
増税前増税前 お買得セール！

○000円は、メーカー希望小売価格です。カーテンコーナー以外は全て税込表示です。●現品限り、在庫限り、数量限定の商品が多数でございます。売り切れの場合はご容赦ください。●掲載の写真と一部異なる場合がございます。メ

当社指定
クレジット

冬のボーナス一括払い!
冬・夏ボーナス2回払い!36回均等払い！ 金利手数料無料！●ご来店の際、あなた様の身分証明となる、

　携帯電話・免許証等をご持参下さい。
　その場で簡単にご契約いただけます。

○000円は、メーカー希望小売価格です。カーテンコーナー以外は全て税込表示です。メ
●現品限り、在庫限り数量限定の商品が多数でございます。売り切れの場合は
ご容赦ください。●掲載の写真と一部異なる場合がございます。

日専連・ほくせん・UC・NC・VISA・ニッセンレンエスコー
ト・JCB・セゾン・セントラル・UFJニコス・ジャックス

各種クレジットも
ご利用ください。[ ]

お買上の

商品配送・設置無料！
〈指定地域〉配送指定日までお預かりいたします

古い
家具の引取廃棄料無料！
●当店にて家具をお買上げ1点につき1点の引取・廃棄となります（詳しくは係員まで）

キャメル カカオ ビリジアングリーン バイオレットブルークラフトベージュ

最高級

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約227×172cm
○240,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約332×248cm
○198,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約303×208cm
○1,188,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約247×198cm
○1,150,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約310×195cm
○320,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約395×265cm
○650,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約320×207cm
○257,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約532×300cm
○650,000円の品メ

¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約373×293cm
○580,000円の品メ

98,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約300×218cm
○350,000円の品メ

98,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約332×248cm
○198,000円の品メ

298,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約303×208cm
○1,188,000円の品メ

298,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約247×198cm
○1,150,000円の品メ

98,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約310×195cm
○320,000円の品メ

198,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約395×265cm
○650,000円の品メ

98,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約320×207cm
○257,000円の品メ

198,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約532×300cm
○650,000円の品メ

198,000¥

●手織りペルシャジュータン
ウール100％/約373×293cm
○580,000円の品メ

手織ペルシャ絨毯手織ペルシャ絨毯　　　ウール100％
イラン製ハンドメイド

桁違いの安さ
実現！

掲載以外にも商
品をご用意して

いますが

売り切れの場合
にはご容赦願い

ます！

今の世界情勢を
先読み、直接仕

入出来た分を放
出！

全て現品限り
！

桁違いの安さ
実現！

全て現品限り
！

一流メーカーオーダーカーテン

60～OFF!10％ 50％OFF!

レール・ブラインド・
ロールスクリーン等

オリジナルイージーオーダーカーテン
40～30％OFF!

窓辺のスタイルカーテン窓辺のスタイルカーテン

御新築の方は、平面図をご持参ください。

敷込・家具移動無料！
古いジュータン引取
廃棄料無料！

ジュータン3万円以上お買上の方

工事を伴う敷き込みは、別途見積りいたします。

数量
限定

I N D I AI N D I A

49,800¥
98,000¥

○116,640円をメ
約130×190ｃｍ

○216,000円をメ
約190×240ｃｍ

●インド製手機織絨毯
ウール100％
●インド製手機織絨毯
ウール100％

インド製高級
ギャベジュータン
インド製高級

ギャベジュータン

IRAN

99,800¥

■イラン製高級柄物ジュータン
ウール90％レーヨン10％/パイル長約9㎜/
400,000ノット/㎡
❶240×330ｃｍ
○376,358円をメ

13,800¥

❸200×250ｃｍ
○63,504円をメ

¥32,800
¥44,800❺240×340ｃｍ

○106,704円をメ

¥27,800
¥19,800

❹200×290ｃｍ
○75,600円をメ

■ウィルトン織ベルギー製柄物ジュータン
ポリプロピレン100％/パイル長約9㎜/
〈ヒートセット〉160,000ノット/㎡
❶133×195ｃｍ
○34,128円をメ

❷160×230ｃｍ
○47,736円をメ

8,800¥

❸200×250ｃｍ
○40,500円をメ

¥18,800
¥25,800❺240×330ｃｍ

○64,152円をメ

¥16,800
¥11,800

❹200×285ｃｍ
○46,224円をメ

■エジプト製柄物ジュータン
ポリプロピレン100％/パイル長約10㎜/
〈ヒートセット〉125,000ノット/㎡
❶133×190ｃｍ
○20,520円をメ

❷160×235ｃｍ
○30,456円をメ

10,800¥

❸200×250ｃｍ
○42,984円をメ

¥22,800
¥31,800❺240×330ｃｍ

○68,040円をメ

¥19,800
¥14,800

❹200×285ｃｍ
○49,032円をメ

■エジプト製柄物ジュータン
ポリプロピレン100％/パイル長約12㎜/
〈ヒートセット〉125,000ノット/㎡
❶133×190ｃｍ
○21,600円をメ

❷160×235ｃｍ
○32,184円をメ

BELGIUMBELGIUM

BULGARIA

IRANIRAN

E G Y P TE G Y P T E G Y P TE G Y P T

数量
限定

73％
OFF

約6帖サイズ約6帖サイズ
39,800¥

■ウィルトン織ブルガリア製柄物ジュータン
ポリプロピレン100％/パイル長約9㎜/
〈ヒートセット〉500,000ノット/㎡
❶240×340ｃｍ
○167,443円をメ

