
品番0309000
ダブルブックボックス・ディープブラウン　
\14,000 (販売単位数 1)
24.1×15.9×8.3 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309000の詳細画像 品番0309001
シングルブックボックス・ディープブラウン
\9,000 (販売単位数 1)
26.7×19.1×5.7 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309001の詳細画像

品番0309002
シングルブックボックス・ライトブラウン　
\7,500 (販売単位数 1)
22.9×15.9×5.1 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309002の詳細画像 品番0309003
２背ブックボックス・ライトブラウン 
\8,900 (販売単位数 1)
25.4×17.8×6.4 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309003の詳細画像

品番0309004
シングルブックボックス・ブラウン 
\8,900 (販売単位数 1)
26.7×19.1×5.7 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309004の詳細画像 品番0309005
ペンスタンド・ライトブラウン 
\4,500 (販売単位数 1)
8.9×7.6×10.2 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309006
コースター６枚セット・ブラック 
\8,900 (販売単位数 1)
12.7×12.7×5.1 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 
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品番0309006の詳細画像 品番0309007
ダストボックス・ライトブラウン 
\20,000 (販売単位数 1)
22.9×22.9×27.9 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309008
ダストボックス・ディープブラウン 
\20,000 (販売単位数 1)
22.9×22.9×27.9 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0309009
マガジンホルダー・ブラック 
\12,000 (販売単位数 1)
25.4×10.2×33 cm
INDIA
バッファローレザー　 ＭＤＦ 

品番0317000
アンブレラスタンド 
\30,000 (販売単位数 1)
30×30×75H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0317001
アンブレラスタンド 
\28,000 (販売単位数 1)
29×19×67H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0317001の詳細画像 品番1360000
シューホーン・ＤＯＧ 
\8,000 (販売単位数 1)
63CM cm
ITALY
アセテート ビーチウッド（棒）　

品番1360000の詳細画像 品番1360001
シューホーン・ブルドック 
\8,000 (販売単位数 1)
63CM cm
ITALY
アセテート ビーチウッド（棒）　

品番1360001の詳細画像 品番1360002
シューホーン・ホース 
\8,000 (販売単位数 1)
63.5CM cm
ITALY
アセテート ビーチウッド（棒）　
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品番1360002の詳細画像 品番1360003
シューホーン・ダック 
\8,000 (販売単位数 1)
62CM cm
ITALY
アセテート ビーチウッド（棒）　

品番1360003の詳細画像 品番1360004
シューホーン・フクロウ 
\8,000 (販売単位数 1)
66.5CM cm
ITALY
アセテート ビーチウッド（棒）　

品番1360004の詳細画像 品番0306000
クロック 
\13,000 (販売単位数 1)
DIA 38×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＳＴＯＮＥ　ＢＬＯＣＫ 

品番0306000の詳細画像 品番0306001
クロック 
\20,000 (販売単位数 1)
DIA 59×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＢＲＡＳＳ　ＳＨＥＥＴ 

品番0306001の詳細画像 品番0306002
クロック 
\20,000 (販売単位数 1)
DIA 45×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＢＯＮＥ  

品番0306002の詳細画像 品番0306004
クロック 
\8,500 (販売単位数 1)
DIA 40×5 cm
INDIA
ＭＤＦ  
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品番0306004の詳細画像 品番0306008
クロック 
\6,000 (販売単位数 1)
25×5×32 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＩＲＯＮ　ＡＣＣ 

品番0306008の詳細画像 品番0306010
クロック 
\12,000 (販売単位数 1)
DIA 21×11 cm
INDIA
ＩＲＯＮ　ＭＥＴＡＬＳＨＥＥＴ 

品番0306012
クロック 
\11,000 (販売単位数 1)
DIA40×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＭＥＴＡＬ　 

品番0306012の詳細画像 品番0306013
クロック 
\7,500 (販売単位数 1)
DIA29×5 cm
INDIA
ＭＤＦ  

品番0306013の詳細画像

品番0306014
クロック 
\20,000 (販売単位数 1)
DIA40×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、2kg 

