
2021年01月31日カタログ№71-01
原産国：中国 材質：アイアン

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71774
JAN:4571140744193

グレー

傘立て Ｓ
Φ19/Ｈ49
各本体価格￥5,000
ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71775
JAN:4571140744209

ブラック

品番：71776
JAN:4571140744216

ベージュ

品番：71771
JAN:4571140744162

グレー

品番：71772
JAN:4571140744179

ブラック

品番：71773
JAN:4571140744186

ベージュ

傘立て Ｌ
φ21.5/Ｈ55
各本体価格￥5,800 ｶｰﾄﾝ入数1



2021年01月31日カタログ№71-02
原産国：中国 材質：アイアン

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71780
JAN:4571140744254

キャット グレー

傘立て Ｓ
φ19/Ｈ49
各本体価格￥5,000
ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71782
JAN:4571140744278

キャット ベージュ

品番：71777
JAN:4571140744223

キャット グレー

品番：71778
JAN:4571140744230

キャット ブラック

品番：71779
JAN:4571140744247

キャット ベージュ

傘立て Ｌ
φ21.5/Ｈ55
各本体価格￥5,800 ｶｰﾄﾝ入数1



品番：71806 JAN:4580135301433

傘立て φ27/Ｈ55.5

本体価格￥6,800 ｶｰﾄﾝ入数2

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№71-03
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71804
JAN:4580135301419

4段ラック

Ｗ90/Ｄ35/Ｈ169

本体価格￥29,800

別途送料￥3,500
(北海道・沖縄・その他

離島地域は別途お問合せ

ください。)

品番：71808 JAN:4580135301457

傘立て φ30/Ｈ50.5

本体価格￥7,300 ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71800
JAN:4580135301372

2段ラック Ｗ50/Ｄ17/Ｈ50

本体価格￥6,500

ｶｰﾄﾝ入数2
品番：71802
JAN:4580135301396

3段ラック Ｗ50/Ｄ23.5/Ｈ74

本体価格￥11,000 ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71798 JAN:4580135301358

スリッパラック

Ｗ31/Ｄ27/Ｈ100

本体価格￥12,800

品番：71796
JAN:4580135301334

スクリーン

Ｗ128/Ｄ3/Ｈ168

(折畳時Ｗ41.5/Ｄ7.5

/Ｈ168)

本体価格￥29,800

別途送料￥3,000
(北海道・沖縄・その他離島

地域は別途お問合せください。)



品番：71807 JAN:4580135301440

傘立て φ27/Ｈ55.5

本体価格￥6,800 ｶｰﾄﾝ入数2

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№71-04
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71805
JAN:4580135301426

4段ラック

Ｗ90/Ｄ35/Ｈ169

本体価格￥29,800

別途送料￥3,500
(北海道・沖縄・その他
離島地域は別途お問合せ
ください。)

品番：71809 JAN:4580135301464

傘立て φ30/Ｈ50.5

本体価格￥7,300 ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71801
JAN:4580135301389

2段ラック Ｗ50/Ｄ17/Ｈ50

本体価格￥6,500

ｶｰﾄﾝ入数2
品番：71803
JAN:4580135301402

3段ラック Ｗ50/Ｄ23.5/Ｈ74

本体価格￥11,000 ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71799 JAN:4580135301365

スリッパラック

Ｗ31/Ｄ27/Ｈ100

本体価格￥12,800

品番：71797
JAN:4580135301341

スクリーン

Ｗ128/Ｄ3/Ｈ168

(折畳時Ｗ41.5/Ｄ7.5

/Ｈ168)

本体価格￥29,800

別途送料￥3,000
(北海道・沖縄・その他離島
地域は別途お問合せください。)



品番：71814
JAN:4580135305974

テーブル ※組立て式

材質：アイアン

φ61.5/Ｈ70

本体価格￥18,000

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№71-05
原産国：中国

品番：71810 JAN:4580135305936

スツール

貼り材：PVC

構造部材(座面)：合板

(ﾌﾚｰﾑ)：アイアン

Ｗ50/Ｄ24.5/Ｈ46.5

本体価格￥13,000

品番：71812
JAN:4580135305950

ラウンドスツール

貼り材：PVC

構造部材(座面)：合板

(ﾌﾚｰﾑ)：アイアン

φ42.5/Ｈ47

本体価格￥15,000

品番：71815
JAN:4580135305981

テーブル ※組立て式

材質：アイアン

φ61.5/Ｈ70

本体価格￥18,000

品番：71811
JAN:4580135305943

スツール

貼り材：PVC

構造部材(座面)：合板

(ﾌﾚｰﾑ)：アイアン

Ｗ50/Ｄ24.5/Ｈ46.5

本体価格￥13,000

品番：71813
JAN:4580135305967

ラウンドスツール

貼り材：PVC

構造部材(座面)：合板

(ﾌﾚｰﾑ)：アイアン

φ42.5/Ｈ47

本体価格￥15,000



品番：71770 JAN:4571140742939

ホワイト(アンティーク仕上げ)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№71-06
原産国：中国 材 質：アイアン、ＭＤＦ

