
品番0117000
ドレッサー 
\110,000 (販売単位数 1)
90×45×156H cm
INDONESIA
マホガニー、ベニア　 

品番0117000の詳細画像 品番0117001
センターテーブル 
\85,000 (販売単位数 1)
127×70×50H cm
INDONESIA
マホガニー、天板：ＭＤＦ、ベニア 

品番0117001の詳細画像

品番0117003
ダイニングテーブル 
\100,000 (販売単位数 1)
90×90×76H cm
INDONESIA
マホガニー、天板：ＭＤＦ、ベニア 

品番0117004
ダイニングテーブル 
\145,000 (販売単位数 1)
150×90×76H cm
INDONESIA
マホガニー、天板：ＭＤＦ、ベニア 

品番0117007
ハーフムーンチェスト 
\68,000 (販売単位数 1)
72×35×76H cm
INDONESIA
マホガニー、天板：ＭＤＦ、ベニア 

品番0117007の詳細画像

品番0117009
スモールチェスト 
\56,000 (販売単位数 1)
51×40×62H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117010
サイドボード 
\190,000 (販売単位数 1)
150×50×90H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117010の詳細画像 品番0117012
ＴＶボード 
\145,000 (販売単位数 1)
150×45×55H cm
INDONESIA
マホガニー  
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品番0117012の詳細画像 品番0117013
ショーケース 
\150,000 (販売単位数 1)
79×34×187H cm
INDONESIA
マホガニー、ベニア　 

品番0117013の詳細画像 品番0117015
ショーケース 
\130,000 (販売単位数 1)
65×34×150H cm
INDONESIA
マホガニー、ベニア　 

品番0117016
ショーケース 
\160,000 (販売単位数 1)
94×34×194H cm
INDONESIA
マホガニー、ベニア　 

品番0117016の詳細画像 品番0117019
ブックケース 
\120,000 (販売単位数 1)
84×40×157H cm
INDONESIA
マホガニー、ベニア　 

品番0117019の詳細画像

品番0117020
ウォールシェルフ 
\26,000 (販売単位数 1)
35×21×25H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117020の詳細画像 品番0117021
サービングテーブル 
\60,000 (販売単位数 1)
61×41×76H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117021の詳細画像
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品番0117024
コートハンガー 
\33,000 (販売単位数 1)
50×45×129H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117024の詳細画像 品番0117025
コンソール 
\110,000 (販売単位数 1)
102×40×84H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117025の詳細画像

品番0117040
ドレッサー 
\140,000 (販売単位数 1)
92×41×130H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117040の詳細画像 品番0117047
トレイ付テーブル 
\37,000 (販売単位数 1)
46×46×70H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117047の詳細画像

品番0117050
マガジンラック 
\95,000 (販売単位数 1)
90×40×125 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117050の詳細画像 品番0117051
トレイ付キャビネット 
\83,000 (販売単位数 1)
80×40×75 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117051の詳細画像
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品番0117053
コンソール 
\50,000 (販売単位数 1)
80×33×75 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117053の詳細画像 品番0117064
ワインラック 
\45,000 (販売単位数 1)
56×30×74H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117064の詳細画像

品番0117066
ラウンドテーブル 
\125,000 (販売単位数 1)
DIA 99×76 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117066の詳細画像 品番0117067
コーナーシェルフ 
\55,000 (販売単位数 1)
57×43×120 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117068
ライティングデスク・ＧＲ 
\160,000 (販売単位数 1)
112×50×84 cm
INDONESIA
マホガニー、レザー　 

品番0117068の詳細画像 品番0117077
コーヒーテーブル 
\110,000 (販売単位数 1)
118×60×48 cm
INDONESIA
マホガニー、ガラス、塗装色：ＢＷ 

品番0117078
サイドテーブル（マガジンラック付） 
\40,000 (販売単位数 1)
55×30×74H cm
INDONESIA
マホガニー、塗装色：ＢＷ 

品番0117078の詳細画像
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品番0117079
コーヒーテーブル 
\85,000 (販売単位数 1)
109×69×46 cm
INDONESIA
マホガニー、塗装色：ＢＷ 

