
〈Ｍ2114〉
素材：ステンレス

野菜の型

¥1,045
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業 務用務用
のわけのわけ

「シンプルだけど、使いやすく、そしてずっと使いたい」
そんな「家事問屋」の道具たちは使い勝手が抜群。
今回は料理の下ごしらえに便利なアイテムを集めました。

おうちを見直す時間が増えたこのときに、お掃除の
道具も見直してみませんか？ ひとつひとつにワケがある
スタッフおすすめのアイテムを集めました。

温かい珈琲が美味しい季節になりました。
今回はドリッパーにこだわってみてはどうでしょう。
淹れ方で変わる味の変化をお楽しみください。

鈴鹿山脈の連なる温泉地、三重県菰野町。
ニホンカモシカも生息するそんな自然の中で生まれた
「かもしか道具店」の道具。陶器の道具のぬくもりを食卓に。

抜き型を使ってちょっとしたひと手間。パーティー料理
やお弁当作りに差が出ます。ステンレス製なので
錆びにくく型崩れもせずに抜け、扱いやすさ抜群。

〈Ｍ2115〉

素材：タケ
調理へら

¥ 935

穴あきタイプの
調理ヘラ。 
混ぜたり、
炒めたりに。

〈Ｍ2116〉
素材：タケ

菜ばし

¥858
持ち手は丸くて握り
やすく、箸先は四角く
てつまみやすい。まと
め買いやリピート買
いで人気の取りばし。

持ち手は丸くて握り
やすく、箸先は四角く
てつまみやすい。まと
め買いやリピート買
いで人気の取りばし。

ちょっとした揚げ物などにちょ
うどよい18cmサイズ。揚げか
ご付なので、崩れやすいものも
きれいに揚がります。

φ18cm
素材：スチール

W25.5×D16×H15cm

〈Ｍ2113〉揚げ鍋セット

琺瑯だから匂いがつきにくい！
最近人気の一斤の食パンやお米
の保存にもお使いいただけます。

琺瑯だから匂いがつきにくい！
最近人気の一斤の食パンやお米
の保存にもお使いいただけます。

素材：ホーロー

〈Ｍ2119〉

琺瑯保存ストッカー琺瑯保存ストッカー琺瑯保存ストッカー

¥6,380

口付きで注ぎやすい、
片手サイズのボール。
卓上でも使えるデザイ
ン。目盛付。

口付きで注ぎやすい、
片手サイズのボール。
卓上でも使えるデザイ
ン。目盛付。
〈Ｍ2101〉
下ごしらえボール

¥¥990～

¥5,500

注ぎ口が左右にあるので、利き手を問わない
だけでなく、逆手でも汁物を注ぎやすいです。
注ぎ口が左右にあるので、利き手を問わない
だけでなく、逆手でも汁物を注ぎやすいです。

