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表面材：テーブル：天板=突板貼合わせ（メープル・オーク・ウォールナット・マホガニー・チェリー・アッシュ）・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC/FAB（カバーリング）
　  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Mate H
メイトH

【0039618】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/グレー）

【0039617】
105ベンチ
（ナチュラル/グレー）

【0039616】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グレー）

【0038549】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038546】
105ベンチ
（ナチュラル/ブラウン）

【0038543】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038547】
105ベンチ
（ナチュラル/オレンジ）

【0038544】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038550】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0038551】（18才）
ダイニング4点セット

（ナチュラル/グリーン）

本体価格 ¥82,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038542】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥28,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038548】（2.3才）
105ベンチ

（ナチュラル/グリーン）

本体価格 ¥18,000（税別）
W1050×D400×H440mm

【0038545】（10.9才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/グリーン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W470×D560×H860（SH430）mm

【0038545】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グリーン）

【0038554】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/グリーン）

【0039616】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グレー）

【0039619】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/グレー）

【0038544】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038553】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0038552】（26.6才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル/ブラウン）

本体価格 ¥100,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038542】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥28,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038543】（10.9才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/ブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W470×D560×H860（SH430）mm
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【0039606】（24.3才）
ダイニング5点セット

（ブラウン/オレンジ）

本体価格 ¥82,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0039601】（4.1才）
120ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥18,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0039603】（10.1才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン/オレンジ）

本体価格 ¥32,000（税別）
W440×D540×H790（SH430）mm

【0038607】（24.3才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル/オレンジ）

本体価格 ¥82,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038602】（4.1才）
120ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥18,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038604】（10.1才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/オレンジ）

本体価格 ¥32,000（税別）
W440×D540×H790（SH430）mm

【0038603】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038606】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0039602】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/ブラウン）

【0039605】
ダイニング5点セット
（ブラウン/ブラウン）

【0038605】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グリーン）

【0038608】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/グリーン）

【0039604】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/グリーン）

【0039607】
ダイニング5点セット
（ブラウン/グリーン）

【0050049】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グレー）

【0041287】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/グレー）

【0051670】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/グレー）

【0041288】
ダイニング5点セット
（ブラウン/グレー）

表面材：テーブル：天板=オーク突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

チェア：張地=ファブリック
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Carlo M
カルロM
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表面材：テーブル：天板=オーク突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

チェア：張地=ファブリック
  脚=ラバーウッド

回転チェア
原産国：ベトナム

Coaster H
コースターH

【0038539】（20.9才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル/オレンジ）

本体価格 ¥96,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038533】（7.1才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥34,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038535】（6.9才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/オレンジ）

本体価格 ¥31,000（税別）
W420×D510×H830（SH430）mm

【0038534】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038538】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038536】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グリーン）

【0038540】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/グリーン）

【0038537】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブルー）

【0038541】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブルー）

表面材：テーブル：天板=MDF・ウレタン樹脂塗装
脚=スチールシート貼り

チェア：張地=ファブリック
  脚=スチールシート貼り

原産国：中国

Eir
エイル

【0015569】（18.2才）
ダイニング5点セット

（グリーン）

本体価格 ¥89,000（税別）
W1200×D800×H720mm

【0015560】（5.2才）
120ダイニングテーブル

本体価格 ¥33,000（税別）
W1200×D800×H720mm

【0015564】（6.5才）
食卓イス（2脚入り）

（グリーン）

本体価格 ¥28,000（税別）
W490×D550×H860（SH445）mm

【0015561】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0015566】
ダイニング5点セット
（グレー）

【0015562】
食卓イス（2脚入り）
（ダークグレー）

【0015567】
ダイニング5点セット
（ダークグレー）

【0015563】
食卓イス（2脚入り）
（ベージュ）

【0015568】
ダイニング5点セット
（ベージュ）

【0015565】
食卓イス（2脚入り）
（レッド）

【0015570】
ダイニング5点セット
（レッド）

回転チェア

回転
チェア
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表面材：テーブル：天板=MDFシート貼り
脚=ラバーウッド・ラッカー塗装

　 チェア・ベンチ：張地=ファブリック
  脚=ラバーウッド・ラッカー塗装

原産国：ベトナムLoki
ロキ

【0032934】（12.2才）
ダイニング3点セット

（ブラウン/ダークブルー）

本体価格 ¥70,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0032926】（3.1才）
75ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥28,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0032930】（9.1才）
食卓イス（2脚入り）

（ダークブルー）

本体価格 ¥42,000（税別）
W450×D525×H790（SH440）mm

【0032935】
ダイニング3点セット
（ブラウン/グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032927】
75ダイニングテーブル
（グレー）

【0032938】（15.7才）
ダイニング4点セット

（ブラウン/ダークブルー）

本体価格 ¥97,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0032928】（4.9才）
120ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥34,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0032932】（1.7才）
90ベンチ

（ダークブルー）

本体価格 ¥21,000（税別）
W900×D380×H440mm

【0032930】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブルー）

【0032939】
ダイニング4点セット
（ブラウン/グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032933】
90ベンチ
（グレー）

【0032941】
ダイニング4点セット
（グレー/グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032933】
90ベンチ
（グレー）

【0032929】
120ダイニングテーブル
（グレー）

【0032932】
90ベンチ
（ダークブルー）

【0032940】
ダイニング4点セット
（グレー/ダークブルー）

【0032930】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブルー）

【0032929】
120ダイニングテーブル
（グレー）

【0032930】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブルー）

【0032944】
ダイニング5点セット
（グレー/ダークブルー）

【0032942】（23.1才）
ダイニング5点セット

（ブラウン/ダークブルー）

本体価格 ¥118,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0032928】
120ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0032930】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブルー）

