
表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
原産国：ベトナム

【0037985】（2.2才）
ソファ
（ナチュラル）

本体価格 ¥27,000（税別）
W840×D380×H270mm

【0037986】（1.2才）
ソファクッション

本体価格 ¥8,000（税別）
W850×D390×H280mm

【0037984】（1才）
ベッドクッション

本体価格 ¥7,000（税別）
W700×D340×H60mm

【0037983】（2.3才）
ベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥31,000（税別）
W630×D780×H270mm

【0037987】（1.2才）
BOX
（ナチュラル）

本体価格 ¥7,000（税別）
W350×D250×H220mm

【0037982】（9.1才）
テーブル
（ナチュラル）

本体価格 ¥64,000（税別）
W800×D800×H300mm

天板：BKガラス

CAT SERI ES
愛猫と

共にくつろぎ のひとときを

ネコ用トイレ等を上手に隠せるキャビネットや
愛猫のくつろぎをじっくり眺められる

ガラス天板のテーブルなどを取り揃えています

インテリアに馴染む
オシャレなネコ用家具

取り外し可能のガラス板で
お手入れも楽々♪

【0037980】（12才）
キャビネットワイド
（ナチュラル）

本体価格 ¥70,000（税別）
W890×D440×H725mm

【0037981】（12.1才）
キャビネットタワー
（ナチュラル）

本体価格 ¥72,000（税別）
W562×D440×H1145mm

■可動棚：1枚

■可動棚：2枚

ネコ用トイレを
オシャレに
隠せる！

※ 電 化 製 品をお 使 いの際 は
取 扱 いにご注 意ください。

コード穴付だから
ペット用

ホットカーペットも
使える！

ネコの気ままな
動きを邪魔しない
うれしい2つの
出入り口

【0037979】（9.4才）
フードスタンド（8個）
（ナチュラル）

本体価格 ¥57,000（税別）
W190×D203×H190mm

首や腰に
負担をかけない
やさしい傾斜設計

ネコだけじゃなく
小柄なイヌ用にも！

095



表面材：ラバーウッド
　　　  ウレタン樹脂塗装
原産国：ベトナム
組立品

②
【0039727】（0.9才）

ブックラック
（ナチュラル）

本体価格 ¥65,000（税別）
W600×D350×H450mm

■ブックラック＋ボックスラック＋BOX×2
　（BOX・ボックスラック別売）

■ハンガーラック＋ボックスラック＋BOX×2
（BOX・ボックスラック別売）

■ブックラック＋ボックスラック
　（ボックスラック別売）

■ハンガーラック＋ボックスラック
（ボックスラック別売）

お子さまの成長に合わせて高さ調節ができるデスク・チェアや
収納物に合わせて組み換え可能なボックスラックなど

天然木を使ったやさしい家具を揃えました。

シンプルナチュラルな

キッズ家具シリーズ

【0039724】（1.2才）
64デスク

（ナチュラル）

本体価格 ¥45,000（税別）
W640×D450×H620mm

■天板高さ580mm

■天板高さ480mm ■天板高さ380mm ■座面高さ195mm ■座面高さ245mm

■座面高さ295mm

【0039723】（0.8才）
チェア

（ナチュラル）

本体価格 ¥23,000（税別）
W410×D350×H500mm

成長に合わせて高さ調節ができるから、
お子さまにも環境にもやさしいデスク・チェアです。

3段階で高さの調節ができます。

③
【0039728】（1才）

ハンガーラック
（ナチュラル）

本体価格 ¥52,000（税別）
W700×D350×H850mm

手に取りやすい

高さだから

ひとりでお着替えの

練習にぴったり！

ラックと合わせても

単体で使っても便利な

サイズ！

大判の絵本や図鑑でも

おしゃれに収納できる

優れもの！

お部屋に合わせて

重ねても並べても

使えます。

【0039733】
ブックラック
（ホワイト）

【0039730】
64デスク
（ホワイト）

【0039734】
ハンガーラック
（ホワイト）

■内寸：W250×D180×H184

【0039725】（0.3才）
BOX

（ナチュラル）

本体価格 ¥23,000（税別）
W270×D200×H250mm

【0039731】
BOX
（ホワイト）

■ボックスラック×2＋BOX×2
（BOX別売）

■ボックスラック×2