数量
限定

御新築の方は、平面図をご持参ください。

84,800¥

69,800¥

2
色対応

天板耐荷重80kg
高級感たっぷりの無垢・突き板を使用。
ウォールナット・ホワイトオークの２色有り

天板耐荷重80kg
高級感たっぷりの無垢・突き板を使用。
ウォールナット・ホワイトオークの２色有り

2
色対応

2色展開 
3サイズ

2
色対応

2色展開 
3サイズ

2
色対応

高さ3段階調整可能
2色展開 

59,800¥

数量
限定

●ローTVボード
○75,168円の品
W149.8×D42.4×H43.2
メ

74,800¥●ローTVボード
○103,140円の品
W209.8×D42.4×H43.2
メ

強化シート、引出フルレール、
コードサクリとユリアビス付

44,800¥
●ローTVボード
○85,320円の品
W139.2×D44×H41
メ

54,800¥

数量
限定

●ローTVボード
○100,440円の品
W178.7×D44×H41
メ

日本製

●ローTVボード
ウオールナット材
W180×D45×H37
○120,920円の品メ

●ローTVボード
ホワイトオーク材
W150×D45×H37
○100,440円の品メ

128,000¥ 99,800¥
○180,360円の品メ

●キャビネット
W85×D44×H107.5

○140,400円の品メ

●ローボード
W150×D44×H43

日本製

日本製

日本製 日本製

W238×D200×H62/38
●カウチ2点ソファセット

○336,960円の品メ

日本製・布・レザー各５０色対応・アルミ脚を
木脚にも変えれます。サイズ変更承ります50

色対応

198,000¥ W299×D146×H71/41
●カウチソファ

○421,200円の品メ 258,000¥
41％
OFF

日本製

北海
道産

50
色対応

日本製

北海
道産

AM10:00Start!
8 24月 （土）

日

最新トレンド ファッション ファニチャー

BIG!OFF!
インテリア・ライフスタイルに合わせて
最適な組み合わせをお薦めしています。
インテリア・ライフスタイルに合わせて
最適な組み合わせをお薦めしています。

カ
ー
テ
ン
お
買
上
の
方

不要のカーテン
レールなどの廃棄無料!
配送料無料!

掛け替え無料!新しい
カーテンの

見積もり無料!❷採寸無料!❶
❸
❹
❺

不要のカーテン
レールなどの廃棄無料!
配送料無料!