【0032943】
ダイニング5点セット
（ブラウン/グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032945】
ダイニング5点セット
（グレー/グレー）

【0032931】
食卓イス（2脚入り）
（グレー）

【0032937】
ダイニング3点セット
（グレー/グレー）

【0032930】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブルー）

【0032936】
ダイニング3点セット
（グレー/ダークブルー）
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表面材：テーブル：天板=オーク突板
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=ファブリック
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Ford M
フォードM

【0039612】（16.7才）
ダイニング4点セット

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥67,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038610】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0039610】（2.9才）
105ベンチ

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥14,000（税別）
W1050×D350×H430mm

【0039608】（9才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥29,000（税別）
W430×D500×H770（SH430）mm

【0038613】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/ブラウン）

【0038629】
ダイニング5点セット
（ブラウン/ブラウン）

【0038614】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/オレンジ）

【0038630】
ダイニング5点セット
（ブラウン/オレンジ）

【0038618】
105ベンチ
（ブラウン/オレンジ）

【0038614】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/オレンジ）

【0038626】
ダイニング4点セット
（ブラウン/オレンジ）

【0039611】
105ベンチ
（ナチュラル/グレー）

【0039609】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グレー）

【0038609】
135ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0039613】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/グレー）

【0038615】
105ベンチ
（ナチュラル/ブラウン）

【0038611】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038623】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038616】
105ベンチ
（ナチュラル/オレンジ）

【0038612】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038624】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0038610】
135ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0039608】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/グレー）

【0039614】
ダイニング5点セット
（ブラウン/グレー）

【0038611】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038627】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038612】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038628】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0039615】（22.8才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル/グレー）

本体価格 ¥82,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038609】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0039609】（9才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/グレー）

本体価格 ¥29,000（税別）
W430×D500×H770（SH430）mm

【0038617】
105ベンチ
（ブラウン/ブラウン）

【0038613】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/ブラウン）

【0038625】
ダイニング4点セット
（ブラウン/ブラウン）
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表面材：テーブル：天板=オーク突板
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=ファブリック
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Ford Ariel M
フォードアリエルM

【0042020】（32.8才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル/グレー）

本体価格 ¥98,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038609】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0042018】（14才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル/グレー）

本体価格 ¥37,000（税別）
W490×D530×H760（SH430）mm

【0042023】（21.7才）
ダイニング4点セット

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥75,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038610】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0039610】（2.9才）
105ベンチ

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥14,000（税別）
W1050×D350×H430mm

【0042019】（14才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン/グレー）

本体価格 ¥37,000（税別）
W490×D530×H760（SH430）mm

【0038619】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038635】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038620】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038636】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0038617】
105ベンチ
（ブラウン/ブラウン）

【0038621】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/ブラウン）

【0038633】
ダイニング4点セット
（ブラウン/ブラウン）

【0038618】
105ベンチ
（ブラウン/オレンジ）

【0038622】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/オレンジ）

【0038634】
ダイニング4点セット
（ブラウン/オレンジ）

【0038615】
105ベンチ
（ナチュラル/ブラウン）

【0038619】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/ブラウン）

【0038631】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0038616】
105ベンチ
（ナチュラル/オレンジ）

【0038620】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/オレンジ）

【0038632】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/オレンジ）

【0038609】
135ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0039611】
105ベンチ
（ナチュラル/グレー）

【0042018】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル/グレー）

【0042022】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/グレー）

【0038621】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/ブラウン）

【0038637】
ダイニング5点セット
（ブラウン/ブラウン）

【0038622】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/オレンジ）

【0038638】
ダイニング5点セット
（ブラウン/オレンジ）

【0038610】
135ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0042019】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン/グレー）

【0042021】
ダイニング5点セット
（ブラウン/グレー）
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表面材：テーブル：天板=MDFシート貼り
脚=スチール

チェア：張地=PU
  脚=スチール

原産国：中国Ord
オルド

【0034800】（11.5才）
ダイニング3点セット

（グレー/ベージュ）

本体価格 ¥72,000（税別）
W900×D900×H720mm

【0034794・0030976】（4.1才）
90ダイニングテーブル天板・脚

（グレー）

本体価格 ¥37,000（税別）
W900×D900×H720mm

【0030979】（7.4才）
食卓イス（2脚入り）

（ベージュ）

本体価格 ¥35,000（税別）
W450×D615×H890（SH445）mm

【0030985】（19.8才）
ダイニング5点セット

（グレー/ベージュ）

本体価格 ¥112,000（税別）
W1400×D800×H720mm

【0030975・0030976】（5才）
140ダイニングテーブル天板・脚

（グレー）

本体価格 ¥42,000（税別）
W1400×D800×H720mm

【0030979】（7.4才）
食卓イス（2脚入り）

（ベージュ）

本体価格 ¥35,000（税別）
W450×D615×H890（SH445）mm

【0034799】
ダイニング3点セット
（グレー/ブラウン）

【0030978】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0030978】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0030978】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0030984】
ダイニング5点セット
（グレー/ブラウン）

【0030983】
ダイニング5点セット
（グレー/ダークグレー）

【0030982】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ベージュ）

【0030981】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0030980】
ダイニング5点セット
（ナチュラル/ダークグレー）

