




【Fritz Hansen】
テーブルシリーズ B612 幅1500×奥行1000×高さ720mm 257,040円
グランプリチェア 4130 幅500×奥行510×高さ830・座面高465mm 78,840円
【ligne roset】
パンプキン 1人掛ハイバックソファ 幅1040×奥行840×高さ790・座面高350mm 226,800円
パンプキン パフ 幅730×奥行730×高さ360mm 84,240円
【Kartell】
ストーン スツール 直径300×高さ450mm 45,468円
【LE KLINT】
スワール1 ペンダントランプ 直径450 × 高さ330mm 78,840円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ インカ 170×240cm 193,320円
【OSBORNE & LITTLE】
壁紙 キュービスト W6896-03 幅68.5cm×10m 70,740円/本

【ligne roset】
ブリガンタン 1人掛ソファ（限定モデル） 幅950×奥行980×高さ750・座面高420mm 各648,000円
ブリガンタン パフ 幅840×奥行550×高さ420mm 237,600円
【GERVASONI】
ネクスト 141 コーヒーテーブル 直径800×高さ330mm 186,840円
ブリック 63 チェスト 幅1250×奥行520×高さ840mm 488,160円
ブリック 223 チェア（チェック柄） 幅460×奥行500×高さ830・座面高460mm 103,680円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ ティンシーリング 200×300cm 273,240円
【ZIMMER + ROHDE】
カーテン生地 リバティチェック 10666 34,236円/m （22,824円/㎡）
【SAHCO】
タッセル コルドーネ P077-01 42,876円
※ダイニングテーブルとチェアは11ページ、ペンダントランプは13ページに掲載

自然の有機的なラインと好対照をなす幾何学模様は、ここ数年続く人気柄のひとつです。アールデコの要素に
70年代、80年代などの時代性や、アフリカやアジアといったエスニック要素が様々に交差し、多様な表現
が誕生しています。写真奥に見えるラグは、その名もINCA、ダイニングチェアは1957年に発表されたアルネ・
ヤコブセン作、そしてスピード感をイメージさせるフューチャリスティックな壁紙。時間軸に点在する幾何学
を同じ空間に共存させることで、明るいレトロ感が生まれました。

2.ジオメトリック柄で、明るいレトロ感
ウールやリネンといった自然素材をはじめ、室内を彩るファブリックの質感はトレンドの重要な要素。そんな
中からピックアップしたのは、伝統的な毛織物、ツイードです。シャネルツイードに代表されるエレガントな
生地は、太めの糸がふんわりと空気を含み、知的にして暖かさを約束してくれるもの。その柄や量感が、お部屋に
上質さと落ち着きを添えるでしょう。あえて一人掛けを選んだソファは、comfortQの限定モデル。メタリック
なテーブルや煌めく照明で、モダンなサロンを思わせる空間に。

3.エレガンスを装うなら、このツイード
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初公開された同年に、ミラノ・トリエンナーレでグランプリを受賞。これを祝して
名付けられました。ヤコブセンがデザインし、同じように背幅とくびれを持つ
アリンコチェア、セブンチェアをより心地よく進化させた形状だと言われます。
オリジナルのウッドレッグが2014年に復刻、暮らしに馴染む名作椅子です。

Featuring Item

GRAND PRIX 4130  チェア/Fritz Hansen
たっぷりと風を受ける帆船をモチーフにしたブリガンタン。
肘から背のどこに寄りかかってもフィットする素晴らしい
座り心地で、日本でロングセラーになっています。昨年35
周年を迎えたアニバーサリーモデルの生地を外側に、内側に
はラフ・シモンズによるクヴァドラの生地を張り込んだ
comfortQのスペシャル仕様。無地に見えて、実は多彩な色
を織り込んだ生地は、立体的で美しい陰影を刻みます。