品番0117079の詳細画像 品番0117080
オーバルテーブル 
\65,000 (販売単位数 1)
56×38×65H cm
INDONESIA
マホガニー、マーブル 

品番0117080の詳細画像

品番0117087
ティーテーブル＊１１７０５８脚違い＊ 
\50,000 (販売単位数 1)
55×55×56 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117087の詳細画像 品番0117090
ティーテーブル 
\50,000 (販売単位数 1)
55×55×56H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117090の詳細画像

品番0117091
ティーテーブル 
\50,000 (販売単位数 1)
55×55×65H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117091の詳細画像 品番0117104
４ドロワーチェスト 
\85,000 (販売単位数 1)
64×42×75H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117105
サイドキャビネット 
\128,000 (販売単位数 1)
114×45×86H cm
INDONESIA
マホガニー  
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品番0117105の詳細画像 品番0117107
ブックケース 
\140,000 (販売単位数 1)
96×28×100H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117108
シェルフ 
\55,000 (販売単位数 1)
55×30×110H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117109
ダベンポートデスク 
\85,000 (販売単位数 1)
58×51×90H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117109の詳細画像 品番0117110
ラウンドテーブル 
\39,000 (販売単位数 1)
39×39×74H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117111
ラウンドテーブル 
\55,000 (販売単位数 1)
60×60×72H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0117111の詳細画像

品番0117112
サービングテーブル＊１１７０２１Ｈ違い＊
\60,000 (販売単位数 1)
61×41×85H cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217003
ハープチェア・２Ｐ 
\82,000 (販売単位数 1)
98×57×88H SH50 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217003の詳細画像 品番0217009
アームチェア 
\48,000 (販売単位数 1)
62×59×99H SH50 AH75 cm
INDONESIA
マホガニー  
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品番0217017
ラウンジソファ 
\65,000 (販売単位数 1)
108×46×97 SH49 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217018
１Ｐソファ 
\136,000 (販売単位数 1)
80×65×92(SH48) cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217018の詳細画像 品番0217019
２Ｐソファ 
\210,000 (販売単位数 1)
145×64×92(SH48) cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217019の詳細画像 品番0217020
２．５シートソファ 
\250,000 (販売単位数 1)
184×74×80 SH48 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217020の詳細画像 品番0217021
２．５シートソファ 
\200,000 (販売単位数 1)
184×74×80 SH48 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217021の詳細画像 品番0217024
スツール 
\55,000 (販売単位数 1)
105×40×64 SH46 cm
INDONESIA
マホガニー  

品番0217024の詳細画像 品番0217029
アームチェア 
\62,000 (販売単位数 1)
59×58×97H SH52 cm
INDONESIA
マホガニー、塗装色：ＢＷ、レーヨン81％
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品番0217029の詳細画像 品番0150034
ワゴン・７４Ｈ 
\145,000 (販売単位数 1)
61×49×74H cm
ITALY
ポプラ材、ＮＣ、蜜蝋、8kg 

品番0301012
センターテーブル 
\110,000 (販売単位数 1)
92×49×50H cm
ITALY
ポプラ材、ＮＣ、蜜蝋、19kg 

品番0301112
丸テーブル 
\65,000 (販売単位数 1)
53DIA.×65H cm
ITALY
ポプラ材、ＮＣ、蜜蝋、9kg 

品番0301112の詳細画像 品番0177000
ダイニングテーブル 
\165,000 (販売単位数 1)
137-198×84×72H cm
CHINA
オーク  

品番0177000の詳細画像 品番0177001
ＴＶボード 
\105,000 (販売単位数 1)
150×45×45H cm
CHINA
オーク  

品番0177001の詳細画像 品番0177002
ドロップリーフテーブル 
\90,000 (販売単位数 1)
60-94×60-94×72H cm
CHINA
オーク  

品番0177002の詳細画像 品番0177003
ティーテーブル 
\45,000 (販売単位数 1)
54×54×55H cm
CHINA
オーク  
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品番0177003の詳細画像 品番0177004
ブックスタンド 
\45,000 (販売単位数 1)
38×24×108H cm
CHINA
オーク  