【0034798】
ダイニング3点セット
（グレー/ダークグレー）

【0034797】
ダイニング3点セット
（ナチュラル/ベージュ）

【0034796】
ダイニング3点セット
（ナチュラル/ブラウン）

【0034795】
ダイニング3点セット
（ナチュラル/ダークグレー）

【0030977】
食卓イス（2脚入り）
（ダークグレー）

【0030977】
食卓イス（2脚入り）
（ダークグレー）

【0030977】
食卓イス（2脚入り）
（ダークグレー）

【0030977】
食卓イス（2脚入り）
（ダークグレー）

【0030978】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0030979】
食卓イス（2脚入り）
（ベージュ）

【0030979】
食卓イス（2脚入り）
（ベージュ）

【0034793・0030976】
90ダイニングテーブル天板・脚
（ナチュラル）

【0030974・0030976】
140ダイニングテーブル天板・脚
（ナチュラル）

食卓イス（2脚入り）

本体価格 ¥32,000（税別）（6.9才）
W475×D560×H800（SH450）mm

食卓イス

本体価格 ¥20,000（税別）（4.4才）
W515×D555×H790（SH430）mm

※組み合わせているチェアの詳細はP78参照

※組み合わせているチェアの詳細はP78参照

Ord+chair SP3931-2H1
オルド+チェア SP3931-2H1

Ord+chair SP3931-3KF
オルド+チェア SP3931-3KF

tel:0034794�0030976
tel:0030975�0030976
tel:0034793�0030976
tel:0030974�0030976
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表面材：テーブル：天板=MDF・ハイグロスシート・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナムOthello H
オセロ H

【0039256】（16才）
ダイニング4点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥76,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0039250】（4.1才）
120ダイニングテーブル

（ホワイト）

本体価格 ¥30,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0039252】（2才）
95ベンチ

（ダークブラウン）

本体価格 ¥14,000（税別）
W950×D420×H430mm

【0039253】（9.9才）
食卓イス（2脚入り）

（ダークブラウン）

本体価格 ¥32,000（税別）
W460×D520×H830（SH430）mm

【0039255】（28.7才）
ダイニング5点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥112,000（税別）
W1650×D800×H700mm

【0039249】（5.9才）
165ダイニングテーブル

（ホワイト）

本体価格 ¥45,000（税別）
W1650×D800×H700mm

【0039251】（3才）
140ベンチ

（ダークブラウン）

本体価格 ¥19,000（税別）
W1400×D420×H430mm

【0039253】（9.9才）
食卓イス（2脚入り）

（ダークブラウン）

本体価格 ¥32,000（税別）
W460×D520×H830（SH430）mm

【0039254】（9.9才）
食卓イス（1脚入り）

（ダークブラウン）

本体価格 ¥16,000（税別）
W460×D520×H830（SH430）mm

【0039249】
165ダイニングテーブル
（ホワイト）

【0039253】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）

表面材：テーブル：天板=MDF・ポリエステル樹脂塗装
脚=ラバーウッド

チェア：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナムMarble 
マーブル

【0034186】（25才）
ダイニング5点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥113,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0034183】（4.6才）
135ダイニングテーブル

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥45,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0034185】（10.2才）
食卓イス（2脚入り）

（ダークブラウン）

本体価格 ¥34,000（税別）
W450×D560×H940（SH410）mm

【0034187】（36.3才）
ダイニング7点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥160,000（税別）
W1800×D800×H700mm

【0034184】（5.7才）
180ダイニングテーブル

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥58,000（税別）
W1800×D800×H700mm

【0034185】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）

【0039250】
120ダイニングテーブル
（ホワイト）

【0039253】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）

【0039257】（23.9才）
ダイニング5点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥94,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0041289】（35.6才）
ダイニング7点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥141,000（税別）
W1650×D800×H700mm
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表面材：テーブル：天板=オーク突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド・ラッカー塗装

原産国：ベトナム

Rise H
ライズ H

【0038584・0038586】
135ダイニングテーブル天板・脚
（ブラウン）

【0038590】
105ベンチ
（ブラウン）

【0038588】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038592】
ダイニング4点セット
（ブラウン）

【0038584・0038586】
135ダイニングテーブル天板・脚
（ブラウン）

【0038588】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038594】
ダイニング5点セット
（ブラウン）

【0038593】（24.8才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル）

本体価格 ¥87,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038583・0038585】
135ダイニングテーブル天板・脚
（ナチュラル）

【0038587】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038591】（16.8才）
ダイニング4点セット

（ナチュラル）

本体価格 ¥69,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038583・0038585】（4.6才）
135ダイニングテーブル天板・脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥27,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038589】（2.1才）
105ベンチ

（ナチュラル）

本体価格 ¥12,000（税別）
W1100×D350×H430mm

【0038587】（10.1才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥30,000（税別）
W440×D520×H920（SH430）mm

表面材：テーブル：天板=MDF・エナメル塗装
脚=ラバーウッド

チェア：張地=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナムDrake 
ドレーク

【0009514】（40.3才）
ダイニング7点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥175,000（税別）
W1800×D800×H700mm

【0009512】
食卓イス（2脚入り）
（ホワイト/ダークブラウン）

【0009511】（6.7才）
180ダイニングテーブル

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥67,000（税別）
W1800×D800×H700mm

【0009513】（27.4才）
ダイニング5点セット

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥125,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0009510】（5才）
135ダイニングテーブル

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥53,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0009512】（11.2才）
食卓イス（2脚入り）

（ホワイト/ダークブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W550×D450×H950（SH440）mm

tel:0038584�0038586
tel:0038584�0038586
tel:0038583�0038585
tel:0038583�0038585
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表面材：テーブル：天板=バーチ突板・ラッカー塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Just
ジャスト

【0004690】
ダイニング4点セット
（ダークブラウン）

【0004679】
120ダイニングテーブル
（ダークブラウン）

【0004683】
100ベンチ
（ダークブラウン）

【0004682】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）

【0004694】（16.3才）
ダイニング4点セット

（ライトブラウン）

本体価格 ¥66,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0004684】（4才）
120ダイニングテーブル

