
1,000点を超える店内展示品すべてが期間限定で大変お得な特別価格に！ 家具以外のアイテムも豊富なラインナップで皆様のご来店をお待ちいたしております。
本誌に掲載の商品はほんの一例です。天然木を使用した照明 30 点以上、暮らしを彩るグリーンや時計・インテリア小物など

※掲載のアウトレットプライスは、いずれも展示現品一点限りの価格となりますので売り切れの際はご容赦くださいませ。

※展示品のため天然木特有の経年変化、多少のキズや汚れなどがある場合がございます。原則として現状お渡しとなりますので、あらかじめご了承願います。

カウチソファ　ウォールナット材　布 / カバーリング
W2,500×D830/1,650×H960（SH440）
通常価格 ￥410,400 税込のところ

￥328,000 税込
いぐさラグ　スペースインベーダー
W950×D1,500
通常価格 ￥12,960 税込のところ

￥9,800 税込

セミアームチェア　オーク材　布 / 張込み
W555×D520×H730（SH445）
通常価格 ￥59,400 税込のところ

￥47,500 税込

キッズチェア　ビーチ材　合皮 / 張込み
W460×D460×H675
通常価格 ￥34,560 税込のところ

￥29,000 税込

おままごとキッチン　パイン材
W600×D310×H750
通常価格 ￥24,300 税込のところ

￥19,900 税込

リビングテーブル　オーク材
W1,190×D560×H280
通常価格 ￥123,120 税込のところ

￥69,800 税込サテライトクロック
φ318×D28
通常価格 ￥9,180 税込のところ

￥6,900 税込

座椅子　ウォールナット材
W535×D360×H330（SH120）
通常価格 ￥23,760 税込のところ

￥19,900 税込

座椅子　ブラックチェリー材
W535×D360×H330（SH120）
通常価格 ￥24,300 税込のところ

￥20,600 税込

スタンドライト　7208-15
W400×D1,200×H1,900
通常価格 ￥73,440 税込のところ

￥49,800 税込 サイドテーブル　ウォールナット材
W358×D470×H550
通常価格 ￥59,940 税込のところ

￥47,900 税込

リビングテーブル　バーチ材
W900×D900×H350
通常価格 ￥79,920 税込のところ

￥59,800 税込

ペンダントライト　カントナ
φ600×H290
通常価格 ￥41,040 税込のところ

￥29,800 税込

ペンダントライト　MOKUSEI
φ400×H400
通常価格 ￥27,432 税込のところ

￥16,800 税込

コートハンガー　ビーチ材
W495×D430×H1,650
通常価格 ￥55,080 税込のところ

￥39,800 税込

ペンダントライト　FUSA
φ300 ～ 550×H570
通常価格 ￥22,680 税込のところ

￥13,800 税込

リビングテーブル　ブラックチェリー材
W1,100×D550×H400
通常価格 ￥112,320 税込のところ

￥89,800 税込

ダイニングテーブル　オーク材ブラック塗装
φ1,050×H700
通常価格 ￥20,880 税込のところ

￥149,000 税込

TV ボード　オーク材＆ウォールナット材
W2,000×D450×H450
通常価格 ￥233,280 税込のところ ￥186,000 税込

TV ボード　ブラックチェリー材
W2,000×D450×H460
通常価格 ￥268,920 税込のところ ￥215,000 税込

ダイニングテーブル　ブラックチェリー材
W1,800×D900×H700
通常価格 ￥292,680 税込のところ ￥234,000 税込

①ダイニングテーブル　ウォールナット材 + スチールレッグ
W1,800×D900×H700
通常価格 ￥257,040 税込のところ ￥198,000 税込
②ベンチ　ウォールナット材　布 / カバーリング
W1,600×D420×H420（SH420）
通常価格 ￥57,888 税込のところ ￥49,000 税込
③アームチェア　ウォールナット材　布 / 張込み　　　　　※チェア 1 脚の価格となります。
W530×D490×H795（SH440)
通常価格 ￥59,616 税込のところ ￥47,000 税込