BRIGANTIN  ソファ/ligne roset
Featuring Item



【Kitani】
マリリン ソファ 幅1770×奥行845×高さ880・座面高370mm 864,000円
マリリン センターテーブル 幅1300×奥行570×高さ400mm 209,520円
【Herman Miller】
イームズ ウォルナット スツール 直径340×高さ380mm 141,480円
【maruni】
マルタ スチールレッグ ダイニングテーブル 幅1800×奥行850×高さ700mm 425,520円
ヒロシマ アームチェア（張座） 幅560×奥行530×高さ765・座面高430mm 191,160円
ヒロシマ アームチェア（板座） 幅560×奥行530×高さ765・座面高425mm 147,960円
【FLOS】
アルコ フロアランプ 幅（シェード）320×奥行2200×高さ2300mm 270,000円
【KHROMA】
壁紙 フジ OXY006 幅53cm×10 5m 13,284円/本
※ラウンジチェアは10ページ、ペンダントランプは13ページ、クッションとラグは14ページに掲載
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北欧家具に学んだキタニのものづくりと、岩倉榮利によるデザインが融合。
ゆったりと丸みを帯びた背中から、肘へとつながる優美なカーブが魅惑的で
す。有機的なフォルムはオリエンタルな幾何学柄クッションとの相性もよく、
東西を超えるコーディネートの可能性を感じさせます。

Marylin sofa  ソファ / Kitani
Featuring Item

高度に進むデジタル社会において、やすらぎを与えてくれる花
柄や植物柄はロングタームなトレンドです。鳥や動物・昆虫を散り
ばめたり、特定の地域に特化した生物を加えた風景柄も登場。
ここでは、熱帯の植物を静けさ漂うモノトーンで描いた壁紙を、
パネル仕立てで絵画のように楽しむご提案。秋冬に熱帯、という
贅沢感も気分をワクワクさせます。ソファの張地のようなブルー
からグリーンへ移行する微妙な色合いにも、引き続き注目です。

4.絵画のように楽しむ、
 自然表現
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擦りガラスを1枚挟んだようなペールトーンや
グレイッシュトーンなど、ニュアンスを含んだ
ピンクで洗練されたムードに。

5.甘くないピンク
インディゴブルーの地色に手描きしたような大きな花柄はアン
ティークの趣き。タイムトリップしたような懐かしさが新鮮。

6.アンティーク調の花柄 【ZIMMER + ROHDE】
カーテン生地 フィオリ 10710
42,876円/m （28,584円/㎡）
【MAGIS】
ピーニャ ローテーブル
直径400×高さ470mm 54,000円
※ラウンジチェアは10ページに掲載

白から黒へ至る範囲をきめ細かく表現した、ニュートラルカラーの豊富
なバリエーション。グレージュも代表的な色。

9.細かく展開される
 ニュートラルカラー

ベージュを基調に濃淡でそろえた上品な色合わせ。微妙なグラデー
ションや異素材、柄を混在させることでリズミカルな表現に。また黒の
シアーカーテンは緑を美しく引き立てる。

10.トーン・オン・トーン

【ZIMMER + ROHDE】
カーテン生地 ドライブ 10695 16,416円/m （5,472円/㎡）
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ コップ 200×300cm 270,000円
※ソファは9ページ、フロアランプは13ページに掲載

スパイスや異国の土を連想させるアーシーなカラーは、空間を引き締
めるアクセント。同じ仲間のテラコッタやオリーブも要チェック。

7.力強いマスタードイエロー

ヨーロッパにインスピレーションを与え続けるエスニックから、イスラ
ミックなモザイクタイル柄をフィーチャー。青と黄色の補色コーディ
ネートも、アーシーなカラーで落ち着いた印象。

8.イスラミックタイルの模様

【KHROMA】
（右）壁紙 エイダ AI D007 幅53cm×10 5m 12,744円/本
（左）壁紙 エスフィリ AID702 幅53cm×10.5m 11,664円/本
【ligne roset】
トーゴ 1人掛ソファ 幅870×奥行1020×高さ700・座面高380mm 178,200円
※ラグは14ページに掲載

TRENDS  AROUND
ハイテク技術が叶える、精緻で豊かな表現
ファッションとも連動して、インテリアの基本カラーはグレイッシュトーン
がトレンドです。細かな諧調で表現されるグレー味を帯びた色の数々は、時を
経た美しさやリラックス感、ヴィンテージのような付加価値をも感じさせま
す。グレイッシュトーンは日本の住まいにも馴染みやすい色合いです。素材で
は肌触りと光沢感がリッチなベルベットも外せないトレンド。また複雑さを
増す花柄や植物柄、幾何学柄などに加え、エスニック柄、古典芸術から発想を

得たダマスク模様、さらには大理石や経年変化した壁といった緻密なものも
登場。こうした微妙な色合いや繊細な柄も、デジタルプリントなどハイテク技
術との融合によって可能になっています。住まいにひとつトレンドをプラスし
てみると、新鮮な発見があるでしょう。あるいは色、素材、柄のトレンドをレイ
ヤーしてみるクリエイティブなチャレンジも。あなただけの、色あせない空間を
デザインしてみませんか。（取材協力：マナトレーディング）



