
タイムレスということ



新しい価値観の創造と当時の先端技術に挑み、いまも愛され続けるモダンデザインの名作。

一方、伝統的な技法やスタイルに敬意を払い、再解釈することで生まれる新しいデザインがあります。

OLD  NEW。 未来と過去を内包し、長い時間軸を生きるモノたち。

落ち着きや品格があり、どこか懐かしい安心感。軽やかでモダン、未来への希望を纏う華やかさ。

２つの側面が共存することで、親しみやすく奥深い味わいが生まれるのでしょう。

変わり続ける現在だからこそ心惹かれる、タイムレスな家具とつくる空間の魅力をお伝えします。

引き継がれていく、「時間」というしあわせ
Past master Item  Mayor 1939年 / &Tradition
《メイヤーソファ》はデンマークデザインの巨匠であるアルネ・ヤコブセンが、旧友と共同設計したソレロド市庁舎の
ために制作したもの。彼の代表作の一つである《セブンチェア》（1955年デザイン）が成型合板と金属脚で構成されて
いるのに対し、《メイヤーソファ》は無垢の木材と木工技術にデンマークの伝統文化が活かされています。市庁舎では
婚姻届けを提出するカップルたちが座ったのだとか。ヴェルベットの張地やボタン留めのロマンティックな仕様も、簡潔
なフォルムとの調和で清楚に感じられます。〈アンド・トラディション〉により復刻されました。

佇まいに美が宿る、北欧のモダンクラシック

【&Tradition】
メイヤー ソファ 幅2000×奥行620×高さ820・座面高430mm  920,700円
パレット ラウンジテーブル 幅1152×奥行678×高さ470mm  224,400円
リトルペトラ ラウンジチェア 幅810×奥行650×高さ750・座面高370mm  741,400円
ラト ラウンジテーブル 直径400×高さ500mm  79,200円
シロン ミラー 直径660mm  56,100円  直径460mm  31,900円
（奥）
インビトゥウィーン テーブル 幅2000×奥行900×高さ730mm  224,400円
インビトゥウィーン チェア 幅580×奥行540×高さ770・座面高450mm  101,200円
P376 ペンダントライト 参考商品
【MERIDIANI】
セバスチャン ブックケース 幅700×奥行700×高さ1700mm  1,001,000円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ ポリア 1700×2400mm  251,900円
【オルーチェ】
アルバ382 フロアランプ （ベース）幅285×奥行285×高さ1610mm  198,000円
【KHROMA】
壁紙 エポキシ PRI402 幅53cm×10m  17,930円/本
【ROMO】
クッション ワイルドガーデンRC703/03 50×30cm  15,840円（中材フェザー込）



contemporary Item  
Loafer 2018年 / &Tradition
北欧デザインの新鋭であるスペース・コペンハーゲンが、
SASロイヤルホテル（1960年にアルネ・ヤコブセンが
デザイン）の改修と共にデザインした《ローファー》シリー
ズ。荘厳でエレガントなロビー空間と呼応するように考えら
れたデザインは、コンパクトでありながら座り心地がよく、
張りぐるみに細やかなステッチを施すことでラグジュアリー
な品格も備えています。
※表紙は《ローファーソファ》

ミニマルな現代性が
ラグジュアリーを纏う

【&Tradition】
ローファー ラウンジチェア 幅700×奥行670×高さ750・座面高420mm  292,600円
メスクラ テーブル 幅1200×奥行900×高さ730mm  269,500円
【Tom Dixon】
プレーンショートシャンデリア 直径400×高さ480mm  225,500円

contemporary Item  Fly 2013年 / &Tradition
伝統的な家具のパーツであるスポーク（桟）を印象的に取り入れた浮遊感の
あるデザイン。たくさんのクッションを自由に動かし、寝転んだり、あぐらを
かいたり、パソコンを使ったり。リビングで様々な行為を行う現代的なくつ
ろぎ方にも対応します。北欧の伝統家具に倣った良質な無垢材と仕上げ方法
は時を経るほどに味わいを深め、落ち着いた輝きを増していきます。

ルーズクッションがもたらす
くつろぎの多様性

【&Tradition】
（手前）フライ ソファ 幅2400×奥行800×高さ685・座面高400mm  561,000円
フラワーポット スタンドライト 参考商品
（奥）フライ ラウンジチェア 幅730×奥行700×高さ685・座面高400mm  269,500円
フライ ラウンジテーブル 幅800×奥行800×高さ260mm  224,400円
【Louis Poulsen】
パンテラ フロアランプ 直径500×高さ1305mm  122,100円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ ネイチャー 1700×2400mm  223,300円

