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PRICE LIST



P14 DINING SIDE CHAIR
W530×D510×H815×SH430 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W520K (アクリルテープ) Walnut+Oak ¥102,300 ¥100,100
W520A (アクリルテープ) Oak ¥90,200 ¥88,000

W540K (レザーテープ) Walnut+Oak ¥176,000 ¥173,800
W540A (レザーテープ) Oak ¥160,600 ¥158,400

W590×D520×H815×SH430

W521K (アクリルテープ) Walnut+Oak ¥105,600 ¥103,400
W521A (アクリルテープ) Oak ¥92,400 ¥90,200

W541K (レザーテープ) Walnut+Oak ¥179,300 ¥177,100
W541A (レザーテープ) Oak ¥162,800 ¥160,600

アクリルテープの色品番を明記してください / 張替え アクリルテープ￥29,700、レザーテープ￥100,100
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P14 DINING ARMCHAIR
W595×D535×H815×SH430×AH630 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W522K (アクリルテープ) Walnut+Oak ¥136,400 ¥134,200
W522A (アクリルテープ) Oak ¥117,700 ¥115,500

W542K (レザーテープ) Walnut+Oak ¥211,200 ¥209,000
W542A (レザーテープ) Oak ¥190,300 ¥188,100

アクリルテープの色品番を明記してください / 張替え アクリルテープ￥29,700、レザーテープ￥100,100
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P14 DINING SIDE CHAIR
W530×D510×H815×SH430 A B C 革

W530K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥101,200 ¥102,300 ¥103,400 ¥118,800
ウレタン塗装（NP） ¥99,000 ¥100,100 ¥101,200 ¥116,600

W530A  Oak オイル塗装（NW） ¥89,100 ¥90,200 ¥91,300 ¥106,700
ウレタン塗装（NP） ¥86,900 ¥88,000 ¥89,100 ¥104,500

張替（カバー・ヌード） ¥20,900 ¥22,000 ¥23,100 ¥38,500

W590×D520×H815×SH430 A B C 革

W531K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥104,500 ¥105,600 ¥106,700 ¥123,200
ウレタン塗装（NP） ¥102,300 ¥103,400 ¥104,500 ¥121,000

W531A  Oak オイル塗装（NW） ¥91,300 ¥92,400 ¥93,500 ¥110,000
ウレタン塗装（NP） ¥89,100 ¥90,200 ¥91,300 ¥107,800

張替（カバー・ヌード） ¥22,000 ¥23,100 ¥24,200 ¥40,700

座面：布・皮革張り
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P14 DINING ARMCHAIR

W595×D535×H815×SH430×AH630 A B C 革

W532K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥135,300 ¥136,400 ¥137,500 ¥154,000
ウレタン塗装（NP） ¥133,100 ¥134,200 ¥135,300 ¥151,800

W532A  Oak オイル塗装（NW） ¥116,600 ¥117,700 ¥118,800 ¥135,300
ウレタン塗装（NP） ¥114,400 ¥115,500 ¥116,600 ¥133,100

張替（カバー・ヌード） ¥22,000 ¥23,100 ¥24,200 ¥40,700

座面：布・皮革張り
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

表示は全て【税込価格】

P R I C E  L I S T  |  21 |  P R I C E  L I S T



P8 CUSHION
W450×H450 / 羽毛・ウレタンチップ混合 A B C 革

WLP88 ¥22,000 ¥25,300 ¥28,600 ¥49,500
張替（カバーのみ） ¥14,300 ¥17,600 ¥20,900 ¥41,800

カバーリング仕様
辺縁部：パイピング仕様 

P18 KIZA EASY CHAIR
W1090×D825×H690×SH400×AH380 A B C 革

W571W  Walnut オイル塗装（NW） ¥532,400 ¥542,300 ¥552,200 ¥631,400
ウレタン塗装（NP） ¥528,000 ¥537,900 ¥547,800 ¥627,000

W571A  Oak オイル塗装（NW） ¥470,800 ¥480,700 ¥490,600 ¥569,800
ウレタン塗装（NP） ¥466,400 ¥476,300 ¥486,200 ¥565,400

張替（カバー・ヌード） ¥134,200 ¥144,100 ¥154,000 ¥233,200
張替（カバーのみ） ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300 ¥148,500

カバーリング仕様 / 背・座クッション：ウレタン
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P18 KIZA LOVE SOFA
W1840×D825×H690×SH400×AH380 A B C 革

W572W  Walnut オイル塗装（NW） ¥731,500 ¥746,900 ¥762,300 ¥924,000
ウレタン塗装（NP） ¥726,000 ¥741,400 ¥756,800 ¥918,500