素材：ステンレス
φ13cm  

〈Ｍ2126〉両口ミルクパン

¥6,380

セラミックの刃なので食材そのものの風味
を損ないません。滑り止め加工もあるので
片手で楽におろせます。

素材：ステンレス
中・φ14.5cm

〈Ｍ2118〉おろし器

¥2,200

炊く、蒸す、煮る、茹でる…
ひとつでマルチな使い方が
できる無水鍋。ひろがる料理
の楽しみ、うまみを引き出す
無水鍋をぜひご堪能ください。

炊く、蒸す、煮る、茹でる…
ひとつでマルチな使い方が
できる無水鍋。ひろがる料理
の楽しみ、うまみを引き出す
無水鍋をぜひご堪能ください。

素材：アルミ  φ24cm
〈Ｍ2124〉無水鍋

¥17,380
〈Ｍ2117〉

素材：タケ

竹スクレイパー竹スクレイパー

生姜やわさびなど、すりおろした
薬味を綺麗におろし金からこそ
ぎとれる竹のスクレーパー。
ちょっとした事ですがこれですっ
きり取れる気持ち良い道具。

生姜やわさびなど、すりおろした
薬味を綺麗におろし金からこそ
ぎとれる竹のスクレーパー。
ちょっとした事ですがこれですっ
きり取れる気持ち良い道具。

卓上で、アウトドアで気軽に燻製ができる土鍋。 
この秋はかぐわしい、至福のひとときを。

しょうがの繊維が口の中に
入らないので、薬味としての
風味だけを活かします。ふわ
ふわでまろやかな味わいを
お楽しみください。

¥ 660

〈Ｍ2127〉

W27.5×H6cm
素材：陶器

くんせいなべ

¥ 8,800

〈Ｍ2108〉

W12.2×H2.2cm  素材：陶器
しょうがおろし器

¥ 1,320 カフェグラスの定番、Duralex社のピ
カルディグラス。シンプルで洗練され
たデザインは飽きることなく長くお使
いいただけます。

イタリアのトラットリアやバール、レ
ストランで業務用として使われてい
るサタルニアのテーブルウェア。特に
プレートはシンプルでしかも丈夫。盛
り付けもサマになるお皿たちです。