品番0177004の詳細画像 品番0177005
拡張テーブル 
\75,000 (販売単位数 1)
60/100×60×73H cm
CHINA
オーク  

品番0177005の詳細画像 品番0177006
カップボード 
\100,000 (販売単位数 1)
68×40×167H cm
CHINA
オーク  

品番0177006の詳細画像 品番0177007
ベッドサイドチェスト 
\33,000 (販売単位数 1)
46×35×65H cm
CHINA
オーク  

品番0177007の詳細画像 品番0177008
チェスト 
\105,000 (販売単位数 1)
80×45×84H cm
CHINA
オーク  

品番0177008の詳細画像 品番0177009
キャビネット 
\100,000 (販売単位数 1)
80×35×134H cm
CHINA
オーク  
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品番0177009の詳細画像 品番0177011
キャビネット 
\138,000 (販売単位数 1)
115×37×135H cm
CHINA
オーク   

品番0177011の詳細画像 品番0285000
サイドチェア 
\35,000 (販売単位数 1)
51×55×88H SH43 cm
CHINA
オーク  

品番0285000の詳細画像 品番0285001
サイドチェア 
\45,000 (販売単位数 1)
48×51×88H SH47 cm
CHINA
オーク  

品番0285001の詳細画像 品番0285002
サイドチェア 
\45,000 (販売単位数 1)
48×51×88H SH47 cm
CHINA
オーク  

品番0285002の詳細画像 品番0285003
ハイスツール 
\28,000 (販売単位数 1)
30×30×70H cm
CHINA
オーク  

品番0285003の詳細画像 品番0285004
スツール 
\26,000 (販売単位数 1)
30×30×50H cm
CHINA
オーク  
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品番0285004の詳細画像 品番0104011
テーブル・グレイハウンド 
\160,000 (販売単位数 1)
40.6×40.6×63.5H cm
U.S.A.
メタル、ガラス  

品番0104011の詳細画像 品番0203005
チェア 
\185,000 (販売単位数 1)
74×70×79H SH47 cm
U.S.A.
合板、メタル、張地：綿100％ 

品番0203005の詳細画像 品番0203006
チェア 
\330,000 (販売単位数 1)
76×80×81H SH45 cm
U.S.A.
合板、メタル　張地：100％ＰＯ 

品番0203006の詳細画像 品番0129006
センターテーブル 
\125,000 (販売単位数 1)
130×70×40 cm
PHILIPPINE
アイアン、フォッシルストーン 

品番0129006の詳細画像 品番0129007
センターテーブル 
\140,000 (販売単位数 1)
130×70×40 cm
PHILIPPINE
アイアン、フォッシールストーン、ガラス　

品番0129007の詳細画像 品番0129008
センターテーブル 
\140,000 (販売単位数 1)
130×70×40 cm
PHILIPPINE
アイアン、スネークスキン石、ガラス 
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品番0129008の詳細画像 品番0129010
センターテーブル 
\115,000 (販売単位数 1)
110×60×40 cm
PHILIPPINE
アイアン、フォッシルストーン、ガラス 

品番0129010の詳細画像 品番0210005
２Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＲＤ 
\220,000 (販売単位数 1)
165×89×77 SH42 cm
THAILAND
53kg

品番0210005の詳細画像 品番0210006
３Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＲＤ 
\270,000 (販売単位数 1)
205×89×77 SH42 cm
THAILAND
64kg

品番0210006の詳細画像 品番0210008
チェスターウイングチェア・Ｗ／Ｏ　ＲＤ　
\145,000 (販売単位数 1)
87×89×102 SH42 cm
THAILAND
30kg

品番0210008の詳細画像 品番0210009
２Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＧＲ 
\220,000 (販売単位数 1)
165×89×77 SH42 cm
THAILAND
ＷＡＳＨＯＦＦ、ＳＰＬＩＴレザー、53kg