W572A  Oak オイル塗装（NW） ¥635,800 ¥651,200 ¥666,600 ¥828,300
ウレタン塗装（NP） ¥630,300 ¥645,700 ¥661,100 ¥822,800

張替（カバー・ヌード） ¥206,800 ¥222,200 ¥237,600 ¥399,300
張替（カバーのみ） ¥72,600 ¥88,000 ¥103,400 ¥265,100

カバーリング仕様 / 背・座クッション：ウレタン
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P18 KIZA 2 SEATER SOFA
W2160×D825×H690×SH400×AH380 A B C 革

W573W  Walnut オイル塗装（NW） ¥766,700 ¥784,300 ¥801,900 ¥1,034,000
ウレタン塗装（NP） ¥761,200 ¥778,800 ¥796,400 ¥1,028,500

W573A  Oak オイル塗装（NW） ¥667,700 ¥685,300 ¥702,900 ¥935,000
ウレタン塗装（NP） ¥662,200 ¥679,800 ¥697,400 ¥929,500

張替（カバー・ヌード） ¥253,000 ¥270,600 ¥288,200 ¥520,300
張替（カバーのみ） ¥90,200 ¥107,800 ¥125,400 ¥357,500

カバーリング仕様 / 背・座クッション：ウレタン
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P22 LD CHAIR (lattice)
W650×D625×H785×SH380×AH570 A B C 革

W622W  Walnut オイル塗装（NW） ¥149,600 ¥150,700 ¥151,800 ¥170,500
ウレタン塗装（NP） ¥147,400 ¥148,500 ¥149,600 ¥168,300

張替（カバー・ヌード） ¥16,500 ¥17,600 ¥18,700 ¥37,400

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P16 DINING TABLE
W1800×D950×H700 脚内1510 / 高さ対応 SH650~700 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WDT85K Walnut+Oak ¥831,600 ¥818,400

W2100×D950×H700 脚内1210 / 高さ対応 SH650~700

WDT87K Walnut+Oak ¥926,200 ¥913,000

天板：3枚接ぎ・耳付き面(40mm)・契（黒檀）　※天然耳付き面の為奥行表示に差が生じます。
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P8 2 SEATER SOFA
W1815×D890×H600×SH360×AH600 A B C 革

WLS12W  Walnut オイル塗装（NW） ¥755,700 ¥767,800 ¥779,900 ¥943,800
ウレタン塗装（NP） ¥750,200 ¥762,300 ¥774,400 ¥938,300

WLS12A  Oak オイル塗装（NW） ¥605,000 ¥617,100 ¥629,200 ¥793,100
ウレタン塗装（NP） ¥599,500 ¥611,600 ¥623,700 ¥787,600

張替（カバー・ヌード） ¥182,600 ¥194,700 ¥206,800 ¥370,700
張替（カバーのみ） ¥47,300 ¥59,400 ¥71,500 ¥235,400

3 SEATER SOFA
W2200×D890×H600×SH360×AH600 A B C 革

WLS13W  Walnut オイル塗装（NW） ¥831,600 ¥844,800 ¥858,000 ¥1,058,200
ウレタン塗装（NP） ¥826,100 ¥839,300 ¥852,500 ¥1,052,700

WLS13A  Oak オイル塗装（NW） ¥667,700 ¥680,900 ¥694,100 ¥894,300
ウレタン塗装（NP） ¥662,200 ¥675,400 ¥688,600 ¥888,800

張替（カバー・ヌード） ¥213,400 ¥226,600 ¥239,800 ¥440,000
張替（カバーのみ） ¥51,700 ¥64,900 ¥78,100 ¥278,300

カバーリング仕様 / 座クッション：羽毛 + シリコン綿 + ウレタン
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P8 OTTOMAN
W800×D800×H360 A B C 革

WLS15W  Walnut オイル塗装（NW） ¥228,800 ¥235,400 ¥242,000 ¥336,600
ウレタン塗装（NP） ¥226,600 ¥233,200 ¥239,800 ¥334,400

WLS15A  Oak オイル塗装（NW） ¥192,500 ¥199,100 ¥205,700 ¥300,300
ウレタン塗装（NP） ¥190,300 ¥196,900 ¥203,500 ¥298,100

張替（カバー・ヌード） ¥99,000 ¥105,600 ¥112,200 ¥206,800
張替（カバーのみ） ¥28,600 ¥35,200 ¥41,800 -

カバーリング仕様（※革のみ張込） / 座クッション：羽毛 + シリコン綿 + ウレタン
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P8 CUSHION
W600×H600 / 羽毛・ウレタンチップ混合 A B C 革

