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To Meet 〈トゥーミート〉

「気付いたら、ソファが家族みんなの定位置」

「食事が終わっても、いつまでも食卓で会話がはずむ」

居心地のよい家具には、きっとそんな引力がある。
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KITCHEN BOARD 90
W892×D444×H1750

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

DINING TABLE 135
W1350×D780×H720

￥32,000 税抜（￥35,200 税込）

DINING TABLE 85（両バタ）
W850-1450×D800×H720

￥33,000 税抜（￥36,300 税込）

DINING TABLE 155
W1550×D780×H720

￥35,000 税抜（￥38,500 税込）

COUNTER 90
W892×D444×H900

￥40,000 税抜（￥44,000 税込）

材質

塗装

才数

オーク柄強化シート、スチール

ウレタン塗装

キッチンボード90：19才
カウンター90：13.8才

材質

塗装

才数

天板：節有オーク突板
天幕：スチール
脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

DT135：7.4才／DT155：8.3才

材質

塗装

才数

天板：節有オーク突板
脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

5才

オーク節有り木目を活かしたファニチャーシリーズ。

落ち着きがあって飽きが来ず、生活に馴染みやすいデザインに仕上げています。

D A Y S  S E R I E S
デイズシリーズ

ANKLE
アンクル

LYRIC
リリック

SLADE
スレイド

series│シリーズ

DT両バタ85 DT両バタ85（片方伸長時）

CHAIR
W460×D500×H800（SH460）

￥11,000 税抜（￥12,100 税込）

材質

塗装

才数

背板：節有オーク突板
脚：ラバーウッド無垢
座面：バイキャストPVC
　　 ファブリック

ウレタン塗装

6才

PINGO
ピンゴ

バイキャストPVC ファブリック

キッチンボード90 カウンター90
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ウォールナット、メープル、チェリーを張り合わせた天板が特徴のダイニングセットです。

テーブル片側はマガジンラック付き。チェアにはクッション性に優れたウェービングベルトを採用。

E S S E N C E
エッセンス

Veneer│突板

ウェービングベルト採用

マガジンラック付き

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：ウォールナット、メープル、チェリー突板
脚：アカシア無垢
［ベンチ・チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：アカシア無垢

ラッカー塗装

木部全1色　張地全2色：アイボリー、ブラック

DT80：5.1才　DT140：6.9才　DT170：7.8才
ベンチ105：2才　ベンチ135：2.5才　DC：4.9才

CHAIR
W450×D520×H810（SH430）

￥10,400 税抜（￥11,440 税込）

DINING TABLE 80
W800×D800×H700

￥19,200 税抜（￥21,120 税込）

DINING TABLE 140
W1400×D800×H700

￥24,800 税抜（￥27,280 税込）

BENCH 105
W1050×D390×H430

￥8,400 税抜（￥9,240 税込）

BENCH 135
W1350×D390×H430

￥10,000 税抜（￥11,000 税込）

DINING TABLE 170
W1700×D800×H700

￥28,800 税抜（￥31,680 税込）

3-PIECE SET
DINING TABLE 80／CHAIR×2

￥40,000 税抜（￥44,000 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE 170／CHAIR×3

BENCH 135

￥70,000 税抜（￥77,000 税込）4-PIECE SET
DINING TABLE 140／CHAIR×2

BENCH 105

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

4-PIECE SET（Walnut）
DINING TABLE 130／CHAIR×2／BENCH 114

￥86,000 税抜（￥94,600 税込）

4-PIECE SET（Oak）
DINING TABLE 160／CHAIR×2／BENCH 131

￥83,800 税抜（￥92,180 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク無垢、ウォールナット無垢
脚：ラバーウッド無垢
［ベンチ］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢
［チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム　
背：オーク突板、ウォールナット突板　脚：ラバーウッド

ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット

DT130：5.1才　DT160：5.6才　DC：5.27才
ベンチ114：2.4才　ベンチ131：2.8才

CHAIR
W440×D530×H775（SH430）

￥10,600 税抜（￥11,660 税込）

DINING TABLE 130
W1300×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥45,600 税抜（￥50,160 税込）

￥51,600 税抜（￥56,760 税込）

DINING TABLE 160
W1600×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥49,000 税抜（￥53,900 税込）

￥61,000 税抜（￥67,100 税込）

BENCH 114
W1140×D360×H420

￥13,200 税抜（￥14,520 税込）

BENCH 131
W1310×D360×H420

￥13,600 税抜（￥14,960 税込）

テーブル天板にウォールナットまたはオークの無垢材を使用したダイニングセットです。

出入りのしやすさを考え、テーブルにはV字脚を採用しています。

A R E N A
アリーナ

テーブルV字脚

Solidwood│無垢
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伸長時（LBR）

オーク、ウォールナット、メープルの3種の材を貼り合わせた天板がポイントのダイニングセット。

チェアはハイバックのため、長時間の着座でもリラックスできます。

E M E R A U D E
エメロード

材質

塗装

カラー

才数

天板：ウォールナット、オーク、メープル突板
脚：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

4.7才

DINING TABLE
W1350×D800×H700

￥18,000 税抜（￥19,800 税込）

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

6.1才

CHAIR
W440×D535×H910（SH420）

￥9,000 税抜（￥9,900 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

マガジンラック付き伸長テーブルのダイニングセットです。

テーブルはT字脚でチェアは回転式のため、出入りのしやすい設計です。E L T O N II
エルトンⅡ

SHEET│シート

テーブル伸長式

テーブルT字脚・回転式

コンパクトサイズ

Veneer│突板

チェア引手付き

ハイバックチェア

CHAIR
W430×D510×H800（SH430）

￥10,600 税抜（￥11,660 税込）

DINING TABLE
W900-1200×D750×H700

￥26,400 税抜（￥29,040 税込）

BENCH
W750×D330×H430

￥8,400 税抜（￥9,240 税込）

4-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×2

BENCH

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

折りたたみ時（DBR）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：MDF+強化シート　脚：ラバーウッド無垢
［ベンチ・チェア］
張地：PVC（合皮）
背・座：ウェービングベルト、ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装
※テーブル天板のみウレタン塗装
　（ハイグロス仕上げ）