Sofa Lounge Chair

Low Table
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【Fritz Hansen】
ALPHABET sofa / アルファベット ソファ
幅2100×奥行1200/1050×高さ700・座面高400mm 685,800円～
ソファクッション 幅620×奥行180×高さ460mm 24,840円～
素材・カラー：約300種の布から張地をお選びいただけます。

【HIROMATSU】
RIPOSO couch / リポーゾ カウチ
レフト 幅1050×奥行805×高さ695・座面高385mm 207,360円～
ライト 幅1050×奥行805×高さ695・座面高385mm 207,360円～
素材・カラー： 木部/メープル（仕上2種）、ウォルナット、オーク（仕上2種）、
チェリー、チーク、ウェンジ
布、革から張地をお選びいただけます。

RIPOSO center table / リポーゾ センターテーブル
幅980×奥行490×高さ390mm 92,880円～
素材・カラー： メープル（仕上2種）、ウォルナット、オーク（仕上2種）、
チェリー、チーク、ウェンジ

【HIROMATSU】
BLOCCO LD / ブロッコLD
テーブル 幅1680×奥行850×高さ650mm 181,440円～
ソファ 幅1793×奥行644×高さ795・座面高415mm 267,840円～
ベンチ 幅1212×奥行400×高さ416mm 86,400円～
チェア 幅546×奥行561×高さ771・座面高420mm 79,920円～
素材・カラー： 木部/オーク、ウォルナット、チェリー
布、革から張地をお選びいただけます。

【ligne roset】
PRADO / プラド
2人掛本体 幅2000×奥行1000×高さ870・座面高405mm 291,600円～
背クッション 幅700×奥行470×高さ470mm 91,800円～
ボルスター 幅540×直径150mm 20,520円～
素材・カラー：布、人工スエード、人工皮革、革から張地をお選びいただけます。

【Carl Hansen & Søn】
CH163 / CH163
幅1950×奥行800×高さ760・座面高410mm 615,600円～
素材・カラー： 木部/オーク（仕上4種）、スモークドオーク（仕上1種）、ウォルナット（仕上2種）
布、革から張地をお選びいただけます。

【HIROMATSU】
FREX sofa / フレックス ソファ
幅1680×奥行820×高さ675・座面高390mm 271,080円～
素材・カラー： 木部/ウォルナット、オーク、チーク
脚/スチール
布、革から張地をお選びいただけます。

【Carl Hansen & Søn】
CH417 / トレイテーブル
直径620×高さ330mm 81,000円～
素材・カラー：天板（トレイ）/オーク ラミネート仕様（ブラック＋ホワイト）、
もしくは突板仕様（オーク＋スモークドオーク）
脚/ステンレス

【STELLAR WORKS】
LUNAR coffee table / ルナ コーヒーテーブル
幅1200×奥行650×高さ400mm 124,200円～
素材・カラー：アッシュ（8色）、ウォルナット

【GERVASONI】
FILO 01 / フィーロ 01
直径1000×高さ250mm 147,960円
素材：スチールワイヤー

【HIROMATSU】
FREX side table / フレックス サイドテーブル
056 幅560×奥行280×高さ455mm  41,040円～
068 幅680×奥行315×高さ525mm  48,600円～
素材・カラー： 天板/ウォルナット、オーク、チーク 脚/スチール

【Fritz Hansen】
LITTLE FRIEND / リトルフレンド
直径450×高さ500-730mm 150,120円～
素材・カラー：天板/ラミネート（2色）、もしくは突板（2種）
ベース/スチールパイプ、アルミ（ポリッシュ仕上、もしくはラッカー塗装仕上）
※高さ調節機能付き

【GERVASONI】
BOLLA 12・13 / ボッラ 12・13
12 直径400×高さ450mm 64,800円～
13 直径550×高さ600mm 82,080円～
素材・カラー：ラタン（ナチュラル、ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）

【Carl Hansen & Søn】
FH429 / FH429
幅670×奥行890×高さ1020・座面高410・肘高475mm 380,160円～
素材・カラー：木部/オーク（仕上5種）、ウォルナット（仕上2種）
布、革から張地をお選びいただけます。

