
2021年01月31日カタログ№EU84-01
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84395
JAN:4582141285875

キーフック4連

Ｗ11/Ｄ2/Ｈ14

(チェーンＨ7)

本体価格￥3,200

品番：84397
JAN:4582141285899

キーフック4連

Ｗ20/Ｄ2/Ｈ11

本体価格￥4,200

品番：84399
JAN:4582141285912

キーフック1連

Ｗ14/Ｄ6/Ｈ20.5

本体価格￥5,200

品番：84400
JAN:4582141285929

キーフック1連

Ｗ14/Ｄ6/Ｈ20.5

本体価格￥5,200

品番：84401
JAN:4582141285936

キーフック4連

Ｗ27.5/Ｄ2.5/Ｈ17

本体価格￥6,500

品番：84402
JAN:4582141285943

キーフック5連

Ｗ16/Ｄ2/Ｈ21
本体価格￥6,300

品番：84394
JAN:4582141285868

キーフック犬1連

Ｗ8.5/Ｄ3/Ｈ10.5

本体価格￥1,400
品番：84396 JAN:4582141285882

キーフック車4連

Ｗ19/Ｄ2/Ｈ14

本体価格￥3,600

品番：84398
JAN:4582141285905

キーフック馬車4連

Ｗ22/Ｄ2/Ｈ14

本体価格￥4,800

品番:84456 JAN:4582141292583

キーフック4連

Ｗ12/Ｄ1.5/Ｈ10.5

本体価格￥2,800



2021年01月31日カタログ№EU84-02
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84433
JAN:4582141288883

ボトルオープナー

Ｗ7/Ｈ10

本体価格￥1,500

品番：84434
JAN:4582141288890

ボトルオープナー

Ｗ5/Ｄ11/Ｈ1

本体価格￥1,700

品番：84309
JAN：4582141274923

ワインホルダー

Ｗ22/Ｄ12/Ｈ24

本体価格￥20,000

品番:84457
JAN:4582141292590

灰皿

Ｗ12/Ｄ14.5/Ｈ3

本体価格￥2,400 品番:84459
JAN:4582141292613

灰皿

Ｗ13/Ｄ9/Ｈ1

本体価格￥2,300

品番:84458
JAN:4582141292606

灰皿

Ｗ15.5/Ｄ12/Ｈ1.5

本体価格￥4,200

品番：84429
JAN:4582141288845

灰皿

Ｗ12/Ｄ12/Ｈ1.5

本体価格￥4,200

品番：84403
JAN:4582141285950

靴べら

ショートタイプ

Ｗ4/Ｄ1.5/Ｈ25.5

本体価格￥2,800

品番：84404
JAN:4582141285967

靴べら

ロングタイプ

Ｗ4/Ｄ1.5/Ｈ41.5

本体価格￥3,500



2021年01月31日カタログ№EU84-03
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84432
JAN:4582141288876

トレー

Ｗ15.5/Ｄ9.5/Ｈ2

本体価格￥3,800品番：84422
JAN:4582141286216

ミラートレー

Ｗ32.5/Ｄ19.5/Ｈ3.5

本体価格￥6,200

品番：84408
JAN:4582141286001

小物入れ

Ｗ11/Ｄ18.5/Ｈ17

本体価格￥11,800

品番：84442
JAN：4582141289729

コンポート

φ24/Ｈ12

本体価格￥15,000

品番：84407
JAN:4582141285998

トレー

Ｗ26.5/Ｄ20/Ｈ4

本体価格￥8,800

品番：84423
JAN:4582141286223

ハンドベル

φ9/Ｈ18.5

本体価格￥4,400

品番：84424
JAN:4582141286230

ハンドベル

φ10/Ｈ16

本体価格￥6,200

品番：84441
JAN：4582141289712

ベル

Ｗ10/Ｄ5/Ｈ15.5

本体価格￥3,400

品番：84425
JAN:4582141286247

ベル

φ11/Ｈ11

本体価格￥8,200



2021年01月31日カタログ№EU84-04
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84415
JAN：4582141286070