WLP01 ¥33,000 ¥37,400 ¥41,800 ¥81,400
張替（カバーのみ） ¥19,800 ¥24,200 ¥28,600 ¥68,200

カバーリング仕様 

P8 CUSHION
W600×H230 / 羽毛・ウレタンチップ混合 A B C 革

WLP99 ¥19,800 ¥22,000 ¥24,200 ¥37,400
張替（カバーのみ） ¥13,200 ¥15,400 ¥17,600 ¥30,800

カバーリング仕様
辺縁部：パイピング仕様 

表示は全て【税込価格】 表示は全て【税込価格】
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P24 SIDE TABLE
W560×D460×H500 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT74W Walnut ¥189,200 ¥187,000
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 CENTER TABLE
W1180×D500×H400 / 高さ対応 H350・400 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT75W Walnut ¥303,600 ¥294,800
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 SIDE TABLE
W300×D300×H600 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WA03W Walnut ¥60,500 ¥58,300
WA03A Oak ¥52,800 ¥50,600

W450×D450×H500

WA04W Walnut ¥82,500 ¥80,300
WA04A Oak ¥71,500 ¥69,300

天板：正方形
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 SIDE TABLE
W410×D385×H850 天板：φ300 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WB03W Walnut ¥71,500 ¥69,300
WB03A Oak ¥61,600 ¥59,400

W410×D435×H600 天板：φ400

WB04W Walnut ¥60,500 ¥58,300
WB04A Oak ¥52,800 ¥50,600

W500×D525×H550 天板：φ500

WB05W Walnut ¥78,100 ¥75,900
WB05A Oak ¥68,200 ¥66,000

天板：円形

P29 PERSONAL CHAIR
W790×D790×H1030×SH380×AH620 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WC51K Walnut+Oak ¥332,200 ¥327,800
WC51A Oak ¥286,000 ¥281,600

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P22 LD CHAIR (full)
W650×D625×H785×SH380×AH570 A B C 革

W624W  Walnut オイル塗装（NW） ¥162,800 ¥167,200 ¥171,600 ¥212,300
ウレタン塗装（NP） ¥160,600 ¥165,000 ¥169,400 ¥210,100

張替（カバー・ヌード） ¥36,300 ¥40,700 ¥45,100 ¥85,800
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P20 EASY CHAIR
W825×D665×H800×SH380×AH550 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W560K (アクリルテープ) Walnut+Oak ¥199,100 ¥196,900
W560A (アクリルテープ) Oak ¥183,700 ¥181,500

W561K (レザーテープ) Walnut+Oak ¥281,600 ¥279,400
W561A (レザーテープ) Oak ¥264,000 ¥261,800

アクリルテープの色品番を明記してください / 張替え アクリルテープ￥37,400、レザーテープ￥115,500
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P26 ZAISU
W670×D625×H500 A B C 革

W580K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥105,600 ¥107,800 ¥110,000 ¥127,600
ウレタン塗装（NP） ¥103,400 ¥105,600 ¥107,800 ¥125,400

W580A  Oak オイル塗装（NW） ¥97,900 ¥100,100 ¥102,300 ¥119,900
ウレタン塗装（NP） ¥95,700 ¥97,900 ¥100,100 ¥117,700

張替（カバー・ヌード） ¥18,700 ¥20,900 ¥23,100 ¥40,700

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P26 KYOSOKU
W250×D480×H280 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W581K Walnut+Oak ¥60,500 ¥58,300
W581A Oak ¥55,000 ¥52,800

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P10 CENTER TABLE
W1500×D750×H350 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT78K Walnut+Oak ¥308,000 ¥298,100
WLT78A Oak ¥237,600 ¥227,700

契：WLT78K（黒檀） ・ WLT78A（ウォールナット）
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P17 CENTER TABLE
W1100×D1100×H350 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT42K Walnut+Oak ¥416,900 ¥407,000
WLT42A Oak ¥323,400 ¥313,500

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

KURA WINDSOR

P24 SIDE TABLE
W560×D460×H500 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT74W Walnut ¥189,200 ¥187,000
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 CENTER TABLE
W1180×D500×H400 / 高さ対応 H350・400 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WLT75W Walnut ¥303,600 ¥294,800
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 SIDE TABLE
W300×D300×H600 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WA03W Walnut ¥60,500 ¥58,300
WA03A Oak ¥52,800 ¥50,600

W450×D450×H500

WA04W Walnut ¥82,500 ¥80,300
WA04A Oak ¥71,500 ¥69,300

天板：正方形
＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P24 SIDE TABLE
W410×D385×H850 天板：φ300 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WB03W Walnut ¥71,500 ¥69,300
WB03A Oak ¥61,600 ¥59,400