【ART＆ARTIST】
奥田輝芳 「＃26 schnorchel」アクリル・紙・額装 高さ1125×幅820mm 2010年  264,000円
＊2020年9月 ギャラリーヒルゲート（京都）にて展覧会予定

contemporary Item  
In between 2013年・2015年 / &Tradition
薄く軽量で、適度な弾力性を持つ成型合板の背もたれと、木工旋盤
を使って削り出された脚部からなる椅子。そして同じく旋盤技術
による脚部を張り出したテーブル。木工作家でもあるサミ・カリオ
ならではの、技術の巧みな使い分けが特徴的です。２つの木工技術、
椅子とテーブル、モノと空間。物事の表裏を説く陰陽思想から
着想し、それぞれの心地よい関わり方をデザインした、シンプル
でいて存在感のあるシリーズです。

反する要素が調和した
心地よいカタチ

【&Tradition】
インビトゥウィーン テーブル 幅2000×奥行900×高さ730mm  224,400円
インビトゥウィーン チェア 幅580×奥行540×高さ770・座面高450mm  101,200円
【MAGIS】
リンナット テーブルランプ
（手前）シーリー 幅280×奥行165×高さ190mm  48,400円
(奥）パルトゥリ 幅320×奥行315×高さ350mm  64,900円



（写真手前）
【USM】
ハラーテーブル 幅1500×奥行750×高さ740mm  144,320円
ハラーキャビネット 幅1500（+30）×奥行350(+30）×高さ740(+40）mm  251,317円
【Herman Miller】
アーロンチェア リマスタード 幅685×奥行450-520×高さ930-1045・座面高385mm  212,300円
【DYSON】
ライトサイクル タスクライト 幅530×奥行190×高さ703mm  67,100円

（写真左奥）
【OVERGAARD & DYRMAN】
ワイヤーダイニングチェア ロー 幅620×奥行570×高さ750・座面高425mm  550,000円
【Herman Miller】
イームズ ウォルナット スツール 直径340×高さ380mm  162,800円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ イントレッチオ 2000×3000mm  297,000円

（右ページ奥）
【MERIDIANI】
ティモシー・クウォイオ ソファ 幅2320×奥行960×高さ720・座面高420mm  1,699,500円
ブロンズ オットマン 直径1000×高さ300mm  254,100円
【ligne roset】
グッドイヴニング サイドテーブル 直径430×高さ675mm  121,000円
【FLOS】
アルコ フロアランプ 直径320（シェード）×奥行2150～2200×高さ2300mm  286,000円
【TOULEMONDE BOCHART】
ラグ スパイク 1700×2400mm  243,100円

Past master Item  USM Modular Furniture 1965年 / USM
スイスの建築家フリッツ・ハラーが開発した建築システムを基礎にして、家具のため
に開発されたのが「USMハラーシステム」です。モジュール部材を自在に連結した
フレームと多様なパーツの組み合わせで、形やサイズ、色を変えて幾通りもの収納
家具をつくることができます。たとえば生活と仕事が共存するホームオフィスなら、
デスクやバーカウンターと機能を変えながら、統一感も生まれます。

モジュールという色褪せない自由を、
ホームオフィスに

（写真中央奥）
【USM】
ハラーコンソールテーブル 幅1500(+30）×奥行350（+30）×高さ1100(+40）mm  334,067円
【OVERGAARD & DYRMAN】
ワイヤーバースツール ロー 幅446×奥行374×高さ680mm  264,000円
【ligne roset】
ラ・ビブリオテック・フィル シェルフ 幅700×奥行330×高さ1700mm  264,000円
【LEE BROOM】
スクエアデキャンタクラシックペンダント 幅100×奥行100×高さ160mm  70,400円
ベルデキャンタクラシックペンダント 直径140×高さ220mm  70,400円
チューリップデキャンタクラシックペンダント 直径200×高さ200mm  70,400円
【Tom Dixon】
タンクデキャンタ 直径150×高さ300mm  19,580円
タンクローボールグラス（2個セット） 直径78×高さ110mm  12,650円
プラムマティーニグラス（2個セット） 直径110×高さ175mm  20,900円
プラムジャグ（棚） 幅110×奥行80×高さ275mm  13,750円
【OSBORNE＆LITTLE】
壁紙 キャンビアム W7192-06 幅52cm×10m  23,760円/本