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

DT：7.6才　ベンチ：1.2才　DC：3.2才

角にまるみのあるデザインのベーシックなダイニングセットです。

コンパクトなサイズ感で狭いお部屋にも最適です。T R u c k
トロッコ

コンパクトサイズ

CHAIR
W455×D540×H840（SH425）

￥7,600 税抜（￥8,360 税込）

DINING TABLE
W1200×D750×H700

￥16,800 税抜（￥18,480 税込）

BENCH
W1000×D380×H410

￥7,000 税抜（￥7,700 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥47,200 税抜（￥51,920 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：バーチ突板　脚：ラバーウッド無垢
［ベンチ・チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

アミノ塗装

全2色：ナチュラル、ダークブラウン

DT：4.7才　ベンチ：2.7才　DC：4.7才

Veneer│突板

4-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×2／BENCH

￥39,000 税抜（￥42,900 税込）
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材質

塗装

カラー

才数

木部：オーク無垢、ウォールナット無垢
［背付きベンチ・チェアPVC座］
張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：オーク無垢、ウォールナット無垢
［ベンチ板座・チェア板座］
オーク無垢、ウォールナット無垢

ウレタン塗装

全2色：ナチュラル（オーク）、ブラウン（ウォールナット）

DT135：4.9才　DT160：5.8才　DT180：7.2才
DC：4.7才　ベンチ115：１．７才　ベンチ160：2.4才
背ベンチ100：12.6才　背ベンチ135：16.8才

オーク材とウォールナット材を使った総無垢のダイニングセットです。

チェアは板座とPVC（合皮）座、ベンチはフラットタイプと背付きタイプからお選びいただけます。

O R Z III
オーズⅢ

solidwood│無垢

DINING TABLE 135
W1350×D800×H720

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

│ O a k │
│Walnut│

￥44,000 税抜（￥48,400 税込）

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

DINING TABLE 160
W1600×D800×H720

￥49,000 税抜（￥53,900 税込）

￥60,000 税抜（￥66,000 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D900×H720

￥57,000 税抜（￥62,700 税込）

￥71,000 税抜（￥78,100 税込）

DINING BENCH 115（板座のみ）
W1150×D330×H430

￥17,000 税抜（￥18,700 税込）

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

DINING BENCH 160（板座のみ）
W1600×D330×H430

￥21,400 税抜（￥23,540 税込）

￥27,000 税抜（￥29,700 税込）

A-CHAIR（PVC座）
W450×D520×H890（SH440）

￥14,000 税抜（￥15,400 税込）

￥16,000 税抜（￥17,600 税込）

A-CHAIR（板座）
W450×D520×H890（SH405）

￥16,000 税抜（￥17,600 税込）

￥19,600 税抜（￥21,560 税込）

BACKREST BENCH 100（PVC座のみ）
W1000×D505×H750（SH450）

￥27,000 税抜（￥29,700 税込）

￥30,000 税抜（￥33,000 税込）

BACKREST BENCH 135（PVC座のみ）
W1350×D505×H750（SH450）

￥36,000 税抜（￥39,600 税込）

￥40,000 税抜（￥44,000 税込）
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オークまたはウォールナット無垢材を天板に使用したダイニングセット。

チェアとベンチは別売りカバーをご用意。ベンチはローバック仕様のため圧迫感を与えません。

S a g e
サージュ

カバーリング

水洗いOK

Solidwood│無垢

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク無垢、ウォールナット無垢
脚：ラバーウッド無垢
［ベンチ］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：オーク無垢、ウォールナット無垢
［チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム　
木部：オーク無垢、ウォールナット無垢

ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット
チェア・ベンチカバー全２色：グリーン、ブルーグレー

DT130：5才　DT160：6.1才　DC：5.4才
ベンチ95：10.29才　ベンチ125：13.45才

DINING TABLE 130
W1300×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥44,000 税抜（￥48,400 税込）

￥53,000 税抜（￥58,300 税込）

DINING TABLE 160
W1600×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

￥61,000 税抜（￥67,100 税込）

BENCH 95
W950×D430×H550（SH420）

│ O a k │
│Walnut│

￥16,000 税抜（￥17,600 税込）

￥18,600 税抜（￥20,460 税込）

BENCH 125
W1250×D430×H550（SH420）

│ O a k │
│Walnut│

￥19,000 税抜（￥20,900 税込）

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

CHAIR
W450×D540×H805（SH440）

│ O a k │
│Walnut│

￥14,600 税抜（￥16,060 税込）

￥17,600 税抜（￥19,360 税込）

CHAIR&BENCH COVER
│ チェ ア 用 │
│ベンチ95用│
│ベンチ125用│

￥2,400 税抜（￥2,640 税込）

￥5,000 税抜（￥5,500 税込）

￥6,200 税抜（￥6,820 税込）

4-PIECE SET（Oak）
DINING TABLE 130／CHAIR×2／BENCH 95

￥89,200 税抜（￥98,120 税込）

4-PIECE SET（Walnut）
DINING TABLE 160／CHAIR×2／BENCH 125

￥118,200 税抜（￥130,020 税込）

省スペースでも使えるコンパクトなおにぎり型のダイニングセットです。

チェアは出入りがしやすい回転タイプ。引手も付いています。

K e t t l e
ケトル

DINING TABLE 100 （VENEER）
W1000×D1000×H700

￥18,000 税抜（￥19,800 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：MDF
脚：ラバーウッド無垢