品番0306014の詳細画像 品番0306016
クロック 
\16,000 (販売単位数 1)
DIA45×5 cm
INDIA
ＭＤＦ、ＭＥＴＡＬ　 

品番0306016の詳細画像

-4-



品番0306017
クロック 
\11,000 (販売単位数 1)
DIA40×5 cm
INDIA
ＭＤＦ  

品番0306017の詳細画像 品番0306023
クロック 
\9,000 (販売単位数 1)
DIA 29×6 cm
INDIA
ＭＤＦ、ガラス  

品番0306023の詳細画像

品番0306024
クロック 
\6,500 (販売単位数 1)
25×5×29 cm
INDIA
ＷＯＯＤ、ＩＲＯＮ、ガラス 

品番0306026
クロック 
\12,000 (販売単位数 1)
39×5×50 cm
INDIA
ＷＯＯＤ、ＩＲＯＮ　 

品番0306026の詳細画像 品番0306027
クロック 
\12,000 (販売単位数 1)
39×5×39 cm
INDIA
ＷＯＯＤ、ＭＥＴＡＬ 

品番0306027の詳細画像 品番0306028
クロック 
\17,000 (販売単位数 1)
50×5×50 cm
INDIA
ＷＯＯＤ  

品番0306028の詳細画像 品番0306029
クロック（振り子） 
\15,000 (販売単位数 1)
45×5×45 cm
INDIA
ＷＯＯＤ  
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品番0306029の詳細画像 品番0306030
クロック 
\23,000 (販売単位数 1)
35×13×35 cm
INDIA
ＢＲＡＳＳ  

品番0306030の詳細画像 品番0306031
テーブルクロック 
\38,000 (販売単位数 1)
49×24×28 cm
INDIA
ＷＯＯＤ  

品番0306031の詳細画像 品番0328003
ウォールクロック・八角・茶 
\25,000 (販売単位数 1)
38×5×38H cm
ITALY
ポプラ  

品番0301194
掛け時計　Ｌ 
\75,000 (販売単位数 1)
35×7.5×37(80)H cm
ITALY
ポプラ、真鍮、3kg 

品番0301001
傘立て 
\53,000 (販売単位数 1)
30DIA.×56H cm
ITALY
ポプラ材、ＮＣ、蜜蝋、真鍮、4kg 

品番0301001の詳細画像 品番0301121
傘立て 
\45,000 (販売単位数 1)
26DIA.×67H cm
ITALY
ポプラ材、ＮＣ、蜜蝋、3kg 

品番0301121の詳細画像 品番0301235
タオルリング 
\28,000 (販売単位数 1)
23×10×18H cm
ITALY
ポプラ、真鍮  
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品番0301235の詳細画像 品番0301236
タオルリング 
\27,000 (販売単位数 1)
18×7×19H cm
ITALY
ポプラ、真鍮  

品番0301236の詳細画像 品番0320002
レターオープナー 
\48,000 (販売単位数 1)
24.7×5.7×3.2 cm
PHILIPPINE
ＳＨＥＬＬ  

品番0320002の詳細画像 品番0320004
レターオープナー 
\26,000 (販売単位数 1)
23.8×3.2×3.2 cm
PHILIPPINE
ＳＨＥＬＬ  

品番0320004の詳細画像 品番0354000
ブックエンド・ボクサー 
\39,000 (販売単位数 1)
(1P)14×11×16H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354000の詳細画像 品番0354001
ブックエンド・馬 
\39,000 (販売単位数 1)
(1P)14×10.8×16H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354001の詳細画像 品番0354003
レターラック 
\16,000 (販売単位数 1)
13.9×5.8×10.5H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  
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品番0354003の詳細画像 品番0354004
ペーパーウェイト・ダックスフンド 
\20,000 (販売単位数 1)
16.3×10.5×12H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354005
小物入れ・引き出し付 
\34,000 (販売単位数 1)
20×14×10H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354005の詳細画像

品番0354006
トレー 
\28,000 (販売単位数 1)
29×39×6.5H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354006の詳細画像 品番0354007
ボックス「ＬＥＤＧＥＲ」 
\12,000 (販売単位数 1)
7.5×27×37H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354007の詳細画像

品番0354008
ボックス「ＲＥＣＩＰＥＳ」 
\12,000 (販売単位数 1)
7.5×27×37H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354008の詳細画像 品番0354009
ボックス「ＦＡＭＩＬＹ　ＨＩＳＴＯＲＹ」
\12,000 (販売単位数 1)
7.5×27×37H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354009の詳細画像
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品番0354011
傘立て 
\80,000 (販売単位数 1)
DIA22.5×49H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354011の詳細画像 品番0354012
ダストボックス 
\38,000 (販売単位数 1)
23.4×23.4×28H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354012の詳細画像