丈夫なつくりが特徴。スペ
インのスターシェフも愛用。
サマになるエプロンです。

〈Ｍ2127〉

素材：ガラス
デュラレックス タンブラー

¥ 275～

〈Ｍ2128〉

サタルニア
ディッシュプレート

〈Ｍ2130〉

素材：ガラス ¥ 418～

〈M2129〉

素材：ポリエステル

リビー グラスウェア

ギャルソンエプロン

¥ 7,150

おろす時に発する熱が伝わり
づらい陶器製なので、水分が出
てべちゃっとせずにふんわり美
味しい大根おろしができます。

溝がないのにしっかり素材が
すれ、溝がないので洗う時にも
ストレス要らず！そのまま器とし
て食卓へ。お料理の幅をさらに
増やせる新しいすりバチです。

〈Ｍ2111〉
W9.3×D18.8×H5.8cm  素材：陶器

だいこんおろし器

¥ 2,640

〈Ｍ2110〉
W15×6.3cm
素材：陶器

すり鉢
¥ 3,740

〈Ｍ2125〉

素材：陶器
マグカップ

¥ 1,980

〈Ｍ2123〉

2~8杯用  素材：ステンレス
ゴールドフィルター

¥ 3,300

〈Ｍ2121〉
1~2杯用
素材：陶器

カリタドリッパー
¥ 935

納豆の粘りを引き出す内側
の溝。ふわっと美味しい納
豆にかわったら片口からこ
ぼさずごはんの上に。お手
入れもネバつかず簡単に
落ちます。

保温性に優れたセラミック採用。大き
な1つ穴なのでお湯を注ぐ速度によっ
て好みのコーヒーが愉しめます。

保温性に優れたセラミック採用。大き
な1つ穴なのでお湯を注ぐ速度によっ
て好みのコーヒーが愉しめます。

豆本来の味の特徴がダイレクト
に抽出。純金コーティングで化
学変化に強く、味と香りに対して
最も影響が少ないフィルター。

〈Ｍ2109〉

W12.5×6cm
素材：陶器

納豆鉢

¥ 1,650

昔ながらの知恵と工夫が詰まった道具に
今の私たちの暮らしに馴染むアイデアをプラス。
天然木や竹、鉄や琺瑯など、
日々を丁寧に暮らす家事道具を揃えました。

くらしの
K O M E S A N  M I N A M I

雑味が出る前に美味しさだけを引
き出す独自の三つ穴構造を採用。
湯だまりができる時間が長く、抽出
をゆっくりと、深みのある珈琲に。

〈Ｍ2122〉
1~4杯用
素材：樹脂

ハリオドリッパー
¥ 495

〈Ｍ2201〉テーパーバケット

〈Ｍ2201〉

〈Ｍ2001〉

おさかな
スポンジ

¥ 1,650

¥ 253

大正7年創業の家庭用金物で作られた、日本の高度成長期から使われ
ているロングセラーのぶんぶくのごみばこ。

コーヒーの際立つ香りと
風味を余すことなく楽し
むために、こだわりぬい
てつくりあげたマグカッ
プ。レンジ、食洗機OK。

〈Ｍ2120〉
2~4杯用
素材：陶器

オリガミドリッパーオリガミドリッパー
¥ 2,530¥ 2,530

ホルダーホルダー
¥ 1,100¥ 1,100

φ7×H8.8cm
素材：ステンレス
φ7×H8.8cm
素材：ステンレス

ふきんを横からサッと掛けられます。置き場
所に困らないスリムサイズ。

〈Ｍ2106〉〈Ｍ2106〉
布巾かけ布巾かけ

1,430¥1,430¥1,430
W9.4×D88.8×H5.6cm
素材：ステンレス
W9.4×D88.8×H5.6cm
素材：ステンレス

〈Ｍ2103〉システムバット
¥1,430W11.4×D16.4×H6.1cm

素材：ステンレス

こぶり

¥ 1,870ふつう

¥2,200W16.7×D22.1×H6.1cm
素材：ステンレス

¥3,080W22.4×D33.5×H6.1cm
素材：ステンレス

上からも横からも取り出せます。透明コー
ティングで取り出すときにカチカチ音がせず、
お皿を傷つけません。

¥2,090W17.5×D18×H11cm
素材：ステンレス

余分な水を横口から
流せるので、麺や野菜
を水にさらしたり、米と
ぎ、塩出し、アク抜きと
マルチに使えます。
〈Ｍ2102〉

横口ボールセット

¥3,850
ボール・ザル
各φ20cmの2点セット
素材：ステンレス

調味料の下準備に。あらかじ
め軽量しておくことで手際よ
く調理が可能。フチがないの
で汚れもたまりにくく衛生的。

〈Ｍ2104〉小分けボール

¥550～
W5.8×D5.6×H2.4cm
素材：ステンレス

〈Ｍ2105〉

立つ洗い桶

¥4,400W37.5×D26.8×H12.3cm
素材：ステンレス

W22.5×D22.5×H27.2cm  素材：スチール

素材：ポリエステル

原料であるホウキモ
ロコシを無農薬で自
社生産。穂先を殆ど切
らず丁寧に柔らかく編
み込むため、畳だけで
なくフローリングなど
傷つけず、大変長持ち
する手作りの箒です。ガーゼよりもやわらかく、タオルのよう

な吸水性と、乾きの早さ。使い勝手抜
群です。

ガーゼよりもやわらかく、タオルのよう
な吸水性と、乾きの早さ。使い勝手抜
群です。

元祖亀の子束子。100
年を超えて愛される品
質は、厳選されたパー
ムやしを惜しみなく
使った繊維の濃さや
密度の確かな違い。

中津箒

〈Ｍ2135〉

¥ 440素材：綿

白雪ふきん

〈Ｍ2131〉

1号 ¥ 429素材：シュロ

亀の子タワシ

41

21

11

下ごしらえや保存に
使える蓋付きバット。

お を傷 けま ん。

ディッシュスタンドディッシュスタンド

も影響が少ないフィルター。

使い終わった後に
立てて置けるので水
がたまらず衛生的。
底足付なので水の
流れを妨げません。

使い終わった後に
立てて置けるので水
がたまらず衛生的。
底足付なので水の
流れを妨げません。

使い終わった後に
立てて置けるので水
がたまらず衛生的。
底足付なので水の
流れを妨げません。

〈Ｍ2107〉

珈琲粉の膨らみを妨げないスパイラ
ルリブ採用。素早く注ぐとスッキリ
味、ゆっくり注ぐとコク深い味に。

珈琲粉の膨らみを妨げないスパイラ
ルリブ採用。素早く注ぐとスッキリ
味、ゆっくり注ぐとコク深い味に。 海外のカフェやレストランで使われる業務用の

テーブルウェアは丈夫さ、使いやすさはもちろん
シンプルなデザインが魅力のロングセラーたち。
お料理や飲み物の種類に合わせて選んでみませんか？

海外のカフェやレストランで使われる業務用の
テーブルウェアは丈夫さ、使いやすさはもちろん
シンプルなデザインが魅力のロングセラーたち。
お料理や飲み物の種類に合わせて選んでみませんか？