W410×D435×H600 天板：φ400

WB04W Walnut ¥60,500 ¥58,300
WB04A Oak ¥52,800 ¥50,600

W500×D525×H550 天板：φ500

WB05W Walnut ¥78,100 ¥75,900
WB05A Oak ¥68,200 ¥66,000

天板：円形

P29 PERSONAL CHAIR
W790×D790×H1030×SH380×AH620 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WC51K Walnut+Oak ¥332,200 ¥327,800
WC51A Oak ¥286,000 ¥281,600

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

表示は全て【税込価格】表示は全て【税込価格】
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P38 COMB BACK ROCKING CHAIR
W580×D735×H890×SH420×AH625 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W556K Walnut+Oak ¥110,000 ¥105,600
W556A Oak ¥96,800 ¥92,400

P40 NEW WINDSOR ARMCHAIR
W600×D505×H705×SH415×AH640 / 高さ対応 SH380~450 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

SC1K Walnut+Oak ¥74,800 ¥72,600
SC1A Oak ¥60,500 ¥58,300

P40 DESK CHAIR
W600×D570×H723~833×SH435~545×AH652~762 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

SD1A Oak ¥91,300 ¥89,100

P40 CAPTAIN CHAIR (smokers bow)
W600×D505×H705×SH415×AH640 / 高さ対応 SH380~450 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

SC3K Walnut+Oak ¥64,900 ¥62,700

P40 DESK CHAIR
W600×D570×H723~833×SH435~545×AH652~762 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

SD3K Walnut+Oak ¥99,000 ¥96,800

P42 FAN BACK CHAIR
W475×D515×H805×SH430 / 高さ対応 SH380~450 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

SC4K Walnut+Oak ¥60,500 ¥58,300
SC4A Oak ¥55,000 ¥52,800

P42 STICK BACK CHAIR
W460×D528×H783×SH430 / 高さ対応 SH380~430 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WDC57A Oak ¥60,500 ¥58,300

P29 OTTOMAN
W505×D305×H375 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WC53K Walnut+Oak ¥69,300 ¥67,100
WC53A Oak ¥61,600 ¥59,400

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P32 HIGH CHAIR
W540×D400×H870×SH680 / 高さ対応 SH550~680 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W514K Walnut+Oak ¥107,800 ¥103,400
W514A Oak ¥94,600 ¥90,200

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P34 CAFÉ CHAIR
W590×D500×H730×SH430×AH680 / 高さ対応 SH380~430 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W512K Walnut+Oak ¥94,600 ¥92,400
W512A Oak ¥78,100 ¥75,900

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P34 TEA TABLE
W480×D480×H650 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W481K Walnut+Oak ¥91,300 ¥89,100
W481A Oak ¥80,300 ¥78,100

＜TWW工房＞通常納期とは異なります

P38 COMB BACK SIDE CHAIR
W560×D550×H935×SH430 / 高さ対応 SH380~450 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W552K Walnut+Oak ¥61,600 ¥59,400
W552A Oak ¥55,000 ¥52,800

P38 COMB BACK ARMCHAIR
W580×D550×H935×SH430×AH645 / 高さ対応 SH380~450 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W553K Walnut+Oak ¥97,900 ¥95,700
W553A Oak ¥84,700 ¥82,500

P38 WINDSOR KITCHEN CHAIR
W460×D480×H825×SH430 / 高さ対応 SH380~430 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

W554K Walnut+Oak ¥57,200 ¥55,000
W554A Oak ¥50,600 ¥48,400

表示は全て【税込価格】 表示は全て【税込価格】
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P42 CHAIR CUSHION
椅子の品番をご指定ください A B C 革

CUSH-T ¥11,000 ¥12,100 ¥13,200 ¥26,400
張替（カバーのみ） ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700 ¥20,900

カバーリング仕様 /内部：低反発ウレタン
辺縁部：マチあり仕様 / 裏面ノンスリップ仕様

P42 CHAIR CUSHION
椅子の品番をご指定ください A B C 革

CUSH ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000 ¥22,000
張替（カバーのみ） ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700 ¥18,700

カバーリング仕様 / 内部：ウレタン
辺縁部：パイピング仕様 / 裏面ノンスリップ仕様

P44 BENCH CUSHION
D370 A B C 革

WC00 / LC00A (W450用) W400 ¥11,000 ¥12,100 ¥13,200 ¥22,000
張替（カバーのみ） ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700 ¥16,500

WC01 / LC01A (W750用) W700 ¥14,300 ¥15,400 ¥16,500 ¥29,700
張替（カバーのみ） ¥6,600 ¥7,700 ¥8,800 ¥22,000

WC02 / LC02A (W900用) W850 ¥15,400 ¥16,500 ¥17,600 ¥33,000
張替（カバーのみ） ¥6,600 ¥7,700 ¥8,800 ¥24,200