PU塗装

全2色：ホワイト/ナチュラル、ホワイト/ブラウン

4.1才

DINING TABLE 100 （WHITE）
W1000×D1000×H700

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：ビーチ突板、ウォールナット突板
脚：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

4.1才

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

4.9才

CHAIR
W430×D550×H810（SH430）

￥12,000 税抜（￥13,200 税込）

4-PIECE SET
DINING TABLE 100（VENEER）／CHAIR×3

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

VENEER│突板

MDF│繊維板

コンパクトサイズ

チェア回転式

チェア引手付き
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キズ・汚れに強いハイグロス仕上げのダイニングセットです。

チェアは背中にフィットするハイバックタイプでゆったり着座できます。

S p a d e II
スペードⅡ

MDF│繊維板

コンパクトサイズ

材質

塗装

カラー

才数

天板：シート+MDF
脚：ラバーウッド無垢

天板：ウレタン塗装　脚：ラッカー塗装

全2色：ホワイト、ダークブラウン

DT140:6.4才　DT180:9.1才

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ホワイト、ダークブラウン

7.1才

DINING TABLE 140
W1400×D800×H700

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D900×H700

￥26,000 税抜（￥28,600 税込）

CHAIR
W470×D540×H880（SH430）

￥9,000 税抜（￥9,900 税込）

7-PIECE SET
DINING TABLE 180／CHAIR×6

￥80,000 税抜（￥88,000 税込）

テーブルの形が4種類からお選びいただけるダイニングセットです。

角が丸みを帯びたやさしい印象のテーブルが特徴です。

T r u n K
トランク

SHEET│シート

ハイバックチェア

DINING TABLE 75
W750×D750×H700

￥12,400 税抜（￥13,640 税込）

CHAIR
W440×D500×H760（SH430）

￥7,800 税抜（￥8,580 税込）

BENCH
W970×D370×H440

￥7,000 税抜（￥7,700 税込）

DINING TABLE 120
W1200×D750×H700

￥13,400 税抜（￥14,740 税込）

DINING TABLE 135変形
W1350×D800×H700

￥14,400 税抜（￥15,840 税込）

DINING TABLE 135半円
W1350×D800×H700

￥14,400 税抜（￥15,840 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：MDF（オーク柄転写）
脚：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色:ナチュラル、ダークブラウン

DT75：2.7才　DT120:4.3才
DT半円：5.1才　DT変形：5.1才

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色:ナチュラル、ダークブラウン

ベンチ：1.7才　DC：4.5才
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ラバーウッド総無垢材の重厚感のあるダイニングセットです。

チェアはハイバックのため長時間の着座もリラックスしていただけます。

H A Z U K I
葉月

MDF│繊維板

ハイバックチェア

材質

塗装

カラー

才数

ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

DT150：6.7才　DT180：7.9才
ベンチ105：1.9才　ベンチ130：2.3才　DC：6.2才

5-PIECE SET
DINING TABLE 150／CHAIR×4

￥85,000 税抜（￥93,500 税込）

CHAIR
W450×D560×H960（SH420）

￥12,200 税抜（￥13,420 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE 180／CHAIR×3／BENCH 130

￥94,000 税抜（￥103,400 税込）

DINING TABLE 150
W1500×D850×H700

￥36,200 税抜（￥39,820 税込）

BENCH 105
W1050×D400×H420

￥13,400 税抜（￥14,740 税込）

BENCH 130
W1300×D400×H420

￥17,600 税抜（￥19,360 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D900×H700

￥39,800 税抜（￥43,780 税込）

CHAIR
W450×D550×H940（SH440）

￥8,600 税抜（￥9,460 税込）

DINING TABLE 135
W1350×D800×H700

￥31,600 税抜（￥34,760 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D800×H700

￥40,400 税抜（￥44,440 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：MDF
脚：ラバーウッド無垢

アミノ塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

DT135：4.8才　DT180：7.2才

5-PIECE SET
DINING TABLE 135／CHAIR×4

￥66,000 税抜（￥72,600 税込）

7-PIECE SET
DINING TABLE 180／CHAIR×6

￥92,000 税抜（￥101,200 税込）

Solidwood│無垢

ハイバックチェア

天板中央にあしらった木目のラインが特徴的なモダンダイニングセット。
天板はキズや汚れに強いハイグロス仕上げです。

N E E D
ニード

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

アミノ塗装

全2色:ライトブラウン、ダークブラウン

5.7才
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三角形の重厚感のあるテーブルが特徴的なダイニングセットです。

チェアは回転式のため立ち座りがスムーズに行えます。

v a l e n c i a II
バレンシアⅡ

VVEneer│突板

DINING TABLE
W1350×D1350×H700

￥43,600 税抜（￥47,960 税込）

CHAIR
W450×D530×H800（SH450）

￥13,600 税抜（￥14,960 税込）

BENCH
W1300×D450×H410

￥26,200 税抜（￥28,820 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク突板　脚：ラバーウッド無垢

［チェア・ベンチ］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

PU塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

DT：9.6才　ベンチ：7.1才　DC：5.1才

4-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×2／BENCH

￥97,000 税抜（￥106,700 税込）

テーブル天板にウォールナットまたはオークの無垢材を使用したダイニングセットです。

豊富なサイズバリエーションでお好みの組み合わせをお選びいただけます。

b a l e N A
バレーナ

VEneer│突板

CHAIR 板座
W480×D510×H770（SH420）

￥16,000 税抜（￥17,600 税込）

DINING TABLE 80
W800×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥29,000 税抜（￥31,900 税込）