①
【0039726】（0.9才）

ボックスラック
（ナチュラル）

本体価格 ¥47,000（税別）
W600×D350×H450mm

【0039729】
チェア
（ホワイト）

【0039732】
ボックスラック
（ホワイト）

ピ
ッ
チ
幅
10
cm

ピ
ッ
チ
幅
5
cm

①

①

①

①

②
③

組立て

096



097

表面材：PVC/FAB
原産国：中国

折りたたみスツール
（S） （D）

Sサイズ折りたたみスツール
（アーガイル）

【0035812】
PVC

【0035826】
Dサイズ折りたたみスツール
（アーガイル）

Sサイズ折りたたみスツール
（ガール）

【0035813】
PVC

【0035827】
Dサイズ折りたたみスツール
（ガール）

Sサイズ折りたたみスツール
（ダーラヘスト）

【0035814】
PVC

【0035828】
Dサイズ折りたたみスツール
（ダーラヘスト）

Sサイズ折りたたみスツール
（チロリアン）

【0035815】
PVC

【0035829】
Dサイズ折りたたみスツール
（チロリアン）

Sサイズ折りたたみスツール
（ドット）

【0035816】
PVC

【0035830】
Dサイズ折りたたみスツール
（ドット）

Sサイズ折りたたみスツール
（ミニローズ）

【0035817】
PVC

【0035831】
Dサイズ折りたたみスツール
（ミニローズ）

Sサイズ折りたたみスツール
（ウェーブGY）

【0035818】
PVC

【0035832】
Dサイズ折りたたみスツール
（ウェーブGY）

Sサイズ折りたたみスツール
（ウェーブYE）

【0035819】
PVC

【0035833】
Dサイズ折りたたみスツール
（ウェーブYE）

Sサイズ折りたたみスツール
（モンスター）

【0035820】
PVC

【0035834】
Dサイズ折りたたみスツール
（モンスター）

Sサイズ折りたたみスツール
（クラゲ）

【0035821】
PVC

【0035835】
Dサイズ折りたたみスツール
（クラゲ）

Sサイズ折りたたみスツール
（グラビティWH）

【0035822】
PVC

【0035836】
Dサイズ折りたたみスツール
（グラビティWH）

Sサイズ折りたたみスツール
（グラビティBK）

【0035823】
PVC

【0035837】
Dサイズ折りたたみスツール
（グラビティBK）

Sサイズ折りたたみスツール
（アーバンBR）

【0035824】
FAB

【0035838】
Dサイズ折りたたみスツール
（アーバンBR）

Sサイズ折りたたみスツール
（アーバンGY）

【0035825】
FAB

【0035839】
Dサイズ折りたたみスツール
（アーバンGY）

4ヶ入

（2.6才）

Dサイズ折りたたみスツール

本体価格 ¥30,000（税別）

W765×D380×H375mm
内寸：W725×D340×H340mm

6ヶ入

（1.9才）

Sサイズ折りたたみスツール

本体価格 ¥30,000（税別）

W380×D380×H375mm
内寸：W340×D340×H340mm

マルチに使える収納スツール
スツールとして座るだけでなく、収納用品としても使用可能。

折畳んでコンパクトに収納可能
（厚さ約60mm）
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【0038354】（0.7才）
ミニスツール

（ブラウン）

本体価格 ¥4,000（税別）
W290×D290×H270mm

【0038355】
ミニスツール
（ブルー）

【0038356】
ミニスツール
（イエロー）

【0038357】
ミニスツール
（グレー）

【0038388】
ミニスツール
（グリーン）

【0017725】（0.9才）
40サイドテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥17,000（税別）
W400×D450×H600mm

【0017726】
40サイドテーブル
（ナチュラル）

【0017727】（0.7才）
44サイドテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥12,000（税別）
W440×D390×H600mm

【0017728】
44サイドテーブル
（ナチュラル）

【0017729】（0.5才）
38サイドテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥8,000（税別）
W380×D375×H600mm