WC03 / LC03A (W1050用) W1000 ¥18,700 ¥19,800 ¥20,900 ¥40,700
張替（カバーのみ） ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000 ¥30,800

WC04 / LC04A (W1200用) W1150 ¥19,800 ¥20,900 ¥22,000 ¥49,500
張替（カバーのみ） ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000 ¥38,500

WC05 / LC05A (W1350用) W1300 ¥22,000 ¥23,100 ¥24,200 ¥56,100
張替（カバーのみ） ¥11,000 ¥12,100 ¥13,200 ¥45,100

WC06 / LC06A (W1500用) W1450 ¥23,100 ¥24,200 ¥25,300 ¥64,900
張替（カバーのみ） ¥13,200 ¥14,300 ¥15,400 ¥55,000

WC07 / LC07A (W1650用) W1600 ¥26,400 ¥27,500 ¥28,600 ¥73,700
張替（カバーのみ） ¥14,300 ¥15,400 ¥16,500 ¥61,600

WC08 / LC08A (W1800用) W1750 ¥27,500 ¥28,600 ¥29,700 ¥81,400
張替（カバーのみ） ¥14,300 ¥15,400 ¥16,500 ¥68,200

WC09 / LC09A (W1950用) W1900 ¥28,600 ¥29,700 ¥30,800 ¥89,100
張替（カバーのみ） ¥15,400 ¥16,500 ¥17,600 ¥75,900

WC10 / LC10A (W2100用) W2050 ¥29,700 ¥30,800 ¥31,900 ¥96,800
張替（カバーのみ） ¥16,500 ¥17,600 ¥18,700 ¥83,600

カバーリング仕様 / 内部：ウレタン
辺縁部：パイピング仕様 / 裏面ノンスリップ仕様

P44 TABLE
W850×D850×H700  脚内605 / 高さ対応 H650~700 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WT01W Walnut ¥227,700 ¥220,000
WT01K Walnut+Oak ¥201,300 ¥193,600
WT01A Oak ¥166,100 ¥158,400
天板：正方形 / 脚：φ70mmテーパー

P42 BABY CHAIR
W455×D485×H747×SH520 / 高さ対応 SH470~520 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

BC2K Walnut+Oak ¥61,600 ¥59,400
BC2A Oak ¥49,500 ¥47,300

BC2用チェアクッション(オプション)のみ安全性を考慮し紐付きタイプになります

P44 ORDER BENCH
D380×H420 / 高さ対応 SH380~420 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WC00　　　　　　Walnut+Oak W450 ¥57,200 ¥55,000
WC01 W750 ¥68,200 ¥66,000
WC02 W900 ¥79,200 ¥77,000
WC03 W1050 ¥92,400 ¥88,000
WC04 W1200 ¥100,100 ¥95,700
WC05 W1350 ¥110,000 ¥105,600
WC06 W1500 ¥119,900 ¥115,500

4本脚

P44 ORDER BENCH
D380×H420 / 高さ対応 SH380~420 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WC07　　　　　　Walnut+Oak W1650 ¥130,900 ¥126,500
WC08 W1800 ¥140,800 ¥136,400
WC09 W1950 ¥156,200 ¥151,800
WC10 W2100 ¥163,900 ¥159,500
6本脚｜ベンチ中央の2本脚は、ベンチを平滑面に設置したとき5mm程度脚先が浮くように設計・製作しています。

床の微妙な高低差を吸収するためで不良ではありません。

P44 ORDER BENCH
D380×H420 / 高さ対応 SH380~420 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

LC00A　　　　　　Oak W450 ¥47,300 ¥45,100
LC01A W750 ¥57,200 ¥55,000
LC02A W900 ¥63,800 ¥61,600
LC03A W1050 ¥74,800 ¥70,400
LC04A W1200 ¥84,700 ¥80,300
LC05A W1350 ¥90,200 ¥85,800
LC06A W1500 ¥96,800 ¥92,400

4本脚

P44 ORDER BENCH
D380×H420 / 高さ対応 SH380~420 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

LC07A　　　　　　Oak W1650 ¥110,000 ¥105,600
LC08A W1800 ¥116,600 ¥112,200
LC09A W1950 ¥126,500 ¥122,100
LC10A W2100 ¥135,300 ¥130,900
6本脚｜ベンチ中央の2本脚は、ベンチを平滑面に設置したとき5mm程度脚先が浮くように設計・製作しています。

床の微妙な高低差を吸収するためで不良ではありません。

表示は全て【税込価格】 表示は全て【税込価格】
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P48 WINDSOR EASY CHAIR
W885×D810×H830×SH380×AH565 A B C 革