品番0354013
ダストボックス 
\36,000 (販売単位数 1)
DIA22.8×22H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354013の詳細画像 品番0354014
ティッシュボックス 
\28,000 (販売単位数 1)
26.3×17.7×8.8H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354014の詳細画像

品番0354015
デスクトレー 
\14,000 (販売単位数 1)
21×13.5×3 cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354015の詳細画像 品番0354016
マガジンホルダー 
\26,000 (販売単位数 1)
9.5×25.5×32H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354016の詳細画像
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品番0354017
リモコンボックス 
\11,000 (販売単位数 1)
10×11×15H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354017の詳細画像 品番0354018
リモコンホルダーＬ 
\18,000 (販売単位数 1)
14×11×16 cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354018の詳細画像

品番0354021
ダストボックス 
\39,000 (販売単位数 1)
25×25×26.5 cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354023
ドアストッパー・ブルドッグ 
\14,000 (販売単位数 1)
5.5×21×9.5H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354023の詳細画像 品番0354038
ブックエンド・象　ＴＡＮ 
\39,000 (販売単位数 1)
14×10.5×16H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354038の詳細画像 品番0354047
ペン立て 
\9,000 (販売単位数 1)
DIA7.6×9.5H cm
ENGLAND
ＲＥＳＩＮ  

品番0354047の詳細画像 品番0364000
カエル／うつぶせ 
\4,300 (販売単位数 1)
28×14×15H cm
CHINA
樹脂  
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品番0364000の詳細画像 品番0364003
ウェルカムフロッグ 
\4,500 (販売単位数 1)
35.5×12×19.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0364003の詳細画像 品番0368088
エンジェル・星冠・ＬＯＶＥ 
\4,500 (販売単位数 1)
22.5×7.5×11.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368088の詳細画像 品番0368089
エンジェル奏者・星冠・２Ｐセット 
\4,500 (販売単位数 1)
9×7.5×16H cm
CHINA
樹脂  

品番0368089の詳細画像 品番0368090
エンジェル・星冠・２Ｐセット 
\3,400 (販売単位数 1)
7×7×13.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368090の詳細画像 品番0368092
ウェルカムボード・星冠 
\4,000 (販売単位数 1)
16×9×17H cm
CHINA
樹脂  

品番0368092の詳細画像 品番0368093
エンジェル・キャンドルホルダー・星冠 
\3,500 (販売単位数 1)
17.5×9×14.5H cm
CHINA
樹脂  
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品番0368093の詳細画像 品番0368094
エンジェル・星冠 
\2,800 (販売単位数 1)
12×10.5×13.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368094の詳細画像 品番0368096
エンジェル・靴 
\2,000 (販売単位数 2)
11.5×4.5×12H cm
CHINA
樹脂  

品番0368096の詳細画像 品番0368098
エンジェル・パネル 
\4,000 (販売単位数 1)
19×4×26.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368098の詳細画像 品番0368099
エンジェル・パネル 
\4,000 (販売単位数 1)
19×4.5×26.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368099の詳細画像 品番0368100
エンジェル・絵本 
\1,600 (販売単位数 2)
10×6×10H cm
CHINA
樹脂  

品番0368100の詳細画像 品番0368101
エンジェル・ベンチ 
\1,500 (販売単位数 2)
8.5×5×9.5H cm
CHINA
樹脂  
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品番0368101の詳細画像 品番0368102
エンジェル・ベンチ 
\1,500 (販売単位数 2)
8×5×9.5H cm
CHINA
樹脂  

品番0368102の詳細画像 品番0388136
皿立て・Ｓ・光沢仕上げ 
\2,300 (販売単位数 1)
14.5×8×15.5H cm
ITALY
真鍮  

品番0388213
ドッグ・リングホルダー 
\2,000 (販売単位数 1)
4×11.5 cm
ITALY
真鍮  

品番0388216
イーゼル・ミディアム 
\9,000 (販売単位数 1)
17.5×6×41.5H cm
ITALY
真鍮  

品番0388217
靴べら・ホース 
\3,200 (販売単位数 1)
42×3.8 cm
ITALY
真鍮  

品番0388219
ウォールクロック 
\20,000 (販売単位数 1)
31.5×4×33.5H cm
ITALY
真鍮、1.5kg  

品番0388219の詳細画像 品番0388308
タオルハンガー 
\7,000 (販売単位数 1)
38×7 cm
ITALY
真鍮  

品番0388308の詳細画像 品番0388309
タオルハンガー 
\4,800 (販売単位数 1)
17×7 cm
ITALY
真鍮  
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品番0388311
コスメツリー 
\22,000 (販売単位数 1)
14×35 cm
ITALY
真鍮  