【0017730】
38サイドテーブル
（ナチュラル）

表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
原産国：インドネシア
組立品

Bell
ベル

組立て

表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
原産国：インドネシア
組立品

Momo
モモ

組立て

表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
原産国：インドネシア
組立品

Ram
ラム

組立て

【0038395】（4.3才）
キッズソファ

（ブルー）

本体価格 ¥32,000（税別）
W810×D510×H500（SH235）mm

【0038396】
キッズソファ
（ホワイト）

【0038397】
キッズソファ
（オレンジ）

【0038398】
キッズソファ
（ピンク）

【0038399】
キッズソファ
（レッド）

【0038400】
キッズソファ
（グリーン）

【0038401】
キッズソファ
（ライトブラウン）

【0038402】
キッズソファ
（ダークブラウン）

【0038403】
キッズソファ
（グレー）

【0038404】
キッズソファ
（ブラック）

表面材：ファブリック
原産国：中国
※脚高60mm

Fabiola Kids
ファビオラ キッズ

表面材：ファブリック
　　　 脚=パイン材
原産国：中国

Poiful
ポイフル

座れる
アニマルスツール
表面材：ファブリック
原産国：中国

【0036010】（3.1才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（トリケラトプス LGY）

本体価格 ¥17,000（税別）
W1020×D360×H360mm

【0036011】（3.1才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（トリケラトプス GR）

本体価格 ¥17,000（税別）
W1020×D360×H360mm

【0036012】（2.9才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（エレファント LGY）

本体価格 ¥14,000（税別）
W650×D340×H370mm

【0036016】（2.9才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（サイ DGY）

本体価格 ¥14,000（税別）
W630×D340×H370mm

【0037454】（2.1才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（カメ GR）

本体価格 ¥17,000（税別）
W610×D320×H280mm

【0037456】（3.1才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（イヌ LGY）

本体価格 ¥17,000（税別）
W800×D360×H370mm

【0038493】（3.2才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（マメシバ LBR）

本体価格 ¥17,000（税別）
W610×D360×H390mm

【0038494】（3.2才）
座れるアニマルスツール
収納付き

（ライオン YE）

本体価格 ¥17,000（税別）
W610×D360×H400mm



材質：ファブリック
原産国:中国

Cushion blanket
クッションブランケット

材質：ファブリック
原産国:中国

Cushion
クッションカバー・ヌードクッション

【0038271】（2.9才）
クッションブランケット

（グレイッシュ）

本体価格 ¥24,000（税別）
W450×D150×H450mm

2ヶ入

【0038272】
クッションブランケット

（イエロー）

【0037422】（0.8才）
クッションカバー シャウラ

（ブラック/ホワイト）

本体価格 ¥14,000（税別）
W450×D10×H450mm

4ヶ入

【0037439】（1.7才）
ヌードクッション

本体価格 ¥12,000（税別）
W500×D250×H500mm

6ヶ入

【0037423】
クッションカバー カペラ

（ベージュ）

【0037424】
クッションカバー カペラ

（グレー）

【0037425】
クッションカバー レプス

（イエロー）

【0037426】
クッションカバー レプス

（ホワイト）

【0037427】
クッションカバー アクイラ

（レッド）

【0037428】
クッションカバー アクイラ

（ピンク）

【0037429】
クッションカバー アクイラ

（ブラウン）

【0037430】
クッションカバー キャンサー

（レッド/ホワイト）

【0037431】
クッションカバー アリス

（ブルー）

【0037432】
クッションカバー コルブス

（イエロー/ホワイト）

【0037433】
クッションカバー コルブス

（ブラック/ホワイト）

【0037434】
クッションカバー レオ

（ベージュ）

【0037435】
クッションカバー ミニョン

（ブラウン）

【0037436】
クッションカバー ミニョン

（パープル）

【0037437】
クッションカバー ライン

（ホワイト）

【0037438】
クッションカバー ピケ

（ホワイト）

【0038273】
クッションブランケット

（ピンク）

【0038274】
クッションブランケット

（レッド）

【0038275】
クッションブランケット

（ブラック）

クッションを広げると

ブランケットに早変わり！
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表面材：ファブリック
原産国：中国