￥33,400 税抜（￥36,740 税込）

DINING TABLE 135
W1350×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥43,000 税抜（￥47,300 税込）

￥50,800 税抜（￥55,880 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D850×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

￥71,000 税抜（￥78,100 税込）

BENCH 105
W1050×D350×H420

│ O a k │
│Walnut│

￥20,000 税抜（￥22,000 税込）

￥20,000 税抜（￥22,000 税込）

BENCH 150
W1500×D350×H420

│ O a k │
│Walnut│

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

￥27,000 税抜（￥29,700 税込）

CHAIR PVC座
W480×D510×H770（SH440）

│ O a k │
│Walnut│

￥12,000 税抜（￥13,200 税込）

￥10,800 税抜（￥11,880 税込）
材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク無垢、ウォールナット無垢
脚：ラバーウッド無垢

［ベンチ］
木部：オーク無垢、ウォールナット無垢

［チェア PVC］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
背：オーク突板、ウォールナット突板　脚：ラバーウッド

［チェア 板座］
背：オーク突板、ウォールナット突板
座：オーク無垢、ウォールナット無垢　脚：ラバーウッド

ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット

DT80：5.1才　DT135：8.2才　DT180：8.3才
ベンチ105：2.7才　ベンチ150：3.2才　DC：5.7才

回転チェア
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豊富なバリエーションから組み合わせを選べるダイニングセットです。

チェア背もたれはスポーク状で背中にフィットします。

h a n k
ハンク

Solidwood│無垢

CHAIR
W440×D540×H895（SH455）

￥8,800 税抜（￥9,680 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル・ベンチ］
ラバーウッド無垢
［チェア］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ラッカー塗装

全3色：ナチュラル、ミドルブラウン、ダークブラウン

DT140：6.6才　DT180：8.2才
ベンチ110：1.6才　ベンチ140：2才　DC：2.3才

テーブルX脚

DINING TABLE 140
W1400×D800×H720

￥25,800 税抜（￥28,380 税込）

BENCH 110
W1100×D360×H455

￥11,600 税抜（￥12,760 税込）

BENCH 140
W1400×D360×H455

￥14,800 税抜（￥16,280 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D800×H720

￥32,800 税抜（￥36,080 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE180／CHAIR×3／BENCH140

￥74,000 税抜（￥81,400 税込）

4-PIECE SET
DINING TABLE140／CHAIR×2／BENCH110

￥55,000 税抜（￥60,500 税込）
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チェア・ベンチの座面の広さが特徴的なダイニングセットです。

テーブルの高さは650㎜と低めの設計のためお部屋に圧迫感を与えません。

p i n n a c l e
ピナクル

veneer│突板

テーブルT字脚

引出し1杯付き

CHAIR
W620×D650×H700（SH390）

￥12,400 税抜（￥13,640 税込）

DINING TABLE
W1600×D900×H650

￥33,200 税抜（￥36,520 税込）

BENCH
W1220×D650×H700（SH390）

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク突板、ウォールナット突板
脚：ラバーウッド無垢
［チェア・ベンチ］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

DT：9.6才　ベンチ：4.2才　DC：2.1才

まるみのある三角テーブルのカジュアルなダイニングセットです。

ベンチの座面下には便利な収納棚がついています。

p i n g u
ピングー

veneer│突板

CHAIR
W495×D495×H760（SH460）

￥10,800 税抜（￥11,880 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
オーク突板、ウォールナット突板、ラバーウッド無垢
［ベンチ・チェア］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

アミノ塗装

［テーブル］
全2色：ナチュラル、ブラウン
［ベンチ・チェア］全4色
木ナチュラル座グリーン、木ナチュラル座ブルー
木ブラウン座グレー、木ブラウン座ブルー

DT：3.8才　ベンチ：1.7才　DC：6.3才

コンパクトサイズ

ベンチ下収納付き

DINING TABLE
W900×D800×H720

￥17,400 税抜（￥19,140 税込）

BENCH
W900×D300×H460

￥9,000 税抜（￥9,900 税込）
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4-PIECE SET
DINING TABLE 150（OAK）／BENCH 110（OAK）
CHAIR A-type BK（Fabric GY）×2

￥107,600 税抜（￥118,360 税込）

4-PIECE SET
DINING TABLE 180（WN）／BENCH 140（WN）
CHAIR 回転WN（PVC-BK）×2

￥151,200 税抜（￥166,320 税込）

テーブル脚間4段階調整

Solidwood│無垢

オーク、ウォールナットの無垢材を使用したベルデⅢと、チェア ロジャーのダイニングセット。

テーブルは脚の取り付け位置を4段階に調整することが可能です。

ベルデⅢ + ロジャー

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル・ベンチ］
天板：オーク無垢、ウォールナット無垢
脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット

DT135：7才　DT150：7.8才
DT180：9.3才　ベンチ110：2.6才
ベンチ140：３．３才

DINING TABLE 135
W1350×D800×H700
（脚間636/764/892/1020）

│ O a k │
│Walnut│

￥45,800 税抜（￥50,380 税込）

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

DINING TABLE 150
W1500×D800×H700
（脚間786/914/1042/1170）

│ O a k │
│Walnut│

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

￥56,400 税抜（￥62,040 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D800×H700
（脚間1086/1214/1342/1470）