品番：71767
JAN:4571140742908

ブラウン(ブロンズ仕上げ)

品番：71769 JAN:4571140742922

ブラウン(ブロンズ仕上げ)

スクリーン

Ｗ129/Ｄ2/Ｈ182

(折畳時Ｗ43/Ｄ6.5/Ｈ182)

各本体価格￥38,000

ｶｰﾄﾝ入数1

別途送料￥5,000
(北海道・沖縄・その他離島地

域は別途お問合せください。)

4段ラック

Ｗ101/Ｄ34/Ｈ179

本体価格￥65,000

ｶｰﾄﾝ入数1

別途送料￥5,000
(北海道・沖縄・その他離島地

域は別途お問合せください。)



2021年01月31日カタログ№71-07
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71824
JAN:4580135307053

Ｗ18/Ｄ13/Ｈ17

本体価格￥1,500

ｶｰﾄﾝ入数18

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71828
JAN:4580135307091

Ｗ21/Ｄ15.5/Ｈ18

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：71830 JAN:4580135307114

Ｗ21.5/Ｄ16/Ｈ21

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数18

品番：71822 JAN:4580135307039

Ｗ27.5/Ｄ21.5/Ｈ20

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：71826 JAN:4580135307077

Ｗ27.5/Ｄ21/Ｈ12.5

本体価格￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：71816 JAN:4580135306971

Ｗ26/Ｄ21/Ｈ20

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数9

品番：71820 2Ｐセット
JAN:4580135307015

(S)Ｗ27/Ｄ13/Ｈ41.5

(L)Ｗ34/Ｄ17/Ｈ46.5

本体価格￥6,500 ｶｰﾄﾝ入数4

参考価格(S)¥3,000 (L)¥3,500

※アンティークの風合いを出すため、
デザイン上汚れやサビ、ひびや凹み

等の仕上げを施しています。



2021年01月31日カタログ№71-08
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71842
JAN:4580135307237

φ19.5/Ｈ30

チェーン約Ｌ40

本体価格￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数6

品番：71818
JAN:4580135306995

φ20/Ｈ57

本体価格￥5,400 ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71834
JAN:4580135307152

φ22/Ｈ32

本体価格￥2,800

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71832
JAN:4580135307138

φ32/Ｈ16.5

本体価格￥3,400

ｶｰﾄﾝ入数6

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71840
JAN:4580135307213

φ19.5/Ｈ35 

チェーン約Ｌ37

本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数4

※アンティークの風合いを出すため、デザイン上
汚れやサビ、ひびや凹み等の仕上げを施してい

ます。



2021年01月31日カタログ№71-09
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71825
JAN:4580135307060

Ｗ18/Ｄ13/Ｈ17

本体価格￥1,500

ｶｰﾄﾝ入数18

本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71829
JAN:4580135307107

Ｗ21/Ｄ15.5/Ｈ18

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：71831 JAN:4580135307121

Ｗ21.5/Ｄ16/Ｈ21

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数18

品番：71823 JAN:4580135307046

Ｗ27.5/Ｄ21.5/Ｈ20

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：71827 JAN:4580135307084

Ｗ27.5/Ｄ21/Ｈ12.5

本体価格￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：71817 JAN:4580135306988

Ｗ26/Ｄ21/Ｈ20

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数9

品番：71821 2Ｐセット
JAN:4580135307022

(S)Ｗ27/Ｄ13/Ｈ41.5

(L)Ｗ34/Ｄ17/Ｈ46.5

本体価格￥6,500 ｶｰﾄﾝ入数4

参考価格(S)¥3,000 (L)¥3,500

※アンティークの風合いを出すため、
デザイン上汚れやサビ、ひびや凹み

等の仕上げを施しています。



品番：71843
JAN:4580135307244

φ19.5/Ｈ30

チェーン約Ｌ40

本体価格￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数6

品番：71819
JAN:4580135307008

φ20/Ｈ57

本体価格￥5,400 ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71835
JAN:4580135307169

φ22/Ｈ32

本体価格￥2,800

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71833
JAN:4580135307145

φ32/Ｈ16.5

本体価格￥3,400

ｶｰﾄﾝ入数6

品番：71841
JAN:4580135307220

φ19.5/Ｈ35 

チェーン約Ｌ37

本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数4

2021年01月31日カタログ№71-10
原産国：中国
材 質：アイアン

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

※アンティークの風合いを出すため、デザイン上
汚れやサビ、ひびや凹み等の仕上げを施してい

ます。



品番：71836
JAN:4580135307176

Ｗ23/Ｄ23/Ｈ30.5

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

2021年01月31日カタログ№71-11
原産国：中国
材 質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：71837
JAN:4580135307183

Ｗ25/Ｄ25/Ｈ56

本体価格￥8,000 ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71838
JAN:4580135307190

φ33/Ｈ53

本体価格￥10,000 ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71839
JAN:4580135307206

Ｗ31.5/Ｄ31.5/Ｈ62

本体価格￥12,000 ｶｰﾄﾝ入数1

※アンティークの風合いを出
すため、デザイン上汚れや

サビ、ひびや凹み等の仕上
げを施しています。