（ライトブラウン）

本体価格 ¥28,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0004688】（2.3才）
100ベンチ

（ライトブラウン）

本体価格 ¥14,000（税別）
W1000×D380×H440mm

【0004687】（10才）
食卓イス（2脚入り）

（ライトブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W460×D530×H840（SH420）mm

【0004693】
ダイニング3点セット
（ライトブラウン）

【0004685】
75ダイニングテーブル
（ライトブラウン）

【0004687】
食卓イス（2脚入り）
（ライトブラウン）

【0004689】（12.6才）
ダイニング3点セット

（ダークブラウン）

本体価格 ¥47,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0004680】（2.6才）
75ダイニングテーブル

（ダークブラウン）

本体価格 ¥23,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0004682】（10才）
食卓イス（2脚入り）

（ダークブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W460×D530×H840（SH420）mm

【0004682】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）

【0004691】（24才）
ダイニング5点セット

（ダークブラウン）

本体価格 ¥76,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0004679】（4才）
120ダイニングテーブル

（ダークブラウン）

本体価格 ¥28,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0004687】
食卓イス（2脚入り）
（ライトブラウン）

【0004696】（35.7才）
ダイニング7点セット

（ライトブラウン）

本体価格 ¥108,000（税別）
W1650×D800×H700mm

【0004686】（5.7才）
165ダイニングテーブル

（ライトブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W1650×D800×H700mm

【0004695】
ダイニング5点セット
（ライトブラウン）

【0004684】
120ダイニングテーブル
（ライトブラウン）

【0004687】
食卓イス（2脚入り）
（ライトブラウン）

【0004692】
ダイニング7点セット
（ダークブラウン）

【0004681】
165ダイニングテーブル
（ダークブラウン）

【0004682】
食卓イス（2脚入り）
（ダークブラウン）
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【0039799】（6.2才）
ダイニング4点セット（1個口）

（ナチュラル/ベージュ）

本体価格 ¥55,000（税別）

テーブル：W1150×D700×H730mm
チェア：W420×D500×H800（SH440）mm
ベンチ：W950×D330×H450mm

セット販売のみ

表面材：テーブル：天板・脚=パイン材
　 チェア・ベンチ：座面=ファブリック

　  脚=パイン材
原産国：中国　組立品

Munt
ムント

表面材：テーブル：天板・脚=パイン材
原産国：中国

Alonso
アロンソ

【0039796】（6.6才）
ダイニング5点セット（1個口）

（ナチュラル/ベージュ）

本体価格 ¥59,000（税別）

テーブル：W1150×D700×H730mm
チェア：W420×D500×H800（SH440）mm

【0039798】
ダイニング5点セット（1個口）
（ナチュラル/グリーン）

【0039801】
ダイニング4点セット（1個口）
（ナチュラル/グリーン）

【0039800】
ダイニング4点セット（1個口）
（ナチュラル/グレー）

【0039802】（4.3才）
ダイニング3点セット（1個口）

（ナチュラル/ベージュ）

本体価格 ¥39,000（税別）

テーブル：W700×D700×H730mm
チェア：W420×D500×H800（SH440）mm

【0039795】（2.5才）
折り畳み木製デスク

（ナチュラル）

本体価格 ¥24,000（税別）
W780×D500×H710mm

【0039804】
ダイニング3点セット（1個口）
（ナチュラル/グリーン）

【0039803】
ダイニング3点セット（1個口）
（ナチュラル/グレー）

【0039797】
ダイニング5点セット（1個口）
（ナチュラル/グレー）

※折りたたんだ状態

Web販売不可の商品になります

Web販売不可の商品になります

※在庫なくなり次第廃番品
組立て
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【0025819】（6.9才）
ダイニング5点セット（1個口）

本体価格 ¥42000（税別）

テーブル：W1100×D700×H750mm
チェア：W380×D440×H860（SH440）mm

【0025818】（4.9才）
ダイニング5点セット（1個口）

本体価格 ¥38,000（税別）

テーブル：W1100×D700×H750mm
チェア：W435×D470×H860（SH460）mm

表面材：テーブル：天板=MDF・PVC真空貼り
脚=スチール

チェア：木部=MDF・PVC真空貼り
  脚=スチール

組立品
原産国：中国

Tony
トニー

セット販売のみ

組立て

表面材：テーブル：天板=MDF・PVC真空貼り
脚=スチール

チェア：木部=MDF・PVC真空貼り
  脚=スチール

組立品
原産国：中国

Stark
スターク

セット販売のみ

組立て

表面材：テーブル：天板=オーク突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Polinky
ポリンキー

【0038743】
ダイニング4点セット
（ナチュラル）

【0038740・0041931】
120ダイニングテーブル天板・脚
（ナチュラル）

【0038741】
食卓イス
（ナチュラル）

【0038742】
120ベンチ
（ナチュラル）

【0038747】（16.9才）
ダイニング4点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥141,000（税別）
W1200×D1200×H710mm

【0038744・0041932】（4.7才）
120ダイニングテーブル天板・脚

（ブラウン）

本体価格 ¥69,000（税別）
W1200×D1200×H710mm

【0038746】（2.4才）
120ベンチ

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1200×D360×H420mm

【0038745】（4.9才）
食卓イス

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W430×D550×H810（SH420）mm

tel:0038740�0041931
tel:0038744�0041932
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セット販売のみ

表面材：テーブル：天板=オーク突板
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Jenga M
ジェンガ M