│ O a k │
│Walnut│

￥59,400 税抜（￥65,340 税込）

￥81,000 税抜（￥89,100 税込）

BENCH 110
W1100×D360×H420

│ O a k │
│Walnut│

￥21,600 税抜（￥23,760 税込）

￥27,600 税抜（￥30,360 税込）

BENCH 140
W1400×D360×H420

│ O a k │
│Walnut│

￥27,800 税抜（￥30,580 税込）

￥33,400 税抜（￥36,740 税込）

CHAIR A-Type（固定）
W560×D495×H740（SH430）

￥18,000 税抜（￥19,800 税込）

CHAIR（回転）
W556×D470×H735（SH420）

│ 布 座 │
│PVC座│

￥19,000 税抜（￥20,900 税込）

￥18,400 税抜（￥20,240 税込）

材質

塗装

カラー

才数

張地：木部BK／ファブリック
　　 木部WN、OAK／PVC（合皮）
木部：アッシュ無垢

ウレタン塗装

全4色：木部BK／座面ファブリックBK
　　　木部BK／座面ファブリックGY
　　　木部OAK／座面PVC-BK
　　　木部WN／座面PVC-BK

DC-Aタイプ：8.5才　DC回転：6才

ROGER
ロジャー

V E R D E III    R O G E R

BK（座布BK） BK（座布GY） OAK（座PVC-BK） WN（座PVC-BK）

VERDEIII
ベルデⅢ
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昇降&ロッキング機能付きチェアのダイニングセット。

チェアはゆったりくつろげるハイバック仕様です。M A R T I N
マーチン

テーブルT字脚

ハイバックチェア

DINING TABLE
W1500×D850×H710

￥28,000 税抜（￥30,800 税込）

CHAIR（昇降式）
W570×D500×H890-950（SH390-450）

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
ラバーウッド無垢

［チェア］
張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

DT：8.1才　DC昇降式：8.8才

CHAIR
W610×D720×H870（SH430）

￥17,000 税抜（￥18,700 税込）

DINING TABLE
W1500×D850×H700

￥22,000 税抜（￥24,400 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
ラバーウッド無垢

［チェア］
張地：PVC（合皮）
座：ウレタンフォーム、Sバネ
木部：ラバーウッド無垢

PU塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

DT：6.7才　DC：9才

ボリュームたっぷりのラバーウッド無垢を使ったダイニングセット。

キャスター付きチェアで立ち座りもスムーズに行えます。M A R I E D E II
マリードⅡ

Solidwood│無垢

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥90,000 税抜（￥99,000 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥116,000 税抜（￥127,600 税込）

Solidwood│無垢

テーブルT字脚

豊富な組み合わせが楽しめるラバーウッド無垢材を使ったダイニングセット。

ベンチはフラットタイプ、背付きタイプの2種類からお選びいただけます。

M O R I S III
モーリスⅢ

Solidwood│無垢

テーブルX字脚

DINING TABLE
W1350×D800×H700

￥25,800 税抜（￥28,380 税込）

CHAIR
W420×D540×H850（SH440）

￥8,800 税抜（￥9,680 税込）

FLAT BENCH
W1060×D425×H440

￥11,600 税抜（￥12,760 税込）

BACKREST BENCH
W1060×D500×H850（SH440）

￥18,200 税抜（￥20,020 税込）

材質

塗装

カラー

才数

ラバーウッド無垢

アミノ塗装

全3色：ナチュラル、ダークブラウン
　　　 ナチュラル／ホワイト

DT：６．2才　DC：4.9才
フラットベンチ：2.8才
背付きベンチ：12.2才

4-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×2
FLAT BENCH

￥55,000 税抜（￥60,500 税込）

4-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×2
BACKREST BENCH

￥61,600 税抜（￥67,760 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥61,000 税抜（￥67,100 税込）
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繊細で柔らかな北欧デザインのダイニングセットです。

チェアとベンチはカバーリング仕様。汚れても水洗い可能です。

l u n c h
ランチ

veneer│突板

カバーリング

水洗いOK

DINING TABLE
W1300×D750×H715

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：オーク突板、ウォールナット突板
脚：ラバーウッド無垢

UV塗装

全2色：ナチュラル、ブラウン

4.3才

材質

塗装

カラー

才数

張地：PVC（合皮）　カバー：ファブリック
背：オーク突板、ウォールナット突板
座：ウレタンフォーム
脚：ラバーウッド無垢

UV塗装

全2色
ナチュラル（カバーグリーン・PVCアイボリー）
ブラウン（カバーブラウン・PVCダークブラウン）

ベンチ：2.2才　DC：5.7才

BENCH
W1000×D400×H430

￥15,200 税抜（￥16,720 税込）

NA ： ヌード　　　　  カバー
BR ： ヌード　　　　  カバー

NA ： ヌード　　　　  カバー
BR ： ヌード　　　　  カバー

CHAIR
W470×D520×H815（SH430）

￥12,400 税抜（￥13,640 税込）

アールの付いた一枚板テイストの天板を採用したビンテージデザインのダイニングセット。

チェアはハーフアームのため出入りの邪魔にならない設計です。

R I E D E L
リーデル

veneer│突板

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：ウォールナット突板、MDF、アカシア無垢
　　 オーク突板、MDF、ラバーウッド無垢
脚：スチール

［チェア］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム
本体：オーク突板、ウォールナット突板
　　 ラバーウッド無垢、スチール

天板：ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット

DT：3.9才　DC：7.3才

DINING TABLE
W1500×D800×H720

￥32,000 税抜（￥35,200 税込）

CHAIR
W530×D555×H720（SH450）

￥12,000 税抜（￥13,200 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR×4

￥80,000 税抜（￥88,000 税込）
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なぐり仕上げの天板とブラック脚のコンビがおしゃれなダイニングセットです。

テーブルとベンチが2サイズあるためお好みの組み合わせを選べます。

r A i d
レイド

Solidwood│無垢

なぐり仕上げ

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル・ベンチ］
ラバーウッド無垢
［チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

