
■ 家具の一部商品価格改定日：2022 年 8 月 23 日（火）より　※オンラインショップは同日 11：0 0 以降の注文分より

いつも unicoをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

この度、原材料・海上運賃の高騰および為替相場の変動等に伴い、家具の一部商品の価格を改定させていただく運びとなりました。

誠に不本意ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

［  商品価格改定のお知らせ  ］ 

ADDAY

TV ボード W1200 ¥52,800 ¥59,400

カフェテーブル W1000 ¥43,780 ¥47,300

キャビネット W1600 ¥98,780 ¥99,000

サイドテーブル ¥22,000 ¥24,200

ダイニングテーブル W1350 ¥64,900 ¥69,300

ダイニングテーブル W1500 ¥75,900 ¥79,200

チェア BE ¥21,780 ¥24,200

チェア BR ¥21,780 ¥24,200

チェア PVC BR ¥21,780 ¥24,200

チェアカバー BE ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー BR ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー PVC BR ¥2,640 ¥3,300

デスクミラー ¥4,070 ¥4,400

ベッド ダブル ハイタイプ ¥63,800 ¥66,000

ベッド ダブル ロータイプ ¥54,780 ¥57,200

ベッド シングル ハイタイプ ¥50,600 ¥52,800

ベッド シングル ロータイプ ¥43,780 ¥46,200

ベッド セミダブル ハイタイプ ¥57,200 ¥59,400

ベッド セミダブル ロータイプ ¥49,280 ¥51,700

ベンチバックレスト BE ¥43,780 ¥46,200

ベンチバックレスト BR ¥43,780 ¥46,200

ベンチバックレスト PVC BR ¥43,780 ¥46,200

ベンチバックレスト カバー BE ¥6,380 ¥7,700

ベンチバックレスト カバー BR ¥6,380 ¥7,700

ベンチバックレスト カバー PVC BR ¥6,380 ¥7,700

ミラー ¥21,780 ¥24,200

ラウンドダイニングテーブル φ 1100 ¥69,300 ¥74,800

ローテーブル W1000 ¥40,480 ¥44,000

ALBERO

オットマン ファブリックA＊ ¥34,100 ¥35,200

オットマン ファブリック B＊ ¥31,900 ¥33,000

オットマン ファブリックC＊ ¥28,600 ¥29,700

オットマン TE/BE-K1B ¥31,900 ¥33,000

オットマン TE/BE-K41C ¥28,600 ¥29,700

ALBERO

オットマン TE/BL-K144C ¥28,600 ¥29,700

オットマン WA/BE-K1B ¥31,900 ¥33,000

オットマン WA/BE-K41C ¥28,600 ¥29,700

オットマン WA/BL-K144C ¥28,600 ¥29,700

オットマンカバー BE-K1B ¥10,890 ¥11,000

オットマンカバー BE-K41C ¥8,690 ¥8,800

オットマンカバー BL-K144C ¥8,690 ¥8,800

オットマンカバー ファブリックA＊ ¥13,090 ¥13,200

オットマンカバー ファブリック B＊ ¥10,890 ¥11,000

オットマンカバー ファブリックC＊ ¥8,690 ¥8,800

ソファ 1S ファブリックA＊ ¥52,800 ¥55,000

ソファ 1S ファブリック B＊ ¥47,300 ¥49,500

ソファ 1S ファブリックC＊ ¥41,800 ¥44,000

ソファ 2S TE/BE-K1B ¥88,000 ¥99,000

ソファ 2S TE/BE-K41C ¥79,200 ¥89,100

ソファ 2S TE/BL-K144C ¥79,200 ¥89,100

ソファ 2S WA/BE-K1B ¥88,000 ¥99,000

ソファ 2S WA/BE-K41C ¥79,200 ¥89,100

ソファ 2S WA/BL-K144C ¥79,200 ¥89,100

ソファ 2S ファブリックA＊ ¥95,700 ¥106,700

ソファ 2S ファブリック B＊ ¥88,000 ¥99,000

ソファ 2S ファブリックC＊ ¥79,200 ¥89,100

ソファ 3S TE/BE-K1B ¥119,900 ¥129,800

ソファ 3S TE/BE-K41C ¥108,900 ¥119,900

ソファ 3S TE/BL-K144C ¥108,900 ¥119,900

ソファ 3S WA/BE-K1B ¥119,900 ¥129,800

ソファ 3S WA/BE-K41C ¥108,900 ¥119,900

ソファ 3S WA/BL-K144C ¥108,900 ¥119,900

ソファ 3S ファブリックA＊ ¥130,900 ¥141,900

ソファ 3S ファブリック B＊ ¥119,900 ¥129,800

ソファ 3S ファブリックC＊ ¥108,900 ¥119,900

ソファカバー 1S ファブリックA＊ ¥23,100 ¥24,200

ソファカバー 1S ファブリック B＊ ¥18,700 ¥19,800
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ALBERO

ソファカバー 1S ファブリックC＊ ¥14,300 ¥15,400

ソファカバー 2S BE-K1B ¥30,800 ¥33,000

ソファカバー 2S BE-K41C ¥24,200 ¥26,400

ソファカバー 2S BL-K144C ¥24,200 ¥26,400

ソファカバー 2S ファブリックA＊ ¥37,400 ¥39,600

ソファカバー 2S ファブリック B＊ ¥30,800 ¥33,000

ソファカバー 2S ファブリックC＊ ¥24,200 ¥26,400

ソファカバー 3S BE-K1B ¥50,600 ¥55,000

ソファカバー 3S BE-K41C ¥41,800 ¥46,200

ソファカバー 3S BL-K144C ¥41,800 ¥46,200

ソファカバー 3S ファブリックA＊ ¥59,400 ¥63,800

ソファカバー 3S ファブリック B＊ ¥50,600 ¥55,000

ソファカバー 3S ファブリックC＊ ¥41,800 ¥46,200

BETHAN

オットマンカバー BKmix-F13 ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー BR-F4 ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー＊ ¥10,780 ¥11,000