【Knoll】
サーリネンコレクション ラウンドテーブル 直径1370×高さ720mm  1,083,500円
ブロイヤーコレクション チェスカチェア（肘あり） 幅560×奥行580×高さ800・座面高460mm  261,800円
ブロイヤーコレクション チェスカチェア（肘なし） 幅460×奥行580×高さ800・座面高460mm  223,300円
【LEE BROOM】
クレセント ラージ ペンダントライト 幅380×奥行380×高さ435mm  220,000円
【ligne roset】
ティーフラワーベース（ブルー・グリーン・ピンク） 幅170×奥行130×高さ195mm  各33,000円

【ligne roset】
プラド ソファ本体 幅2000×奥行1000×高さ870・座面高405mm  389,400円
背クッション 幅700×奥行470×高さ470mm  各108,900円
背クッションイージーカバー  28,600円
ボルスター 幅540×直径150mm  27,500円
アマドーラ サイドテーブルS 幅380×奥行380×高さ385mm  77,000円
アマドーラ サイドテーブルL 幅450×奥行450×高さ442mm  91,300円
【Kartell】
カブキ フロアスタンド 直径500×高さ1650mm  164,560円
【HARLEQUIN】
壁紙 クラパ 111753 幅68.6cm×10m  23,100円/本

Past master Item  Cesca Chair 1928年 / Knoll
伝統的な職人技である籐編みと工業的な手法や素材を組み合わせた、巨匠マルセル・ブロイヤー
の名作。愛娘の名前から《チェスカチェア》と名付けられました。自転車のハンドルから着想した
というスチールパイプを曲げたフレームは、カンティレバー（片持ち）にすることで柔軟性のある
快適さを実現。芸術と産業が調和したモダンデザインのアイコンのひとつです。

最小限にして美と機能性を獲得した完璧な椅子



〈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を、現代のライフスタイルに融合させたインテ

リアプロダクトをプロデュースしています。その精緻なものづくりはニュートラルな美として評価され、日本のみならず、オランダ・アムステルダムの自社店舗からも世界に

向けてオリジナルプロダクトを発信しています。

住宅空間を構成する収納家具という視点から「機能」「天然素材」「意匠」「安全性」を

テーマに開発された収納シリーズ《ハウス ストレージ》は、暮らしに合わせた多彩な生活

シーンを創造します。限られた空間の中で、より機能的な収納の使い心地は、日々の作業

や動作に効率を生み出すと同時に美しい住環境を実現させてくれます。ワードローブ

をはじめキッチンや玄関収納など、ご要望に合わせたプランをご提供いたします。

普段使いの食器やおもてなし用のグラスなど、
様々な形状を収納できる大容量のキッチンキャビネット。

Pantry Storage  パントリーストレージ  幅1800×奥行580×高さ2300mm  1,174,800円
ウォールナット

※別途施工費が必要となります。

機能金物を一切使わず、伝統的な指物技法で製作されたキャビネットの繊細な仕上がりは、“収められたもの”と“収める動作”を美しいシーンに仕立てます。

Drawers for beautiful objects
ドロワーズ フォー ビューティフル オブジェクツ キャビネット
幅1035×奥行450×高さ1675mm  825,000円～
楢（3色）、山桜（ビーズワックス仕上）

Sting スティングチェア
幅630×奥行575×高さ780・座面高451・肘高619mm
192,500円～
背： ブナ（5色）、ウォールナット（クリア）
布・革から張地をお選びいただけます。

Bridge across  ブリッジ アクロス テーブル
幅2000×奥行900×高さ720mm  858,000円～
天板： オーク（3色）、タモ（4色）、
ウォールナット（ビーズワックス仕上）
脚： ブロンズのみ

Zepher chair  ゼファー チェア
幅574×奥行542×高さ795・座面高455・
肘高600mm  97,900円～
フレーム： ブナ（5色）
ウォールナット（ビーズワックス仕上）
布・革から張地をお選びいただけます。

Blue in Green  ブルー イン グリーン  サイドテーブル
直径450×高さ480mm  187,000円
アルミ（全9色）

Edward seamless sofa  エドワード シームレス ソファ
幅1990×奥行820×高さ735・座面高385mm  434,500円～ 
脚： タモ（5色）、アルミ・スチール
布・革から張地をお選びいただけます。

stoneware sculpture  ストーンウエア スカルプチュア  
直径320×高さ420mm  71,500円
陶器（4色）
※形状違いあり。（全8型）