WLS61K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥222,200 ¥231,000 ¥239,800 ¥331,100
ウレタン塗装（NP） ¥217,800 ¥226,600 ¥235,400 ¥326,700

張替（カバー・ヌード） ¥75,900 ¥84,700 ¥93,500 ¥184,800
張替（カバーのみ） ¥39,600 ¥48,400 ¥57,200 ¥148,500

カバーリング仕様 / 背・座クッション：ウレタン

P48 WINDSOR SOFA
W1895×D855×H830×SH380×AH565 A B C 革

WLS63K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥413,600 ¥431,200 ¥448,800 ¥645,700
ウレタン塗装（NP） ¥408,100 ¥425,700 ¥443,300 ¥640,200

張替（カバー・ヌード） ¥166,100 ¥183,700 ¥201,300 ¥398,200
張替（カバーのみ） ¥88,000 ¥105,600 ¥123,200 ¥320,100

カバーリング仕様 / 背・座クッション：ウレタン

P48 WINDSOR LOVE CHAIR
W1460×D780×H1000×SH390×AH578 A B C 革

WLC66K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥264,000 ¥267,300 ¥270,600 ¥380,600
ウレタン塗装（NP） ¥258,500 ¥261,800 ¥265,100 ¥375,100

張替（カバー・ヌード） ¥96,800 ¥100,100 ¥103,400 ¥213,400
張替（背カバーのみ） ¥14,300 ¥15,400 ¥16,500 ¥46,200
張替（座カバーのみ） (¥40,700) (¥42,900) (¥45,100) -
背：カバーリング仕様（座は張り込み）

座カバーリング仕様　+￥17,600 ( 品番末尾「9」) / ( )表示価格はカバーリング仕様のみ対応

P50 SIDE CHAIR
W455×D500×H800×SH430 A B C 革

AA20K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥100,100 ¥101,200 ¥102,300 ¥113,300
ウレタン塗装（NP） ¥97,900 ¥99,000 ¥100,100 ¥111,100

張替（カバー・ヌード） ¥18,700 ¥19,800 ¥20,900 ¥31,900

W505×D515×H800×SH430 A B C 革

AA21K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥105,600 ¥106,700 ¥107,800 ¥118,800
ウレタン塗装（NP） ¥103,400 ¥104,500 ¥105,600 ¥116,600

張替（カバー・ヌード） ¥19,800 ¥20,900 ¥22,000 ¥33,000

【コントラクト商品】発注ロット最低10脚 / 納期要相談

P50 ARMCHAIR
W560×D515×H800×SH430×AH630 A B C 革

AA22K  Walnut+Oak オイル塗装（NW） ¥123,200 ¥124,300 ¥125,400 ¥136,400
ウレタン塗装（NP） ¥121,000 ¥122,100 ¥123,200 ¥134,200

張替（カバー・ヌード） ¥19,800 ¥20,900 ¥22,000 ¥33,000

【コントラクト商品】発注ロット最低10脚 / 納期要相談

P44 TABLE
W1050×D1050×H700 脚内535 / 高さ対応 H650~700 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WT29W Walnut ¥278,300 ¥270,600
WT29K Walnut+Oak ¥248,600 ¥240,900
WT29A Oak ¥201,300 ¥193,600

W1200×D1200×H700 脚内645 / 高さ対応 H650~700

WT31W Walnut ¥312,400 ¥302,500
WT31K Walnut+Oak ¥282,700 ¥272,800
WT31A Oak ¥224,400 ¥214,500
天板：円形 / 脚：φ70mmテーパー

P44 OVAL TABLE
W1500×D950×H700 脚内1090 / 高さ対応 H650~700 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WT33W Walnut ¥328,900 ¥319,000
WT33K Walnut+Oak ¥299,200 ¥289,300
WT33A Oak ¥236,500 ¥226,600

W1800×D950×H700 脚内1180 / 高さ対応 H650~700

WT35W Walnut ¥370,700 ¥357,500
WT35K Walnut+Oak ¥337,700 ¥324,500
WT35A Oak ¥266,200 ¥253,000

W2100×D950×H700 脚内1280 / 高さ対応 H650~700

WT37W Walnut ¥412,500 ¥399,300
WT37K Walnut+Oak ¥378,400 ¥365,200
WT37A Oak ¥287,100 ¥273,900
天板：楕円形 / 脚：φ80mmテーパー

P44 OVAL TABLE
W1350×D900×H700 脚内570 / 高さ対応 H650~700 オイル塗装（NW） ウレタン塗装（NP）

WT42W Walnut ¥288,200 ¥278,300
WT42K Walnut+Oak ¥258,500 ¥248,600
WT42A Oak ¥207,900 ¥198,000