スタンドミラー小

Ｗ26.5/Ｄ10.5/Ｈ38

本体価格￥16,000

品番：84416
JAN：4582141286087

スタンドミラー大

Ｗ32.5/Ｄ10.5/Ｈ48.5

本体価格￥23,000

品番：84413
JAN：4582141286056

スタンドミラー小

Ｗ26.5/Ｄ10.5/Ｈ35.5

本体価格￥17,000

品番：84414
JAN：4582141286063

スタンドミラー大

Ｗ32.5/Ｄ10.5/Ｈ43.5

本体価格￥24,000

品番：84420
JAN:4582141286193

ペーパーホルダー

Ｗ17/Ｄ6.5/Ｈ10

本体価格￥3,400

品番：84421
JAN:4582141286209

ペーパーホルダー

Ｗ16.5/Ｄ7/Ｈ16

本体価格￥6,800

品番：84447
JAN：4582141289774

トレー

Ｗ16.5/Ｄ10/Ｈ7

本体価格￥4,500

品番：84448
JAN：4582141289781

タオルハンガー

Ｗ16.5/Ｄ7/Ｈ15

本体価格￥4,200

品番：84307
JAN:4582141274909

バスケット

Ｗ21/Ｄ16.5/Ｈ16

本体価格￥12,000



2021年01月31日カタログ№EU84-05
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84410
JAN:4582141286025

イーゼルＳ

※組立て式

Ｗ11/Ｄ12.5/Ｈ23.5

本体価格￥3,200

品番：84411
JAN:4582141286032

イーゼルＭ

※組立て式

Ｗ14.5/Ｄ14/Ｈ31.5

本体価格￥6,300

品番：84412
JAN:4582141286049

イーゼルＬ

※組立て式

Ｗ18/Ｄ17/Ｈ39.5

本体価格￥9,800

品番：84418
JAN:4582141286179

イーゼル

Ｈ17.5

本体価格￥2,200

品番：84426
JAN:4582141286254

イーゼル

※組立て式

Ｈ151

本体価格￥78,000

品番：84431 JAN:4582141288869

レターラック

Ｗ15/Ｄ4/Ｈ13

本体価格￥5,200

品番:84460
JAN:4582141292620

花台

Ｗ29/Ｄ31/Ｈ76

本体価格￥88,000

品番：84488
JAN:4582141296048

イーゼルＬＬ

※組立て式

Ｗ27/Ｄ25/Ｈ53

本体価格￥16,000



※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№EU84-06

原産国：イタリア 材質：真鍮、ガラス

真鍮ランプ

品番：84443
JAN：4582141289736

スタンドランプ

電球E12/40W以下

（LED使用可）

Ｗ28/Ｄ22/Ｈ40

本体価格￥28,000

品番：84445
JAN：4582141289750

スタンドランプ

電球E12/40W以下

（LED使用可）

Ｗ28/Ｄ12/Ｈ39.5

本体価格￥16,000

品番：84444
JAN：4582141289743

スタンドランプ

電球E12/40W以下

（LED使用可）

Ｗ31/Ｄ15.5/Ｈ57

本体価格￥28,000

品番：84446
JAN：4582141289767

フロアランプ

電球E26/25W以下

（LED使用可）

Ｗ47/Ｄ24/Ｈ181

本体価格￥63,000

ネジを緩めると

高さの調節が出来ます

ネジを緩めると

高さの調節が出来ます

角度の調節が出来ます

品番：84430
JAN：4582141288852

ランプ

電球E12/40W以下

（LED使用可）

Ｗ28/Ｄ14.5/Ｈ44

本体価格￥20,000

ネジを緩めると

高さの調節が出来ます



品番：84391
JAN:4582141283758

ゴールド

軸材質：ブラス

※組立て式

φ45/Ｈ176

本体価格￥48,000

品番：84386
JAN:4582141283703

グリーン

品番：84390
JAN:4582141283741

ブラック

＆レッド

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84387
JAN:4582141283710

ブラウン

品番：84388
JAN:4582141283727

ブルー

2021年01月31日カタログ№EU84-07

原産国：イタリア 材質：ブラス

品番：84450
JAN:4582141290084

軸材質：ブラス

※組立て式

φ45/Ｈ175

本体価格￥50,000

品番：84449
JAN:4582141290077

軸材質：天然木

※組立て式

φ45/Ｈ175

本体価格￥58,000

軸材質：アイアンにラッカー塗装

※組立て式

φ51/Ｈ177

各本体価格￥69,000

軸材質：象嵌 ※組立て式

φ55/Ｈ179.5

各本体価格￥138,000

品番：84454
JAN:4582141292538

軸材質：天然木

※組立て式

φ48/Ｈ180

本体価格￥78,000



2021年01月31日カタログ№EU84-08

原産国：イタリア 材質：樹脂・ＭＤＦ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84287
JAN:4582141273452