DT天板・チェア：アミノ塗装　DT脚：ラッカー塗装

全1色

DT140：6.7才　DT180：9.6才
ベンチ100：2才　ベンチ150：3才
DC：5.4才

CHAIR
W460×D560×H830（SH430）

￥9,600 税抜（￥10,560 税込）

DINING TABLE 140
W1400×D800×H700

￥29,000 税抜（￥31,900 税込）

BENCH 100
W1000×D380×H420

￥12,800 税抜（￥14,080 税込）

BENCH 150
W1500×D380×H420

￥19,600 税抜（￥21,560 税込）

DINING TABLE 180
W1800×D900×H700

￥37,600 税抜（￥41,360 税込）

オークまたはウォールナットの無垢材を使用したカジュアルなダイニングセット。

角に丸みをつけ幕板のないスッキリしたデザインです。

l e g e n d
レジェンド

Solidwood│無垢

DINING TABLE 135
W1350×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥40,000 税抜（￥44,000 税込）

￥48,000 税抜（￥52,800 税込）

DINING TABLE 150
W1500×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥43,000 税抜（￥47,300 税込）

￥51,000 税抜（￥56,100 税込）

DINING TABLE 165
W1650×D800×H700

│ O a k │
│Walnut│

￥46,000 税抜（￥50,600 税込）

￥55,000 税抜（￥60,500 税込）

CHAIR
W480×D530×H805（SH440）

│ O a k │
│Walnut│

￥12,000 税抜（￥13,200 税込）

￥14,000 税抜（￥15,400 税込）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
天板：オーク無垢、ウォールナット無垢
脚：ラバーウッド無垢、アカシア無垢
［チェア］
張地：PVC（合皮）
木部：オーク無垢、ウォールナット無垢

ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット

DT135：4.2才　DT150：4.6才
DT165：5.1才　DC：5.3才
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series│シリーズ

CT100
W1000×D450×H400

￥31,000 税抜（￥34,100 税込）

材質

カラー

才数

備考

天板：オーク無垢
脚：オーク無垢

全1色：オーク

4才

脚間幅：870　脚間奥行：310
棚幅：820　棚奥行：210
棚上高さ：150　棚下高さ：210

ソファ組み立て式

ソファカバーリング仕様

ドライクリーニング可能

Green

Blue

Back / Blue

3P
W1820×D900×H860（SH440）

￥96,000 税抜（￥105,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：天然木フレーム
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：グリーン、ブルー

33.9才

肘高：590　肘幅：100
脚高：190

TACT SOFA
タクト ソファ

TACT CENTER TABLE
タクト センターテーブル

材質

塗装

カラー

才数

備考

［テーブル］
天板：オーク無垢　脚：オーク無垢
［チェア］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム　木部：オーク無垢

ウレタン塗装

［テーブル］全1色：オーク
［チェア］木部全1色：オーク　座面全2色：グリーン、ブルー

DT150：6.5才　DC：5.2才

［DT］
脚間幅：1330　脚間奥行：675　棚幅：1250
棚奥行：180　棚上高さ：80　棚下高さ：570
［DC］
脚間幅：370　脚間奥行：400

DINING TABLE
W1500×D850×H700

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

CHAIR
W435×D515×H810（SH440）
SW440×SD430

￥14,000 税抜（￥15,400 税込）

TACT DINING SET
タクト ダイニングセット

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR（座GN）

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE／CHAIR（座BL）

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）

デイズナチュラルシリーズはオーク無垢材を使った、リビングダイニングシリーズです。

DAYS
SERIES

AREA LIMITED│地域限定
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豊富なバリエーションから自由に組み合わせを選べるダイニングセット。

テーブル125は脚間を2段階に調整してお使いいただけます。

オークスタイル

材質

塗装

カラー

才数

天板：オーク突板
脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全1色

DT85：4才　DT125:6.4才

DINING TABLE 85
W850×D750×H700

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

DINING TABLE 125
W1250×D750×H700

￥23,400 税抜（￥25,740 税込）

材質

塗装

カラー

才数

張地：ファブリック
座：ウレタンフォーム

［ベンチ・スツール］
木部：ラバーウッド無垢

［2P背付きベンチ・チェア］
木部：オーク突板、ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全1色

ベンチ：2.4才　DC：7才
2P背付きベンチ：14.2才
スツール：2才

CHAIR
W450×D490×H780（SH440）

￥10,000 税抜（￥11,000 税込）

2P BACKREST BENCH
W1100×D490×H780（SH440）

￥19,400 税抜（￥21,340 税込）

BENCH
W1100×D380×H440

￥12,000 税抜（￥13,200 税込）

STOOL
W450×D380×H440

￥8,600 税抜（￥9,460 税込）

o a k s t y l e
テーブルT字脚

Veneer│突板

AREA LIMITED│地域限定

AREA LIMITED│地域限定

AREA LIMITED│地域限定

天板を突板とホワイト天板から選べる片バタ伸長式のダイニングセットです。

チェア座面は合皮のため汚れてもふき取ってお手入れが簡単です。J i sta
ジスタ

veneer│突板

MDF│繊維板

テーブル伸長式

コンパクトサイズ

CHAIR
W410×D490×H815（SH450）

￥8,600 税抜（￥9,460 税込） 3-PIECE SET
DINING TABLE（VENEER）／CHAIR×2

￥33,800 税抜（￥37,180 税込）

折りたたみ時（NA）

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
突板天板：ビーチ突板　脚：ラバーウッド無垢
ホワイト天板：MDF　脚：ラバーウッド無垢

［チェア］
張地：PVC（合皮） 座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

テーブル：ウレタン塗装　チェア：ラッカー塗装
　
テーブル全4色：ナチュラル、ブラウン
ホワイト／ナチュラル、ホワイト／ブラウン
チェア全2色：ナチュラル、ブラウン

