
品番：51499
JAN:4582141292729

品番：51497
JAN:4582141292705

本体価格￥18,000

※本体価格は税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№EU51-01
原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材

品番：51498
JAN:4582141292712

スプリングを使用し座面の高さも高くなったため、

座り心地がアップしました。

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

茶脚 Ｗ37.5/Ｄ26/Ｈ26.5 各本体価格￥17,000

品番：51392
JAN:4582141290732

品番：51393
JAN:4582141290749

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

茶脚 φ37/Ｈ28 各本体価格￥17,000

品番：51504
JAN:4582141292774

品番：51503
JAN:4582141292767

品番：51502
JAN:4582141292750

品番：51501
JAN:4582141292743

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

白脚 Ｗ37.5/Ｄ26/Ｈ26.5 各本体価格￥20,000

品番：51563
JAN:4582141293696

品番：51494
JAN:4582141292675

品番：51385
JAN:4582141290664

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

白脚 φ37/Ｈ28 各本体価格￥20,000

品番：51564
JAN:4582141293702

品番：51500
JAN:4582141292736

本体価格￥22,000

品番：51505
JAN:4582141292781

本体価格￥22,000



2022年09月01日カタログ№EU51-02

原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥22,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥23,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥32,000

ピンクストライプ
ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

グリーンストライプ
ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

品番：51173
JAN:4582141277955

Ｓサイズ

品番：51165
JAN:4582141277870

Ｍサイズ

品番：51181
JAN:4582141278037

Ｌサイズ

品番：51175
JAN:4582141277979

Ｓサイズ

品番：51166
JAN:4582141277887

Ｍサイズ

品番：51182
JAN:4582141278044

Ｌサイズ

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

品番：51350
JAN:4582141289651

Ｓサイズ

品番：51354
JAN:4582141289699

Ｍサイズ

品番：51358
JAN:4582141289811

Ｌサイズ

品番：51352
JAN:4582141289675

Ｓサイズ

品番：51356
JAN:4582141289798

Ｍサイズ

品番：51360
JAN:4582141289835

Ｌサイズ



2022年09月01日カタログ№EU51-03
原 産 国：イタリア
材 質：天然木ビーチ材

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：51265
JAN:4582141283666

Ｓサイズ

品番：51263
JAN:4582141283642

Ｍサイズ

品番：51267
JAN:4582141283680

Ｌサイズ

品番：51477
JAN:4582141291715

Ｓサイズ

品番：51542
JAN:4582141293160

Ｍサイズ

品番：51478
JAN:4582141291722

Ｌサイズ

ファブリック：ポリエステル54％ 綿46％

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥22,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥23,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥32,000

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 本体価格￥23,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 本体価格￥24,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 本体価格￥33,000

品番：51176
JAN:4582141277986

Ｓサイズ

品番：51168
JAN:4582141277900

Ｍサイズ

品番：51184
JAN:4582141278068

Ｌサイズ

ゴブランフラワー

ファブリック：ポリエステル56％ 綿39％ アクリル5％

アクアブルー
ファブリック：ポリエステル56％ 綿44％



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥18,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥19,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥27,000

品番：51655*
JAN:4582141296154

Ｌサイズ

品番：51656*
JAN:4582141296161

Ｌサイズ

2022年09月01日カタログ№EU51-04
原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材
ファブリック：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ50％・ﾎﾟﾘｸﾗｰﾙ35％

・ﾅｲﾛﾝ15％

ベージュ レッド

品番：51647*
JAN:4582141296079

Ｓサイズ

品番：51652*
JAN:4582141296123

Ｍサイズ

品番：51657*
JAN:4582141296178

Ｌサイズ

品番：51658*
JAN:4582141296185

Ｌサイズ

グレー

ブルー

（合成皮革シリーズ）

品番：51649
JAN:4582141296093

Ｓサイズ

品番：51654
JAN:4582141296147

Ｍサイズ

品番：51659
JAN:4582141296192

Ｌサイズ

シルバー



2022年09月01日カタログ№EU51-05
原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材
ファブリック：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：51666
JAN:4582141296260

Ｍサイズ

品番：51672
JAN:4582141296321

Ｌサイズ

ベージュ

品番：51673
JAN:4582141296338

Ｌサイズ

レッド

（モケットシリーズ）

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥18,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥19,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥27,000