W1500×D950×H700 脚内650 / 高さ対応 H650~700

WT43W Walnut ¥328,900 ¥319,000
WT43K Walnut+Oak ¥299,200 ¥289,300
WT43A Oak ¥236,500 ¥226,600
天板：楕円形 / 脚：φ70mmテーパー

表示は全て【税込価格】 表示は全て【税込価格】
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ORDER TABLE　オーダーテーブル

天板の厚み 素材 サイズ番号 脚タイプ 面形状

 J : 天板厚 28mm

 X : 天板厚 32mm

 W : ウォールナット

 K : ウォールナット + オーク

 G : オーク

 1 1~75  H / M / U
 L / B / X

 M : 耳付き

 S : 耳なし（ストレート）

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥162,800 ¥178,200 ¥196,900 ¥226,600 ¥240,900 ¥261,800 ¥272,800
(¥152,900) (¥168,300) (¥187,000) (¥213,400) (¥227,700) (¥248,600) (¥259,600)
¥122,100 ¥133,100 ¥146,300 ¥169,400 ¥179,300 ¥189,200 ¥195,800
(¥112,200) (¥123,200) (¥136,400) (¥156,200) (¥166,100) (¥176,000) (¥182,600)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥181,500 ¥198,000 ¥214,500 ¥246,400 ¥270,600 ¥288,200 ¥298,100
(¥171,600) (¥188,100) (¥204,600) (¥233,200) (¥257,400) (¥275,000) (¥284,900)
¥133,100 ¥145,200 ¥160,600 ¥185,900 ¥195,800 ¥207,900 ¥214,500
(¥123,200) (¥135,300) (¥150,700) (¥172,700) (¥182,600) (¥194,700) (¥201,300)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
1030 1180 1330 1480 1630 1740 1890
940 1090 1240 1390 1540 1650 1800
895 1045 1195 1345 1495 1645 1795
690 1060 1060 1060 1060 1060 1200
950 1100 1250 1400 1550 1680 1830

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

L・B脚

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

テーブル：ワイド

H・M脚：ストレート面
H・M脚：耳付き面

Ｕ脚
X脚

Walnut

Oak ¥67,100 ¥80,300 ¥67,100
¥93,500 ¥106,700 ¥96,800

H 型　（80mm 角脚 /W1200~W1800） M 型　（100mm 角脚 /W1950・W2100） U 型　（80mm 丸脚）形 状

※表記価格は脚のみの価格です。

※特注の場合、加工費を別途申し受けます。

Walnut

Oak ¥67,100 ¥80,300 ¥80,300
¥96,800 ¥112,200 ¥108,900

L 型　（80mm 丸脚 /W1200~W1800） B 型　（100mm 丸脚 /W1950・W2100） X 型　（帆立脚）形 状

Walnut 

Oak ¥53,900 ¥64,900
¥80,300 ¥90,200

J 型　（80mm 角脚 /W1200~W1800） K 型　（100mm 角脚 /W1950・W2100）形 状

脚内寸法

ORDER　ご注文方法　（□に天板の厚み・素材・サイズ番号・脚タイプ・面形状を入れてください）

DESIGN　脚のデザインをお選びください。 表示は全て税抜価格｜オイル塗装・ウレタン塗装 同価格

天板・脚の材種をお選びください。

ウォールナットの場合、納期 3 週間です。

MATERIALS & SHAPE　材種と面形状

Walnut

ウォールナット（W）/ ウォールナット + オーク（K）/ オーク（G）

耳付き面の場合、奥行表示に対して最大± 50mm の差が生じます。

天板厚 28mm / 基本テーブル高さ：H700（リビングの場合、H360）

天板厚 32mm / 基本テーブル高さ：H704（リビングの場合、H364）

Oak 耳付き 耳なし（ストレート）

  J / K

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥162,800 ¥178,200 ¥196,900 ¥226,600 ¥240,900 ¥261,800 ¥272,800
(¥152,900) (¥168,300) (¥187,000) (¥213,400) (¥227,700) (¥248,600) (¥259,600)
¥122,100 ¥133,100 ¥146,300 ¥169,400 ¥179,300 ¥189,200 ¥195,800
(¥112,200) (¥123,200) (¥136,400) (¥156,200) (¥166,100) (¥176,000) (¥182,600)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥181,500 ¥198,000 ¥214,500 ¥246,400 ¥270,600 ¥288,200 ¥298,100
(¥171,600) (¥188,100) (¥204,600) (¥233,200) (¥257,400) (¥275,000) (¥284,900)
¥133,100 ¥145,200 ¥160,600 ¥185,900 ¥195,800 ¥207,900 ¥214,500
(¥123,200) (¥135,300) (¥150,700) (¥172,700) (¥182,600) (¥194,700) (¥201,300)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
1030 1180 1330 1480 1630 1740 1890
940 1090 1240 1390 1540 1650 1800
895 1045 1195 1345 1495 1645 1795
690 1060 1060 1060 1060 1060 1200
950 1100 1250 1400 1550 1680 1830