カウチソファカバー BKmix-F13 ¥41,800 ¥44,000

カウチソファカバー BR-F4 ¥41,800 ¥44,000

カウチソファカバー＊ ¥41,800 ¥44,000

カバーリングオットマン BKmix-F13 ¥29,700 ¥33,000

カバーリングオットマン BR-F4 ¥29,700 ¥33,000

カバーリングオットマン＊ ¥29,700 ¥33,000

カバーリングカウチソファ BKmix-F13 ¥159,500 ¥169,400

カバーリングカウチソファ BR-F4 ¥159,500 ¥169,400

カバーリングカウチソファ＊ ¥159,500 ¥169,400

カバーリングソファ 2.5S BKmix-F13 ¥107,800 ¥119,900

カバーリングソファ 2.5S BR-F4 ¥107,800 ¥119,900

カバーリングソファ 2.5S＊ ¥107,800 ¥119,900

カバーリングソファ 3S BKmix-F13 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S BR-F4 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S＊ ¥129,800 ¥139,700

ソファカバー 2.5S BKmix-F13 ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 2.5S BR-F4 ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 2.5S＊ ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 3S BKmix-F13 ¥36,080 ¥39,600

ソファカバー 3S BR-F4 ¥36,080 ¥39,600

ソファカバー 3S＊ ¥36,080 ¥39,600

BOERUM

オットマンカバー BKmix-F7 ¥7,150 ¥7,700

オットマンカバー GY-F8 ¥7,150 ¥7,700

オットマンカバー＊ ¥7,150 ¥7,700

カバーリングオットマン BKmix-F7 ¥21,780 ¥24,200

BOERUM

カバーリングオットマン GY-F8 ¥21,780 ¥24,200

カバーリングオットマン＊ ¥21,780 ¥24,200

カバーリングソファ 2.5S BKmix-F7 ¥76,780 ¥79,200

カバーリングソファ 2.5S GY-F8 ¥76,780 ¥79,200

カバーリングソファ 2.5S＊ ¥76,780 ¥79,200

カバーリングソファ 3S BKmix-F7 ¥92,180 ¥99,000

カバーリングソファ 3S GY-F8 ¥92,180 ¥99,000

カバーリングソファ 3S＊ ¥92,180 ¥99,000

ソファカバー 2.5S BKmix-F7 ¥29,700 ¥30,800

ソファカバー 2.5S GY-F8 ¥29,700 ¥30,800

ソファカバー 2.5S＊ ¥29,700 ¥30,800

ソファカバー 3S BKmix-F7 ¥38,500 ¥39,600

ソファカバー 3S GY-F8 ¥38,500 ¥39,600

ソファカバー 3S＊ ¥38,500 ¥39,600

CAGE ソファ 1S ¥26,400 ¥29,700

CLARUS-
mini 

スツール BR ¥12,980 ¥14,300

スツール GY ¥12,980 ¥14,300

スツールカバー BR ¥2,420 ¥2,750

スツールカバー GY ¥2,420 ¥2,750

ドレッサー ¥39,600 ¥42,900

ミラー ¥18,700 ¥19,800

DALE アームチェア DBR ¥26,180 ¥29,700

DIX

TV ボード W1200 ¥59,400 ¥69,300

TV ボード W1500 ¥69,300 ¥79,200

TV ボード W1800 ¥79,200 ¥89,100

キッチンカウンター W800 ¥96,800 ¥99,000

キッチンボード W1200 ダストタイプ ¥168,300 ¥169,400

ダイニングテーブル W1400用 天板 NA ¥48,180 ¥49,500

ダイニングテーブル W1400用 天板 WA ¥48,180 ¥59,400

ダイニングテーブル W1400用 アイアン脚 NA ¥28,600 ¥29,700

ダイニングテーブル W1400用 アイアン脚 WA ¥28,600 ¥29,700

ダイニングテーブル W1600用 天板 NA ¥59,180 ¥59,400

ダイニングテーブル W1600用 天板 WA ¥59,180 ¥69,300

ダイニングテーブル W1600用 アイアン脚 NA ¥28,600 ¥29,700

ダイニングテーブル W1600用 アイアン脚 WA ¥28,600 ¥29,700

ダイニングテーブル用 木脚 NA ¥28,600 ¥29,700

ダイニングテーブル用 木脚 WA ¥28,600 ¥29,700

チェア NA/BR ¥20,680 ¥24,200

チェア NA/GY ¥20,680 ¥24,200

チェア WA/BR ¥21,780 ¥24,200

チェア WA/GY ¥21,780 ¥24,200
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DIX

チェアカバー BR ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー GY ¥2,640 ¥3,300

ローテーブル D500 ¥43,780 ¥49,500

DOUCE
スツール ¥9,790 ¥11,000

チェア ¥18,480 ¥22,000

ELEMT

ダイニングテーブル W1400 BR ¥59,180 ¥62,700

ダイニングテーブル W1400 NA ¥59,180 ¥62,700

ダイニングテーブル W1600 BR ¥69,300 ¥72,600

ダイニングテーブル W1600 NA ¥69,300 ¥72,600

チェア BR/BR ¥19,800 ¥22,000

チェア BR/GY ¥19,800 ¥22,000

チェア NA/BGY ¥19,800 ¥22,000

チェア NA/DGY ¥19,800 ¥22,000

チェア NA/ORDELY IV ¥22,000 ¥24,200

チェア NA/ORDELY YE ¥22,000 ¥24,200

チェア アイアン BR/BR ¥20,900 ¥24,200

チェア アイアン BR/IV ¥20,900 ¥24,200

チェア アイアン NA/BR ¥20,900 ¥24,200

チェア アイアン NA/IV ¥20,900 ¥24,200

チェア アイアン用カバー BR ¥2,640 ¥3,300

チェア アイアン用カバー IV ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー BGY ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー BR ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー DGY ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー GY ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー ORDELY IV ¥4,840 ¥5,500