Blanket
ブランケット

【0037851】
ブランケット アリス

（ベージュ）

【0037850】
ブランケット アナーキー

（ブラック/グレー）

【0037864】

ブランケット チェリ
（ピンク）

【0037443】Sサイズ

【0037867】

ブランケット パズル
（ブラック）

【0037450】Sサイズ

【0037854】

ブランケット ウユ
（ホワイト）

【0037445】Sサイズ

【0037860】
ブランケット ジェラート

（グレー）

【0037869】
ブランケット ヒマワリ

（イエロー）

【0037868】

ブランケット ピスタ
（グリーン）

【0037441】Sサイズ

【0037871】

ブランケット ポド
（パープル）

【0037442】Sサイズ

【0037873】

ブランケット モレ
（ベージュ）

【0037444】Sサイズ

【0037859】

ブランケット グレース
（グレイッシュ）

【0037448】Sサイズ

【0037856】

ブランケット キュル
（イエロー）

【0037440】Sサイズ

【0037870】

ブランケット プラン
（ブラウン）

【0037446】Sサイズ

【0037866】

ブランケット デュオ
（ブラック）

【0037447】Sサイズ

【0037853】

ブランケット ヴィルゴラ
（レッド/グレー）

【0037449】Sサイズ

【0037857】

ブランケット グラフ
（ブラウン）

【0037451】Sサイズ

【0037858】
ブランケット グリス

（グレー）

【0037862】
ブランケット スマーフ

（ホワイト/ブルー）

【0037852】
ブランケット アリス

（ブルー）

【0037855】
ブランケット カオス

（イエロー/ブラック）

【0037861】
ブランケット スパイダー

（グレー）

【0037863】
ブランケット セピア

（ブラック）

【0037865】
ブランケット チドリ

（ブラック）

【0037872】
ブランケット ミルク

（ホワイト）

ブランケットS（1.5才）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1000×D10×H1200mm

4ヶ入

ブランケット（1.5才）

本体価格 ¥40,000（税別）
W1100×D10×H1400mm

4ヶ入
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【0039263】（5.2才）
90-3シェルフ

（ブラウン）

本体価格 ¥46,000（税別）
W900×D361×H885mm

【0039266】（6.1才）
90-4シェルフ

（ブラウン）

本体価格 ¥58,000（税別）
W900×D361×H1250mm

【0039269】（6才）
120-3シェルフ

（ブラウン）

本体価格 ¥54,000（税別）
W1200×D361×H885mm

【0039272】（4才）
120TVボード（ブラウン）

本体価格 ¥34,000（税別）
W1200×D361×H385mm

【0039275】（5.1才）
170TVボード（ブラウン）

本体価格 ¥46,000（税別）
W1700×D361×H385mm

Zero
ゼロ

表面材：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

　　　  フレーム=アイアン
原産国：ベトナム

表面材：MDF・PVC真空貼り
原産国：中国

Stark
スターク

【0025820】（1.7才）
60フリーラック3段

本体価格 ¥14,000（税別）
W600×D310×H930mm

【0025821】（2.2才）
60フリーラック4段

本体価格 ¥17,000（税別）
W600×D310×H1250mm

【0025822】（2.7才）
60フリーラック5段

本体価格 ¥22,000（税別）
W600×D310×H1570mm

【0039281】
90-3シェルフ
（ナチュラル）

【0039284】
90-4シェルフ
（ナチュラル）

【0039287】
120-3シェルフ
（ナチュラル）

【0039290】
120TVボード
（ナチュラル）

【0039293】
170TVボード
（ナチュラル）
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【0036475】（3.8才）
50Lボックスチェスト
（オレンジ）

本体価格 ¥28,000（税別）
W500×D395×H595mm

【0036477】（5.2才）
50Hボックスチェスト
（オレンジ）

本体価格 ¥30,000（税別）
W470×D465×H740mm

【0036479】（7.5才）
120TVボード
（オレンジ）

本体価格 ¥36,000（税別）
W1210×D430×H475mm

【0036474】
50Lボックスチェスト
（ブラウン）

【0036476】
50Hボックスチェスト
（ブラウン）

【0036493】（7.5才）
80キャビネット
（オレンジ）

本体価格 ¥43,000（税別）
W820×D365×H800mm

【0036495】（12.4才）
120サイドボード
（オレンジ）

本体価格 ¥59,000（税別）
W1215×D425×H725mm

【0036492】
80キャビネット
（ブラウン）

【0036494】
120サイドボード
（ブラウン）

表面材：PVC
原産国：中国

レトロシリーズ

【0036478】
120TVボード
（ブラウン）

【0036481】（3.3才）
バッグ40-3F
（オレンジ）

本体価格 ¥23,000（税別）
W410×D310×H610mm

【0036486】（2.9才）
バッグ40-2F
（オレンジ）

本体価格 ¥20,000（税別）
W410×D310×H490mm

【0036491】（7才）
スツールボックス3点セット
（オレンジ）

本体価格 ¥43,000（税別）
W1210×D415×H495mm

【0036480】
バッグ40-3F
（ブラウン）

【0036482】
バッグ40-3F
（カフェ）

【0036484】
バッグ40-3F
（レッド）

【0036483】
バッグ40-3F
（グリーン）

【0036485】
バッグ40-2F
（ブラウン）

【0036487】
バッグ40-2F
（カフェ）

【0036489】
バッグ40-2F
（レッド）

【0036488】
バッグ40-2F
（グリーン）

【0036490】
スツールボックス3点セット
（ブラウン）
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【0016851】（8.7才）
1・2・3チェスト