掛け替え無料!新しい
カーテンの

見積もり無料!❷採寸無料!❶
❸
❹
❺

W150×D80×H70
●ダイニング4点セット

164,160¥ ●ベンチ
W115×D40×H42 34,560¥

１脚

●ダイニングチェア
W51×D48.5×H71.5/42 31,320¥

１脚

26％
OFF

ヘッドリクライニング機能付。カウチ左右対応。

W273×D220×H93/43
●本革カウチソファ

○405,000円の品メ 298,000¥

肘なしチェア/
テーブルサイズ
150cmもあります。

180㎝サイズの大きめテーブル、
肘付チェアで
ゆったり
ダイニング。

180㎝サイズの大きめテーブル、
肘付チェアで
ゆったり
ダイニング。

198,000¥
●ダイニング5点セット
W180×D85×H70
○211,680円の品メ

228,000¥228,000¥

345,600¥89,800¥

●ダイニング5点セット
W110×D110×H70
○257,040円の品メ

227,880¥
●ダイニング5点セット
W150×D80×H70

29,000¥

●ダイニングチェア

一脚○31,320円の品
W56×D56×H76/44

メ

●リビングダイニング5点セット
W140×D80×H65
●リビングダイニング5点セット
W140×D80×H65

スーパーレザーテックス使用

W50×D18×H56
●ヘッドレスト

○6,750円の品メ 5,980¥ W45×D45×H15
●クッション

○3,510円の品メ 2,980¥
198,000¥

W240×D173×H97/42
●カウチソファ

○228,960円の品メ

21
色対応

フルカバーリング 水洗い可能です。
21色対応 

21色対応 
レザーテックス使用

138,000¥W203×D96×H93/42
●電動リクライニングソファ

○170.100円の品メ

☎0144-73-5252
苫小牧市有明町2丁目7-33

マルキタ
家具センター

世界・国内一流家具＆インテリア
双葉三条通

苫小牧川

セブンイレブン
●

←至白老

●
パチンコ
ダイナム

●
パチンコ
ロイヤル

●三星
セブン
イレブン
　　　●

ヤマダ
電器●

ローソン
● NTT● 至市内→

室蘭本線

●
カウボーイ ●王子サーモン●

ラーメン館

双葉三条通

国道36号線

苫小牧川

青葉駅

糸井駅

苫小牧西IC

セブンイレブン
●

←至白老

ときわ
スケートセンター
●

●
パチンコ
ダイナム

●
パチンコ
ロイヤル

●三星
セブン
イレブン
　　　●

ヤマダ
電器●

ローソン
● NTT● 至市内→

室蘭本線

●
トライアル ●王子サーモン●

ラーメン館

道央自動車道

マルキタ
家具センター

周辺地図 ヤマダ
電器

王子
サーモン

一休そばラーメン館元 丸大ハム

▲
至糸井駅

NTT

太平洋

ヤマダ
電器

東芝

王子
サーモン

一休そばラーメン館駐
車
場

元 丸大ハム

▲
至糸井駅

ローソン

←至白老方面 国道36号線 至苫小牧市内→

マルキタ
家具センター

NTT

太平洋

詳細地図

道央自動車道苫小牧西ICより車で約10分

営業時間/AM10:00～PM7:00

●コーナーソファセット
W190×D140×H70/42
○109,350円の品

●コーナーソファセット
W187×D140×H70/42
○103,950円の品メ

W115×D65×H66
●ダイニングテーブル

○41,850円の品メ

W45×D67×H70/40
●1Ｐチェア

○36,450円の品メ
W47×D47×H42W47×D47×H42
●スツール●スツール

○24,300円の品メ

16,800¥

29,800¥

●ベンチ
W115×D40×H42 34,560¥

１脚

●ダイニングチェア
W51×D48.5×H71.5/42 31,320¥

１脚

●ダイニングチェア
W53×D53×H82/42 31,320¥

１脚●ダイニングチェア
W53×D53×H82/42 31,320¥

１脚 ●ダイニングチェア
W53×D49×H78/42 28,000¥

１脚

●ダイニング5点セット
W110×D110×H70
○257,040円の品メ

●ダイニングチェア
W53×D49×H78/42 28,000¥

１脚

●ダイニング5点セット
W150×D80×H70

W240×D173×H97/42
●カウチソファ

○228,960円の品メ

W115×D65×H66
●ダイニングテーブル

○41,850円の品メ 29,800¥

29,800¥

お得に買い換え！お得に買い換え！
一流ブランド家具
インテリア専門店

+

（シャープ+プレーン）

バルーン

センター
クロス

ヒダをたっぷりとったカーテンを、中央で少しだけ重ね
合わせたスタイル。 フリルをあしらったデザインはキュートで
やさしい雰囲気。窓辺をやさしい光で包み込みます。

センター
クロス

ヒダをたっぷりとったカーテンを、中央で1/3重ねて縫い
合わせたスタイル。 ゆったりとした曲線とフリルがキュートに
やさしく窓辺を演出します。 開閉の少ない窓におすすめです。

クロスオーバー  （共生地フリル）センタークロス （共生地フリル）
フリルをあしらったカーテンを、リボンタッセルで
とめるスタイル。エレガントなデザインの連続は窓辺に
やさしいリズム感をあたえます。

セパレーツ

セパレーツ

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブル
タイプのシェード。前幕にシャープ、後幕にプレーンシェードの
組み合わせはモダン＋シンプルな雰囲気。2枚のコーディネート
によってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

ダブルシェード

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の
景色を楽しめます。レースフレンジは８種類、お部屋の雰囲気に
合わせてお選びください。

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化する
ウェーブが魅力のシェード。やわらかなスタイルは、出窓を
はじめどんな窓も上品に装います。昇降はコードタイプと
ドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラム
タイプがおすすめ。

バルーンシェード （プレーン）

アーチ（レースフレンジ）裾の形がＭ型のスカラップスタイル。 中央が少し開いている
ので、外の景色を楽しめます。 フリルをあしらったキュートな
デザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出
できます。

スカラップM型

スカラップ

（共生地フリル）

アーチ

ペルシアを代表する優れた美術工芸品

天板・アメリカンブラック
ウォールナット無垢/
ホワイトオークの２色展開、
スチール脚３タイプから選べます

天板・アメリカンブラック
ウォールナット無垢/
ホワイトオークの２色展開、
スチール脚３タイプから選べます

W165×D85×H71
●ダイニング5点セット

○271,080円の品メ
W165×D85×H71
●ダイニング5点セット

○271,080円の品メ

日本製

木2
色対応

●ダイニングチェア

○37,800円の品メ

１脚

W47×D53×H74/44
●ダイニングチェア
W47×D53×H74/44

●ベンチ

○51,840円の品メ
W110×D32×H42

248,000¥

35,000¥ 48,000¥

布2
色対応

座面ファブリック高強度スチール脚
ファブリック２色対応
ブラック・ダークブルー

座面ファブリック高強度スチール脚
ファブリック２色対応
ブラック・ダークブルー日本製

198,000¥
一脚○37,800円の品メ 32,000¥
●ダイニングチェア

W150×D85×H71
●ダイニング5点セット

○237,816円の品メ
W150×D85×H71
●ダイニング5点セット

○237,816円の品メ

３種類のアイアン脚から選べます ３種類のアイアン脚から選べます

128,000¥W218×D149×H82/38
●カウチソファ

○147,960円の品メ

6
色対応

レザーテックス 6色対応 

NEW

W202×D90×H81/42
●3Pソファ

○135,000円の品メ

数量
限定

5
色対応

左・右カウチ・2.5P・3P・オットマン
お選びいただけます。

168,000¥W279×D164×H85/39
●カウチソファ

○194,400円の品メ
W82×D50×H40
●スツール

○52,650円の品メ

108,000¥

W82×D50×H40
●スツール

○52,650円の品メ148,000¥
W200×D81×H73/40
●3Pソファ

○167,400円の品メ

44,800¥

革でも布でもない新素材『レザーテックス』摩耗・変色・
引裂き・引張りに強い撥水加工付・通気性もよい生地

革でも布でもない新素材『レザーテックス』摩耗・変色・
引裂き・引張りに強い撥水加工付・通気性もよい生地

革でも布でもない新素材『レザーテックス』摩耗・変色・
引裂き・引張りに強い撥水加工付・通気性もよい生地

6
色対応

レザーテックス 6色対応 

カバーリング21色
替えカバー購入可
カバーリング21色
替えカバー購入可

21
色対応



○000円は、メーカー希望小売価格です。カーテンコーナー以外は全て税込表示です。●現品限り、在庫限り数量限定の商品が多数でございます。売り切れの場合はご容赦ください。●掲載の写真と一部異なる場合がございます。メ