品番0210009の詳細画像 品番0210010
チェスターウイングチェア・Ｗ／О　ＧＲ　
\145,000 (販売単位数 1)
87×89×102 SH42 cm
THAILAND
30kg
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品番0210010の詳細画像 品番0210012
２Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＢＲ 
\220,000 (販売単位数 1)
165×89×77 SH42 cm
THAILAND
ＷＡＳＨＯＦＦ、ＳＰＬＩＴレザー 

品番0210012の詳細画像 品番0210013
３Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＢＲ 
\270,000 (販売単位数 1)
205×89×77 SH42 cm
THAILAND

品番0210013の詳細画像 品番0210014
３Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＧＲ 
\270,000 (販売単位数 1)
205×89×77 SH42 cm
THAILAND

品番0210014の詳細画像 品番0210019
チェスターウィングチェア・Ｗ／Ｏ　ＢＲ　
\145,000 (販売単位数 1)
87×89×102 cm
THAILAND
ＷＡＳＨＯＦＦ、ＳＰＬＩＴレザー 

品番0210019の詳細画像 品番0210020
２Ｐソファ・ＣＯＷ　ＯＩＬ　ＢＫ 
\280,000 (販売単位数 1)
165×89×77 SH42 cm
THAILAND
ＣＯＷ　ＯＩＬレザー 

品番0210020の詳細画像 品番0210021
３Ｐソファ・ＣＯＷ　ＯＩＬ　ＢＫ 
\330,000 (販売単位数 1)
205×89×77 SH42 cm
THAILAND
ＣＯＷ　ＯＩＬレザー 
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品番0210021の詳細画像 品番0210032
２Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＷＨＩＳＫＹ 
\200,000 (販売単位数 1)
165×89×77H SH42 cm
THAILAND
ＷＡＳＨＯＦＦ、ＳＰＬＩＴレザー 

品番0210032の詳細画像 品番0210033
３Ｐソファ・Ｗ／Ｏ　ＷＨＩＳＫＹ 
\250,000 (販売単位数 1)
205×89×77H SH42 cm
THAILAND
ＷＡＳＨＯＦＦ、ＳＰＬＩＴレザー 

品番0210033の詳細画像 品番0210034
アームチェア・ＶＩＮＴＡＧＥ　ＢＲ 
\150,000 (販売単位数 1)
78×80×93 SH46 cm
THAILAND

品番0210034の詳細画像 品番0210036
アームチェア・Ｗ／Ｏ　ＲＥＤ 
\150,000 (販売単位数 1)
78×80×93 SH46 cm
THAILAND

品番0210036の詳細画像 品番0210037
アームチェア・Ｗ／Ｏ　ＧＲ 
\150,000 (販売単位数 1)
78×80×93 SH46 cm
THAILAND

品番0210037の詳細画像 品番0210038
アームチェア 
\120,000 (販売単位数 1)
70×78×96 SH45 cm
THAILAND
100％ＰＯ  
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品番0210038の詳細画像 品番0221019
２Ｐ　Ｓｏｆａ　フラワーグレー 
\150,000 (販売単位数 1)
170×90×85H,SH:44 cm
CHINA
100％ポリ カナダパイン 

品番0221019の詳細画像 品番0221021
３Ｐ　Ｓｏｆａ　フラワーグレー 
\190,000 (販売単位数 1)
215×90×85H,SH:44 cm
CHINA
100％ポリ カナダパイン 

品番0221021の詳細画像 品番0221118
１ＰＳｏｆａボタンバック・フラワーグレー
\80,000 (販売単位数 1)
79×82×93H cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221118の詳細画像 品番0221141
２Ｐ　Ｓｏｆａ　フラワーグレー 
\150,000 (販売単位数 1)
180×93×95 SH48 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221141の詳細画像 品番0221154
１Ｐ　Ｓｏｆａ　ボタンバック・レッド 
\80,000 (販売単位数 1)
79×82×93,SH:43 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221170
３Ｐ　Ｓｏｆａ　ベルベットレッド 
\175,000 (販売単位数 1)
205×92×73H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221171
３Ｐ　Ｓｏｆａ　ベルベットアイボリー 
\175,000 (販売単位数 1)
205×92×73H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  
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品番0221172
２Ｐ　Ｓｏｆａ　ベルベットレッド 
\150,000 (販売単位数 1)
177×92×73H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221173
２Ｐ　Ｓｏｆａ　ベルベットアイボリー 
\150,000 (販売単位数 1)
177×92×73H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221174
スツール　ベルベットレッド 
\24,000 (販売単位数 1)
DIA 42×46H cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221175
スツール　ベルベットアイボリー 
\24,000 (販売単位数 1)
DIA 42×46H cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221176
スツール　ホワイトベージュ 
\24,000 (販売単位数 1)
DIA 42×46H cm
CHINA
20％ＰＯ、20％ＣＯ、40％Ｖｉ、20％Ｌｉ