本体価格 ¥33,000（税別）
W700×D370×H820mm

【0018048】（8.7才）
ABCチェスト

本体価格 ¥35,000（税別）
W700×D370×H820mm

【0018049】（8.7才）
英語チェスト

本体価格 ¥35,000（税別）
W700×D370×H820mm

表面材：MDF・PVCシート貼り
原産国：中国

【0025853】（3.9才）
46スチールチェスト3段

本体価格 ¥25,000（税別）
W460×D335×H700mm

【0025852】（4.6才）
46スチールチェスト5段

本体価格 ¥31,000（税別）
W460×D335×H890mm

1・2・3チェスト

表面材：モミ
原産国：中国

1・2・3チェスト（木製）
表面材：メタル
原産国：中国

スチールチェスト

【0025850】（8.4才）
1・2・3チェスト
（木製）

本体価格 ¥34,000（税別）
W745×D350×H820mm

【0025851】
ABCチェスト
（木製）

表面材：スチール・ガラス
原産国：中国

Tulle
チュール

【0038890】（18.6才）
125キャビネット
（ホワイト）

本体価格 ¥58,000（税別）
W1250×D400×H800mm

【0038891】
125キャビネット
（ブラック）

【0038892】（22.9才）
75Hキャビネット
（ホワイト）

本体価格 ¥74,000（税別）
W750×D400×H1650mm

【0038893】
75Hキャビネット
（ブラック）

【0038894】（13.5才）
75Lキャビネット
（ホワイト）

本体価格 ¥52,000（税別）
W750×D400×H950mm

【0038895】
75Lキャビネット
（ブラック）

【0030241】（3.1才）
EK9261
45Lダストボックス

（インナーボックスなし）

本体価格 ¥24,000（税別）
W259×D384×H615mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

【0036516】（3才）
EK9277MT
30Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥33,000（税別）
W250×D375×H620mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

【0036517】（4才）
EK9277MT
45Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥36,000（税別）
W270×D460×H655mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

表面材：ステンレス
原産国：中国
※乾電池（別売）が必要です

EK0 ダスト

【0034889】（4才）
EK9233MT45L
45Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥32,000（税別）
W460×D270×H647mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

【0036519】（3.2才）
EK9267MT
35Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥28,000（税別）
W350×D270×H670mm

※　　　 単3×4個必要（別売）

【0036518】（4才）
EK9233MT
20L＋20Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥36,000（税別）
W460×D270×H647mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

【0030240】（3.1才）
EK9260
45Lダストボックス

（インナーボックスなし）

本体価格 ¥24,000（税別）
W384×D259×H615mm

※　　　 単3×6個必要（別売）

オートセンサー
手をセンサーに近づけると自動
でフタが開き、約5秒後に自動で
緩やかに閉じます。センサー感知
中を目で確認する事ができます。

タッチスイッチ
センサー横にあるスイッチを使う
ことで、センサー感知とは別に自由
にフタの開閉を行う事ができます。

ソフトクローズ・オープン
フタがゆっくり開閉します。静か
で、ケガをしにくく、ゴミのニオイ
が広がるのを抑えられます。

フィンガープリントレジスタント
表面に特殊なコーティングが施されてい
るので、汚れが付きにくいです。
もし汚れてしまっても布きんなどでサッと
拭きとれます。

プラスチックバックフィクサー
ゴミ袋をセットし終えた後、インナーに
ついている穴に袋の余った部分を押し
込むことでゴミ袋の縁がきれいに収ま
ります。
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【0030241】（3.1才）
EK9261
45Lダストボックス

（インナーボックスなし）

本体価格 ¥24,000（税別）
W259×D384×H615mm

※ 単3×6個必要（別売）

【0036516】（3才）
EK9277MT
30Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥33,000（税別）
W250×D375×H620mm

※ 単3×6個必要（別売）

【0036517】（4才）
EK9277MT
45Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥36,000（税別）
W270×D460×H655mm