【cuero】
BKF chair / BKF チェア
幅850×奥行850×高さ900mm 137,160円～
素材・カラー：ブラックレザー、ブラウンレザー、ナチュラルレザー

【METROCS】
ACAPULCO rocking chair / アカプルコ ロッキングチェア
幅765×奥行750×高さ730・座面高380mm 48,600円
カラー：ブラック、ホワイト、ペトロブルー、グリーン、オレンジ、
サンドカーキ（数量限定）
素材：フレーム/スチール 背・座面/PVC

【Yamakawa Rattan】
HANG NG EGG CHA R / ハンギングエッグチェア
カゴ 幅850×奥行700×高さ1200mm 172,800円～
スタンド 幅975×奥行990×高さ1930mm 129,600円～
素材・カラー：カゴ/ラタン（2色）、アイアン、ファブリック（75色）
スタンド/スチールパイプ（ホワイト塗装）、
もしくはステンレス（ヘアライン仕上）

【Carl Hansen & Søn】
CH22 / CH22
幅695×奥行615×高さ726・座面高368・肘高620mm 285,120円～
素材・カラー：木部/オーク（仕上5種）、ウォルナット（仕上2種）、
オーク×ウォルナット（仕上2種）
座面/ペーパーコード（ナチュラル、ブラック）
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Occasional

【TIME & STYLE】
CONBRIO / コンブリオ
幅445×奥行400×高さ1800mm 59,400円
素材：本体/ブナ（ウレタン塗装仕上ホワイト）
ハンガー/ナラ（ビーズワックス仕上）、本革（ホワイト）

【E&Y】
NYOTA / ニョタ
幅580×奥行580×高さ1650mm 56,160円
素材：ブラックMDF

【B-LINE】
BOBY WAGON / ボビーワゴン
3段 幅430×奥行420×高さ735mm 43,200円～
カラー：ホワイト、ブラック、レッド、トルネードグレー、ボニーブルー、テンダーローズ、ベージュ（３トレイ、５トレイのみ）
素材：本体/ABS樹脂 キャスター/ポリプロピレン

Photo Masatoshi Takahashi, Styling:Yumi Nakata

【Carl Hansen & Søn】
CH006 / CH006
幅1380/1870/2360×奥行900×高さ720mm 249,480円～
素材・カラー：ビーチ（仕上3種）、オーク（仕上4種）

CH33 / CH33
幅550×奥行480×高さ740・座面高460mm 65,880円～
素材・カラー：ビーチ（仕上4種）、オーク（仕上5種）、スモークドオーク（仕上2種）
布、革から張地をお選びいただけます。

【vitra】
EAMES ELEPHANT / イームズ エレファント
幅350×奥行785×高さ415mm 28,080円
カラー：クラシックレッド、ダークライム、アイスグレイ、
ライトピンク、ホワイト、ディープブラック
素材：ポリプロピレン

【TIME & STYLE】
trifle / トライフル
直径350×高さ450mm 51,840円
カラー：ホワイト、ベージュ、オリーブ、ネイビー、ブラック
素材：スチール（ウレタン塗装仕上）

【MAGIS】
360°CONTA NER / 360°コンテナ
5段 幅350×奥行460×高さ720mm 59,400円
10段 幅350×奥行460×高さ1270mm 102,600円
カラー：レッド、オレンジ、ホワイト、ライトグレイ、ブラック
素材：本体/ABS樹脂 ジョイント/アルミニウム

【TIME & STYLE】
Scheggia di roccia / スケッチャ ディ ロッチャ
幅1000×奥行30×高さ1000mm 275,400円
素材：ミラー、MDFウレタン白塗装仕上

【Lumio】
LUMIOSF FABLIC / ルミオエスエフ ファブリック
幅216×奥行152×高さ32mm 31,968円
カラー：レッド/ネイビー、イエロー/グレー、オレンジ/グリーン
素材：表紙/製本用バックラム、N52ネオジム磁石内蔵
シェード/タイベック®
光源：高出力LED

【MAGIS】
T BU / ティーブ
幅370×奥行370×高さ600-770mm 93,960円
カラー：ライム、オリーブグリーン、ライトグリーン、ボルドー、
コーラルレッド、ピンク、ベージュ、ブラック
素材：座カバー/ファブリック フレーム/スチール
（ポリエステルパウダー塗装）