DT：3才　DC：5.3才

T O R E

3-PIECE SET
DINING TABLE（WHITE）／CHAIR×2

￥35,200 税抜（￥38,720 税込）

│ 突 板 │
│ホワイト│

DINING TABLE
W600-900×D600×H700

￥16,600 税抜（￥18,260 税込）

￥18,000 税抜（￥19,800 税込）

伸長時（NA）

天板を突板とホワイト天板から選べる片バタ伸長式のダイニングセットです。

別売りでドライクリーニングが可能なチェアカバーもご用意。

トーレ

veneer│突板

MDF│繊維板

テーブル伸長式

CHAIR
W390×D530×H870（SH450）

￥8,600 税抜（￥9,460 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE（VENEER）／CHAIR×4

￥64,400 税抜（￥70,840 税込）

折りたたみ時（BR）

5-PIECE SET
DINING TABLE（WHITE）／CHAIR×4

￥66,200 税抜（￥72,820 税込）

│ 突 板 │
│ホワイト│

DINING TABLE
W1200-1650×D750×H700

￥30,000 税抜（￥33,000 税込）

￥31,800 税抜（￥34,980 税込）

CHAIR COVER
￥1,400 税抜（￥1,540 税込）

グリーン

グレー

パープル

ブルー

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル］
突板天板：ビーチ突板　脚：ラバーウッド無垢
ホワイト天板：MDF　脚：ラバーウッド無垢

［チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：ラバーウッド無垢

テーブル：ウレタン塗装　チェア：ラッカー塗装
　
テーブル全4色：ナチュラル、ブラウン
ホワイト／ナチュラル、ホワイト／ブラウン
チェア全2色：ナチュラル、ブラウン

DT：6.1才　DC：5.3才

伸長時（BR）
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オーク無垢、ウォールナット無垢の集成材を使った天板が特徴のダイニングセット。

脚は斜め脚、角脚の２種類からチェアは3種類からお選びいただけます。

ルフレ

材質

塗装

カラー

才数

［テーブル・ベンチ］
天板：オーク無垢集成材、ウォールナット無垢修正材
脚：斜脚／ラバーウッド　角脚・ベンチ脚／ラバーウッド、アカシア

［チェア］
張地：PVC（合皮）　座：ウレタンフォーム
木部：オーク無垢、ラバーウッド無垢　ウォールナット無垢、アカシア無垢
　
ウレタン塗装

全2色：オーク、ウォールナット
（CHAIR B-Typeのみ1色：アッシュ）

DT135斜脚：7.69才　DT135角脚:6.71才
DT160斜脚：8.51才　DT160角脚:7.53才
DC A-Type：10.81才　DC B-Type：7.78才
ベンチ115：１．７４才

R e f l e t
テーブル脚選べます

AREA LIMITED│地域限定

Solidwood│無垢集成材

DINING TABLE 135（斜脚）
W1350×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

￥59,600 税抜（￥65,560 税込）

CHAIR A-Type（PVC座）
W440×D511×H857（SH445）

│ O a k │
│Walnut│

￥14,700 税抜（￥16,170 税込）

￥16,800 税抜（￥18,480 税込）

CHAIR A-Type（板座）
W440×D511×H857（SH440）

│ O a k │
│Walnut│

￥16,380 税抜（￥18,018 税込）

￥18,300 税抜（￥20,130 税込）

CHAIR B-Type
W510×D487×H715（SH430）

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

DINING TABLE 160（斜脚）
W1600×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥55,000 税抜（￥60,500 税込）

￥66,600 税抜（￥73,260 税込）

DINING TABLE 135（角脚）
W1350×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥44,200 税抜（￥48,620 税込）

￥56,600 税抜（￥62,260 税込）

DINING TABLE 160（角脚）
W1600×D800×H710

│ O a k │
│Walnut│

￥49,200 税抜（￥54,120 税込）

￥63,600 税抜（￥69,960 税込）

BENCH 115
W1150×D350×H410

│ O a k │
│Walnut│

￥16,200 税抜（￥17,820 税込）

￥18,480 税抜（￥20,328 税込）

4-PIECE SET（Oak）
DINING TABLE 135（斜脚）／BENCH 115
CHAIR B-Type×2

￥108,200 税抜（￥119,020 税込）

7-PIECE SET（Walnut）
DINING TABLE 160（角脚）
CHAIR A-Type（PVC）×6

￥164,400 税抜（￥180,840 税込）

5-PIECE SET（Oak）
DINING TABLE 135（斜脚）
CHAIR A-Type（PVC）×4

￥108,800 税抜（￥119,680 税込）
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〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1

TEL：0944-88-3515  FAX：0944-87-3258  http://www.sekikagu.co.jp/

家具の置き方について
・水平で平らな床面に設置して下さい。ガタツキ、変形、転倒の原因になります。
・高温多湿の場所には設置しないで下さい。カビやダニの発生、また木部の反りや割れの原因になります。
・冷暖房器具の吹き出し風があたる場所、直射日光があたる場所等に置くと、木部の反り、ひび割れ、変

形、変色の原因になります。
・フローリングや畳に置く場合、床面へのキズ防止として、カーペット等の保護材を敷いて下さい。または

家具の設置面に保護材（市販のフェルト等）を貼るなどして床面を保護して下さい。床面に対する保護
はお客様の管理責任となります。

・地震などで家具が倒れたり、家具の上に物を置くと、落ちてケガをすることがあります。置き方にご注意下さい。
・商品を壁、壁紙等に密着させないで下さい。壁、壁紙等が変色することがあります。
・商品と壁、壁紙の間の空間に余裕をとって下さい。変色だけでなく結露やカビの防止にもなります。