品番0221177
スツール　グレイ 
\24,000 (販売単位数 1)
DIA 42×46H cm
CHINA
20％ＰＯ、20％ＣＯ、40％Ｖｉ、20％Ｌｉ

品番0221181
２Ｐ　Ｓｏｆａ　グレイ 
\138,000 (販売単位数 1)
165×90×90H SH43 cm
CHINA
20％ＰＯ、20％ＣＯ、40％Ｖｉ、20％Ｌｉ

品番0221182
３Ｐ　Ｓｏｆａ　ゴールドベージュ 
\190,000 (販売単位数 1)
215×90×85H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221182の詳細画像 品番0221183
２Ｐ　Ｓｏｆａ　ゴールドベージュ 
\150,000 (販売単位数 1)
170×90×85H SH44 cm
CHINA
100％ＰＯ  

品番0221183の詳細画像 品番0221184
１ＰＳｏｆａボタンバックゴールドベージュ
\80,000 (販売単位数 1)
79×82×93H SH43 cm
CHINA
100％ＰＯ  
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品番0221184の詳細画像 品番0221196
１ＰＳоｆａボタンバック・ベルベットＩＶ
\80,000 (販売単位数 1)
79×82×93H, SH:43 cm
CHINA
１００％ポリ   

品番0208038
パンプキンスツール・Ｌ．ピンク×ホワイト
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208038の詳細画像

品番0208040
パンプキンスツール・ベージュ×ブラウン　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208040の詳細画像 品番0208042
パンプキンスツール・グリーン×ブラウン　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208042の詳細画像

品番0208043
パンプキンスツール・グリーン×ブラック　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208043の詳細画像 品番0208044
パンプキンスツール・レッド×ブラウン 
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208044の詳細画像
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品番0208045
パンプキンスツール・レッド×ホワイト 
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208045の詳細画像 品番0208046
パンプキンスツール・レッド×ブラック 
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48H cm
CHINA

品番0208046の詳細画像

品番0208047
パンプキンスツール・ブルー×ブラウン 
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48 cm
CHINA

品番0208047の詳細画像 品番0208055
パンプキンスツール・パープル×ホワイト　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48 cm
CHINA

品番0208056
パンプキンスツール・パープル×ブラウン　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48 cm
CHINA

品番0208058
パンプキンスツール・パープル×ブラック　
\38,000 (販売単位数 1)
50×50×48 cm
CHINA

品番0208058の詳細画像 品番0250211
スツール／ＲＴ／黄 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、40％ＣＯ、60％ＰＯ 

品番0250211の詳細画像

-18-



品番0250212
スツール／ＲＤ／黄 
\22,000 (販売単位数 1)
38×38×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、40％ＣＯ、60％ＰＯ 

品番0250212の詳細画像 品番0250330
スモールスツール／ＲＴ／黄 
\16,500 (販売単位数 1)
42×30×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、40％ＣＯ、60％ＰＯ 

品番0250330の詳細画像

品番0250378
スモールチェア　ベルベッドレッド 
\38,000 (販売単位数 1)
40×40×63H SH:42.5 cm
ITALY
50％ＣＯ、30％ＶＩ、20％ＰＯ 