ちょっとした揚げ物などにちょ

アメリカのカフェやダイニングで愛用されてい
る「LIBBEY（リビー）」。1818年にアメリカで誕
生してからあらゆるシーンで使用されています。

※φ18.20cmもございます。

ロングセラーには訳がある！
人気の秘密はこのカタチ。洗いにくい場所
にもスポンジが届いて抜群の使い心地。

ロングセラーには訳がある！
人気の秘密はこのカタチ。洗いにくい場所
にもスポンジが届いて抜群の使い心地。



K O M E S A N  　 　 　 　 　       M I N A M I

心地いい時間は、 暮らしを変えるね。

GOOD

新型コロナウイルス感染症防止対策の取り組みについて

【店舗における消毒・清掃の強化】

ご来店のお客様へのおねがい

１）ご来店時には極力マスクの着用をお願いいたします。
２）少人数でのご来店をお願いいたします。
３）お電話での相談、ご注文やインターネット販売もご利用下さい。●店内入口などに消毒液を設置 ●エスカ

レーター、エレベーター、ショッピングカー
トならびにドアノブなどを定期的に清掃・
消毒の実施

【健康管理】
●従業員には感染拡大防止の
ため、マスク着用を義務付け 
●従業員の体調管理、定期的な
うがい、手洗いの徹底

【ソーシャルディスタンス】
●レジにでの精算待ち、接客カウン
ターなどお客様同士の間隔確保のご
案内 ●従業員がお客様と会話する
際、間隔をあけて対応

未曾有の危機と認識し、このような時だからこそ皆さまのご要望に少しで
も寄り添える米三でありたいと思います。この危機を一緒に乗り越えて行
けますように、ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

商品に撮影備品等は含まれません。価格はすべて税込み価格となります。
　　はお客様組み立て商品です。 富山県内の配送は1軒につき、1,100円となります。

富山南店は洗練されたアイテムが揃う専門店です。

ゆっくり
ゆったり
家で過ごす

ゆっくり
ゆったり
家で過ごす

G O O D

WASH
WASH
WASH

WASH
WASH
WASH

洗えるとウレシイ！ 洗って毎日大切に
使ってほしいアイテム集めました。

一緒に
くらす
一緒に
くらす

すす

G O O D G O O D

G O O D
それぞれがそれぞれの場所で、スタイルで、くつろぐ。
それが新しい生活様式かもしれません。ダイニングテーブルで
パズルをしたり、ベッドの上で本を読んだり、おうち時間をゆっくりと。

大切な家族、ペットとの時間は
かけがえのないものです。
一緒に座って、一緒にENJOY HOME!

自分スタイルのホームワーク。
少しコンパクトなSOHOスタイルをご自宅で。

家電やキッチンツール、食品ストックなどを効
率的で見た目にすっきりと収納。毎日のキッ
チンライフが快適に生まれ変わります。

家電やキッチンツール、食品ストックなどを効
率的で見た目にすっきりと収納。毎日のキッ
チンライフが快適に生まれ変わります。

家電やキッチンツール、食品ストックなどを効
率的で見た目にすっきりと収納。毎日のキッ
チンライフが快適に生まれ変わります。
〈1403〉ダイニングボード　ダイニングボード　ダイニングボード　

¥139,700¥139,700¥139,700W120×D50×H197.5cm
素材：化粧合板

背もたれとフットレストが別々に可動し、
自分好みのポジションが設定できます。
高級感のあるウォールナット材を取り入
れたデザインも魅力。

背もたれとフットレストが別々に可動し、
自分好みのポジションが設定できます。
高級感のあるウォールナット材を取り入
れたデザインも魅力。

背もたれとフットレストが別々に可動し、
自分好みのポジションが設定できます。
高級感のあるウォールナット材を取り入
れたデザインも魅力。

天板のデザイン4タイプ×脚のデザイン4タイプからお好みの組み合わ
せを選べます。天板の幅は138.5、158、177.5cmの3サイズございます。
天板のデザイン4タイプ×脚のデザイン4タイプからお好みの組み合わ
せを選べます。天板の幅は138.5、158、177.5cmの3サイズございます。
天板のデザイン4タイプ×脚のデザイン4タイプからお好みの組み合わ
せを選べます。天板の幅は138.5、158、177.5cmの3サイズございます。