ラグ 【FIBER ART STUDIO】 トウィンクル／グレー  1400×2000mm  117,040円  41,800円／㎡（サイズオーダー／カラー全4色）

ラグ 【TOULEMONDE BOCHART】 ボヤージュ  2000×3000mm  287,100円   カーテン 【ZIMMER＋ROHDE】 メッシュ10766-896  25,190円/ｍ

オリジナル壁面収納



イタリア北東部の籐家具メーカーとしてスタートした〈ジェルバゾーニ〉。アートディレクターのパオラ・ナヴォーネが旅にインスパイアされて創造するコレクションは、

クールな芸術性とともにリラックス感があり、現代的な魅力に溢れています。素材の組み合わせにこだわ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。

MORE07L/R モア07（左アーム・右アーム）
幅1300×奥行900×高さ720・座面高420・肘高570mm  319,000円～
背クッション（幅600×奥行300mm）が2個付属しています。
張地とステッチカラーをお選びいただけます。

NEXT27 ネクスト27 ラウンジチェア
幅940×奥行760×高さ770・座面高380mm  176,000円～
フレーム： ホワイトスチール
ラタンカラー5色からお選びいただけます。

NEXT123 ネクスト123 チェア
幅400×奥行510×高さ820・座面高440mm  88,000円～
アルミニウム
※シートクッション付属タイプもあり。

BRICK M ブリックM スツール
幅410×奥行450×高さ450mm  84,700円
天然木（ホーンビーム）
※1点1点形状が異なります。

BRICK L ブリックL スツール
幅510×奥行550×高さ400mm  105,600円
天然木（ホーンビーム）
※1点1点形状が異なります。

【Hodsoll McKenzie】 カーテン生地 ケンダール ヴァイン 21228-893  26,950円/ｍ  【ROGOBA】 ロゴバキリム ラグ15624 1830×2500mm  453,200円

MORE08P モアモジュラーオットマン 
幅900×奥行900×高さ420mm 159,500円～
張地とステッチカラーをお選びいただけます。

GRAY26 グレイ26 アームチェア
幅650×奥行540×高さ720・座面高450mm  96,800円～
脚： ウォールナット、オーク（5色）
張地とステッチカラーをお選びいただけます。

BRICK23 ブリック23 チェア
幅470×奥行510×高さ830・座面高460mm  84,700円
フレーム：スチール（クロームメッキ仕上）
背・座面： 革（グレー）

最高の時間を過ごすために作られたという

《モアソファ》を中心に、ラタン、木、革、金属という

異素材を合わせた〈ジェルバゾーニ〉らしいスタ

イリングは、都会的でありながらどこかエキゾチック

でフランクな世界観を表現しています。



News

「伝統と革新の融合」をコンセプトに2010年にデンマーク

で設立された新ブランドです。1930年代のアルネ・ヤコ

ブセンやバーナー・パントン といった名作の復刻。ハイメ・

アジョンやスペース・コペンハーゲンといった現代の著名

なデザイナーが手掛ける「NEW CLASSIC（これからの

名作）」。このふたつのタイムレスなアプローチによって、

心惹きつけるコレクションを創り出しています。人々の

生活と時間の過ごし方を考えるクリエイティビティと、デン

マークの伝統的なクラフトマンシップによって生み出される

〈アンド・トラディション〉のコレクションが、コンフォートQ

に登場しました。

※表紙～4ページまで、ソファ、チェアなど多数掲載

国内生産をものづくりの基本にし、天然素材を中心に原料や紡績にもこだわる

〈ファイバーアートステューディオ〉は、永くいつまでも愛される「永遠の定番」を

創り続けています。ラグとカーペットにはピストル型の機械で基布に糸を一本一本

刺していく「ハンドタフテッド」という製法が用いられ、これは国内でも希少な製法

になっています。1枚のオーダーに対して糸の準備から始まり、下絵描き、打ち

込み、仕上げと全て手作業で作り上げた製品はシックで味わいがあり、あらゆる

空間と日常の中にしっくりと馴染みます。使うほどにその良さが感じられる、

極上の定番です。うめだ店では、ラグとカーペットの他に人気の《リネンクッション

チェア》（写真右下）もお試しいただけます。 ※ラグは9ページに掲載

英国を代表するデザイナーの一人であるリー・ブルームが立ち上げた、いま注目

の照明ブランド。その独創的で高級感のあるデザインは高い評価を受け、世界

各国のホテルやレストランに採用されています。ユニークで現代的なデザインの

中にもどこか居心地の良いクラシカルな佇まいが感じられるのが特徴。オブジェの

ような美しいコレクションを暮らしに取り入れてみませんか。

※《クレセント ラージペンダント》は7ページに掲載

“Home is a dress you wear”