チェアカバー ORDELY YE ¥4,840 ¥5,500

ベンチ BR/BR ¥29,480 ¥33,000

ベンチ BR/GY ¥29,480 ¥33,000

ベンチ NA/BGY ¥29,480 ¥33,000

ベンチ NA/DGY ¥29,480 ¥33,000

ベンチ NA/ORDELY IV ¥33,000 ¥36,300

ベンチ NA/ORDELY YE ¥33,000 ¥36,300

ベンチカバー BGY ¥6,380 ¥7,700

ベンチカバー BR ¥6,380 ¥7,700

ベンチカバー DGY ¥6,380 ¥7,700

ベンチカバー GY ¥6,380 ¥7,700

ベンチカバー ORDELY IV ¥9,900 ¥11,000

ベンチカバー ORDELY YE ¥9,900 ¥11,000

FUNEAT
ダイニングテーブル W1200 ¥59,180 ¥69,300

チェア BE-K21C ¥38,280 ¥39,600

FUNEAT 

チェア DBR-K22C ¥38,280 ¥39,600

チェア ファブリックA＊ ¥42,680 ¥44,000

チェア ファブリック B＊ ¥40,480 ¥41,800

チェア ファブリックC＊ ¥38,280 ¥39,600

チェアカバー BE-K21C ¥9,680 ¥9,900

チェアカバー DBR-K22C ¥9,680 ¥9,900

チェアカバー ファブリックA＊ ¥12,980 ¥13,200

チェアカバー ファブリック B＊ ¥11,880 ¥12,100

チェアカバー ファブリックC＊ ¥9,680 ¥9,900

ベンチ BE-K21C ¥41,800 ¥46,200

ベンチ DBR-K22C ¥41,800 ¥46,200

ベンチ ファブリックA＊ ¥46,200 ¥50,600

ベンチ ファブリック B＊ ¥44,000 ¥48,400

ベンチ ファブリックC＊ ¥41,800 ¥46,200

ベンチカバー BE-K21C ¥10,780 ¥12,100

ベンチカバー DBR-K22C ¥10,780 ¥12,100

ベンチカバー ファブリックA＊ ¥14,080 ¥15,400

ベンチカバー ファブリック B＊ ¥12,980 ¥14,300

ベンチカバー ファブリックC＊ ¥10,780 ¥12,100

ベンチアーム L/R BE-K21C ¥74,580 ¥79,200

ベンチアーム L/R DBR-K22C ¥74,580 ¥79,200

ベンチアーム L/R ファブリックA＊ ¥83,380 ¥88,000

ベンチアーム L/R ファブリック B＊ ¥78,980 ¥83,600

ベンチアーム L/R ファブリックC＊ ¥74,580 ¥79,200

ベンチアーム L /R カバー BE-K21C ¥18,480 ¥19,800

ベンチアーム L/R カバー DBR-K22C ¥18,480 ¥19,800

ベンチアーム L/R カバー ファブリックA＊ ¥25,080 ¥26,400

ベンチアーム L/R カバー ファブリック B＊ ¥21,780 ¥23,100

ベンチアーム L/R カバー ファブリックC＊ ¥18,480 ¥19,800

ベンチバックレスト BE-K21C ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト DBR-K22C ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト ファブリックA＊ ¥74,580 ¥78,100

ベンチバックレスト ファブリック B＊ ¥70,180 ¥73,700

ベンチバックレスト ファブリックC＊ ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト カバー BE-K21C ¥16,280 ¥17,600

ベンチバックレスト カバー DBR-K22C ¥16,280 ¥17,600

ベンチバックレスト カバー ファブリックA＊ ¥22,880 ¥24,200

ベンチバックレスト カバー ファブリック B＊ ¥19,580 ¥20,900

ベンチバックレスト カバー ファブリックC＊ ¥16,280 ¥17,600

GREIG
オットマンカバー BEmix-F6 ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー CA-F5 ¥10,780 ¥11,000
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GREIG

オットマンカバー KH-F14 ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー＊ ¥10,780 ¥11,000

カバーリングオットマン BEmix-F6 ¥27,500 ¥29,700

カバーリングオットマン CA-F5 ¥27,500 ¥29,700

カバーリングオットマン KH-F14 ¥27,500 ¥29,700

カバーリングオットマン＊ ¥27,500 ¥29,700

カバーリングソファ 2.5S BEmix-F6 ¥89,100 ¥99,000

カバーリングソファ 2.5S CA-F5 ¥89,100 ¥99,000

カバーリングソファ 2.5S KH-F14 ¥89,100 ¥99,000

カバーリングソファ 2.5S＊ ¥89,100 ¥99,000

カバーリングソファ 3S BEmix-F6 ¥108,900 ¥119,900

カバーリングソファ 3S CA-F5 ¥108,900 ¥119,900

カバーリングソファ 3S KH-F14 ¥108,900 ¥119,900

カバーリングソファ 3S＊ ¥108,900 ¥119,900

ソファカバー 2.5S BEmix-F6 ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 2.5S CA-F5 ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 2.5S KH-F14 ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 2.5S＊ ¥31,680 ¥35,200

ソファカバー 3S BEmix-F6 ¥36,080 ¥39,600

ソファカバー 3S CA-F5 ¥36,080 ¥39,600

ソファカバー 3S KH-F14 ¥36,080 ¥39,600

ソファカバー 3S＊ ¥36,080 ¥39,600

GRIFU

アームクッション BR-K153C ¥8,800 ¥9,900

アームクッション ckBE-K1A ¥13,200 ¥14,300

アームクッション TC-K154C ¥8,800 ¥9,900

アームクッション ファブリックA＊ ¥13,200 ¥14,300

アームクッション ファブリック B＊ ¥11,000 ¥12,100

アームクッション ファブリックC＊ ¥8,800 ¥9,900

アームクッションカバー BR-K153C ¥3,300 ¥3,850

アームクッションカバー ckBE-K1A ¥6,600 ¥7,150

アームクッションカバー TC-K154C ¥3,300 ¥3,850

アームクッションカバー ファブリックA＊ ¥6,600 ¥7,150

アームクッションカバー ファブリック B＊ ¥4,400 ¥4,950

アームクッションカバー ファブリックC＊ ¥3,300 ¥3,850

オットマンカバー BR-K153C ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー ckBE-K1A ¥13,200 ¥14,300