〈1301〉電動リクライニングチェア電動リクライニングチェア電動リクライニングチェア

¥128,000
W75×D80×H105cm  素材：布/ウォールナット

食事をしたり、くつろいだ
り。1台2役のリビングダイ
ニング兼用テーブルセッ
ト。テーブルは出入りしやす
い脚の形になっています。

食事をしたり、くつろいだ
り。1台2役のリビングダイ
ニング兼用テーブルセッ
ト。テーブルは出入りしやす
い脚の形になっています。

食事をしたり、くつろいだ
り。1台2役のリビングダイ
ニング兼用テーブルセッ
ト。テーブルは出入りしやす
い脚の形になっています。

座面奥行きも深めで柔らかで心地よい座り心地です。座面奥行きも深めで柔らかで心地よい座り心地です。座面奥行きも深めで柔らかで心地よい座り心地です。

〈1702〉
オーバーレイマットレスオーバーレイマットレスオーバーレイマットレス

¥40,700¥40,700¥40,700
W100×D200×H5cm
素材：綿/ポリエチレン

今お使いの敷布団やマットレスの上に重ねて使えま
す。硬めの感触が好きな方にお勧め。生地は100％
ピュア、本物のオーガニックコットンです。

今お使いの敷布団やマットレスの上に重ねて使えま
す。硬めの感触が好きな方にお勧め。生地は100％
ピュア、本物のオーガニックコットンです。

今お使いの敷布団やマットレスの上に重ねて使えま
す。硬めの感触が好きな方にお勧め。生地は100％
ピュア、本物のオーガニックコットンです。

カバーも中身もすべて水洗い
OK。中材の樹脂スプリングはソ
フトとハードの2層式。上下を
入れ替えお好みのかたさで寝
られます。カバーはニット生地
とメッシュ生地のリバーシブル。

カバーも中身もすべて水洗い
OK。中材の樹脂スプリングはソ
フトとハードの2層式。上下を
入れ替えお好みのかたさで寝
られます。カバーはニット生地
とメッシュ生地のリバーシブル。

カバーも中身もすべて水洗い
OK。中材の樹脂スプリングはソ
フトとハードの2層式。上下を
入れ替えお好みのかたさで寝
られます。カバーはニット生地
とメッシュ生地のリバーシブル。

クラッシュクラッシュプロジェクトクラッシュクラッシュプロジェクト

※チェアは別売です。  ※脚のデザインによって価格は異なります。

〈1307〉〈1307〉〈1307〉3人掛けソファ3人掛けソファ3人掛けソファ
¥112,200¥112,200¥112,200W174×D81.5×H82cm

素材：布/アッシュ
W174×D81.5×H82cm
素材：布/アッシュ
W174×D81.5×H82cm
素材：布/アッシュ

〈1404〉〈1404〉〈1404〉ダイニングテーブルダイニングテーブルダイニングテーブル
¥80,300~¥80,300~¥80,300~W158×D80×H72cm  素材：ホワイトオークW158×D80×H72cm  素材：ホワイトオークW158×D80×H72cm  素材：ホワイトオーク

〈1603〉〈1603〉〈1603〉
左右のシートが別々に可動
するので、それぞれのお好み
のポジションが得られます。

左右のシートが別々に可動
するので、それぞれのお好み
のポジションが得られます。

左右のシートが別々に可動
するので、それぞれのお好み
のポジションが得られます。
〈1310〉〈1310〉〈1310〉

電動リクライニングソファ電動リクライニングソファ電動リクライニングソファ

¥138,000¥138,000¥138,000
W190×D95×H90cm  素材：布W190×D95×H90cm  素材：布W190×D95×H90cm  素材：布

ロータイプの座高で動物たちにも
優しいゆっくり寛げるカウチソファ。
カウチは左右お選びいただけます。

ロータイプの座高で動物たちにも
優しいゆっくり寛げるカウチソファ。
カウチは左右お選びいただけます。

ロータイプの座高で動物たちにも
優しいゆっくり寛げるカウチソファ。
カウチは左右お選びいただけます。

〈1311〉〈1311〉〈1311〉カウチソファカウチソファカウチソファ

¥180,000
W240×D164×H85cm  素材：布W240×D164×H85cm  素材：布W240×D164×H85cm  素材：布

人気のウォールナット突
板と黒を組み合わせた
スマートでおしゃれなデ
スク。取り付け位置を変
えれて便利な小棚付き。

人気のウォールナット突
板と黒を組み合わせた
スマートでおしゃれなデ
スク。取り付け位置を変
えれて便利な小棚付き。

人気のウォールナット突
板と黒を組み合わせた
スマートでおしゃれなデ
スク。取り付け位置を変
えれて便利な小棚付き。

〈1601〉〈1601〉〈1601〉デスクデスクデスク

¥19,580¥19,580¥19,580
W120×D60×H90cm
素材：化粧合板
W120×D60×H90cm
素材：化粧合板
W120×D60×H90cm
素材：化粧合板

