800円（税込）
Ｗ180×Ｄ40×Ｈ30cm

29,800円（税込）
Ｗ140×Ｄ40×Ｈ30cm
TVボード（140）TVボード（140） 40

39,800円（税込）
Ｗ180×Ｄ40×Ｈ30cm
TVボード（180）TVボード（180）

思
い
出
の
箪
笥

再
生
承
り
ま
す
。

再
生
後

先祖から受け継いできた大切な桐箪笥を現代に蘇らせてみませんか？

一流ホテルの寝心地を
　　　ご家庭でお楽しみください。

※ホテル仕様のダブルクッションタイプ※ホテル仕様のダブルクッションタイプ
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49,800円（税込）
Ｗ191×Ｄ135×Ｈ80（43）cm
カウチソファー
Ｗ191×Ｄ135×Ｈ80（43）cm
カウチソファー

美しい光沢となめらかな肌ざわりのベロア生地 座面には Sバネ、背もたれにはシリコンフィルを使用

29,800円（税込）10,000円（税込）
Ｗ135×Ｄ78×Ｈ76（40）cm

Ｗ52×Ｄ48×Ｈ40

2Pソファー（クッション付）スツール Ｗ135×Ｄ78×Ｈ76（40）cm
Ｗ52×Ｄ48×Ｈ40

2Pソファー（クッション付）スツール
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選べる 3色

レッドグリーングレー

選べる 3色

ナチュラル ウォルナット ホワイト

※背と座のクッションはドライクリーニングできます。

■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
■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 円（税込）

Ｗ208×Ｄ147（90）×Ｈ95（４2）cm
カウチソファー

89,80089,800円（税込）
36

Ｗ208×Ｄ147（90）×Ｈ95（４2）cm
カウチソファー

選べる２色

グレー ブラック

選べる２色

グレー ブラック

※カウチは右・左
　選べます。
※カウチは右・左
　選べます。

Sバネ＋Pコイルで
座りごこち抜群！

64,800円（税込） 69,800円（税込）13,000円（税込）
Ｗ175×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
b.２.5Pソファー

Ｗ75×Ｄ55×Ｈ40cm
c. スツール

Ｗ194×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
d.３Pソファー

円（税込）
Ｗ145×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
a.２Pソファー

Ｗ175×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
b.２.5Pソファー

Ｗ75×Ｄ55×Ｈ40cm Ｗ194×Ｄ96×Ｈ95（40）cmＷ75×Ｄ55×Ｈ40cm
c. スツール

Ｗ194×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
d.３Pソファー
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59,80059,800円（税込）
Ｗ145×Ｄ96×Ｈ95（40）cm
a.２Pソファー

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
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a.キッチンカウンター ｂ.キッチンカウンター
Ｗ90×Ｄ42×Ｈ83cm Ｗ119×Ｄ42×Ｈ83cm

a.キッチンカウンター ｂ.キッチンカウンター
Ｗ90×Ｄ42×Ｈ83cm Ｗ119×Ｄ42×Ｈ83cm

39,800円（税込） 49,800円（税込）

使い勝手の良いキッチンカウンター
■最下段の引出しはフルオープンレール
　付で奥のものまで楽に取り出せます。

240,000円（税込）
260,000円（税込）
280,000円（税込）

Ｗ98×L209×Ｈ90cm×２台
61シングルベッド2台セット

コンセント、照明付キャビネットタイプ
マットレスは、ハード・ソフトの2タイ
プからお選びいただけます。

妥協しない人の、サータ。

２
台
で

サイズ違いセット
+
+

S SD
SDSD

【2台セットのご購入がお買い得！】

上質なセミアニリン革を使用し、ディテールや座り心地にこだわったくつろぎのソファー。上質なセミアニリン革を使用し、ディテールや座り心地にこだわったくつろぎのソファー。

おうち時間を快適に！おうち時間を快適に！

2.5Pソファー
Ｗ192×Ｄ89×Ｈ93（42）cm
2.5Pソファー
Ｗ192×Ｄ89×Ｈ93（42）cm 149,800149,800円（税込）円（税込）
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選べる２色選べる２色

オレンジ ベージュオレンジ ベージュ
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Ｗ120×Ｄ75×Ｈ70cm
ダイニング５点セット
Ｗ120×Ｄ75×Ｈ72cm
ダイニング５点セット

48
ダイニング4点セットダイニング4点セット
Ｗ135×Ｄ80×Ｈ70cmＷ135×Ｄ80×Ｈ70cm
（引出し2杯付） 円（税込）円（税込）89,80089,800 円（税込）

ダイニング4点セット

119,800119,800円（税込）

Ｗ135×Ｄ75×Ｈ70cmＷ135×Ｄ75×Ｈ70cm
ダイニング4点セット49

円（税込）

ダイニング4点セット

148,000
Ｗ160×Ｄ110×Ｈ70cm

148,000円（税込）

Ｗ160×Ｄ110×Ｈ70cm
ダイニング4点セット51

温もりあるホワイトオーク無垢材を使用。温もりあるホワイトオーク無垢材を使用。

空間を楽しく演出する変形デザインのテーブル空間を楽しく演出する変形デザインのテーブル

テーブルサイズ
チェアの

バリエーション
も豊富。 99,80099,800円（税込）

ダイニング5点セット
Ｗ150×Ｄ80×Ｈ70cm
ダイニング5点セット
Ｗ150×Ｄ80×Ｈ70cm
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テーブルはT字、4本脚から選べます。
　　　　チェアはじゃまにならない小肘付。
テーブルはT字、4本脚から選べます。
　　　　チェアはじゃまにならない小肘付。

オーク無垢材使用

チェアは
出入りがスムーズ
な半肘タイプ

選べる２色選べる２色

オーク ウォルナットオーク ウォルナット