オットマンカバー TC-K154C ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー ファブリックA＊ ¥13,200 ¥14,300

オットマンカバー ファブリック B＊ ¥11,000 ¥12,100

オットマンカバー ファブリックC＊ ¥8,800 ¥9,900

カバーリング コーナーソファ BR-K153C ¥69,300 ¥71,500

GRIFU

カバーリング コーナーソファ ckBE-K1A ¥89,100 ¥91,300

カバーリング コーナーソファ TC-K154C ¥69,300 ¥71,500

カバーリング コーナーソファ ファブリックA＊ ¥89,100 ¥91,300

カバーリング コーナーソファ ファブリック B＊ ¥79,200 ¥81,400

カバーリング コーナーソファ ファブリックC＊ ¥69,300 ¥71,500

カバーリングオットマン BR-K153C ¥33,000 ¥35,200

カバーリングオットマン ckBE-K1A ¥39,600 ¥41,800

カバーリングオットマン TC-K154C ¥33,000 ¥35,200

カバーリングオットマン ファブリックA＊ ¥39,600 ¥41,800

カバーリングオットマン ファブリック B＊ ¥36,300 ¥38,500

カバーリングオットマン ファブリックC＊ ¥33,000 ¥35,200

カバーリングソファ 2S BR-K153C ¥88,000 ¥89,100

カバーリングソファ 2S ckBE-K1A ¥108,900 ¥110,000

カバーリングソファ 2S TC-K154C ¥88,000 ¥89,100

カバーリングソファ 2S ファブリックA＊ ¥108,900 ¥110,000

カバーリングソファ 2S ファブリック B＊ ¥99,000 ¥101,200

カバーリングソファ 2S ファブリックC＊ ¥88,000 ¥89,100

カバーリングソファ 3S BR-K153C ¥121,000 ¥129,800

カバーリングソファ 3S ckBE-K1A ¥149,600 ¥159,500

カバーリングソファ 3S TC-K154C ¥121,000 ¥129,800

カバーリングソファ 3S ファブリックA＊ ¥149,600 ¥159,500

カバーリングソファ 3S ファブリック B＊ ¥135,300 ¥145,200

カバーリングソファ 3S ファブリックC＊ ¥121,000 ¥129,800

コーナーソファカバー BR-K153C ¥19,800 ¥22,000

コーナーソファカバー ckBE-K1A ¥33,000 ¥35,200

コーナーソファカバー TC-K154C ¥19,800 ¥22,000

コーナーソファカバー ファブリックA＊ ¥33,000 ¥35,200

コーナーソファカバー ファブリック B＊ ¥26,400 ¥28,600

コーナーソファカバー ファブリックC＊ ¥19,800 ¥22,000

ソファカバー 2S BR-K153C ¥22,000 ¥25,300

ソファカバー 2S ckBE-K1A ¥39,600 ¥42,900

ソファカバー 2S TC-K154C ¥22,000 ¥25,300

ソファカバー 2S ファブリックA＊ ¥39,600 ¥42,900

ソファカバー 2S ファブリック B＊ ¥29,700 ¥31,900

ソファカバー 2S ファブリックC＊ ¥22,000 ¥25,300

ソファカバー 3S BR-K153C ¥29,700 ¥33,000

ソファカバー 3S ckBE-K1A ¥51,700 ¥55,000

ソファカバー 3S TC-K154C ¥29,700 ¥33,000

ソファカバー 3S ファブリックA＊ ¥51,700 ¥55,000

ソファカバー 3S ファブリック B＊ ¥39,600 ¥42,900

ソファカバー 3S ファブリックC＊ ¥29,700 ¥33,000

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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※ 価格はすべて税込表記です。　※ そのほかマットレスや一部のケアキットなどの商品も対象です。
＊：受注生産カラーの商品となります。

HESTA

オットマン BRmix ¥18,480 ¥19,800

オットマン LGR ¥18,480 ¥19,800

ラウンジチェア BRmix ¥49,500 ¥59,400

ラウンジチェア LGR ¥49,500 ¥59,400

HOXTON

キャビネット W1200 ¥76,780 ¥79,200

キャビネット W1600 ¥93,500 ¥99,000

サイドテーブル ¥14,080 ¥15,400

チェスト W800 ¥76,780 ¥79,200

KIRP

TV ボード W1200 ¥60,280 ¥69,300

TV ボード W1500 ¥71,280 ¥79,200

TV ボード W1800 ¥76,780 ¥89,100

オットマンカバー GR ¥17,600 ¥19,800

オットマンカバー GY ¥17,600 ¥19,800

カバーリングオットマン GR ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン GY ¥32,780 ¥35,200