表面材：テーブル：天板=MDF転写・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Life
ライフ

【0020901】
ダイニング4点セット
（ナチュラル/アイボリー）

【0038650】（10.7才）
ダイニング3点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥38,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0038646】（8.1才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥21,000（税別）
W415×D500×H800（SH430）mm

【0038640】（2.6才）
75ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥17,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0038652】（13.9才）
ダイニング4点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥51,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038648】（1.7才）
95ベンチ

（ブラウン）

本体価格 ¥12,000（税別）
W950×D350×H430mm

【0038642】（4.1才）
120ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥18,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038646】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038717】（20.3才）
ダイニング5点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥60,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038642】
120ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0038646】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038654】（31.5才）
ダイニング7点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥95,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038644】（7.2才）
180ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥32,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038646】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038649】
ダイニング3点セット
（ナチュラル）

【0038645】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038639】
75ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038716】
ダイニング5点セット
（ナチュラル）

【0038645】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038641】
120ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038653】
ダイニング7点セット
（ナチュラル）

【0038645】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038643】
180ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0020900】（14.6才）
ダイニング4点セット

（ブラウン/ブラック）

本体価格 ¥68,000（税別）

テーブル：W1150×D750×H700mm
チェア：W430×D500×H800（SH420）mm
ベンチ：W880×D350×H420mm

【0038651】
ダイニング4点セット
（ナチュラル）

【0038647】
95ベンチ
（ナチュラル）

【0038645】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038641】
120ダイニングテーブル
（ナチュラル）
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表面材：テーブル：天板=MDF転写・ラッカー塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC
  脚=ラバーウッド

回転チェア
原産国：ベトナム

Martin H
マーティンH 【0038577】（10.1才）

ダイニング3点セット
（ブラウン）

本体価格 ¥52,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0038569】（4.5才）
75ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥21,000（税別）
W750×D750×H700mm

【0038575】（5.6才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥31,000（税別）
W430×D520×H770（SH430）mm

【0038570】
75ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038576】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038578】
ダイニング3点セット
（ナチュラル）

【0038576】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038572】
120ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038580】
ダイニング5点セット
（ナチュラル）

【0038555】
135ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0038561】
110ベンチ
（ブラウン）

【0038559】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038563】
ダイニング4点セット
（ブラウン）

【0038557】
180ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0038559】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038567】
ダイニング7点セット
（ブラウン）

【0038555】
135ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0038559】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038565】
ダイニング5点セット
（ブラウン）

【0038574】
180ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038576】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038582】
ダイニング7点セット
（ナチュラル）

表面材：テーブル：天板=MDF転写・ラッカー塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

回転チェア
原産国：ベトナム

Peter H
ピーター H

【0038564】（16.7才）
ダイニング4点セット

（ナチュラル）

本体価格 ¥83,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038556】（7.6才）
135ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥31,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038562】（2.4才）
110ベンチ

（ナチュラル）

本体価格 ¥18,000（税別）
W1100×D350×H430mm

【0038560】（6.7才）
食卓イス（2脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥34,000（税別）
W530×D500×H730（SH430）mm

【0038556】
135ダイニングテーブル
（ナチュラル）

【0038560】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038566】（21才）
ダイニング5点セット

（ナチュラル）

本体価格 ¥99,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038558】（11.2才）
180ダイニングテーブル

（ナチュラル）

本体価格 ¥37,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038560】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0038568】（31.3才）
ダイニング7点セット

（ナチュラル）

本体価格 ¥139,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038581】（28才）
ダイニング7点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥131,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038575】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038573】（11.2才）
180ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038575】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038579】（17.5才）
ダイニング5点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥89,000（税別）
W1200×D750×H700mm

【0038571】（6.3才）
120ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥27,000（税別）
W1200×D750×H700mm
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表面材：テーブル：天板=ハイグロスシート・UV塗装
脚=ラバーウッド

チェア：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Mileina
ミレイナ

【0029889】（37.1才）
ダイニング5点セット

（ホワイト）

本体価格 ¥269,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

【0029883】（13才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥51,000（税別）
W430×D570×H950（SH460）mm

【0029886・0029887】（11.1才）
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚

（ホワイト）

本体価格 ¥167,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

表面材：テーブル：天板=ウォールナット突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

チェア：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Blend
ブレンド

【0029884】（37.1才）
ダイニング5点セット

（ウォールナット）

本体価格 ¥269,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

【0029881・0029882】（11.1才）
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚

（ウォールナット）

本体価格 ¥167,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

【0029883】（13才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥51,000（税別）
W430×D570×H950（SH460）mm

伸長式テーブル

W1500 W1900

伸長式テーブル

W1500 W1900

【0029890】（50.1才）
ダイニング7点セット

（ホワイト）

本体価格 ¥320,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

【0029883】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0029886・0029887】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ホワイト）

【0029885】（50.1才）
ダイニング7点セット

（ウォールナット）

本体価格 ¥320,000（税別）
W1500/1900×D850×H710mm

【0029883】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0029881・0029882】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ウォールナット）

tel:0029886�0029887
tel:0029881�0029882
tel:0029886�0029887
tel:0029881�0029882
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【0028469】（44.8才）
ダイニング7点セット