【GERVASONI】
BRICK 133 / ブリック 133
幅2400×奥行1000×高さ730mm 646,920円～
素材・カラー：天板/ウォルナット（ナチュラル）、オーク（5色）、
エージドオーク、ホワイト大理石
脚/アルミニウム、無垢材

【Fritz Hansen】
ANALOG / アナログテーブル
幅1300×奥行1050×高さ720mm 198,720円～
素材・カラー：天板/ラミネート（ホワイト）、オーク、ウォルナット
脚/ブラックオーク、オーク、ウォルナット

【Carl Hansen & Søn】
CH24 / ウィッシュボーンチェア
幅550×奥行510×高さ760・座面高450mm 82,080円～
素材・カラー：木部/アッシュ（仕上5種）、ビーチ（仕上4種）、オーク（仕上5種）、
スモークドオーク（仕上1種）、チェリー（仕上2種）、ウォルナット（仕上2種）
座面/ペーパーコード（ナチュラル、ブラック）

【Fritz Hansen】
SERIES 7 3107 / セブンチェア 3107
幅500×奥行520×高さ820・座面高460mm 56,160円～
素材・カラー：座面/成型合板 カラードアッシュ（12色）、
ナチュラルウッド（10種）、ラッカー（12色）
脚/スチール（クローム仕上）

【Fritz Hansen】
ANT 3101 / アリンコチェア 3101
幅520×奥行480×高さ810・座面高460mm 56,160円～
素材・カラー：座面/成型合板 カラードアッシュ（12色）、
ナチュラルウッド（10種）、ラッカー（12色）
脚/スチール（クローム仕上）

【GERVASONI】
BRICK 23 / ブリック 23
幅470×奥行510×高さ850・座面高460mm 83,160円
素材：フレーム/スチール（クロームメッキ仕上げ）
背・座面/革（グレー）

【MAGIS】
CYBORG Elegant / サイボーグ エレガント
幅560×奥行540×高さ820・座面高460mm 74,520円
カラー：座・脚/ブラック＋背/ブラック
素材：座・脚/ポリカーボネート 背/籐

【MAGIS】
CYBORG Club / サイボーグ クラブ
幅560×奥行520×高さ750・座面高460mm 73,440円
カラー：座・脚/ホワイト＋背/ナチュラル、
座・脚/ブラック＋背/ブラック
素材：座・脚/ポリカーボネート 背/籐

Dining
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Fabric

【Louis Poulsen】
CIRQUE / スィルク
直径220×高さ295mm 49,680円
本体重量：0.7kg
電球：電球型ハロゲンランプホワイト 60W形45W（E26)×1
カラー：レッド・トップ、イエロー・トップ、カッパー・トップ
素材：アルミ（塗装仕上）
デザイン：クララ・フォン・ツヴァイベルク

【BOCCI】
28.7 Cluster / 28.7 クラスター
直径150～200mm×7灯 626,400円
本体重量：8 0kg
電球：キセノン球 12V 20W×7
素材：吹きガラス、SUS

【moooi】
HERACLEUM 2S / ヘラクレウム 2S
直径720×高さ530mm 330,480円
本体重量：3 2kg
電球：LED
素材：本体/メタルワイヤー 反射レンズ/ポリカーボネート

【Louis Poulsen】
PATERA 600 / パテラ 600
直径600×高さ577mm 156,600円
本体重量：3kg
電球：白熱電球ホワイト 200W（E26)×1
素材：樹脂（マットホワイト仕上）
デザイン：オイヴィン・スロット

【moooi】
RAIMOND R61 / レイモンド R61
直径610mm 394,200円
本体重量：2.0kg
電球：LED
素材：ステンレス

【Louis Poulsen】
PH 5 CLASSIC / PH 5 クラシック 
直径500×高さ285mm 89,640円
本体重量：1.9kg
電球：白熱電球ホワイト 150W（E26)×1
素材：シェード/アルミ（白色マット塗装）
ボトムカバー/フロストガラス フレーム/アルミ（藤色塗装）
デザイン：ポール・ヘニングセン

【Tom Dixon】
MELT / メルト
直径270×高さ260mm 各108,000円
本体重量：1 0kg
電球：ミニクリプトンランプクリア 25Ｗ（E17）×1
素材・カラー：ポリカーボネート（クローム、コッパー、ゴールド）

【moooi】
RABBIT LAMP / ラビットランプ
直径285×高さ540mm 87,480円
電球：シャンデリア球クリア 25Ｗ（E14）×1
素材：ラビット/樹脂 シェード/ポリレジン