品番：51671*
JAN:4582141296314

Ｍサイズ

品番：51677*
JAN:4582141296376

Ｌサイズ

シルバー

品番：51675*
JAN:4582141296352

Ｌサイズ

ピンク



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥18,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥19,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥27,000

2022年09月01日カタログ№EU51-06
原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材
ファブリック：ポリエステル100％

品番：51664*
JAN:4582141296246

Ｓサイズ

品番：51670*
JAN:4582141296307

Ｍサイズ

品番：51676*
JAN:4582141296369

Ｌサイズ

ブルー

品番：51662*
JAN:4582141296222

Ｓサイズ

品番：51668*
JAN:4582141296284

Ｍサイズ

品番：51674*
JAN:4582141296345

Ｌサイズ

（モケットシリーズ）

イエロー

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥27,000

品番：51591*
JAN:4582141294907

Ｌサイズ

品番：51592*
JAN:4582141294914

Ｌサイズ

品番：51593*
JAN:4582141294921

Ｌサイズ

原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材
ファブリック：綿58％、ポリエステル42％

（ストライプローズ柄シリーズ）



2022年09月01日カタログ№EU51-07

原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材

品番：51195
JAN:4582141280160

Ｓサイズ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 本体価格￥24,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 本体価格￥25,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 本体価格￥34,000

品番：51188
JAN:4582141280092

Ｍサイズ

品番：51202
JAN:4582141280238

Ｌサイズ

品番：51198
JAN:4582141280191

Ｓサイズ

品番：51191
JAN:4582141280122

Ｍサイズ

品番：51205
JAN:4582141280269

Ｌサイズ

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 本体価格￥23,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 本体価格￥24,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 本体価格￥33,000

ファブリック：ポリエステル56％ 綿39％ アクリル5％

ファブリック：ポリエステル100％

品番：51371
JAN:4582141289958

Ｓサイズ

品番：51373
JAN:4582141289972

Ｍサイズ

品番：51375
JAN:4582141289996

Ｌサイズ

品番：51372
JAN:4582141289965

Ｓサイズ

品番：51374
JAN:4582141289989

Ｍサイズ

品番：51376
JAN:4582141290008

Ｌサイズ



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Ｓサイズ Ｗ47/Ｄ26/Ｈ43.5 各本体価格￥19,000

Ｍサイズ Ｗ47/Ｄ33/Ｈ43.5 各本体価格￥20,000

Ｌサイズ Ｗ81/Ｄ28.5/Ｈ43.5 各本体価格￥28,000

品番：51574*
JAN:4582141294730

Ｓサイズ

品番：51585*
JAN:4582141294846

Ｍサイズ

品番：51596*
JAN:4582141294952

Ｌサイズ

2022年09月01日カタログ№EU51-08
原 産 国：イタリア

材 質：天然木ビーチ材
ファブリック：綿58％、ポリエステル42％

品番：51279
JAN:4582141285370

品番：51362
JAN:4582141289859

品番：51364
JAN:4582141289873

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％
茶脚 φ33/Ｈ49 各本体価格￥24,000

品番：51377
JAN:4582141290015

品番：51380
JAN:4582141290046

品番：51379
JAN:4582141290039

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％
白脚 φ33/Ｈ49 各本体価格￥26,000

品番：51378
JAN:4582141290022

ファブリック：綿58％
ポリエステル42％

白脚

φ33/Ｈ49

本体価格￥27,000

品番：51286
JAN:4582141285448

ファブリック：綿58％
ポリエステル42％

茶脚

φ33/Ｈ49

本体価格￥25,000



品番：51693
JAN:4582141297236

ストライプ
ベジュー

品番：51694
JAN:4582141297243

ストライプローズ
ピンク

ベンチ

約 W72/Ｄ32/Ｈ57.5 座面の高さ42

各本体価格￥45,000 ｶｰﾄﾝ入数1

品番：51695
JAN:4582141297250

ゴブランフラワー

ファブリック：ポリエステル100％ ファブリック：ポリエステル56％・

綿39％・アクリル5％

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

※本体価格は税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№EU51-09

原 産 国：イタリア
材 質：天然木ビーチ材

ベンチ

Ｗ73/Ｄ30/Ｈ57.5 座面の高さ42

各本体価格￥41,000

品番：51644
JAN:4582141295430

ゴブランフラワー

ファブリック：ポリエステル56％・綿39％・アクリル5％

品番：51642
JAN:4582141295416

ストライプローズ グリーン

品番：51643*
JAN:4582141295423

ストライプローズ レッド

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％ ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