（ブラック）

本体価格 ¥229,000（税別）
W1800×D850×H700mm

【0028465】
食卓イス（2脚入り）
（ミディアムブラウン）

【0028467】（31才）
ダイニング5点セット

（ブラック）

本体価格 ¥174,000（税別）
W1350×D850×H700mm

【0028463・0028464】（7才）
180ダイニングテーブル

（ブラック）

本体価格 ¥82,000（税別）
W1800×D850×H700mm

【0028465】（12.6才）
食卓イス（2脚入り）

（ミディアムブラウン）

本体価格 ¥49,000（税別）
W430×D570×H950（SH450）mm

【0028468】
ダイニング7点セット
（ホワイト）

【0028462・0028464】
180ダイニングテーブル
（ホワイト）

【0028461・0028464】（5.8才）
135ダイニングテーブル

（ブラック）

本体価格 ¥76,000（税別）
W1350×D850×H700mm

【0028466】
ダイニング5点セット
（ホワイト）

【0028460・0028464】
135ダイニングテーブル
（ホワイト）

表面材：テーブル：天板=ハイグロスシート・UV塗装
脚=ラバーウッド

チェア：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Level Ⅱ
レベルⅡ

【0036401】（34.5才）
ダイニング5点セット

（ブラック）

本体価格 ¥232,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0034754・0034755】（12.1才）
150-190伸長式ダイニングテーブル
天板・脚（ブラック）

本体価格 ¥164,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0036399】（11.2才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラック）

本体価格 ¥34,000（税別）
W430×D590×H950（SH420）mm

【0036400】
ダイニング5点セット
（ホワイト）

【0034752・0034753】
150-190伸長式ダイニングテーブル
天板・脚（ホワイト）

【0036398】
食卓イス（2脚入り）
（ホワイト）

伸長式テーブル

W1500 W1900

表面材：テーブル：天板=MDF・ハイグロスシート・UV塗装
脚=ラバーウッド

チェア：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Morris
モーリス

tel:0028463�0028464
tel:0028462�0028464
tel:0028461�0028464
tel:0028460�0028464
tel:0034754�0034755
tel:0034752�0034753
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表面材：テーブル：天板=BR…ウォールナット突板・ウレタン樹脂塗装
NA…オーク突板・ウレタン樹脂塗装
WH/BR・WH/NA…MDF・エナメル塗装

脚=ラバーウッド
　 チェア・ベンチ：座面=PVC

  脚=ラバーウッド
原産国：ベトナム

Jagrass
ジャグラス

【0037334】（36.3才）
ダイニング5点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥213,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0037330】（26.1才）
ダイニング4点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥194,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0037331】
ダイニング4点セット
（ナチュラル）

【0037335】
ダイニング5点セット
（ナチュラル）

伸長式テーブル

W1500 W1900

伸長式テーブル

W1500 W1900

【0037316・0037317】（11.1才）
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚

（ブラウン）

本体価格 ¥131,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0037322】（2.4才）
115ベンチ

（ブラウン）

本体価格 ¥22,000（税別）
W1150×D400×H440mm

【0037324】（12.6才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥41,000（税別）
W480×D510×H950（SH450）mm

【0037318・0037319】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ナチュラル）

【0037323】
115ベンチ
（ナチュラル）

【0037325】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0037332】
ダイニング4点セット
（ホワイト/ブラウン）

【0037336】
ダイニング5点セット
（ホワイト/ブラウン）

伸長式テーブル

W1500 W1900

【0037320・0037317】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ホワイト/ブラウン）

【0037322】
115ベンチ
（ブラウン）

【0037324】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0037333】
ダイニング4点セット
（ホワイト/ナチュラル）

【0037337】
ダイニング5点セット
（ホワイト/ナチュラル）

伸長式テーブル

W1500 W1900

【0037321・0037319】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ホワイト/ナチュラル）

【0037323】
115ベンチ
（ナチュラル）

【0037325】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

tel:0037316�0037317
tel:0037318�0037319
tel:0037320�0037317
tel:0037321�0037319
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表面材：テーブル：天板=MDF・エナメル塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Jaggi
ジャギー

伸長式テーブル

W1500 W1900

伸長式テーブル

W1500 W1900

【0037328】（36.3才）
ダイニング5点セット

（ホワイト/ブラウン）

本体価格 ¥213,000（税別）
W1500×D850×H716mm

【0037326】（26.1才）
ダイニング4点セット

（ホワイト/ブラウン）

本体価格 ¥194,000（税別）
W1500×D850×H716mm

【0037310・0037317】（11.1才）
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚

（ホワイト/ブラウン）

本体価格 ¥131,000（税別）
W1500/1900×D850×H716mm

【0037322】（2.4才）
115ベンチ

（ブラウン）

本体価格 ¥22,000（税別）
W1150×D400×H440mm

【0037324】（12.6才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥41,000（税別）
W480×D510×H950（SH450）mm

【0037312・0037319】
150-190伸長式ダイニングテーブル天板・脚
（ホワイト/ナチュラル）

【0037323】
115ベンチ
（ナチュラル）

【0037325】
食卓イス（2脚入り）
（ナチュラル）

【0037327】
ダイニング4点セット
（ホワイト/ナチュラル）

【0037329】
ダイニング5点セット
（ホワイト/ナチュラル）

セット販売のみ

Toreno H
トレノ H

表面材：テーブル：天板=NA…オーク突板・ウレタン樹脂塗装
　　  BR…ウォールナット突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC
　  脚=ラバーウッド

テーブル・95ベンチ組立品
原産国：ベトナム

【0039447】
LD3点セット
（ナチュラル）

組立て

【0039449】
LD4点セット
（ナチュラル）

【0039448】（38.3才）
LD4点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥140,000（税別）

テーブル：W1350×D750×H700mm
135背付ベンチ：W1350×D520×H780（SH430）mm
コーナーベンチ：W1300×D520×H780（SH430）mm
95ベンチ：W950×D400×H430mm

【0039446】（36.3才）
LD3点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥123,000（税別）

