
パッケージ：ＰＰ袋

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

イタリア製ゴブラン織りマット
材 質：アクリル41％・ポリエステル29％

・綿26％・レーヨン4％

ピンク 品番:83028 JAN:4582141293658

グリーン 品番:83029 JAN:4582141293665

ライトブルー 品番:83030 JAN:4582141293672

ブルー 品番:83031 JAN:4582141293689

レッド 品番:83032 JAN:4582141295447

ゴブラン織りマット約65×110
各本体価格7,800 ｶｰﾄﾝ入数20

2022年09月01日カタログ№EU83-01
原産国：イタリア

ピンク 品番:83115 JAN:4582141297007

裏面には滑りにくい
加工を施しています。

ブルー 品番:83116 JAN:4582141297014

ベージュ 品番:83117 JAN:4582141297021

ゴブラン織りマット約65×110
各本体価格7,200 ｶｰﾄﾝ入数20



裏面には滑りにくい
加工を施しています。

パッケージ：ＰＰ袋

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

イタリア製ゴブラン織りマット

ゴブラン織りマット
約65×110

各本体価格7,800 ｶｰﾄﾝ入数20

ライトブルー
品番:83035 JAN:4582141295478

ブルー
品番:83036 JAN:4582141295485

レッド
品番:83037 JAN:4582141295492

グレー
品番:83038 JAN:4582141295508

ピンク
品番:83033 JAN:4582141295454

グリーン
品番:83034 JAN:4582141295461

2022年09月01日カタログ№EU83-02
原産国：イタリア
材 質：アクリル41％・ポリエステル29％

・綿26％・レーヨン4％



ポルトガル ジャガード

品番：83039
JAN:4582141295515

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

品番：83044 JAN:4582141295560
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83049 JAN:4582141295614
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83078 JAN:4582141295904
テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83064 JAN:4582141295768

テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83069 JAN:4582141295812
テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83072 JAN:4582141295843

テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83075 JAN:4582141295874
テーブルクロス Ｌ 140×180
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。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-03
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％



ポルトガル ジャガード

品番：83043
JAN:4582141295553

ランチョンマット

35×45

本体価格￥880

品番：83048 JAN:4582141295607
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83053 JAN:4582141295652
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83080 JAN:4582141295928
テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83068 JAN:4582141295805

テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83071 JAN:4582141295836
テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83074 JAN:4582141295867

テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83077 JAN:45821412955898
テーブルクロス Ｌ 140×180

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。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-04
原産国：ポルトガル
材 質：ポリエステル60％

・アクリル24％・綿16％



ポルトガル ジャガード

品番：83040
JAN:4582141295522

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

品番：83045 JAN:4582141295577
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83050 JAN:4582141295621
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83079 JAN:4582141295911
テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83065 JAN:4582141295775

テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83070 JAN:4582141295829
テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83073 JAN:4582141295850

テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83076 JAN:4582141295881
テーブルクロス Ｌ 140×180
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。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-05
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％



品番：83104 JAN:4582141296819
テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83105 JAN:458214296826

テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83106 JAN:4582141296833
テーブルクロス Ｌ 140×180
本体価格￥12,000

品番：83102 JAN:4582141296796
テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83103 JAN:4582141296802

テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83101 JAN:4582141296789
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83100 JAN:4582141296772
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83099
JAN:4582141296765

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

ポルトガル ジャガード

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-06
原産国：ポルトガル
材 質：ポリエステル60％・アクリル24％・綿16％



品番：83112 JAN:4582141296895
テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83113 JAN:4582141296994

テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83114 JAN:4582141296918
テーブルクロス Ｌ 140×180
本体価格￥12,000

品番：83109 JAN:4582141296864
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83108 JAN:4582141296857
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83107
JAN:4582141296840

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

品番：83110 JAN:4582141296871
テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83111 JAN:4582141296888

テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

ポルトガル ジャガード

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-07
原産国：ポルトガル
材 質：ポリエステル60％・アクリル24％・綿16％



ポルトガル ジャガード

品番：83118
JAN:4582141297298

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

品番：83120 JAN:4582141297311
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83122 JAN:4582141297335
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83124 JAN:4582141297359

テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83126 JAN:4582141297373
テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83128 JAN:4582141297397

テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83130 JAN:4582141297410
テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83132 JAN:4582141297434
テーブルクロス Ｌ 140×180
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。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-08
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％



ポルトガル ジャガード

品番：83119
JAN:4582141297304

ランチョンマット
35×45

本体価格￥880

品番：83121 JAN:4582141297328
クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83123 JAN:4582141297342
シートクッション

Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83125 JAN:4582141297366

テーブルランナー Ｓ 40×100

本体価格￥2,400

品番：83127 JAN:4582141297380
テーブルランナー Ｌ 45×140
本体価格￥3,200

品番：83129 JAN:4582141297403

テーブルクロス Ｓ 100×100

本体価格￥5,200

品番：83131 JAN:4582141297427
テーブルクロス Ｍ 140×140
本体価格￥8,800

品番：83133 JAN:4582141297441
テーブルクロス Ｌ 140×180
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。

ソファーカバーやベッドカバー等、
マルチカバーとしてもお使いいただけます。

2022年09月01日カタログ№EU83-09
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％



品番：83046
JAN:4582141295584

クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

ポルトガル ジャガード

品番：83051 JAN:4582141295638

シートクッション Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83066
JAN:4582141295782

テーブルランナー Ｌ

45×140
本体価格￥3,200

品番：83042 JAN:4582141295546
ランチョンマット 35×45

本体価格￥880

品番：83047
JAN:4582141295591

クッションカバー(パンヤ別売)

45×45
本体価格￥2,800

品番：83052 JAN:4582141295645

シートクッション Ｗ40/Ｄ40/Ｈ5
本体価格￥2,800

品番：83067
JAN:4582141295799

テーブルランナー Ｌ

45×140
本体価格￥3,200

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

材 質：アクリル38％
・ポリエステル37％・綿25％

2022年09月01日カタログ№EU83-10
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％

品番：83041 JAN:4582141295539

ランチョンマット 35×45
本体価格￥880



ポルトガル ジャガード
ランチバッグ

※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№EU83-11
原産国：ポルトガル

ランチバッグ

Ｗ31/Ｈ23/マチ8

ハンドル立上り約17

各本体価格￥2,200

品番：83086
JAN:4582141296635

品番：83085
JAN:4582141296628

品番：83084
JAN:4582141296611

材質
83081～84、83086
：ポリエステル60％・アクリル24％・綿16％
83085
：綿40％・ポリエステル36％・アクリル24％

品番：83081
JAN:4582141296581

品番：83082
JAN:4582141296598

品番：83083
JAN:4582141296604



ポルトガル ジャガード
トートバッグ

※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№EU83-12
原産国：ポルトガル

トートバッグ

Ｗ31.5/Ｈ39.5

ハンドル立上り約16

各本体価格￥2,400

品番：83087
JAN:4582141296642

品番：83088
JAN:4582141296659

品番：83089
JAN:4582141296666

品番：83092
JAN:4582141296697

品番：83091
JAN:4582141296680

品番：83090
JAN:4582141296673

材質
83087～90、83092
：ポリエステル60％・アクリル24％・綿16％
83091
：綿40％・ポリエステル36％・アクリル24％



ポルトガル ジャガード
巾着

※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№EU83-13
原産国：ポルトガル

巾着
Ｗ35/Ｈ39
各本体価格￥1,600

品番：83093*
JAN:4582141296703

品番：83094*
JAN:4582141296710

品番：83095*
JAN:4582141296727

品番：83098*
JAN:4582141296758

品番：83097*
JAN:4582141296741

品番：83096*
JAN:4582141296734

材質
83093～96、83098
：ポリエステル60％・アクリル24％・綿16％
83097
：綿40％・ポリエステル36％・アクリル24％



ポルトガル ジャガード

※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№EU83-14
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％

クッションカバー(パンヤ別売)
45×45
各本体価格￥2,800

品番：77804 JAN:4571140735191

パンヤ

本体価格：オープン

下代￥450 ｶｰﾄﾝ入数20

品番：83134
JAN:4582141297458

品番：83135
JAN:4582141297465

品番：83054
JAN:4582141295669

品番：83055
JAN:4582141295676

品番：83056
JAN:4582141295683

品番：83057
JAN:4582141295690

品番：83058
JAN:4582141295706

品番：83063
JAN:4582141295751

品番：83062
JAN:4582141295744



ポルトガル ジャガード

※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№EU83-15
原産国：ポルトガル
材 質：綿40％・ポリエステル36％

・アクリル24％

品番：83136
JAN:4582141297472

品番：83137
JAN:4582141297489

品番：83138
JAN:4582141297496

品番：83139
JAN:4582141297502

品番：83140
JAN:4582141297519

品番：83141
JAN:4582141297526

品番：83059
JAN:45821412955713

品番：83061
JAN:4582141295737

品番：83060
JAN:4582141295720

クッションカバー(パンヤ別売)
45×45
各本体価格￥2,800

品番：77804 JAN:4571140735191

パンヤ

本体価格：オープン

下代￥450 ｶｰﾄﾝ入数20