カバーリングソファ 2S GR ¥118,800 ¥129,800

カバーリングソファ 2S GY ¥118,800 ¥129,800

カバーリングソファ 3S GR ¥151,800 ¥159,500

カバーリングソファ 3S GY ¥151,800 ¥159,500

キッチンカウンター W1200 ¥107,800 ¥108,900

キッチンカウンター W800 ¥87,780 ¥89,100

キッチンボード W1200 ¥151,800 ¥159,500

キャビネット W1200 ¥76,780 ¥79,200

キャビネット W800 ¥65,780 ¥69,300

ソファカバー 2S GR ¥26,400 ¥29,700

ソファカバー 2S GY ¥26,400 ¥29,700

ソファカバー 3S GR ¥30,800 ¥35,200

ソファカバー 3S GY ¥30,800 ¥35,200

ダイニングテーブル W1400 ¥65,780 ¥69,300

ダイニングテーブル W1600 ¥71,280 ¥74,800

ダイニングテーブル W1800 ¥76,780 ¥79,200

チェア BE ¥21,780 ¥24,200

チェア GR ¥21,780 ¥24,200

チェアカバー BE ¥2,970 ¥3,300

チェアカバー GR ¥2,970 ¥3,300

ベンチバックレスト BE ¥43,780 ¥46,200

ベンチバックレスト GR ¥43,780 ¥46,200

ベンチバックレストカバー BE ¥6,380 ¥7,700

ベンチバックレストカバー GR ¥6,380 ¥7,700

ローテーブル W1100 ¥40,480 ¥44,000

KOTONA チェア GR ¥19,580 ¥20,900

KOTONA

チェア NA ¥18,480 ¥19,800

チェア TE ¥18,480 ¥19,800

チェア WA ¥18,480 ¥19,800

チェア WH ¥19,580 ¥20,900

ハイバックチェア BK ¥21,780 ¥24,200

ハイバックチェア GR ¥21,780 ¥24,200

ハイバックチェア NA ¥21,780 ¥24,200

ハイバックチェア TE ¥21,780 ¥24,200

ハイバックチェア WA ¥21,780 ¥24,200

KURT

TV ボード W1000 ¥59,180 ¥59,400

TVローボード W1490 ¥59,180 ¥59,400

カップボード ¥87,780 ¥89,100

スツール LBE-K53 ¥10,780 ¥13,200

スツール MGR ¥10,780 ¥13,200

カフェテーブル W1000 ¥40,480 ¥44,000

キャビネット W1140 ¥65,780 ¥69,300

コンソールキャビネット W780 ¥59,180 ¥63,800

シェルフ ¥87,780 ¥89,100

スツールカバー LBE-K53 ¥2,178 ¥2,750

スツールカバー MGR ¥2,178 ¥2,750

デスク ¥50,380 ¥53,900

トールチェスト W700 ¥69,080 ¥72,600

ドレッサー ¥59,180 ¥63,800

バタフライテーブル W860 ¥54,780 ¥59,400

ローテーブル W1000 ¥36,080 ¥39,600

LANA

オットマンカバー GY ¥10,780 ¥12,100

オットマンカバー IV ¥10,780 ¥12,100

カバーリングオットマン GY ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン IV ¥32,780 ¥35,200

カバーリングソファ 2.5S GY ¥118,800 ¥119,900

カバーリングソファ 2.5S IV ¥118,800 ¥119,900

カバーリングソファ 3S GY ¥140,800 ¥149,600

カバーリングソファ 3S IV ¥140,800 ¥149,600

ソファカバー 2.5S GY ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 2.5S IV ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 3S GY ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S IV ¥32,780 ¥35,200

LOM

ダイニングテーブル W1200 ¥52,800 ¥59,400

ダイニングテーブル W1400 ¥59,400 ¥66,000

ベンチ GY-K142C ¥43,780 ¥46,200

ベンチ LGY-K147C ¥43,780 ¥46,200

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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※ 価格はすべて税込表記です。　※ そのほかマットレスや一部のケアキットなどの商品も対象です。
＊：受注生産カラーの商品となります。

LOM

ベンチ ファブリックA＊ ¥52,580 ¥55,000

ベンチ ファブリック B＊ ¥48,180 ¥50,600

ベンチ ファブリックC＊ ¥43,780 ¥46,200

ベンチカバー GY-K142C ¥11,880 ¥13,200

ベンチカバー LGY-K147C ¥11,880 ¥13,200

ベンチカバー ファブリックA＊ ¥18,480 ¥19,800

ベンチカバー ファブリック B＊ ¥15,180 ¥16,500

ベンチカバー ファブリックC＊ ¥11,880 ¥13,200

ベンチアーム L/R GY-K142C ¥79,200 ¥89,100

ベンチアーム L/R  LGY-K147C ¥79,200 ¥89,100

ベンチアーム L/R ファブリックA＊ ¥99,000 ¥108,900

ベンチアーム L/R ファブリック B＊ ¥89,100 ¥99,000

ベンチアーム L/R ファブリックC＊ ¥79,200 ¥89,100

ベンチアーム L/R カバー GY-K142C ¥23,980 ¥25,300

ベンチアーム L/R カバー LGY-K147C ¥23,980 ¥25,300

ベンチアーム L/Rカバー ファブリックA＊ ¥39,380 ¥40,700

ベンチアーム L/R カバー ファブリック B＊ ¥31,680 ¥33,000

ベンチアーム L/R カバー ファブリックC＊ ¥23,980 ¥25,300

ベンチバックレスト W1200 GY-K142C ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト W1200 LGY-K147C ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト W1200 ファブリックA＊ ¥82,280 ¥85,800

ベンチバックレスト W1200 ファブリック B＊ ¥74,580 ¥78,100

ベンチバックレスト W1200 ファブリックC＊ ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト W1400 GY-K142C ¥72,380 ¥79,200