テーブル：W1350×D750×H700mm
135背付ベンチ：W1350×D520×H780（SH430）mm
コーナーベンチ：W1300×D520×H780（SH430）mm

tel:0037310�0037317
tel:0037312�0037319
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【0014515】（3才）
ダイニング3点セット（1個口）

（ブラウン）

本体価格 ¥26,000（税別）

テーブル：W900×D600×H720mm
ベンチ：W750×D300×H430mm

【0014514】
ダイニング3点セット（1個口）
（ナチュラル）

表面材：テーブル：天板=MDF転写・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

ベンチ：座面=MDF転写
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Pisa
ピサ

表面材：テーブル：天板=オーク突板・ラッカー塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：張地=PVC
  脚=ラバーウッド

回転チェア
原産国：ベトナム

Levi G Ⅱ
リヴァイ GⅡ

表面材：テーブル：天板=MDF転写・ウレタン樹脂塗装
脚=MDF転写

ベンチ：張地=ファブリック
　 脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Guppy H
グッピー H

セット販売のみ

セット販売のみ

【0038532】（3.2才）
テーブル&ベンチ2点セット

（ナチュラル/オレンジ）

本体価格 ¥25,000（税別）

テーブル：W750×D400×H650mm
ベンチ：W600×D370×H430mm

【0038531】
テーブル&ベンチ2点セット
（ナチュラル/グリーン）

【0035606】
テーブル&ベンチ2点セット
（ナチュラル/グレー）

【0038491】（12.8才）
ダイニング4点セット

（ダークブラウン）

本体価格 ¥64,000（税別）

テーブル：W900/1200×D750×H720mm
チェア：W440×D520×H770（SH420）mm
75ベンチ:W750×D330×H410mm

【0033561】（12.8才）
ダイニング4点セット

（ミディアムブラウン）

本体価格 ¥71,000（税別）

テーブル：W900/1200×D750×H720mm
チェア：W440×D520×H770（SH420）mm
75ベンチ:W750×D330×H410mm

【0038492】
ダイニング4点セット
（ナチュラル）

回転チェア

回転
チェア

セット販売のみ

表面材：テーブル：天板=オーク突板・ラッカー塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

回転チェア
原産国：ベトナム

Leon G
レオン G

回転チェア

回転
チェア

セット販売のみ

テーブル折りたたみ時：W900

テーブル折りたたみ時：W900
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【0034677】（17.5才）
ダイニング4点セット

本体価格 ¥125,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038600】（25.2才）
ダイニング5点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥87,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0034674】（4.7才）
135ダイニングテーブル

本体価格 ¥77,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0034675】（10.7才）
食卓イス（2脚入り）

本体価格 ¥31,000（税別）
W460×D520×H810（SH420）mm

【0034674】（4.7才）
135ダイニングテーブル

本体価格 ¥77,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0034675】（10.7才）
食卓イス（2脚入り）

本体価格 ¥31,000（税別）
W460×D520×H810（SH420）mm

【0034676】（2.1才）
105ベンチ

本体価格 ¥17,000（税別）
W1050×D380×H420mm

【0038599】（16.9才）
ダイニング4点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥69,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038595】（4.8才）
135ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥25,000（税別）
W1350×D800×H700mm

【0038598】（1.9才）
105ベンチ

（ブラウン）

本体価格 ¥13,000（税別）
W1050×D350×H430mm

【0034678】（26.1才）
ダイニング5点セット

本体価格 ¥139,000（税別）
W1350×D800×H700mm

表面材：テーブル：天板=ウォールナット無垢・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

テーブル引出し付
原産国：ベトナム

Sonic
ソニック

表面材：テーブル：天板=ウォールナット突板・ウレタン樹脂塗装
脚=ラバーウッド

　 チェア・ベンチ：座面=PVC
  脚=ラバーウッド

原産国：ベトナム

Porte H
ポルテ H

【0038597】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038601】（37.8才）
ダイニング7点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥129,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038596】（7.2才）
180ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W1800×D900×H700mm

【0038597】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038597】
食卓イス（2脚入り）
（ブラウン）

【0038595】
135ダイニングテーブル
（ブラウン）

【0039472】（13才）
ダイニング3点セット

（ブラウン）

本体価格 ¥52,000（税別）
W800×D800×H700mm

【0038597】（10.2才）
食卓イス（2脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥31,000（税別）
W440×D520×H920（SH430）mm

【0039471】（2.8才）
80ダイニングテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥21,000（税別）
W800×D800×H700mm
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表面材：[テーブル]天板=ウォールナット集成材無垢30mm
ウレタン樹脂塗装
脚(4本脚)=アカシア
脚(ロの字脚)=ラバーウッド

[椅子A]BR 木部=アッシュ　座面=PVC
BK 木部=アカシア　座面=PVC

[椅子B]木部=ウォールナット
座面=PVC/ファブリック・カバーリング

[椅子C]木部=ウォールナット　張地=PVC
[椅子D]木部=アッシュ
[ベンチ]木部（4本脚）=アカシア

木部（ロの字脚）=ラバーウッド
座面=PVC

原産国：ベトナム

Alec BR
アレク

【0037551・0037553】（4.1才）
150ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ブラウン）

本体価格 ¥120,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0037551・0037554】（6.9才）
150ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ブラウン）

本体価格 ¥118,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0037552・0037553】（5.1才）
200ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ブラウン）

本体価格 ¥145,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0037552・0037554】（7.9才）
200ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ブラウン）

本体価格 ¥143,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0037555】（8.3才）
椅子A型（ブラウン）

本体価格 34,000（税別）
W550×D520×H740（SH425）mm

【0037566】（11.4才）
椅子B型（1脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥37,000（税別）
W520×D520×H760（SH440）mm