（非課税）※要介護2～5の方（非課税）※要介護2～5の方
¥1,480
介護保険ご利用時
1ヶ月分のレンタル料

満充電走行距離

24㎞

最高速度

6㎞/h
実用登坂角度

10°
ターボモード

13㎞

免許なしでのれるハンドル型電動車いす！
最高速度6km/h満充電時連続走行距離約24km。
免許なしでのれるハンドル型電動車いす！
最高速度6km/h満充電時連続走行距離約24km。

3636

●専用凝固剤を入れる●専用凝固剤を入れる ●排泄後操作ボタンを押す●排泄後操作ボタンを押す ●自動でラップ済み袋が出ます●自動でラップ済み袋が出ます

自然のぬくもりが食卓に広がる純木のダイニングコーナー

●アーム無しタイプ
　シングルＷ99cm
　セミダブルＷ124cm
　ダブルＷ141cm
　クイーンＷ152cm
　クイーン２Ｗ165cm
アーム付タイプにすると
プラス10cmになります。

●組み合わせ例
シングル+ダブル（アーム付）
99+151＝幅250ｃｍｘ
奥行208ｃｍのスペースでの設置。
色んな組み合わせでお選びいただけます。

●アーム無しタイプ
　シングルＷ99cm
　セミダブルＷ124cm
　ダブルＷ141cm
　クイーンＷ152cm
　クイーン２Ｗ165cm
アーム付タイプにすると
プラス10cmになります。

●組み合わせ例
シングル+ダブル（アーム付）
99+151＝幅250ｃｍｘ
奥行208ｃｍのスペースでの設置。
色んな組み合わせでお選びいただけます。

フレームの色/布・レーザ４３色
（４ランク）の中から選べます。
フレームの色/布・レーザ４３色
（４ランク）の中から選べます。

W135×D80×H70
●ダイニング4点セット

○354,780の品○354,780の品メ
W135×D80×H70
●ダイニング4点セット
メ

3
色対応

座
面

228,000¥

座面カバーリング仕様/カバー３色からお選びいただけます。
テーブル脚、２本脚・４本脚からお選びいただけます。
テーブルサイズ、１３５・１５０cmあります。

スノー
ホワイト

ペパーミント
グリーン

ストーン
グレー

スノー
ホワイト

ペパーミント
グリーン

ストーン
グレー

旧大塚家具

ワンサイズ上の寝心地を実感できるベッド お買得シモンズベッド55周年記念商品

●セミダブル
W134×L221×H80
総重量/580㎏

452,520¥

●クイーン
W164×L221×H80
総重量/730㎏
484,920¥

W164×L221×H80
総重量/730㎏

●クイーンdu

561,600¥
W192×L221×H80
総重量/860㎏

W134×L221×H80
総重量/580㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W192×L221×H80
総重量/860㎏

W134×L221×H80
総重量/580㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W134×L221×H80
総重量/580㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W164×L221×H80
総重量/730㎏

W192×L221×H80
総重量/860㎏

●キング

604,800452,520 484,920 561,600 604,800¥

●セミダブル

¥

●クイーン

¥

●クイーンdu

¥

●キング

¥

ヘッドボードはウォールナット突板仕様・銀イオン
配合の抗菌剤で塗装しています。ボディ（サイド・フット）は
塩化ビニールレザー3色（ブラック・ブラウン・ホワイト）
からお選びいただけます。

究極の眠りをあなたへ重力には浮力！
 一日の終わりは浮力に抱かれて眠る。
重力には浮力！
 一日の終わりは浮力に抱かれて眠る。 ウォーターベッドは水の浮力で支えるから、

体を支えている力を感じません。体圧分散

ウォーターベッドは熟睡時間が長く、
目覚めたときの爽快感が違います。睡眠品質

ウォーターベッドは冬は暖かく夏は
涼しく、季節を忘れる快適さです。寝床内気象

ウォーターベッドは「柔らかく」
「しっかり」と理想の寝姿勢を保ちます。

ウォーターベッドは水の浮力で支えるから、
体を支えている力を感じません。

ウォーターベッドは熟睡時間が長く、
目覚めたときの爽快感が違います。

ウォーターベッドは冬は暖かく夏は
涼しく、季節を忘れる快適さです。
ウォーターベッドは「柔らかく」
「しっかり」と理想の寝姿勢を保ちます。自然な寝姿勢

ウォーターベッド 究極の睡眠が得られるベッド

※一年に一回、防腐剤をそそぎ込めば、水が腐ったりする心配はまったくありません。
　従って水を交換する必要は一切ありません。
※全てのウオーターベッドには配送料と組立料 21,600 円が別途加算されます。