品番0388313
トイレブラシホルダー 
\23,000 (販売単位数 1)
15×57 cm
ITALY
真鍮  

品番0388316
ジュエリーラック 
\10,000 (販売単位数 1)
10×15×14H cm
ITALY
ＢＲＡＳＳ  

品番0388316の詳細画像

品番0388317
ソープディッシュ＆タンブラー 
\15,000 (販売単位数 1)
9×25 cm
ITALY
ＢＲＡＳＳ  

品番0388317の詳細画像 品番0388318
ルーペ 
\10,000 (販売単位数 1)
8×18 cm
ITALY
ＢＲＡＳＳ  

品番0388318の詳細画像

品番0388319
レターオープナー 
\7,000 (販売単位数 1)
2×20 cm
ITALY
ＢＲＡＳＳ  

品番0388319の詳細画像 品番0388320
温度計 
\6,000 (販売単位数 1)
13×32 cm
ITALY
ＢＲＡＳＳ  

品番0388320の詳細画像
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品番0333001
アーティシャルフラワーアレンジ 
\24,000 (販売単位数 1)
 cm
JAPAN

品番0333003
アーティシャルフラワーアレンジ 
\15,000 (販売単位数 1)
 cm
JAPAN

品番0333004
アーティシャルフラワーアレンジ 
\9,000 (販売単位数 1)
 cm
JAPAN

品番1328000
ラグマット・ＥＵＧＥＮＩＥ　ＬＩＮ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328000の詳細画像 品番1328012
ラグマット・ＴＲＩＮＩＴＹ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328012の詳細画像 品番1328014
ラグマット・ＳＯＬＥＮＥ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328014の詳細画像 品番1328015
ラグマット・ＡＬＩＸＥ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328015の詳細画像 品番1328016
ラグマット・ＥＵＧＥＮＩＥ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  
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品番1328016の詳細画像 品番1328017
ラグマット・ＡＬＩＣＡＮＴＥ　ＮＯＩＲ　
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328017の詳細画像 品番1328044
ラグマット・ＡＬＩＣＡＮＴＥ　ＮＯＩＲ　
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328044の詳細画像 品番1328046
ラグマット・ＴＲＩＮＩＴＹ　ＬＩＮ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328046の詳細画像 品番1328047
ラグマット・ＴＲＩＮＩＴＹ　ＮＯＩＲ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328047の詳細画像 品番1328049
ラグマット・ＳＯＬＥＮＥ　ＬＩＮ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328049の詳細画像 品番1328053
ラグマット・ＡＬＩＸＥ　ＮＯＩＲ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  
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品番1328053の詳細画像 品番1328056
ラグマット・ＴＲＩＮＩＴＹ　ＮＯＩＲ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328056の詳細画像 品番1328058
ラグマット・ＡＬＩＸＥ　ＮＯＩＲ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328058の詳細画像 品番1328088
ラグマット・ＲＵＢＡＮＥ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328088の詳細画像 品番1328091
ラグマット・ＳＡＴＩＮＥ　ＬＩＮ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328091の詳細画像 品番1328135
ラグマット・ＳＡＴＩＮＥ　ＬＩＮ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328135の詳細画像 品番1328139
ラグマット・ＲＵＢＡＮＥ　ＬＩＮ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

-17-



品番1328139の詳細画像 品番1328140
ラグマット・ＥＵＧＥＮＩＥ　ＮＯＩＲ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328140の詳細画像 品番1328141
ラグマット・ＲＵＢＡＮＥ　ＮＯＩＲ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328141の詳細画像 品番1328142
ラグマット・ＳＡＴＩＮＥ　ＮＯＩＲ 
\7,500 (販売単位数 1)
50×70 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328142の詳細画像 品番1328143
ラグマット・ＥＵＧＥＮＩＥ　ＮＯＩＲ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328143の詳細画像 品番1328144
ラグマット・ＲＵＢＡＮＥ　ＮＯＩＲ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  