【0037557】（11.4才）
椅子B型（2脚入り）

（ブラウン）
本体価格 ¥74,000（税別）

【0037567】（12.7才）
椅子C型（1脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W497×D581×H730（SH430）mm

【0037558】（12.7才）
椅子C型（2脚入り）

（ブラウン）
本体価格 ¥72,000（税別）

【0037568】（13.9才）
椅子D型（1脚入り）

（ブラウン）

本体価格 ¥34,000（（税別）
W515×D506×H915（SH418）mm

【0037559】（13.9才）
椅子D型（2脚入り）

（ブラウン）
本体価格 ¥68,000（税別）

【0037556】
椅子A型
（ブラック）

※椅子B型のみ
カバーリング（RED）仕様となります。

【0037560】（2.5才）
130ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0037561】（3.1才）
130ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥29,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0037562】（3.4才）
180ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ブラウン）

本体価格 ¥32,000（税別）
W1800×D360×H420mm

【0037563】（4.2才）
180ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1800×D360×H420mm

テーブル

チェア

ベンチ

表面材：[テーブル]天板=オーク集成材無垢30mm
ウレタン樹脂塗装
脚(4本脚)=ラバーウッド
脚(ロの字脚)=ラバーウッド

[椅子A]NA 木部=アッシュ　座面=PVC
BK 木部=アカシア　座面=PVC

[椅子B]木部=オーク
座面=PVC/ファブリック・カバーリング

[椅子C]木部=オーク　張地=PVC
[椅子D]木部=オーク
[ベンチ]木部（4本脚）=ラバーウッド

木部（ロの字脚）=ラバーウッド
座面=PVC

原産国：ベトナム

Alec NA
アレク

【0038846・0038848】（4.1才）
150ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥120,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0038846・0037554】（6.9才）
150ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥118,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0038847・0038848】（5.1才）
200ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥145,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0038847・0037554】（7.9才）
200ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥143,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0038853】（2.5才）
130ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ナチュラル）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0037561】（3.1才）
130ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥29,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0038855】（3.4才）
180ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ナチュラル）

本体価格 ¥32,000（税別）
W1800×D360×H420mm

【0037563】（4.2才）
180ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1800×D360×H420mm

テーブル

チェアー

ベンチ

【0038957】（11.4才）
椅子B型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥37,000（税別）
W520×D520×H760（SH440）mm

【0038850】（11.4才）
椅子B型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥74,000（税別）

【0038958】（12.7才）
椅子C型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥36,000（税別）
W497×D581×H730（SH430）mm

【0038851】（12.7才）
椅子C型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥72,000（税別）

【0038959】（13.9才）
椅子D型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥34,000（（税別）
W515×D506×H915（SH418）mm

【0038852】（13.9才）
椅子D型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥68,000（税別）

※椅子B型のみ
カバーリング（RED）仕様となります。

椅子A型（ナチュラル）

本体価格 34,000（税別）
W550×D520×H740（SH425）mm

【0038849】（8.3才）

【0037556】
椅子A型
（ブラック）

tel:0037551�0037553
tel:0037551�0037554
tel:0037552�0037553
tel:0037552�0037554
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表面材：[テーブル]天板=オーク集成材無垢30mm
ウレタン樹脂塗装
脚(4本脚)=ラバーウッド
脚(ロの字脚)=ラバーウッド

[椅子A]NA 木部=アッシュ　座面=PVC
BK 木部=アカシア　座面=PVC

[椅子B]木部=オーク
座面=PVC/ファブリック・カバーリング

[椅子C]木部=オーク　張地=PVC
[椅子D]木部=オーク
[ベンチ]木部（4本脚）=ラバーウッド

木部（ロの字脚）=ラバーウッド
座面=PVC

原産国：ベトナム

Alec NA
アレク

【0038846・0038848】（4.1才）
150ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥120,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0038846・0037554】（6.9才）
150ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥118,000（税別）
W1500×D850×H700mm

【0038847・0038848】（5.1才）
200ダイニングテーブル Aタイプ
天板・4本脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥145,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0038847・0037554】（7.9才）
200ダイニングテーブル Bタイプ
天板・ロの字脚

（ナチュラル）

本体価格 ¥143,000（税別）
W2000×D850×H700mm

【0038853】（2.5才）
130ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ナチュラル）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0037561】（3.1才）
130ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥29,000（税別）
W1300×D360×H420mm

【0038855】（3.4才）
180ベンチ Aタイプ（4本脚）

（ナチュラル）

本体価格 ¥32,000（税別）
W1800×D360×H420mm

【0037563】（4.2才）
180ベンチ Bタイプ（ロの字脚）

（ブラック）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1800×D360×H420mm

テーブル

チェアー

ベンチ

【0038957】（11.4才）
椅子B型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥37,000（税別）
W520×D520×H760（SH440）mm

【0038850】（11.4才）
椅子B型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥74,000（税別）

【0038958】（12.7才）
椅子C型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥36,000（税別）
W497×D581×H730（SH430）mm

【0038851】（12.7才）
椅子C型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥72,000（税別）

【0038959】（13.9才）
椅子D型（1脚入り）

（ナチュラル）

本体価格 ¥34,000（（税別）
W515×D506×H915（SH418）mm

【0038852】（13.9才）
椅子D型（2脚入り）

（ナチュラル）
本体価格 ¥68,000（税別）

※椅子B型のみ
カバーリング（RED）仕様となります。

椅子A型（ナチュラル）

本体価格 34,000（税別）
W550×D520×H740（SH425）mm

【0038849】（8.3才）

【0037556】
椅子A型
（ブラック）

tel:0038846�0038848
tel:0038846�0037554
tel:0038847�0038848
tel:0038847�0037554
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