品番：84275
JAN:4582141273339

品番：84272
JAN:4582141273308

品番：84271
JAN:4582141273292

品番：84286
JAN:4582141273445

品番：84276
JAN:4582141273346

※装飾品用としてお使いください

コンソール

Ｗ50/Ｄ20/Ｈ23.5 重量約1㎏

各本体価格￥8,300

品番：84463
JAN:4582141292569

品番：84464
JAN:4582141292576

Ｗ30/Ｄ14/Ｈ14 重量約0.5kg
各本体価格￥4,500

Ｗ40/Ｄ17.5/Ｈ17 重量約1kg
各本体価格￥5,400

Ｗ49/Ｄ13.5/Ｈ16 重量約0.5kg
各本体価格￥5,500

品番：84440
JAN:4582141289583

引出し付きコンソール

Ｗ49.5/Ｄ21/Ｈ26.5

重量約1.5㎏

本体価格￥12,000



※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№EU84-09
原産国：イタリア 材質：樹脂・ＭＤＦ

コンソール

Ｗ27.5/Ｄ12/Ｈ27 重量約1㎏

各本体価格￥6,500

品番：84437
JAN:4582141289552

ホワイト

品番：84438
JAN:4582141289569

ゴールド

ミラー付きコンソール

ミラー材質:ガラス

Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ47

重量約1㎏

本体価格￥12,000

※装飾品用としてお使いください

品番：84461
JAN:4582141292545

品番：84462
JAN:4582141292552

Ｗ33/Ｄ2.5/Ｈ48.5

重量約1.5㎏
各本体価格￥8,800

品番：84439
JAN:4582141289576



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84270
JAN:4582141273285

品番：84196
JAN:4582141272349

品番：84269
JAN:4582141273278

品番：84273
JAN:4582141273315

品番：84274
JAN:4582141273322

品番：84317
JAN:4582141274411

品番：84316
JAN:4582141274404

品番：84288
JAN:4582141273469

Ｗ36/Ｈ51 重量約2kg
本体価格￥9,500

品番：84198
JAN:4582141272363

Ｗ36/Ｈ56 重量約2kg
本体価格￥8,200

品番：84195
JAN:4582141272332

2021年01月31日カタログ№EU84-10
原産国：イタリア 材質：樹脂・ＭＤＦ・ガラス

Ｗ50/Ｈ52 重量約2kg
各本体価格￥9,800

Ｗ52/Ｈ41 重量約1.5kg
各本体価格￥8,800

Ｗ37/Ｈ54
重量約2kg
各本体価格￥10,000

Ｗ40/Ｈ61
重量約2.5kg
各本体価格￥11,000



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：84481 JAN:4582141293344

Ｗ53/Ｄ2/Ｈ100 重量約3.4kg
本体価格￥23,000

2021年01月31日カタログ№EU84-11
原産国：イタリア 材質：樹脂・ＭＤＦ・ガラス

Ｗ55.5/Ｄ3/Ｈ98.5

重量約4.2kg
各本体価格￥26,000

品番：84483
JAN:4582141293368

品番：84486
JAN:4582141293399

品番：84484
JAN:4582141293375

品番：84485
JAN:4582141293382

折畳時：Ｗ30/Ｄ4.5/Ｈ45.5

壁掛けはできません。

Ｗ32/Ｄ2.5/Ｈ49 重量約1.1kg
各本体価格￥8,800

Ｗ60.5/Ｄ2/Ｈ45.5 重量約2.7kg
各本体価格￥25,000

品番：84482
JAN:4582141293351

品番：84487
JAN:4582141296024