【FLOS】
K TRIBE F1 / K トライブ F1
直径（シェード）240×幅（ベース）250×高さ1120mm 149,040円～
電球：ハロゲンエナジーセーバーホワイト 60W（E26)×1
カラー：スモーキーグレー、クリア、シルバー、ソフト、ブラウン
素材：アルミニウム、ポリカーボネート、PMMA、布（ソフト）

Lighting

【Tom Dixon】
BEAT PENDANT / ビート ペンダント
（左）ファット 直径260×高さ310mm 72,360円 本体重量：1 5kg
（中） トール 直径190×高さ420mm 72,360円 本体重量：1 2kg
（右）ワイド 直径360×高さ190mm 72,360円 本体重量：1.3kg
電球：G9 ハロピンランプクリア 110V 25W×1
素材・カラー：真鍮塗装仕上（グレー、ブラック、ホワイト）

【FLOS】
IC LIGHTS / IC ライツ
（左）T1 ハイ 幅（シェード）200×奥行321×高さ530mm 92,880円
（右）F1 幅（シェード）200×奥行275×高さ1350mm 140,400円
電球：G9 ハロピンフロスト 110V 60W×1
カラー：ゴールド 素材：乳白ガラス、真鍮

【ROGOBA】
シルククッション ①30×38cm 20,520円 ⑥28×36cm 19,440円 ⑦36×52cm 34,560円
【TRAVERS】
クッション ②50×50cm 17,928円  ③50×50cm 17,928円 ④46×46cm 12,852円
【ardecora】
クッション ⑤46×46cm 17,712円

【TOULEMONDE BOCHART】
TERRAZZO / テラッツォ
170×240cm 240,840円
200×300cm 352,080円
素材：ウール、ビスコース（ハンドタフト）

【TOULEMONDE BOCHART】
GRADIAN / グラディアン
170×240cm 164,160円
200×300cm 238,680円
素材：ポリエステル 100％（ハンドタフト）

【TOULEMONDE BOCHART】
SPIKE / スパイク
170×240cm 238,680円
200×300cm 349,920円
250×300cm 511,920円
素材：ウール 100％（ハンドタフト）

①

②

④

③
⑤

⑥

⑦



空間全体を連動させた統一感と美しい住環境を実現させるため、快適さや実用性

を追究した壁面収納家具シリーズ。その中でも、ワードローブストレージは、多様

な収納パターンを用いて、衣類やバッグ、アクセサリーを定めた場所へ綺麗に整

頓できます。日々のドレスアップを楽しく、美しく仕舞う収納家具です。

Wardrobe storage ワードローブ ストレージ
ST-W402L 幅2400×奥行675×高さ2300mm

1,765,800円
※別途、施工費が必要となります。

素材：ウォールナット材（ビーズワックス仕上）

仕様：ルーバー扉×3枚、ミラー扉×1枚
（左側）可動棚×１枚、LEDライト、ハンガーパイプ×１本、小物トレー×１杯、スライドトレー×1杯、内引出し×2杯

（右側）LEDライト、リフトハンガー×１台、可動棚×2枚、スライドトレー×１杯、スラックスハンガー×１台

2017年 3月 オランダ・アムステルダム市に新店舗をオープンしました。1888年に建造され、オランダ国の歴史保護建造物に指定されているこの建物で、日本で作ら

れるオリジナルプロダクトを中心に、生活を司る道具類から盆栽、現代美術作品などを展開しています。日本の多様なものづくりと美意識を伝え、ヨーロッパに於いて

インテリアの新しい世界と価値感を作り出すことを目指しています。

Brand

【TIME & STYLE】
Nightfly chair / ナイトフライ チェア
幅710×奥行670×高さ754・座面高400・肘高590mm 88,560円～
素材・カラー：木部/ブナ（仕上5種）、ウォルナット
布、革から張地をお選びいただけます。

【TIME & STYLE】
Horizontal sofa / ホリゾンタル ソファ
幅2020×奥行930×高さ675・座面高380mm 453,600円～
素材・カラー： 脚部/真鍮（仕上げ２種）、タモ（５色）
布、革から張地をお選びいただけます。

【TIME & STYLE】
Lotus rain / ロータス レイン
直径1006×高さ350mm 259,200円～
素材・カラー：オーク（仕上3種）、ウォルナット、タモ（4色）