品番0250427
スツール／ＯＶ／赤 
\24,000 (販売単位数 1)
45×37×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250427の詳細画像 品番0250428
スモールスツール／ＯＶ／赤 
\17,500 (販売単位数 1)
40×32×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250428の詳細画像 品番0250441
スツール／ＲＤ／赤 
\22,000 (販売単位数 1)
38×38×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250442
スツール／ＲＴ／赤 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250442の詳細画像
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品番0250468
スツール／ＲＴ／ブルー 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250468の詳細画像 品番0250469
スツール／ＲＤ／ブルー 
\22,000 (販売単位数 1)
35×35×50.5H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250469の詳細画像

品番0250470
スツール／ＯＶ／ブルー 
\24,000 (販売単位数 1)
45×37×45 cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250470の詳細画像 品番0250471
スモールスツール／ＲＴ／ブルー 
\16,500 (販売単位数 1)
42×30×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250471の詳細画像

品番0250472
スツール／ＲＴ／ローズ柄 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ  

品番0250472の詳細画像 品番0250473
スツール／ＲＤ／ローズ柄 
\22,000 (販売単位数 1)
38×38×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ  

品番0250473の詳細画像
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品番0250474
スモールスツール／ＲＴ／ローズ柄 
\16,500 (販売単位数 1)
42×30×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ  

品番0250474の詳細画像 品番0250481
スモールスツール／ＯＶ／ブルー 
\17,500 (販売単位数 1)
40×32×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、80％ＣＯ、20％ＰＯ 

品番0250481の詳細画像

品番0250482
スモールスツール／ＲＴ／赤 
\16,500 (販売単位数 1)
42×30×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250482の詳細画像 品番0250483
スツール／ＲＴ／赤 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250483の詳細画像

品番0250484
スツール／ＲＤ／赤 
\22,000 (販売単位数 1)
36×36×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250484の詳細画像 品番0250485
スモールスツール／ＲＴ／ブルー 
\16,500 (販売単位数 1)
42×30×25H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250485の詳細画像
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品番0250486
スツール／ＲＴ／ブルー 
\22,000 (販売単位数 1)
48×38×43H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250486の詳細画像 品番0250487
スツール／ＲＤ／ブルー 
\22,000 (販売単位数 1)
36×36×45H cm
ITALY
ＢＥＥＣＨ、45％ＶＩ、55％ＰＯ 

品番0250487の詳細画像

品番0119000
コラム 
\9,800 (販売単位数 1)
39×39×44 cm
CHINA
石粉、19kg 

品番0119000の詳細画像 品番0119001
プランター 
\6,700 (販売単位数 1)
30×30×38 cm
CHINA
石粉、4kg 

品番0119001の詳細画像

品番0119002
コラム 
\7,800 (販売単位数 1)
29×29×51 cm
CHINA
石粉、4kg 

品番0119002の詳細画像 品番0119003
コラム 
\9,800 (販売単位数 1)
28×28×72 cm
CHINA
石粉、6kg 

品番0119003の詳細画像
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品番1128017
テーブル 
\90,000 (販売単位数 1)
160×90×75.5 cm
CHINA
セラミック、アイアン 

品番1128017の詳細画像 品番1128018
ラウンドテーブル 
\68,000 (販売単位数 1)
80×80×75.5 cm
CHINA
大理石＋アイアン  

品番1128018の詳細画像

品番1128019
ラウンドテーブル 
\38,000 (販売単位数 1)
60×60×52H cm
CHINA
アイアン、マーブル　  

品番1128019の詳細画像 品番1128020
ラウンドテーブル 
\45,000 (販売単位数 1)
60×60×75.5H cm
CHINA
アイアン、マーブル　  

品番1128020の詳細画像

品番1128021
マガジンラック 
\4,200 (販売単位数 1)
43×25×44H cm
CHINA
アイアン、マーブル　 

品番1128021の詳細画像 品番1215000
アイアンチェアー 
\22,000 (販売単位数 1)
50×45×95H SH50 cm
CHINA
アイアン  

品番1215000の詳細画像
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品番1215003
ローチェア 
\24,000 (販売単位数 1)
65×72×97H SH41 cm
CHINA
アイアン、クッション100％ＰＯ 

品番1215004
アイアンアームチェアー 
\18,000 (販売単位数 1)
51×49×88H SH50 cm
CHINA
アイアン、クッション １００％ＰＯ 

品番1215004の詳細画像
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