使用上のご注意
・連結金具や付属金具の取り付けなど、組み立ては確実に行って下さい。部品などが破損したりケガの

原因になります。
・家具を移動する際には床面を引きずらないで必ず大人２人以上で持ち上げてください。床面のキズ、ケ
ガの原因になります。

・家具には強い衝撃を与えないで下さい。家具の破損、ケガの原因になります。
・家具（椅子を含む）の上に立ったり、踏んだり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けたり
しないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因になります。

・椅子の肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因
になります。

・座った状態で椅子を傾けないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因になります。
・ケバやササクレの除去は特に念を入れていますが、ご使用いただく際には、もう一度お確かめいただき、

万一残っている時はハサミなどで切り取って下さい。指や衣服を傷つけることがあります。
・キャスター付き家具はその上に立ったり、座ったままで移動したり、押して遊んだりしないで下さい。他の
ものを壊したり、ケガの原因になります。

・テーブル等の天板の上に、底のザラついている陶磁器などを置いて滑らせるような使い方をしないで下
さい。天板表面にキズがつく原因になります。

・テーブル等の天板の上に鍋やヤカンの熱いものを直接置いたり、お茶やお酒で濡れたまま放置しない
で下さい。

・テーブル等の天板の上で調理器を使用した後、煮こぼれ、油汚れ等を放置しないで下さい。変色の原
因になります。

・引出しや引き手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないで下さい。また扉
や引出しを同時にいくつも開けたり引き出したりしないで下さい。家具が倒れてケガをする原因になります。

・取り外しできる棚板は、取りつけ金具を確実に取り付けて下さい。中途半端な取り付けでは、棚板が外
れて物が落ち破損やケガの原因になります。

・コンセントは決められた容量以上の電気器具は使用しないで下さい。火災の原因になります。
・箱物家具に家電製品などを収納される時は、十分な隙間をとって通気をよくして下さい。発熱による火

傷や火災、家電製品の故障の原因になります。（収納する家電製品のマニュアルをご覧下さい。）
・安全のため、破損、変形した家具は使用しないで下さい。
・長時間、冷暖房のあたる場所や直射日光のあたる場所でのご使用は避けて下さい。
・濡れた物を置いた場合や、水気のある物をこぼした場合シミになりやすいので、速やかに拭き取って下さい。
・製品に高温の物を置きますと、熱により表面が変化する恐れがありますので、敷物を敷くなどしてお気を
つけ下さい。

・木材には、環境に合わせて縮んだり膨張したりと自然に動く特徴があります。そのため過度な乾燥や湿
気は反り・割れの原因となりますので、冷暖房器具や加湿器が直接あたる場所、熱をもった家電製品
などの隣には置かないで下さい。

・定期的に接合部や金具に緩みが無いか等チェックしてください。破損したり、ケガの原因になります。

無垢材の製品について
無垢材の製品は、素材の良さを最大限に活かしたものづくりを心がけ、自然に仕上げています。
木そのものの色の濃淡や、節の数など、その仕上がりはひとつひとつ違います。長く使えば使うほど風合いが増し、愛着が湧いてきます。それは日に焼けたりしながら自然に変わっていくのと同時に、飾り物ではなく、
使う人の生活が刻まれ、家具本来の道具としての風合いが残っていき、記憶（思い出）となるからです。その人の使い方によっても風合いが変わり、その人、その家族だけの家具となっていきます。

ご購入の前に

【搬入について】サイズの大きいものは搬入できない場合がございます。ご購入の際は、事前に搬入経路等のご確認をお願い致します。
【注文後の変更について】ご注文後の色変更・サイズ変更はご注文後１週間までとさせていただきます。（※在庫している商品に限ります。受注生産品は変更できませんので十分ご注意下さい）
納品前１０日を過ぎたキャンセルはお受けできません。（※在庫している商品に限ります。１０日を過ぎた場合キャンセル料が発生することもありますので、予めご了承下さい。）

【キャンセルについて】受注生産品のキャンセルは一切お受けできません。（ご注文の際は色や素材など十分ご確認いただきますようお願い致します。）
イメージ違いなどによるキャンセルは一切お受けできません。配送当日、お客様の都合（ご不在のため持ち帰り等）により再配送になる場合は、再配送の料金が発生いたしますので十分にご注意下さい。

柔らかいブラシをかけながら表面をたたき、表面のホコリを掃除機で吸い取ります。汚れがひどい場合は
ぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に浸し、固く絞って表面をたたくように吹き上げます。仕上げに水に浸
して固く絞った布で綺麗に拭きとり、自然乾燥させてください。

●ファブリック

表面にウレタン樹脂塗膜を形成する塗装で、オイルに比べて傷に強く、水によるシミなどもおきにくいで
す。オイル塗装に比べ、メンテナンスの必要もなく、お手入れも楽にしていただけます。

●ウレタン塗装

●合成皮革
事前に革の色落ちやシミにならないかを確認し、表面のホコリを掃除機で吸い取ります。軽い汚れは中
性洗剤や石鹸を薄めたものを布に取り、固く絞って優しくふき取ります。汚れがひどい時は、合成皮革ク
リーナーを使ってふき取り、自然乾燥させます。本革同様、熱源や直射日光を避けて御利用下さい。

家具のお手入れについて

家具と一緒に過ごし、家具と一緒に歳をとる。生活の道具となり、人の生き方が刻まれていく。そんな家具を少しでも長く使っていただけるよう、簡単なお手入れ方法などをご紹介します。

○カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合がございます。　○仕様及び外側は改良のため変更する場合がございますのでご了承ください。　○価格の有効期限は、3ヶ月以内になります。

株式会社 関家具
〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1　
www.sekikagu.co.jp
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