
2022年09月01日カタログ№71-01
原産国：中国
材 質：アイアン

品番：71824
JAN:4580135307053

ホワイト

※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

ホワイト

品番：71830
JAN:4580135307114

ホワイト

品番：71822 JAN:4580135307039

ホワイト

※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：71825
JAN:4580135307060

グレー

品番：71829
JAN:4580135307107

グレー

品番：71831
JAN:4580135307121

グレー

品番：71823 JAN:4580135307046

グレー

Ｗ18/Ｄ13/Ｈ17

各本体価格￥1,700

ｶｰﾄﾝ入数18 底穴有

Ｗ21/Ｄ15.5/Ｈ18

各本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

底穴有

Ｗ21.5/Ｄ16/Ｈ21

各本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数18

底穴有

Ｗ27.5/Ｄ21.5/Ｈ20

各本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16

底穴有



2022年09月01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：71826 JAN:4580135307077

ホワイト

品番：71816 JAN:4580135306971

ホワイト

品番：71820 2Ｐセット
JAN:4580135307015

ホワイト

※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：71827 JAN:4580135307084

グレー

品番：71817 JAN:4580135306988

グレー

品番：71821 2Ｐセット
JAN:4580135307022

グレー

Ｗ27.5/Ｄ21/Ｈ12.5

各本体価格￥3,000

ｶｰﾄﾝ入数24 底穴無

Ｗ26/Ｄ21/Ｈ20

各本体価格￥2,400

ｶｰﾄﾝ入数9 底穴有

品番：71834
JAN:4580135307152

ホワイト

品番：71835
JAN:4580135307169

グレー

(S)Ｗ27/Ｄ13/Ｈ41.5 (L)Ｗ34/Ｄ17/Ｈ46.5

本体価格￥6,500 ｶｰﾄﾝ入数4

底穴有

参考価格(S)¥3,000 (L)¥3,500

φ22/Ｈ32

各本体価格￥3,000

ｶｰﾄﾝ入数4



2022年09月01日カタログ№71-03
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：71842
JAN:4580135307237

ホワイト

品番：71840
JAN:4580135307213

ホワイト

品番：71843
JAN:4580135307244

グレー

φ19.5/Ｈ35 

チェーン約Ｌ37

各本体価格￥3,200

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71832 JAN:4580135307138

ホワイト

品番：71833 JAN:4580135307145

グレー

φ32/Ｈ16.5

各本体価格￥3,600

ｶｰﾄﾝ入数6

φ19.5/Ｈ30

チェーン約Ｌ40

各本体価格￥2,800

ｶｰﾄﾝ入数6

品番：71841
JAN:4580135307220

グレー

品番：71818
JAN:4580135306995

ホワイト

品番：71819
JAN:4580135307008

グレー

φ20/Ｈ57

各本体価格￥5,400

ｶｰﾄﾝ入数4



2022年09月01日カタログ№71-04
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：71844
JAN:4580135311586

ホワイト

品番：71846
JAN:4580135311609

ホワイト

品番：71848
JAN:4580135311623

ホワイト

品番：71845
JAN:4580135311593

グレー

品番：71847
JAN:4580135311616

グレー

Ｗ24/Ｄ12/Ｈ31.5

各本体価格￥3,200

ｶｰﾄﾝ入数6

壁掛けでもご利用いただけます。

φ15/Ｈ19.5

各本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18 底穴無

φ15/Ｈ33.5 

各本体価格￥2,900

ｶｰﾄﾝ入数6 底穴無

品番：71849
JAN:4580135311630

グレー

品番：71854
JAN:4580135311685

2Ｐセット ホワイト

品番：71855

JAN:4580135311692

2Ｐセット グレー

(Ｓ)Ｗ17/Ｄ17/Ｈ20.5

(Ｌ)Ｗ20/Ｄ20/Ｈ23

各本体価格￥7,500

ｶｰﾄﾝ入数8 底穴有



2022年11月25日カタログ№71-05
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：71852 JAN:4580135311661