ベンチバックレスト W1400 LGY-K147C ¥72,380 ¥79,200

ベンチバックレスト W1400 ファブリックA＊ ¥92,180 ¥99,000

ベンチバックレスト W1400 ファブリック B＊ ¥82,280 ¥89,100

ベンチバックレスト W1400 ファブリックC＊ ¥72,380 ¥79,200

ベンチバックレストカバー W1200 GY-K142C ¥17,380 ¥18,700

ベンチバックレストカバー W1200 LGY-K147C ¥17,380 ¥18,700

ベンチバックレストカバー W1200 ファブリックA＊ ¥30,580 ¥31,900

ベンチバックレストカバー W1200 ファブリック B＊ ¥23,980 ¥25,300

ベンチバックレストカバー W1200 ファブリックC＊ ¥17,380 ¥18,700

ベンチバックレストカバー W1400 GY-K142C ¥19,580 ¥20,900

ベンチバックレストカバー W1400 LGY-K147C ¥19,580 ¥20,900

ベンチバックレストカバー W1400 ファブリックA＊ ¥34,980 ¥36,300

ベンチバックレストカバー W1400 ファブリック B＊ ¥27,280 ¥28,600

ベンチバックレストカバー W1400 ファブリックC＊ ¥19,580 ¥20,900

ローテーブル W1150 ¥43,780 ¥47,300

LUMBER-
mini

シェルフ W400 ¥40,480 ¥42,900

シェルフ W800 ¥59,180 ¥59,400

LUMBER-
mini スモールシェルフ ¥43,780 ¥46,200

MANOA

TVローボード W1200 ¥36,080 ¥39,600

TVローボード W1600 ¥43,780 ¥49,500

キッチンカウンター W1200 ¥79,200 ¥89,100

キッチンカウンター W900 ¥69,300 ¥79,200

キッチンボード W1200 ¥151,800 ¥159,500

キッチンボード W900 ¥118,800 ¥129,800

キャビネット W1200 ¥87,780 ¥89,100

キャビネット W1600 ¥98,780 ¥99,000

サイドテーブル ¥16,280 ¥19,800

シェルフ W800 ¥39,600 ¥42,900

ダイニングテーブル W1200 ¥50,600 ¥53,900

トールシェルフ W420 ¥32,780 ¥35,200

ベッドボックス ¥25,080 ¥26,400

ベンチ ABL ¥43,780 ¥46,200

ベンチ カバー ABL ¥10,780 ¥11,000

ローテーブル W750 ¥36,080 ¥39,600

ベッド ダブル ¥87,780 ¥89,100

ベッド シングル ¥65,780 ¥69,300

METTE

コタツテーブル W1050 NA ¥46,200 ¥49,500

コタツテーブル W1050 WA ¥49,500 ¥52,800

コタツテーブル W1200 NA ¥49,500 ¥52,800

コタツテーブル W1200 WA ¥53,900 ¥57,200

コタツテーブル φ 1000 NA ¥55,000 ¥59,400

コタツテーブル φ 1000 WA ¥59,400 ¥63,800

NEAL

ダイニングテーブル W1000 ¥55,000 ¥59,400

ダイニングテーブル W1350 ¥69,300 ¥79,200

ダイニングテーブル W1500 ¥79,200 ¥89,100

PIIVO チェア GY ¥29,700 ¥33,000

RAUFA

オットマンカバー BE-K149C ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー GY-K150C ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー ファブリックA＊ ¥15,180 ¥15,400

オットマンカバー ファブリック B＊ ¥12,980 ¥13,200

オットマンカバー ファブリックC＊ ¥10,780 ¥11,000

カバーリングオットマン BE-K149C ¥26,400 ¥29,700

カバーリングオットマン GY-K150C ¥26,400 ¥29,700

カバーリングオットマン ファブリックA＊ ¥31,900 ¥35,200

カバーリングオットマン ファブリック B＊ ¥29,700 ¥33,000

カバーリングオットマン ファブリックC＊ ¥26,400 ¥29,700

カバーリングソファ 2.5S BE-K149C ¥107,800 ¥119,900

カバーリングソファ 2.5S GY-K150C ¥107,800 ¥119,900

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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＊：受注生産カラーの商品となります。

RAUFA

カバーリングソファ 2.5S ファブリックA＊ ¥134,200 ¥146,300

カバーリングソファ 2.5S ファブリック B＊ ¥121,000 ¥133,100

カバーリングソファ 2.5S ファブリックC＊ ¥107,800 ¥119,900

カバーリングソファ 3S BE-K149C ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S GY-K150C ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S ファブリックA＊ ¥162,800 ¥172,700

カバーリングソファ 3S ファブリックB＊ ¥146,300 ¥156,200

カバーリングソファ 3S ファブリックC＊ ¥129,800 ¥139,700

ソファカバー 2.5S BE-K149C ¥30,800 ¥35,200

ソファカバー 2.5S GY-K150C ¥30,800 ¥35,200

ソファカバー 2.5S ファブリックA＊ ¥48,400 ¥52,800

ソファカバー 2.5S ファブリック B＊ ¥39,600 ¥44,000

ソファカバー 2.5S ファブリックC＊ ¥30,800 ¥35,200

ソファカバー 3S BE-K149C ¥35,200 ¥39,600

ソファカバー 3S GY-K150C ¥35,200 ¥39,600

ソファカバー 3S ファブリックA＊ ¥57,200 ¥61,600

ソファカバー 3S ファブリック B＊ ¥46,200 ¥50,600

ソファカバー 3S ファブリックC＊ ¥35,200 ¥39,600

SARAH ポールハンガー BK ¥19,800 ¥22,000

SEINN

オットマンカバー＊ ¥10,780 ¥12,100

ソファカバー 2S＊ ¥29,700 ¥31,900

ソファカバー 3S＊ ¥39,600 ¥42,900

ヘッドレストカバー＊ ¥4,180 ¥4,400

レザーオットマン BR-J1B ¥43,780 ¥46,200

レザーオットマン MBR-J3B ¥43,780 ¥46,200

カバーリングオットマン ファブリック＊ ¥32,780 ¥35,200

レザーオットマン レザー A＊ ¥49,280 ¥51,700

レザーオットマン レザー B＊ ¥43,780 ¥46,200

レザーソファ 2S BR-J1B ¥184,800 ¥189,200

レザーソファ 2S MBR-J3B ¥184,800 ¥189,200

カバーリングソファ 2S ファブリック＊ ¥98,780 ¥103,400

レザーソファ 2S レザー A＊ ¥217,800 ¥222,200

レザーソファ 2S レザー B＊ ¥184,800 ¥189,200

レザーソファ 3S BR-J1B ¥217,800 ¥229,900

レザーソファ 3S MBR-J3B ¥217,800 ¥229,900

カバーリングソファ 3S ファブリック＊ ¥129,800 ¥141,900

レザーソファ 3S レザー A＊ ¥242,000 ¥255,200

レザーソファ 3S レザー B＊ ¥217,800 ¥229,900

レザーヘッドレスト BR-J1B ¥20,680 ¥22,000

レザーヘッドレスト MBR-J3B ¥20,680 ¥22,000

カバーリングヘッドレスト ファブリック＊ ¥10,780 ¥11,000

SEINN
レザーヘッドレスト レザー A＊ ¥26,180 ¥27,500

レザーヘッドレスト レザー B＊ ¥20,680 ¥22,000

SIAL

オットマンカバー IV-J119 ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー LGY-J120 ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー＊ ¥8,800 ¥9,900