日本製

北海道
旭川産

日本製

北海道
旭川産

355,320¥
●ベルギー製3Pソファ 
W196×D98×H92/41

220,320¥
●ベルギー製1Pソファ
W90×D98×H92/41 284,040¥●ベルギー製2Pソファ

W148×D98×H92/41

100,764¥●センターテーブル
W120×D60×H44

●革張3Pソファ ●革張1Pソファ

291,600¥●センターテーブル 
W142.6×D82.6×H35 180,360¥

グラントＥＸ

日本製日本製 日本製日本製

冬のボーナス一括払い! 
冬・夏ボーナス2回払い!回均等払い！回均等払い！ 金利・手数料無料!金利・手数料無料! ●ご来店の際、あなた様の身分証明となる、

　携帯電話・免許証等をご持参下さい。
　その場で簡単にご契約いただけます。

当社指定クレジット

BELGIUM

99,800¥

1,080¥ 2,160¥

29,800¥29,800¥ 338,000¥338,000¥

3,980¥ 5,980¥

334,800¥572,400¥
W216×D89×H83/38
●革張3Pソファ ●革張2Pソファ

W161×D89×H83/38

464,400¥ 383,400¥

日本製 日本製

W193×D80×H80/42
●金華山織3Pソファ ●金華山織1Pソファ

W83×D80×H80/42

427,680¥ 207,360¥

●センターテーブル 
W122×D57×H44 91,800¥

日本製 日本製

W178×D80×H93/36.5
●穂高3Pソファ ●穂高1Pソファ

W70×D80×H93/36.5

●金華山織3Pソファ ●金華山織1Pソファ
W83×D80×H80/42

●穂高1Pソファ
W70×D80×H93/36.5

344,530¥ 117,720●スツール
W80×D54×H36

81,000¥

●リビングテーブル
（ハイタイプ）W110×D66.5×H39.5

135,000¥ 日本製

日本製

W249×D162×H67.5/36
●カウチソファ

517,320¥
¥

717,120¥

イタリアを代表する革張りの
トップブランド製品です。
ヘッドレスト可動式

W270×D161×H93/44
●総本革張ソファー２点セット

色/ブラウン・アイボリーW95×D86×H77色/ブラウン・アイボリーW215×D86×H77

270,216¥

優雅なデザインと堅牢なつくりで
愛され続け、2019年に50周年を

迎えるロングセラー「穂高」。豊富なファブリックとチェアの組み合わせで、
豊かな暮らしをお約束します。

W135×D80×H68.5
●ダイニング4点セット
W135×D80×H68.5
●ダイニング4点セット

（１脚）
●ダイニングチェア

●ベンチ198,072¥
32,400¥

（１脚）

●ダイニングチェア

25,920¥

44,820¥ W150×D80×H68.5
●ダイニング5点セット 191,268¥

木部3
色対応

17
色対応

張
地

職人の手により加工された耳付き風の天板は
一枚一枚表情が異なります。また、印象的な脚
は機能性にもこだわったデザインです。

W47×D60×H92/43

●ベッドフレーム
105,840¥
●マットレス

95,040¥200,880¥
●ダブルベッド
W180×L211×H83

186,840¥
●ダブルベッド
W141×L205×H78

●ベッドフレーム
81,000¥
●マットレス

73,440¥
●ベッドフレーム

91,800¥
●マットレス

95,040¥

154,440¥

93,960¥

●シングルベッド
W98×L205×H78

115,560¥
●ダブルベッド
W141×L209×H85

104,760¥
●セミダブルベッド
W123×L209×H85

●シングルベッド
W98×L209×H85

338,040¥

402,840¥
●ダブルベッド
W142×L199×H80

435,240¥
●クイーン1ベッド
W163×L199×H80

370,440¥
●セミダブルベッド
W124×L199×H80

●シングルベッド
W102×L199×H80

寝室に映える美しいフォルムのデザインベッド。

日本製 日本製

130,356¥●2人掛椅子 
W135×D72.5×H74/39

170,964¥●長椅子ワイド
W175×D72.5×H74/39

触れ心地がとても良く汚れにも強いので、
お手入れ簡単。ペットや小さなお子様がいる
ご家庭におすすめです。

ペットの汚れや
ひっかきに強い！ラムース生地採用

割引価格は店頭にて

ラムース
生地対応

木部3
色対応

本革
対応

日本製

144,720¥
●1Pソファ 
W92×D91.5×H86

206,280¥
●3Pソファ 
W187×D91.5×H86

●センターテーブル
W110×D60×H40

81,000¥

2Pサイズもあります

バツグンの掛け心地と楢無垢の重厚で
やさしい曲線が人気のデザイン。

割引価格は店頭にて

割引価格は店頭にて
割引価格は店頭にて

割引価格は店頭にて

木部3
色対応

本革
対応

日本製

151,200¥
W185×D87×H82/35
●長椅子

90,396¥
W85×D87×H82/35
●肘掛椅子

91,584¥
W130×D60×H43
●テーブル

308,880¥
H：モルトブラウン色：ナッツシェル色S K：モカブラウン色

ストラダ革はイタリアのマストロット社からの輸入革に
なります。型押しをせず自然な風合いとソフト感が楽しめます。

布27
色対応

●3Pソファ
W220×D93×H79/42 239,760¥

●スツール
W77×D41×H41

68,040¥

3
色対応
木部

布６ランクから
全２７色から
選べます