チェストワゴンチェストワゴンチェストワゴン

¥19,580¥19,580¥19,580
W40×D40×H58cm
素材：化粧合板
W40×D40×H58cm
素材：化粧合板
W40×D40×H58cm
素材：化粧合板

〈1602〉〈1602〉
オフィスチェアオフィスチェア

¥11,800¥11,800¥11,800
W46×D41×H118.5cm
素材：メッシュ
W46×D41×H118.5cm
素材：メッシュ

天板は高さ65cmから103cmまで調
節可能。スタンディングスタイルで作
業効率UP⁉

天板は高さ65cmから103cmまで調
節可能。スタンディングスタイルで作
業効率UP⁉

天板は高さ65cmから103cmまで調
節可能。スタンディングスタイルで作
業効率UP⁉
〈1604〉〈1604〉〈1604〉
昇降対応スタンディングデスク昇降対応スタンディングデスク昇降対応スタンディングデスク

¥39,800¥39,800¥39,800W95×D53.5×H95cm
素材：スチール
W95×D53.5×H95cm
素材：スチール
W95×D53.5×H95cm
素材：スチール

シングルマットレスシングルマットレスシングルマットレス
¥81,180¥81,180¥81,180W98×D197×H27cm  素材：ポリエチレン

〈1503〉〈1503〉〈1503〉

ドライクリーニング可能なフルカ
バーリングソファ。座面はマット
レスにも使用されているポケット
コイルスプリングを内蔵。耐久性
とクッション性に優れています。

ドライクリーニング可能なフルカ
バーリングソファ。座面はマット
レスにも使用されているポケット
コイルスプリングを内蔵。耐久性
とクッション性に優れています。

ドライクリーニング可能なフルカ
バーリングソファ。座面はマット
レスにも使用されているポケット
コイルスプリングを内蔵。耐久性
とクッション性に優れています。

首をしっかり支えて、自分好みに高さを調整で
きる枕。詰め物は柔らかなつぶ綿としっかりし
たパイプの2種類から選べます。水洗いOK。

首をしっかり支えて、自分好みに高さを調整で
きる枕。詰め物は柔らかなつぶ綿としっかりし
たパイプの2種類から選べます。水洗いOK。

首をしっかり支えて、自分好みに高さを調整で
きる枕。詰め物は柔らかなつぶ綿としっかりし
たパイプの2種類から選べます。水洗いOK。

〈1701〉

ネックピロー
¥7,920¥7,920W54×D38×H8cm

素材：ポリエステル/ポリエチレン

〈1501〉〈1501〉
シングルベッドフレーム
W124.5×D203.5×H190cm
素材：パイン/ポプラ
W124.5×D203.5×H190cm
素材：パイン/ポプラ

〈1401〉〈1401〉〈1401〉4人掛けダイニングセット4人掛けダイニングセット4人掛けダイニングセット
¥129,800¥129,800¥129,800W150×D80×H67cm

素材：アルダー/PVC
W150×D80×H67cm
素材：アルダー/PVC
W150×D80×H67cm
素材：アルダー/PVC

木のぬくもりが感じられる木肘ソファ、背面から
の見た目も美しい仕上がり。木部はブラウン色も
選べます。座面はしっかり固めな座り心地です。

ゆっゆっゆっゆっゆっゆっくくくくくくりりりりりり
ゆったりゆったりゆったりゆったりゆったりゆったり
家で過 す家で過 す家で過ごす家で過ごす家で過ごす家で過ごすすすすすすすすす