※ 単3×6個必要（別売）

表面材：ステンレス
原産国：中国
※乾電池（別売）が必要です

EK0 ダスト

【0034889】（4才）
EK9233MT45L
45Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥32,000（税別）
W460×D270×H647mm

※ 単3×6個必要（別売）

【0036519】（3.2才）
EK9267MT
35Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥28,000（税別）
W350×D270×H670mm

※ 単3×4個必要（別売）

【0036518】（4才）
EK9233MT
20L＋20Lダストボックス

（インナーボックス付）

本体価格 ¥36,000（税別）
W460×D270×H647mm

※ 単3×6個必要（別売）

【0030240】（3.1才）
EK9260
45Lダストボックス

（インナーボックスなし）

本体価格 ¥24,000（税別）
W384×D259×H615mm

※ 単3×6個必要（別売）

オートセンサー
手をセンサーに近づけると自動
でフタが開き、約5秒後に自動で
緩やかに閉じます。センサー感知
中を目で確認する事ができます。

タッチスイッチ
センサー横にあるスイッチを使う
ことで、センサー感知とは別に自由
にフタの開閉を行う事ができます。

ソフトクローズ・オープン
フタがゆっくり開閉します。静か
で、ケガをしにくく、ゴミのニオイ
が広がるのを抑えられます。

フィンガープリントレジスタント
表面に特殊なコーティングが施されてい
るので、汚れが付きにくいです。
もし汚れてしまっても布きんなどでサッと
拭きとれます。

プラスチックバックフィクサー
ゴミ袋をセットし終えた後、インナーに
ついている穴に袋の余った部分を押し
込むことでゴミ袋の縁がきれいに収ま
ります。
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FULL

フルオープンレール付 国産厚底

表面材：アルダー・ウレタン樹脂塗装
　　　  天板＝デルナチュレ
引出し：箱組・インセットフルオープンレール付
　　　  垣板＝23mm
　　　  底板＝12mm（ベタ底）

Scarlet Ⅱ NA チェスト
スカーレット Ⅱ

国内自社工場製品

【0021218】【0046620】（19才）
90-6ハイチェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥128,000（税別）
W903×D460×H1295mm

【0021222】【0046628】（23才）
105-6ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥151,000（税別）
W1053×D460×H1295mm

【0021226】【0046636】（26才）
120-6ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥156,000（税別）
W1203×D460×H1295mm

【0021230】【0046644】（32才）
150-6ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥218,000（税別）
W1490×D460×H1295mm

【0021219】【0046622】（22才）
90-7ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥137,000（税別）
W903×D460×H1475mm

【0021223】【0046630】（26才）
105-7ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥160,000（税別）
W1053×D460×H1475mm

【0021227】【0046638】（29才）
120-7ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥174,000（税別）
W1203×D460×H1475mm

【0021231】【0046646】（36才）
150-7ハイチェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥227,000（税別）
W1490×D460×H1475mm

【0021217】【0046618】（17才）
90-5チェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥110,000（税別）
W903×D460×H1115mm

【0021216】【0046616】（14才）
90-4ローチェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥90,000（税別）
W903×D460×H935mm

【0021220】【0046624】（16才）
105-4ローチェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥99,000（税別）
W1053×D460×H935mm

【0021224】【0046632】（19才）
120-4ローチェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥114,000（税別）
W1203×D460×H935mm

【0021228】【0046640】（23才）
150-4ローチェスト

（ナチュラル）

本体価格 ¥143,000（税別）
W1490×D460×H935mm

【0046626】（19才）
105-5チェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥129,000（税別）
W1053×D460×H1115mm

【0021225】【0046634】（22才）
120-5チェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥136,000（税別）
W1203×D460×H1115mm

【0021229】【0046642】（27才）
150-5チェスト（重ね）

（ナチュラル）

本体価格 ¥179,000（税別）
W1490×D460×H1115mm

底板12mm

↑
↓

tel:0021218??0046620
tel:0021222??0046628
tel:0021226??0046636
tel:0021230??0046644
tel:0021219??0046622
tel:0021223??0046630
tel:0021227??0046638
tel:0021231??0046646
tel:0021217??0046618
tel:0021216??0046616
tel:0021220??0046624
tel:0021224??0046632
tel:0021228??0046640
tel:0021225??0046634
tel:0021229??0046642
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