注：ランクにより
価格が変わります

147,960¥
W129×D55×H50.1
●センターテーブル 

豪奢な雰囲気を漂わせる金華山張地を採用。
発売当初から変わらないロングセラーです。

日本製

日本製

日本製

●本革張ソファ
W203xD91xH93/39

革8
色対応

木部3
色対応

3
サイズ対応

間口狭い扉や通路でも、背が取り
外せるので楽々搬入できます。

表面にはソフトなウレタンを使用し、
中心部にはシッカリと体重を支える超・高比重
のウレタンを使用カバーは外して洗えます！

お部屋を落ち着いた雰囲気に
演出するローバックデザイン。

●コーナーソファ4点セット
W252×D185×H71/36

●シングルベッド
W98×L198×H91
○128,920円の品メ

●セミダブルベッド
W120×L198×H91
○147,880円の品メ

●ダブルベッド
W140×L198×H91
○161,920円の品メ

99,800¥ 114,800¥ 129,800¥
●シングルベッド
W98×L206×H85

●セミダブルベッド
W121×L206×H85

●ダブルベッド
W141×L206×H85

120,000¥ 140,000¥ 160,000¥

フランスベッド70周年記念モデル

国産最高級ベッド

99,800¥ 119,800¥

●ダブルベッド
W145×L208×H85

109,800¥

●セミダブルベッド
W123×L208×H85

●シングルベッド
W100×L208×H85

114,800¥ 134,800¥

●ダブルベッド
W145×L208×H85

124,800¥

●セミダブルベッド
W123×L208×H85

●セミダブルベッド
W123×L208×H85

●セミダブルベッド
W123×L208×H85

●シングルベッド
W100×L208×H85

○138,240円の品メ

幅48ｘ奥行55.5～57.5ｘ高さ78～90ｃｍ
（便座までの高さ38～50㎝・5段階）

●家具調
　ポータブルトイレ
●家具調
　ポータブルトイレ

○138,240円の品メ

幅48ｘ奥行55.5～57.5ｘ高さ78～90ｃｍ
（便座までの高さ38～50㎝・5段階）

（非課税）※要介護2～5の方
¥1,650
介護保険ご利用時
1ヶ月分のレンタル料

電動リクライニングベッド
従来の介護ベッドの機能はそのままに！（高さ調節、
背上げ、脚上げ、背・脚上げ連動）自動寝返り機能で、
床ずれ予防、介護負担を軽減。誤嚥予防に背上げを
したまま寝返り機能もついています。

従来の介護ベッドの機能はそのままに！（高さ調節、
背上げ、脚上げ、背・脚上げ連動）自動寝返り機能で、
床ずれ予防、介護負担を軽減。誤嚥予防に背上げを
したまま寝返り機能もついています。

液晶コントローラー
寝返り角度、速度、時間など
さまざまな設定を
液晶コントローラーにより
簡単に設定できます。

自動運転機能：自動運転モードにて24時間自動的に体位変換が行えます。
（低速度0～10°/20・40・80秒）を使い身体に触れず、睡眠を妨げずに体位変換が行えます。
液晶モニター：液晶モニター操作により各種設定が簡単に行えます。

自動運転機能：自動運転モードにて24時間自動的に体位変換が行えます。
（低速度0～10°/20・40・80秒）を使い身体に触れず、睡眠を妨げずに体位変換が行えます。
液晶モニター：液晶モニター操作により各種設定が簡単に行えます。 680,000¥W97.2×L210.7×H75.7～109.7

●自動寝返り支援ベッド

（非課税）※要介護2～5の方
W97.2×L210.7×H75.7～109.7
●自動寝返り支援ベッド

（非課税）※要介護2～5の方

左右寝返り支援機能

シングルベッド+マット+手すり 介護ベッド+マット+手すり

介護・福祉用具購入・レンタル

●シングルベッド+マット+手すり●シングルベッド+マット+手すり

※介護保険ご利用の場合には
　担当ケアマネージャーと
　ご相談の上ご来店ください。

※介護保険ご利用時、レンタル料・お客様負担額は利用される方が1割負担の場合の価格です。

●介護ベッド+マット+手すり●介護ベッド+マット+手すり

2Ｍ
2モーター

3点
セット

3点
セット

6,372¥ 9,980¥

●専用凝固剤
（約60回分）

●専用フィルムカセット
（約60回分）

●介護保険ご利用で１割負担額

※担当ケアマネージャーにご相談の上ご来店ください。

排泄介護の悩みを包み込む！
自動ラップ機能でらくらく後処理！
バケツ洗浄不要！ニオイを密閉！
リモコンで排泄物を密閉し、自動で袋が切り離されます。
袋は燃えるゴミへ捨てることが可能。ニオイも漏れません。

¥9,980

ベッドサイズ/Ｗ99ｘＤ203ｘＨ82.5
手すり/ベースサイズ50.1ｘ80.1
手すり/高さ71～85

ベッドサイズ/Ｗ99ｘＤ203ｘＨ82.5
手すり/ベースサイズ50.1ｘ80.1
手すり/高さ71～85 Ｗ97.2ｘＤ209.7ｘＨ71.4～101.4Ｗ97.2ｘＤ209.7ｘＨ71.4～101.4

ニオイが気になる！
排泄物の後処理が大変！
ニオイが気になる！
排泄物の後処理が大変！

※別途専用の消耗品が必要になります。

※要支援1・2要介護1の方
¥1,360
介護保険ご利用時
1ヶ月分のレンタル料

（こちらは課税商品） （非課税）※要介護2～5の方
¥986
介護保険ご利用時
1ヶ月分のレンタル料

日本製

●背付き・取手付き
シャワーチェアー 
●背付き・取手付き
シャワーチェアー 
W49×D54×H68～78
座面高34～44（5段階調整）
○14,256円の品メ

W49×D54×H68～78
座面高34～44（5段階調整）
○14,256円の品メ

●ノーパンクタイヤ車椅子

●介護シューズ快歩主義
サイズ/21.5～25.0センチ
（3E～5E)