2Ｐセット ホワイト

品番：71850
JAN:4580135311647

ホワイト

品番：71853 JAN:4580135311678

2Ｐセット グレー

品番：71851
JAN:4580135311654

グレー

φ35/Ｈ64.5

各本体価格￥8,200

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71836
JAN:4580135307176

Ｗ23/Ｄ23/Ｈ30.5

本体価格￥4,800

ｶｰﾄﾝ入数4 底穴無

品番：71837
JAN:4580135307183

Ｗ25/Ｄ25/Ｈ56

本体価格￥8,500

ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71838 JAN:4580135307190

φ33/Ｈ53

本体価格￥11,000 ｶｰﾄﾝ入数1

底穴無

品番：71839
JAN:4580135307206

Ｗ31.5/Ｄ31.5/Ｈ62

本体価格￥12,500

ｶｰﾄﾝ入数1

(Ｓ)Ｗ20/Ｄ20/Ｈ45.5

(Ｌ)Ｗ30/Ｄ30/Ｈ65

各本体価格￥14,000

ｶｰﾄﾝ入数2

材 質：樹脂

品番：71874
JAN:4580135315256

Ｗ31.5/Ⅾ31.5/Ｈ23.5

本体価格￥7,500

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71875
JAN:4580135315263

Ｗ25/Ⅾ25/Ｈ19

本体価格￥6,800

ｶｰﾄﾝ入数4

ＮＥＷ ＮＥＷ



2022年09月01日カタログ№71-06
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

品番：71782
JAN:4571140744278

キャット ベージュ

品番：71779
JAN:4571140744247
キャット ベージュ



※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№71-07
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￥4,500)

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：￥3,500
(北海道・沖縄￥4,500)

※大型商品の配送は基本的に西濃運輸となりますので、
日配・祝配・個人様向けへの配送は行っておりません。
又、離島を含む配送外の地域は別途お問い合わせ下さい。



※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№71-08
原産国：中国
材 質：アイアン

※大型商品の配送は基本的に西濃運輸となりますので、
日配・祝配・個人様向けへの配送は行っておりません。
又、離島を含む配送外の地域は別途お問い合わせ下さい。

品番：71872
JAN:4580135313320
傘立て

Ｗ26.5/Ｄ27/Ｈ54

本体価格￥7,000

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71862
JAN:4580135313221
花台
Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

本体価格￥3,500

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71860
JAN:4580135313207
４段ラック
Ｗ63.5/Ｄ30.5/Ｈ157

各本体価格￥33,000

ｶｰﾄﾝ入数1
※別途送料：￥2,000
(北海道・沖縄￥3,000)

品番：71864
JAN:4580135313245
サイドテーブル
Ｗ61/Ｄ42/Ｈ65

各本体価格￥16,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71868
JAN:4580135313283
コンソール
Ｗ62/Ｄ30/Ｈ86.5

本体価格￥19,000

ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71870
JAN:4580135313306
コラム＆プランター
Ｗ30/Ｄ30/Ｈ90

本体価格￥15,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71866
JAN:4580135313269
花台

Ｗ61/Ｄ26.5/Ｈ41.5

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71856
JAN:4580135313160
2段ラック

Ｗ50/Ｄ17/Ｈ50

本体価格￥7,200

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71858
JAN:4580135313184
３段ラック

Ｗ50/Ｄ23.5/Ｈ74

本体価格￥12,000

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。

2022年09月01日カタログ№71-09
原産国：中国
材 質：アイアン

※大型商品の配送は基本的に西濃運輸となりますので、
日配・祝配・個人様向けへの配送は行っておりません。
又、離島を含む配送外の地域は別途お問い合わせ下さい。

品番：71873
JAN:4580135313337
傘立て

Ｗ26.5/Ｄ27/Ｈ54

本体価格￥7,000

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71863
JAN:4580135313238
花台
Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

本体価格￥3,500

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71861
JAN:4580135313214
４段ラック
Ｗ63.5/Ｄ30.5/Ｈ157

各本体価格￥33,000

ｶｰﾄﾝ入数1
※別途送料：￥2,000
(北海道・沖縄￥3,000)

品番：71865
JAN:4580135313252
サイドテーブル
Ｗ61/Ｄ42/Ｈ65

各本体価格￥16,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71869
JAN:4580135313290
コンソール
Ｗ62/Ｄ30/Ｈ86.5

本体価格￥19,000

ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71871
JAN:4580135313313
コラム＆プランター
Ｗ30/Ｄ30/Ｈ90

本体価格￥15,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71867
JAN:4580135313276
花台

Ｗ61/Ｄ26.5/Ｈ41.5

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71857
JAN:4580135313177
2段ラック
Ｗ50/Ｄ17/Ｈ50

本体価格￥7,200

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71859
JAN:4580135313191
３段ラック

Ｗ50/Ｄ23.5/Ｈ74

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数2