【TIME & STYLE】
Komorebi shelf / コモレビ シェルフ
幅608×奥行380×高さ1836mm 270,000円～
素材・カラー：オーク（仕上2種）、ウォルナット、タモ（4色）

【TIME & STYLE】
Blue in Green / ブルーイングリーン
直径450×高さ480mm 144,720円
カラー：クリア、イエロー、パープル、ネイビー、ブルー、シアン、
ダークオリーブ、オリーブ、グリーン
素材：アルミアルマイト
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タイム アンド スタイルは、無駄な装飾性を削ぎ落とした日本特有の美意識である緊張感・調和・静寂といった繊細な感覚や、
古くから伝わる伝統・文化を現代のライフスタイルと融合させ、独自の視点でインテリアプロダクトをプロデュースしています。

【ROGOBA】 ロゴバキリムラグ 303×82cm 241,920円
【DMOARTS】 アート作品 松村咲希 『moon light map』 W1303×H1621mm 270,000円



「世界中のインテリアがひとつの空間に」をテーマに、名作家具や最新トレンド家具が豊富に揃います。家具はもちろん、
照明器具、壁紙、ラグ、ファブリックなどのアイテムを、ブランドを越えた自由なコーディネートでご紹介しています。

Many brands, One vision.

＜arflex＞の名の由来は「arredamenti（イタリア語＝家具）」と「flexibility（英語＝柔軟性、適応性）」

の頭文字から。いつの時代にもどのような環境にも適応する家具でありたいという願いが、この名に託さ

れています。1951年にイタリアで生まれ、その後1969年に海をわたった「イタリア生まれ、日本育ち」の

ブランド。イタリアの合理性と日本の価値観や住環境に適したものづくりによって、長くお使いいただける

家具と、心豊かに暮らすためのライフスタイルを提案しています。

シモンズは、1870年の創業以来、マットレスが眠りの質を

左右するという信念のもと、研究開発を重ねてきました。

そして1925年、睡眠中の身体を正しい姿勢に保つ「ポケッ

トコイル」の商業化に成功。多くのお客さまに支持され、

世界中の一流ホテルや豪華客船にも採用されています。

140年以上経った現在も、伝統の手法と最先端技術を

融合しながら研究・改良を重ね、今も進化を続けています。

ジェルバゾーニは、イタリア北東部ウディネに本拠地を置く家具ブランドです。アートディレクターは

パオラ・ナヴォーネが務め、彼女のシンプルかつクールでありながら穏やかな甘さを持つ世界観を中心

に、個性的なコレクションを提案し続けています。素材の組み合わせにこだわりがある独自性の強い

商品は、インドア・アウトドアの両方において世界のラグジュアリーシーンで活躍しています。

17世紀イタリアに誕生したカッシーナ社は、家具業界における数少ないリーディングブランドとして

世界中で愛されています。完成度の高さとデザインの美しさは他の追随を許さず、数多くの製品が

ニューヨーク近代美術館の永久所蔵品になっています。イクスシー(ixc.)は、モダンデザインを基軸に

世界各地から製品をセレクトするほか、独創性と柔軟性に溢れたオリジナル製品を取り揃えています。

Brand

1872年創業の北欧・デンマークを
代表する家具メーカー

ハンスJ.ウェグナーのYチェアで
知られるデンマーク家具メーカー

著名デザイナーを起用した
「マルニコレクション」を積極展開

コンテンポラリーなライフスタイル
提案にフランスのエスプリが光る。

世界の文化が交じり合う上海から
ハイエンドなスタイルを発信

最先端の技術と世界的デザイナーとの
タッグで生み出されるプロダクト

光のノウハウを生かした数々の名作を
持つデンマークの照明メーカー

手紡ぎ・草木染めにこだわり、トルコの
優れた織手が丁寧に織り上げたキリム

イタリアを代表するモダンな
インテリア照明

主な取り扱いメーカー・ブランド

広松木工は、福岡県大川市に拠点を置く家具メーカーです。自然オイル仕上げなど木材の美しさを最大限

に活かし、素材の質、組み合わせ、手触りに徹底してこだわり、使い手によって深められる素材の経年変化

による味わいをも信じるものづくり。自分たちが本当に美しいと感じるデザインやスタイルを積み重ね、

シンプルかつ機能的でやさしさをたたえる、手に馴染じむ道具としての「家族の家具」を作り続けています。