品番1328144の詳細画像 品番1328145
ラグマット・ＳＡＴＩＮＥ　ＮＯＩＲ 
\13,000 (販売単位数 1)
66×107 cm
FRANCE
コットン100％  
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品番1328145の詳細画像 品番0390009
テーブルランナーＬ長方形　ＢＲ 
\12,000 (販売単位数 1)
40×100 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390009の詳細画像 品番0390037
テーブルランナー　ＲＤ 
\12,000 (販売単位数 1)
40×100 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390037の詳細画像 品番0390038
テーブルマット　ＲＤ 
\5,600 (販売単位数 1)
40×40 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390038の詳細画像 品番0390039
テーブルランナー　ＷＨ 
\12,000 (販売単位数 1)
40×100 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390039の詳細画像 品番0390041
テーブルランナー　ＢＬ×ＢＥ 
\12,000 (販売単位数 1)
40×100 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390041の詳細画像 品番0390042
テーブルマット　ＢＬ×ＢＥ 
\5,600 (販売単位数 1)
40×40 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 
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品番0390042の詳細画像 品番0390043
テーブルランナー　ＢＥ 
\12,000 (販売単位数 1)
100×40 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390043の詳細画像 品番0390044
テーブルマット　ＢＥ 
\5,600 (販売単位数 1)
40×40 cm
INDIA
レーヨン　ベルベットナイロンネット 

品番0390044の詳細画像 品番0399000
プランター 
\3,200 (販売単位数 1)
14×14×14H cm
CHINA
セラミック  

品番0399004
ドッグ置物 
\15,000 (販売単位数 1)
29.9×46.4×48.9H cm
CHINA
樹脂  

品番0399007
フォトフレーム 
\2,800 (販売単位数 1)
22.35×1.27×26.67H cm
CHINA
ＰＵ、プラスチック　 

品番0513002
傘立て・バラ 
\12,000 (販売単位数 1)
27×27×50H cm
CHINA
ドロマイト、4.5kg、転写シール 

品番0513003
傘立て・陶花・バラ・ピンク 
\12,000 (販売単位数 1)
27×27×50H cm
CHINA
ドロマイト、 4.5kg 

品番0513004
傘立て・陶花・バラ 
\12,000 (販売単位数 1)
27×27×50H cm
CHINA
ドロマイト、4.5kg 

品番1564000
コンポート・トンボ 
\12,000 (販売単位数 1)
20×11.5×14.5H cm
CHINA
磁器  
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品番1564000の詳細画像 品番1564001
コンポート 
\27,000 (販売単位数 1)
29×38 cm
CHINA
磁器  

品番1564001の詳細画像 品番1564019
プレート（脚・持手付） 
\17,000 (販売単位数 1)
18×18×16.5H cm
CHINA
磁器  

品番1564019の詳細画像 品番1564025
プレート　白　とんぼ 
\16,000 (販売単位数 1)
23×16×10.5H cm
CHINA
磁器  

品番1564025の詳細画像 品番1564030
プレート 
\9,000 (販売単位数 1)
21.5×11.5×4H cm
CHINA
磁器  

品番1564030の詳細画像 品番1564031
ボックス 
\19,000 (販売単位数 1)
16.5×14×14.5H cm
CHINA
磁器  

品番1564031の詳細画像 品番1564032
プレート 
\20,000 (販売単位数 1)
25.5×20×20H cm
CHINA
磁器  
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品番1564032の詳細画像 品番1564033
ボックス 
\15,000 (販売単位数 1)
20.5×5.5×16H cm
CHINA
磁器  

品番1564033の詳細画像 品番1564034
プレート・ブラック 
\11,000 (販売単位数 1)
17×14×6H cm
CHINA
磁器  

品番1564034の詳細画像 品番1564035
プレート・ブルー 
\11,000 (販売単位数 1)
17×14×6H cm
CHINA
磁器  

品番1564035の詳細画像 品番1564036
ベース 
\11,000 (販売単位数 1)
21×11×15H cm
CHINA
磁器  

品番1564036の詳細画像 品番1564037
ボックス 
\8,500 (販売単位数 1)
9×9×13H cm
CHINA
磁器  

品番1564037の詳細画像 品番0678003
オーバルベース　ＡＴＱ　ＧＤ 
\24,000 (販売単位数 1)
40.5×19×19H cm
INDIA
ブラス、ガラス  
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品番0678014
コンポート 
\20,000 (販売単位数 1)
38.8×18.8×20 cm
INDIA
ガラス、ＢＲＡＳＳ　 

品番0678016
フラワーベース 
\20,000 (販売単位数 1)
22.5×22.5×36H cm
INDIA
ガラス、ＢＲＡＳＳ　 
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