①ダイニングテーブル　ナラ材
W1,500×D850×H720
通常価格 ￥170,640 税込のところ ￥136,500 税込
②ベンチ　ウォールナット＆オーク材
W1,250×D350×H430（SH430）
通常価格 ￥65,232 税込のところ ￥53,000 税込
③セミアームチェア　ナラ＆ウォールナット材　布 / カバーリング　※チェア 1 脚の価格となります。
W575×D500×H730（SH430)
通常価格 ￥50,760 税込のところ ￥39,980 税込

ダブルマットレス　1TOP ソフト
W1,390×D1,690×H315
通常価格 ￥210,600 税込のところ ￥158,000 税込

いぐさマット　ISHI ブルー、 GIZA グリーン　※1 枚の価格となります。
φ940
通常価格 ￥8,640 税込のところ ￥6,900 税込

TV ボード　ウォールナット材
W1,800×D467×H350
通常価格 ￥135,000 税込のところ￥108,000 税込

TV ボード　オーク材
W1,600×D500×H350
通常価格 ￥140,400 税込のところ￥119,000 税込

サイドキャビネット　ウォールナット材
W498×D467×H850
通常価格 ￥81,000 税込のところ ￥64,800 税込

TV ボード　ナラ材ブラック塗装
W1,500×D500×H500
通常価格 ￥202,176 税込のところ￥159,000 税込
テーブルランプ　acqua
φ300×H350
通常価格 ￥19,440 税込のところ ￥15,500 税込

ベンチ　ブラックチェリー材　布 / カバーリング
W1,500×D550×H730（SH450）
通常価格 ￥122,472 税込のところ ￥97,900 税込

サイドボード　ウォールナット材
W1,680×D450×H850
通常価格 ￥393,120 税込のところ ￥298,000 税込

3P ソファ　オーク材　布 / カバーリング
W1,880×D860×H790（SH390）
通常価格 ￥498,960 税込のところ ￥369,000 税込

アームレスソファ　布 / カバーリング
W1,410×D630×H700（SH420）
通常価格 ￥59,400 税込のところ ￥39,800 税込

3P ソファ　布 / カバーリング（※サポートクッション別売り）
W2,100×D1,080×H830（SH420）
通常価格 ￥279,720 税込のところ ￥198,000 税込

③
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①ダイニングテーブル　オーク材
W900×D900×H720
通常価格 ￥108,000 税込のところ￥69,800 税込
②セミアームチェア　オーク材　布 / カバーリング　　　※チェア 1 脚の価格となります。
W520×D510×H760（SH420）
通常価格 ￥42,984 税込のところ ￥34,300 税込

①

②

②

②

パーソナルソファ＋スツール　オーク材　布 / カバーリング
W800×D830×H960（SH440）
通常価格 ￥190,080 税込のところ ￥139,000 税込

コーナーソファ＋スツール　布 / カバーリング（※クッション別売り）
W3,550×D880/2,200×H610（SH330）
通常価格 ￥475,200 税込のところ ￥380,000 税込

カウチソファ　ウォールナット材　本革＆合皮 / カバーリング
W2,400×D890/1,530×H780（SH360）
通常価格 ￥591,840 税込のところ ￥473,000 税込

TV ボード　ウォールナット＆アッシュ材ブラック塗装　※LED 照明付き
W2,000×D450×H450
通常価格 ￥272,160 税込のところ ￥189,000 税込

サイドボード　ウォールナット材 + ステンレスレッグ
W1,800×D450×H710
通常価格 ￥352,080 税込のところ ￥246,000 税込

①

②
③ ③

デスク　ウォールナット＆メープル材（6 素材 MIX）
W980×D560×H735
通常価格 ￥140,400 税込のところ ￥109,000 税込
チェア　メープル材（6 素材 MIX）　本革 / 張込み
W380×D465×H710（SH430）
通常価格 ￥60,480 税込のところ ￥48,000 税込

シングルベッド　ウォールナット材
W990×D2,060×H950
通常価格 ￥131,760 税込のところ ￥99,800 税込
シングルマットレス　ミディアム
W970×D1,950×H230
通常価格 ￥51,840 税込のところ ￥39,980 税込

ワイドダブルベッド＆ダブルマットレス　ハード
W1,690×D2,210×H750（FH125）
通常価格 ￥242,960 税込のところ ￥168,000 税込

クロック CL9903NA
φ500×D50
通常価格 ￥10,584 税込のところ

￥8,400 税込