カバーリングオットマン IV-J119 ¥29,700 ¥33,000

カバーリングオットマン LGY-J120 ¥29,700 ¥33,000

カバーリングオットマン＊ ¥29,700 ¥33,000

カバーリングソファ 2.5S IV-J119 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 2.5S LGY-J120 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 2.5S＊ ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S IV-J119 ¥149,600 ¥159,500

カバーリングソファ 3S LGY-J120 ¥149,600 ¥159,500

カバーリングソファ 3S＊ ¥149,600 ¥159,500

カバーリングレザーオットマン レザーA＊ ¥52,800 ¥56,100

カバーリングレザーオットマン レザー B＊ ¥46,200 ¥49,500

カバーリングレザーソファ 2.5S レザーA＊ ¥220,000 ¥229,900

カバーリングレザーソファ 2.5S レザー B＊ ¥184,800 ¥194,700

カバーリングレザーソファ 3S レザーA＊ ¥253,000 ¥262,900

カバーリングレザーソファ 3S レザー B＊ ¥217,800 ¥227,700

ソファカバー 2.5S IV-J119 ¥29,700 ¥31,900

ソファカバー 2.5S LGY-J120 ¥29,700 ¥31,900

ソファカバー 2.5S＊ ¥29,700 ¥31,900

ソファカバー 3S IV-J119 ¥36,300 ¥38,500

ソファカバー 3S LGY-J120 ¥36,300 ¥38,500

ソファカバー 3S＊ ¥36,300 ¥38,500

レザーオットマンカバー レザーA＊ ¥27,280 ¥28,600

レザーオットマンカバー レザー B＊ ¥22,000 ¥23,100

レザーソファカバー 2.5S レザーA＊ ¥118,800 ¥121,000

レザーソファカバー 2.5S レザー B＊ ¥99,000 ¥101,200

レザーソファカバー 3S レザー A＊ ¥143,000 ¥145,200

レザーソファカバー 3S レザー B＊ ¥118,800 ¥121,000

SIGNE

TV ボード W1190 BR ¥50,600 ¥59,400

TV ボード W1190 NA ¥50,600 ¥59,400

TV ボード W1600 BR ¥74,800 ¥79,200

TV ボード W1600 NA ¥74,800 ¥79,200

アームチェア BR/BE ¥26,400 ¥29,700

アームチェア BR/MGR ¥26,400 ¥29,700

アームチェア NA/BE ¥26,400 ¥29,700

アームチェア NA/MGR ¥26,400 ¥29,700

カップボード W810 BR ¥118,800 ¥129,800

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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＊：受注生産カラーの商品となります。

SIGNE

カップボード W810 NA ¥118,800 ¥129,800

スツール BR/BE ¥14,080 ¥16,500

スツール BR/MGR ¥14,080 ¥16,500

スツール NA/BE ¥14,080 ¥16,500

スツール NA/MGR ¥14,080 ¥16,500

キッチンカウンター W1190 BR ¥81,400 ¥89,100

キッチンカウンター W1190 NA ¥81,400 ¥89,100

キッチンカウンター W810 BR ¥65,780 ¥69,300

キッチンカウンター W810 NA ¥65,780 ¥69,300

キッチンボード W1190 BR ¥151,800 ¥159,500

キッチンボード W1190 NA ¥151,800 ¥159,500

キッチンボード W810 BR ¥118,800 ¥129,800

キッチンボード W810 NA ¥118,800 ¥129,800

キャビネット W1610 BR ¥97,900 ¥99,000

キャビネット W1610 NA ¥97,900 ¥99,000

スツールカバー BE ¥2,420 ¥2,750

スツールカバー MGR ¥2,420 ¥2,750

ダイニングテーブル W1400 BR ¥70,180 ¥79,200

ダイニングテーブル W1400 NA ¥70,180 ¥79,200

ダイニングテーブル W1600 BR ¥81,180 ¥89,100

ダイニングテーブル W1600 NA ¥81,180 ¥89,100

ダイニングテーブル W1800 BR ¥92,180 ¥99,000

ダイニングテーブル W1800 NA ¥92,180 ¥99,000

チェア BR/BE ¥21,780 ¥24,200

チェア BR/MGR ¥21,780 ¥24,200

チェア NA/BE ¥21,780 ¥24,200

チェア NA/MGR ¥21,780 ¥24,200

チェアカバー BE ¥2,970 ¥3,300

チェアカバー MGR ¥2,970 ¥3,300

トールシェルフ W810 BR ¥97,900 ¥99,000

トールシェルフ W810 NA ¥97,900 ¥99,000

ドレッサー BR ¥69,080 ¥69,300

ドレッサー NA ¥69,080 ¥69,300

ベンチカバー BE ¥4,950 ¥5,500

ベンチカバー MGR ¥4,950 ¥5,500

ベンチバックレスト BR/BE ¥43,780 ¥49,500

ベンチバックレスト BR/MGR ¥43,780 ¥49,500

ベンチバックレスト NA/BE ¥43,780 ¥49,500

ベンチバックレスト NA/MGR ¥43,780 ¥49,500

ローテーブル W1000 BR ¥39,600 ¥44,000

ローテーブル W1000 NA ¥39,600 ¥44,000

SIGNE
ワイドシェルフ W1190 BR ¥65,780 ¥69,300

ワイドシェルフ W1190 NA ¥65,780 ¥69,300

SOLK

TV ボード W1200 ¥59,400 ¥69,300

TV ボード W1600 ¥69,300 ¥79,200

TV ボード W1800 ¥79,200 ¥89,100

キッチンカウンター W1200 ¥103,180 ¥108,900

キッチンカウンター W800 ¥76,780 ¥79,200

キッチンボード W1200 ¥159,500 ¥169,400

キッチンボード W800 ¥118,800 ¥129,800

キャビネット W1300 ¥79,200 ¥83,600

キャビネット W890 ¥65,780 ¥69,300

サイドテーブル ¥16,500 ¥18,700

ストッカー W800 ¥118,800 ¥129,800

ダイニングテーブル W1400 ¥65,780 ¥69,300

ダイニングテーブル W1600 ¥76,780 ¥79,200

ダイニングテーブル W800 ¥43,780 ¥46,200

チェア CI ¥21,780 ¥24,200

チェア LGY ¥21,780 ¥24,200

チェア ORDELY IV ¥24,200 ¥26,400

チェア ORDELY YE ¥24,200 ¥26,400

チェアカバー CI ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー LGY ¥2,640 ¥3,300