○65,000円の品（非課税）メ○65,000円の品（非課税）メ

座幅40×前座高43.5×
重量12.1kg

●ボックスタイプ
　シルバーカー

シンプルで使いやすい。
従来品よりさらに
軽くなりました。
■ドラム式介助ブレーキ
■ハイポリマータイヤ
■背折れジョイント
■ナイロンシート

５色展開脱ぎ履きが簡単♪
つまづきにくく安心！安全の国内生産
※足のサイズに応じて
３Ｅ～５Ｅ
ワイドサイズ
ご用意できます。

※足のサイズに応じて
３Ｅ～５Ｅ
ワイドサイズ
ご用意できます。

●浴室・浴槽内用滑り止めマット
W38×D70○5,400円の品メ
●浴室・浴槽内用滑り止めマット
W38×D70○5,400円の品メ○22,680円の品メ○22,680円の品メ

W51×D65×H83～90
折りたたみ時
W51×D24×H80

駐車ブレーキ付

W51×D65×H83～90
折りたたみ時
W51×D24×H80

駐車ブレーキ付

（非課税）

●セニアカー
前座高45cm充電時間約7時間
幅63×長119×高108（非課税）

●セニアカー
前座高45cm充電時間約7時間
幅63×長119×高108

Ｗ106ｘＬ206ｘＨ85
高さ4段階調整

●電動リクライニングベッド1モーター
ウレタンマットレス・手すり2本付

79,800¥

(非課税) 手元コントローラーで背上げ
最大70度、足上げ最大30度、
床から最小床面高さ27.5cm。
5cmずつ最大42.5cmまで
4段階に調整可能。498,000¥Φ150×H70

●ダイニング5点セット

○760,320円の品メ 298,000¥W180×D85×H70
道産ナラ材使用
●ダイニング5点セット

○414,720円の品メ
W180×D85×H70
道産ナラ材使用
●ダイニング5点セット

○414,720円の品メ

148,000¥

脚5
色対応

2
色対応
日本製

天
板

138,000¥
●ダイニング5点セット
W140×D80×H70
○165,672円の品メ

テーブルサイズ140・160・180ｃｍウォールナット・ナチュラルの２色。
脚３タイプ/４本脚（５色）・２本脚（２色）色んなチェアを選べます。

14,000¥

●ダイニングチェア

一脚○16,848円の品
W55×D56×H72/44

メ

32％
OFF

20,000¥

28,000¥

●テーブル形状選べる3タイプ各3サイズ

●テーブル天板カラー選べる4タイプ

DOME
ドーム形

POT
ポット形

BOAT
ボート形

●ダイニング4点セット
W160×D110×H70
○226,152円の品メ

●ダイニング4点セット
W160×D110×H70
○226,152円の品メ

●ダイニングチェア

一脚○28,512円の品
W45×D57×H92/43

メ

●ダイニングチェア

一脚○28,512円の品
W45×D57×H92/43

メ

●ベンチ

○42,120円の品
W115×D43×H43
メ

各形状とも幅140cm・160cm・180cmの3サイズより選べます。

座面にはフッ素処理を施し、汚れにくく、
お手入れが簡単高機能レザーを使用。

ロイヤルホワイト・タモナチュラル・
ショコラ・ウエンジ

日本製

159,840¥ 192,240¥
3
色対応

座クッションを置き替えることで、カウチにしたり、ソファ＋スツールにと
スイッチタイプソファです。クラッシックなハイバックソファでありながら、
お掃除ロボットにも対応。左右カウチを３人掛+スツールにご自身で
変えられます♪フルカバーリング仕様

●リビング２点ソファセット
W220×D92～154×H97/41.5

パティスト

重厚感のあるデザインでゆったりと
した掛け心地のハイバックソファ

フクラ40余年の原点モデル。
特徴的なタフティングを施した座面と背もたれのクッションが、
座り心地と手ざわりの良さを実現。包容感のあるこのソファは、
直線にもコーナーにも、空間にあわせて対応できます。