（家はあなたを着飾るドレスのようなものだ）

この言葉通り、気品あふれるスタイリングをブランドアイ

デンティティーとする〈メリディアーニ〉が、2020年春、

コンフォートQにお目見えします。ラグジュアリーブランドの

家具製作で培った確かな技術力をベースに、素材ミックス

とテキスタイルへの探求で新たなラグジュアリーを創造。

クラシカルなテーマを現代的に再解釈したスタイルを

提案します。コーディネートが楽しくなる豊富な素材バリ

エーションもご用意しています。

※《ティモシー・クウォイオ ソファ》、《ブロンズ オットマン》は6ページ

に掲載

 

アンド・トラディション リー・ブルーム

ファイバーアートステューディオ

シバスト・ファニチャー

トゥールモンド・ボシャール

メリディアーニ

（左から）
スクエアデキャンタクラシックペンダント、
ベルデキャンタクラシックペンダント、
チューリップデキャンタクラシックペンダント
※5ページに掲載

創業1908年の〈シバスト・ファニチャー〉はデンマークのフュン島にある小さな

家具工房から始まり、1960年代にはロイヤルファミリーやホワイトハウスに

納品するまでになります。その後1985年に一旦は幕を閉じてしまいましたが、

2012年、創業者の孫の手によって現代に復刻されました。デンマークの高い

木工技術でしか完成されない椅子、現代に蘇った《シバストNo.8》をどうぞ

ご体感下さい。

※Recommend（16ページ）に掲載

1939年にフランスで設立された老舗ラグメーカー。現在ではパリを拠点に世界

27ヵ国で展開しています。有名デザイナーや若手デザイナーを多く採用し、大胆

な色遣いや絵画を思わせるデザインなど、モダンでアーティスティックなラグを

取り揃えています。卓越した技術と最高級の素材を組み合わせたコレクションは、

敷くだけでお部屋の印象をガラリと変えてしまいます。コンフォートQに新柄が

入荷致しました。

※表紙、1、4～6ページ、10ページに掲載

※《ポリア》1ページに掲載



Recommend

1 スペイン語で「混合物」という名のテーブル。
木、石、金属の素材とカラーの混合を楽しんで。
【＆Tradition】 メスクラ ダイニングテーブル
幅1200×奥行900×高さ730mm
269,500円～

2 さあ！おいで、と言われているような愛嬌の
あるデザインと安定感のある座り心地。
スチール脚タイプもあり。
【＆Tradition】 キャッチ チェア
幅580×奥行580×高さ900×座面高450mm
105,600円～

3 デザインソースは積み木のおもちゃ。パーツ
を中央のポールにはめ込む順番はご自由に！
アーティスティックに使いこなして。
【＆Tradition】 シャッフル サイドテーブル
直径450×高さ690mm 79,200円

4 どんな空間にも溶け込む愛くるしさと包み
込まれるような座り心地。1930年代生まれの
チェアは今なお人の心を惹きつけます。
【＆Tradition】 リトルペトラ ラウンジチェア
幅810×奥行650×高さ750×座面高370mm
426,800円～

5 テーマは「日本の椅子」。簡潔、清楚、品格という
概念をデザインに凝縮させ、素材や構造、ディ
ティールに反映させた逸品。
【TIME & STYLE】 トゥリー17 チェア
幅420×奥行516×高さ780×座面高420mm
66,000円～

6  美しい流線型と直線が生み出す軽やかな
佇まい。大きな天板とブロンズ製の脚でも重た
さを感じさせないデザイン。
【TIME & STYLE】 ブリッジアクロス
ダイニングテーブル 幅2000×奥行900×高さ
720mm 858,000円～

7 見る角度によって様々な色に変化するガラスは、
仕舞う道具というよりユーモアを加味したマスター
ピースのよう。
【TIME & STYLE】 ジャケット イン ザ レインボウ 
ワードローブ 幅1200×奥行650×高さ1700mm 
1,155,000円～