WWWWWWWASHASHASHASHASHASH
WWWWWWWASHAASHASHASHASHAAAAAAASHASHASH
WWWWWWWWWWWWWWWWWWASHAASHHHSSASASASHASHASHAAAAAAASHASHASH

一緒に緒に一緒に一緒に一緒に一緒に
くくくくくくくくくくららららららららららら すすすすすすすすすす

おうち
仕事を
快適に

おうち
仕事を
快適に

おうちおうちおうちおうちおうちおうち
仕事を仕事を仕事を仕事を仕事を仕事を
快適に快適に快適に快適に快適に快適に

ご家庭で手洗い可能なフルカバーリングソファ。座面
と背クッションのかたさがハードとソフトの2種類か
ら選べます。木脚を外すとローソファとして使えます。

一部商品入替の為
展示現品SALE開催！

¥83,050¥83,050¥83,050

〈1305〉〈1305〉〈1305〉
3人掛けソファ3人掛けソファ3人掛けソファ
W213×D92×H92cm
素材：布
W213×D92×H92cm
素材：布
W213×D92×H92cm
素材：布

※スツールは別売
　（￥16,500）です。

〈1303〉〈1303〉〈1303〉3人掛けソファ3人掛けソファ

¥93,500¥93,500¥93,500
W176×D83×H68cm  素材：布/オークW176×D83×H68cm  素材：布/オークW176×D83×H68cm  素材：布/オーク

親と子どもが、寝る前のひとときに、広々とした
スペースに絵本を広げての読み聞かせなど、
親子のコミュニケーションをとりやすいベッドです。

親と子どもが、寝る前のひとときに、広々とした
スペースに絵本を広げての読み聞かせなど、
親子のコミュニケーションをとりやすいベッドです。

親と子どもが、寝る前のひとときに、広々とした
スペースに絵本を広げての読み聞かせなど、
親子のコミュニケーションをとりやすいベッドです。

子供の遊び心をくすぐる家形ベッド。カーテン
を付けたりデコレーションしたり自分流にカス
タマイズできるのも楽しみ方の1つです。

天板が昇降するのでソファに座りながらパソコン
の操作ができます。天板下収納や引き出しなど充
実の収納スペースでお部屋をスッキリさせます。

天板が昇降するのでソファに座りながらパソコン
の操作ができます。天板下収納や引き出しなど充
実の収納スペースでお部屋をスッキリさせます。

天板が昇降するのでソファに座りながらパソコン
の操作ができます。天板下収納や引き出しなど充
実の収納スペースでお部屋をスッキリさせます。

センターテーブルセンターテーブルセンターテーブル
¥34,800¥34,800¥34,800W110×D55×H43cm

素材：ウォールナット
W110×D55×H43cm
素材：ウォールナット
W110×D55×H43cm
素材：ウォールナット

〈2401〉

フロアチェアフロアチェアフロアチェア

¥18,700¥18,700¥18,700
W80×D80×H65cm
素材：ファブリック

寝そべったり、抱えたり、
駄目になっていい
ビーズフロアチェア。

寝そべったり、抱えたり、
駄目になっていい
ビーズフロアチェア。

¥112,000～¥112,000～¥112,000～
シングル＋シングルベッドフレーム
W218×D208×H60cm
素材：布
※生地の種類によって異なります。
※マットレスは別売です。

〈1502〉〈1502〉

〈1〈1
オオオオオオオオオオオオオオオ
WWW
素

通気性の良いメッシュ
素材で背中のムレを
解消。ハイバック仕様
で頭部までしっかりサ
ポート。腰をやさしく
支えるクッション付き。

通気性の良いメッシュ
素材で背中のムレを
解消。ハイバック仕様
で頭部までしっかりサ
ポート。腰をやさしく
支えるクッション付き。

さまざまな耐久試験をクリアし、
摩擦や紫外線変色、引き裂き、
汗による変色に対して強いという
ハイクオリティな素材。

さまざまな耐久試験をクリアし、
摩擦や紫外線変色、引き裂き、
汗による変色に対して強いという
ハイクオリティな素材。

※マットレスは別売です。¥89,000

カウチソファカウチソファカウチソファ

¥193,600¥193,600¥193,600
W257×D197×H68cm
素材：布

〈1304〉〈1304〉〈1304〉
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