エムデン

ドイツのデザインを受け継ぐ第1号の
ソファ「エムデン」は、いまもその完成
されたフォルムで佇みます。

EMDEN

378,000¥●カウチソファ
W250×D155×H68~89/40

しっかりとした脚のデザインと穏やかな天板の
デザイン。天板にはUV塗装が施されています。

木部3
色対応

17
色対応

張
地

割引価格は店頭にて

割引価格は店頭にて

19種類対応
布カバー

ベッド全体のフォルムはシンプルな直線的なラインで構成。
ベッド/フットパネルは優しく心地よい緩やかな曲線に。

フェリディアfelidia 直線と曲線を活かした
シンプルなデザインのベッド

ヘッドボードの背クッションにフェザー+ミクセルキューブ
仕様を採用したことで、適度な居心地となっています。

ラドニスladnnis 心地よいクッションが魅力のベッド

１脚
●ダイニングチェア

●ベンチ
35,000¥１脚

●ダイニングチェア
35,000¥

１脚
●ダイニングチェア

48,000¥ 45,000¥

色・サイズ・形、選べます。 色・サイズ・形、選べます。

色
選べます

●ヘッドレスト
10,260¥

●スツール
W73×D86×H40

73,440¥
W220×D92×H72/40
●3.5Ｐソファ

スチール脚の軽快さと本体の重厚感を
組み合わせたスタイリッシュなデザイン。

サイズ組み合わせ
が自由。

●PS+SD W233×L208×H60

●こどもの心の成長
●親子の絆
●省エネ（同じ部屋に集まって眠る）

のびのび眠る、親子の絆をはぐくむベッド

日本製 195,880195,880¥¥

ロータイプ川の字ベッド

ポケットコイル
マットレスは
シモンズベッド

2台同時購入でさらにお買得なベッドコーナー

お買得ベッドコーナー

2
色対応

国産マットレス使用

国産マットレス使用 国産マットレス使用

国産マットレス使用

国産マットレス使用

国産マットレス使用

148,000¥ １脚

●ダイニングチェア
●ダイニング5点セット
W150×D85×H71
○231,120円の品メ 19,000¥

W50×D57×H84/44

●シングルベッド
W98×L201×H85×MH50.5

●セミダブルベッド
W121×L201×H85×MH50.5

200,000¥
シングル＋シングル 

220,000¥
シングル＋セミダブル

240,000¥
セミダブル＋セミダブル 

2台同時購入でさらにお買得
120,000¥ 140,000¥

通常￥240,000のところ 通常￥260,000のところ 通常￥280,000のところ

程良い安定感とクッション性が快適な寝心地を演出します。
高さ6.5インチ（約17cm）、コイル線径1.9mmの
ポケットコイルを使用。

程良い安定感とクッション性が快適な寝心地を演出します。
高さ6.5インチ（約17cm）、コイル線径1.9mmの
ポケットコイルを使用。

シモンズベッドなら、
目覚めが変わる
毎日が変わる

シモンズベッドなら、
目覚めが変わる
毎日が変わる

モダンテイストなヘッドボード。
足元のすっきりしたヨーロピアンタイプ。

数量
限定

日本製

240,000¥

セミダブル＋セミダブル 

200,000¥

シングル＋シングル 
W98×L204×H86/2台 W123×L204×H86/2台

220,000¥

シングル＋セミダブル
W（S）98・（SＤ）123×L204×H86/2台

200,000¥

シングル￥140,000円×2台 セミダブル￥160,000円×2台

¥280,000円を
シングル￥140,000円×1台
セミダブル￥160,000円×1台

220,000¥

シングル+セミダブルシングル+シングル

240,000¥

セミダブル+セミダブル

２台セットキャンペーン価格 ２台セットキャンペーン価格 ２台セットキャンペーン価格

2台セット
特別価格 ¥300,000円を2台セット

特別価格 ¥320,000円を2台セット
特別価格

2台セットでご購入
いただきますと

期間限定価格にてご提
供いたします2台セットでご購入

いただきますと

期間限定価格にてご提
供いたします

さらに、

2台セットでお買得！

国産ポケットコイル
マットレス使用

国産ポケットコイル
マットレス使用

さらに、

2台セットでお買得！

国産ポケットコイル
マットレス使用

国産ポケットコイル
マットレス使用

通常よりさらにお値打価格！
限定キャンペーンプライス

194,000¥
セミダブル＋セミダブル 

174,000¥
シングル＋シングル 

184,000¥
シングル＋セミダブル

LED照明・コンセント付きキャビネット！
創立70周年を記念して作り上げた抜群の寝心地の
マットレスとセットにした特別価格モデルです。

2台セットでお買得！

　　　　　　　　さまざまな木の魅力を引き出すために
長年培ってきた技術を駆使した逸品。リビングルームは
勿論、エグゼクティブ空間にも存在感を主張します。

　　　　　　　　さまざまな木の魅力を引き出すために
長年培ってきた技術を駆使した逸品。リビングルームは
勿論、エグゼクティブ空間にも存在感を主張します。

紫舟 EX ハイバックの革張りシートはゆったりとした
掛け心地を実感していただけるロングセラー

背もたれ折れ曲がり機能、フルカバーリング。
張り地も色々選べます。座り心地はお好みに
よってソフト、ハードよりお選びいただけます。

背クッションと座クッション
のみの販売もしております。

マルニ木工、100年経っても「世界の定番」として
認められる木工家具「マキシマム」シリーズ。

細部のディテールにいたるまで、気を抜くことなく、18世紀フランスで
生まれたロココ様式をデザインルーツにした優雅さを追求したデザイン。

世界・国産一流家具
メーカー世界・国産一流家具
メーカー

特殊な加工技術でマットレスを7つの
ゾーンに分割。リバーシブル仕
様で2パターンの眠りに対応。理

想の寝姿勢を実現しました。

肌触りが良くソフトな
感触のニット生地を採用。
表面は凹凸加工の柔らかめ。
裏面は弾力性のある硬め。
リバーシブル仕様で
お好みの寝心地が表と裏で
お選び頂けます。

インクーンマットレス採用

ステーションタイプ、 
引き出し付きタイプ、ダブルクッション
タイプの3タイプ/ポケットコイル使用　

飛騨産業株式会社
素晴らしい樹木の個性を楽しみつつ、
限りある森林資源の有効活用をめざした
 「森のことば」シリーズ。

天板メラミントップ
キズがつきにくい  
水に強い・熱に強い 
お手入れが簡単 日本製 ピロートップシルキーポケット・引き出し付き

ウィドゥスタイル フラット 
ステーションタイプ 

ウィドゥスタイルキャビネット 
引き出し付きタイプ

ウィドゥスタイル フラット 
ステーションタイプ 

ウィドゥスタイルキャビネット 
引き出し付きタイプ

ローバックでありながら、シートをバケット形状にすることで、
くつろぎ感のある掛け心地で、スツールと 組み合わせれば、
よりリラックスして、お使いいただけます。

ノトスnotos

カバーがはずせるフルカバーリングで、
数種類の中からお好みのファブリックをお選びいただけます。