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

L・B脚

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

テーブル：ワイド

H・M脚：ストレート面
H・M脚：耳付き面

Ｕ脚
X脚

天板 28mm / 基本高さ：ダイニング H700・ リビング：H360　（ダイニング H660 ～ 720 / リビング H320 ～ 380 より 10mm 単位でご指定下さい）

天板 32mm / 基本高さ：ダイニング H704・ リビング：H364　（ダイニング H664 ～ 724 / リビング H324 ～ 384 より 10mm 単位でご指定下さい）

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥162,800 ¥178,200 ¥196,900 ¥226,600 ¥240,900 ¥261,800 ¥272,800
(¥152,900) (¥168,300) (¥187,000) (¥213,400) (¥227,700) (¥248,600) (¥259,600)
¥122,100 ¥133,100 ¥146,300 ¥169,400 ¥179,300 ¥189,200 ¥195,800
(¥112,200) (¥123,200) (¥136,400) (¥156,200) (¥166,100) (¥176,000) (¥182,600)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥176,000 ¥191,400 ¥214,500 ¥246,400 ¥266,200 ¥286,000 ¥298,100
(¥166,100) (¥181,500) (¥204,600) (¥233,200) (¥253,000) (¥272,800) (¥284,900)
¥129,800 ¥143,000 ¥159,500 ¥184,800 ¥196,900 ¥207,900 ¥215,600
(¥119,900) (¥133,100) (¥149,600) (¥171,600) (¥183,700) (¥194,700) (¥202,400)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥198,000 ¥218,900 ¥236,500 ¥270,600 ¥292,600 ¥311,300 ¥326,700
(¥188,100) (¥209,000) (¥226,600) (¥257,400) (¥279,400) (¥298,100) (¥313,500)
¥146,300 ¥160,600 ¥174,900 ¥198,000 ¥212,300 ¥224,400 ¥233,200
(¥136,400) (¥150,700) (¥165,000) (¥184,800) (¥199,100) (¥211,200) (¥220,000)

  D (奥行) W (幅)   W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
品番 11 21 31 41 51 61 71

¥181,500 ¥198,000 ¥214,500 ¥246,400 ¥270,600 ¥288,200 ¥298,100
(¥171,600) (¥188,100) (¥204,600) (¥233,200) (¥257,400) (¥275,000) (¥284,900)
¥133,100 ¥145,200 ¥160,600 ¥185,900 ¥195,800 ¥207,900 ¥214,500
(¥123,200) (¥135,300) (¥150,700) (¥172,700) (¥182,600) (¥194,700) (¥201,300)

品番 12 22 32 42 52 62 72
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 13 23 33 43 53 63 73
¥191,400 ¥211,200 ¥234,300 ¥268,400 ¥288,200 ¥314,600 ¥331,100
(¥181,500) (¥201,300) (¥224,400) (¥255,200) (¥275,000) (¥301,400) (¥317,900)
¥143,000 ¥156,200 ¥174,900 ¥200,200 ¥215,600 ¥226,600 ¥235,400
(¥133,100) (¥146,300) (¥165,000) (¥187,000) (¥202,400) (¥213,400) (¥222,200)

品番 14 24 34 44 54 64 74
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

品番 15 25 35 45 55 65 75
¥223,300 ¥245,300 ¥267,300 ¥301,400 ¥323,400 ¥343,200 ¥359,700
(¥213,400) (¥235,400) (¥257,400) (¥288,200) (¥310,200) (¥330,000) (¥346,500)
¥160,600 ¥176,000 ¥191,400 ¥216,700 ¥232,100 ¥245,300 ¥256,300
(¥150,700) (¥166,100) (¥181,500) (¥203,500) (¥218,900) (¥232,100) (¥243,100)

W1200 W1350 W1500 W1650 W1800 W1950 W2100
1030 1180 1330 1480 1630 1740 1890
940 1090 1240 1390 1540 1650 1800
895 1045 1195 1345 1495 1645 1795
690 1060 1060 1060 1060 1060 1200
950 1100 1250 1400 1550 1680 1830

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

D800
Walnut

Oak

D850
Walnut

Oak

D900
Walnut

Oak

L・B脚

D950
Walnut

Oak

D1000
Walnut

Oak

テーブル：ワイド

H・M脚：ストレート面
H・M脚：耳付き面

Ｕ脚
X脚

表記価格は天板のみ / オイル塗装・（）内ウレタン塗装

  DINING

  LIVING

表示は全て【税込価格】
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