品番：51641
JAN:4582141295409

ストライプローズ ピンク

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

品番：51691
JAN:4582141296932

品番：51690
JAN:4582141296925

ファブリック：ポリエステル100％ ファブリック：ポリエステル100％



ファブリック：

アクリル66％
綿34％

イタリア アームチェア
2022年09月01日カタログ№EU51-10
原産国：イタリア
材 質：天然木ビーチ材

品番：51696
JAN:4582141297267

ゴブランフラワー

品番：51697
JAN:4582141297274

ストライプローズ
ピンク

品番：51699
JAN:4582141297281

ストライプ
ベジュー

※本体価格は税抜き表示となっております。

ファブリック：ポリエステル100％ ファブリック：綿58％・ポリエステル42％ ファブリック：ポリエステル56％・

綿39％・アクリル5％

品番：51631
JAN:4582141295300

ゴブランフラワー

ファブリック：

ポリエステル56％
綿39％
アクリル5％

品番：51635
JAN:4582141295348

アンティークレッド

ファブリック：

アセテート60％ ポリエステル40％

品番：51637
JAN:4582141295362

ストライプローズ
ピンク

品番：51638
JAN:4582141295379

ストライプローズ
グリーン

アームチェア

Ｗ54/Ｄ54/Ｈ87 座面の高さ45.5

各本体価格￥53,000 ｶｰﾄﾝ入数2

品番：336/C

アームチェア
Ｗ58/Ｄ58/Ｈ102

座面の高さ50

本体価格￥88,000

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％

アームチェア

Ｗ54/Ｄ54/Ｈ87 座面の高さ45.5

各本体価格￥55,000 ｶｰﾄﾝ入数2

ファブリック：綿58％・ポリエステル42％



品番：51346b
JAN:4582141289354

ワインラック

Ｗ46/Ｄ24/Ｈ65

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。

2022年09月01日カタログ№EU51-11
原産国：イタリア
材質：天然木

品番：51396*
JAN:4582141292163

象嵌スリッパラック

Ｗ52.5/Ｄ22/Ｈ47
本体価格￥29,000

品番：51271*
JAN:4582141285295

螺旋階段
Ｗ46.5/Ｄ48/Ｈ122.5
本体価格￥46,000

品番：51348
JAN:4582141289378

ワインラック

Ｗ46/Ｄ25/Ｈ60.5

本体価格￥24,000

品番：51492*
JAN:4582141291869

壁掛けコートハンガー

Ｗ50/Ｄ12/Ｈ26

重量約2.5㎏

本体価格￥9,800

品番：69109
JAN:4582141280863

ワインホルダー
材質：木、真鍮
Ｗ23.5/Ｄ15/Ｈ37
本体価格￥24,000

品番：51239
JAN:4582141282508

傘立て

Ｗ36/Ｄ26/Ｈ51.5

本体価格￥18,000

品番：51483*
JAN:4582141291777

傘立て

φ26/Ｈ65
本体価格￥24,000

品番：51317*
JAN:4582141288210

傘立て※組立て式

材質：ＭＤＦ
Ｗ28.5/Ｄ28.5/Ｈ51
本体価格￥12,000



品番：51548
JAN:4582141293221

品番：51552
JAN:4582141293269

品番：51554
JAN:4582141293283

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№EU51-12
原産国：イタリア
材質 天板：合板(象嵌仕上げ)

柱：天然木 ハンドル：真鍮・天然木
フレーム：アルミニウム 車輪：ABS樹脂

品番：51543
JAN:4582141293177

品番：51544
JAN:4582141293184

品番：51545
JAN:4582141293191

品番：51546
JAN:4582141293207

象嵌トレー Ｗ34/Ｄ24/Ｈ3.5
各本体価格￥26,000



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№EU51-13
原産国：イタリア
材質 天板：天然木化粧繊維版

脚 ：天然木

品番：51506*
JAN:4582141292804

ホワイト

品番：51507
JAN:4582141292811

ブラウン

品番：51509*

JAN:4582141292835

ブルー

品番：51510*
JAN:4582141292842

グリーン

象嵌ティーテーブル

※組立て式

φ53/Ｈ59

各本体価格￥28,000

象嵌ワゴン
※組立て式
φ54/Ｈ79
各本体価格￥118,000

品番：51556
JAN:4582141293306

品番：51557
JAN:4582141293313