8 デンマークの高い木工技術で作られたスポーク
（桟）と脚は、どこから見ても美しい。クラシック
でモダンな趣は現代でも色褪せないデザイン。
【SIBAST FURNITURE】シバストNo.8チェア
幅545×奥行565×高さ735×座面高450mm 
126,500円～

9 シンプルなデザインと機能性が見事に融合
した人気の伸長式テーブル。オークとビーチ材、
仕上げは4種類から選べる。
【CARL HANSEN & SØN】 CH006
ダイニングテーブル 幅1380～2360×奥行
900×高さ720mm 290,400円～

13  腰かける、寝転ぶ、胡坐をかく。寛ぎ方に
添って設計されたソファ。組み合わせはライフ
スタイルに合わせて。パーツごとに張地が選べる
のもGOOD。
【ligne roset】 リンプレヴソファ カウチセット
（本体＋背3set＋背クッションL,S）幅2170×
奥行1130×高さ870×座面高390mm
599,500円～

10 鉄、革、木という異素材が伝統の馬具づくり
の技術によって、繊細で使い込むほどに味わい
深くなるバースツールが誕生しました。
【OVERGAARD & DYRMAN】 ワイヤーバース
ツール・ロー 幅446×奥行374×高さ680mm 
264,000円

11 リビング、キッチン、子供部屋、書斎。場所を
選ばない最優秀システムキャビネット。新しくLED
ライトを組込めるタイプもあり。カラーは全14色。
【USM Haller】
キャビネット/ベージュ 幅3750（＋30）×奥行
500（＋30）×高さ625（＋40）mm 
873,963円
キャビネット/ブラック 幅1000（＋30）×奥行
350（＋30）×高さ1700（＋40）mm 
683,001円
＊サイズにより別途組立費用がかかります。

12 〈イッタラ〉の「バードコレクション」がムー
バルライトとして登場！ ユーモラスで愛嬌のある
デザインは毎日を笑顔にしてくれそう。LED充電
式で持ち運びもできるので色々なお部屋でほの
かな灯りをお楽しみ下さい。
【MAGIS】 
a: パルトゥリ  幅320×奥行315×高さ350mm  
64,900円  
b: シーリー  幅280×奥行165×高さ190mm  
48,400円  
c: スーロー Ｓ  幅135×奥行135×高さ215mm  
46,200円  
d :  キラッシ  幅460×奥行230×高さ270mm 
64,900円  
e: スーロー Ｌ  幅310×奥行310×高さ500mm  
82,500円

a

b c

d

e

定番アイテムから新作まで、暮らしに愉しさをもたらすインテリアアイテムをピックアップ ！



Brand

ブランドを越えて、あなたの理想へ

インテリアショップ〈コンフォートＱ〉は、国内外から厳選した最新トレンド家具や、

時代を超えて愛される名作家具、そしてカーテン、ラグ、照明といったアイテムまで幅広く取り揃えております。

インテリアは好きだし興味もあるけれど、自分では「選ぶポイントがわからない」という方も多いのではないでしょうか。

インテリアは単に“物を選ぶ”ということだけではなく、居心地のよい“環境をつくる”ことでもあります。

環境づくりには部屋の大きさ、床・壁の色、光の入り方などの条件が関わり、

配される家具やカーテンといったものたちの響き合いが作用します。

さまざまな要素が関連し合って生まれる、ここだけの心地よい空間。

そこにインテリアの複雑さがあり、だからこそ多くの自由と可能性に溢れているのです。

空間の要素とライフスタイルを掛け合わせて生まれる、唯一無二の物語。

機能性と感性が溶け合う美しさ。それがインテリアの醍醐味と言えます。

“心地よい空間”の定義は人それぞれ異なります。正解も間違いもありません。

その目には見えない空気感のようなものを目指して、プロの視点でクローズアップと俯瞰を繰り返し、

バランスを図りながら、調和するまでの時間に寄り添っていく。

私たちコンフォートQは、心地よい空間で暮らしたいと考える方に理想のライフスタイルを実現するサポートをいたします。

経験豊富なスタッフがお客様のご要望をじっくりとお伺いし、お一人お一人のご希望に即したご提案をいたします。

家具のお買い替えやインテリアのトータルコーディネートのご相談は、

阪急うめだ本店7階、十三ショップにて随時お受けしております。
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