チェアカバー ORDELY IV ¥4,840 ¥5,500

チェアカバー ORDELY YE ¥4,840 ¥5,500

デスク ¥46,200 ¥49,500

デスクミラー ¥5,280 ¥5,500

ベッド ダブル ¥76,780 ¥79,200

ベッド シングル ¥60,280 ¥62,700

ベッド セミダブル ¥70,180 ¥72,600

ベンチ ¥24,200 ¥26,400

ラウンドダイニングテーブル φ1100 ¥79,200 ¥83,600

ローテーブル φ 760 ¥49,500 ¥53,900

SOTO

TV ボード W1200 ¥60,280 ¥79,200

TV ボード W1200 耳付き ¥48,180 ¥59,400

TV ボード W1500 ¥76,780 ¥89,100

TV ボード W1500 耳付き ¥59,180 ¥69,300

TV ボード W1800 ¥92,180 ¥99,000

キッチンカウンター W1200 ¥103,180 ¥119,900

キッチンカウンター W840 ¥81,180 ¥99,000

キッチンボード W1200 ¥162,800 ¥179,300

キッチンボード W840 ¥141,900 ¥159,500

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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※ 価格はすべて税込表記です。　※ そのほかマットレスや一部のケアキットなどの商品も対象です。
＊：受注生産カラーの商品となります。

SOTO

サイドテーブル ¥18,480 ¥19,800

ダイニングテーブル W1400 耳付き ¥76,780 ¥79,200

ダイニングテーブル W1600 耳付き ¥86,680 ¥89,100

ダイニングテーブル W1800 耳付き ¥96,580 ¥99,000

チェア ¥21,780 ¥24,200

ベッド シングル ¥86,900 ¥89,100

ベッド セミダブル ¥97,900 ¥99,000

ベンチバックレスト ¥40,480 ¥44,000

ラウンドダイニングテーブル φ1200 ¥87,780 ¥89,100

丸太 ¥18,480 ¥19,800

STELLA ワイドハンガー BK ¥36,080 ¥39,600

SUABI

レザーオットマン 本体 BR ¥32,780 ¥36,300

レザーオットマン 本体 DBR ¥32,780 ¥36,300

レザーソファ 3S 本体 BR ¥220,000 ¥226,600

レザーソファ 3S 本体 DBR ¥220,000 ¥226,600

レザーヘッドレスト BR ¥21,780 ¥24,200

レザーヘッドレスト DBR ¥21,780 ¥24,200

本体用 アイアン脚 4本セット ¥22,000 ¥23,100

本体用 木脚 4本セット ¥22,000 ¥23,100

SWELLA

TV ボード W1200 ¥43,780 ¥49,500

TV ボード W1600 ¥59,180 ¥59,400

TV ボード W1800 ¥65,780 ¥69,300

エクステンション TVボード W1030 ¥54,780 ¥55,000

オットマンカバー BL ¥6,380 ¥7,150

オットマンカバー GY ¥6,380 ¥7,150

カウンターチェア ¥24,200 ¥26,400

カウンターテーブル ¥35,200 ¥39,600

カップボード W800 ¥118,800 ¥129,800

カバーリングオットマン BL ¥21,780 ¥24,200

カバーリングオットマン GY ¥21,780 ¥24,200

カバーリングソファ 1S BL ¥54,780 ¥59,400

カバーリングソファ 1S GY ¥54,780 ¥59,400

カバーリングソファ 2S BL ¥92,180 ¥99,000

カバーリングソファ 2S GY ¥92,180 ¥99,000

カバーリングソファ 3S BL ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S GY ¥129,800 ¥139,700

カフェテーブル W1100 ¥36,080 ¥39,600

キッチンカウンター W1200 ¥91,080 ¥99,000

キッチンカウンター W800 ¥69,080 ¥69,300

キッチンボード W1200 ¥151,800 ¥159,500

キッチンボード W800 ¥118,800 ¥129,800

SWELLA

シェルフ W800 ¥81,180 ¥89,100

ソファカバー 1S BL ¥10,780 ¥11,000

ソファカバー 1S GY ¥10,780 ¥11,000

ソファカバー 2S BL ¥21,780 ¥22,000

ソファカバー 2S GY ¥21,780 ¥22,000

ソファカバー 3S BL ¥27,280 ¥29,700

ソファカバー 3S GY ¥27,280 ¥29,700

ダイニングテーブル W1400 ¥59,180 ¥59,400

ベンチ BL ¥36,080 ¥39,600

ベンチ GY ¥36,080 ¥39,600

ベンチカバー BL ¥8,580 ¥9,900

ベンチカバー GY ¥8,580 ¥9,900

ベンチアーム L/R BL ¥69,080 ¥74,800

ベンチアーム L/R GY ¥69,080 ¥74,800

ベンチアーム L/R カバー BL ¥21,780 ¥24,200

ベンチアーム L/R カバー GY ¥21,780 ¥24,200

ベンチバックレスト W1200 BL ¥59,180 ¥62,700

ベンチバックレスト W1200 GY ¥59,180 ¥62,700

ベンチバックレスト W1400 BL ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレスト W1400 GY ¥65,780 ¥69,300

ベンチバックレストカバー W1200 BL ¥17,380 ¥18,700

ベンチバックレストカバー W1200 GY ¥17,380 ¥18,700

ベンチバックレストカバー W1400 BL ¥18,480 ¥19,800

ベンチバックレストカバー W1400 GY ¥18,480 ¥19,800

レコードラック W1190 ¥87,780 ¥89,100

レコードラック W800 ¥65,780 ¥69,300

ローテーブル W1100 ¥32,780 ¥36,300

ワイドハンガー ¥29,700 ¥31,900

TABER

オットマンカバー BE-J116 ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー CK ¥14,080 ¥15,400

オットマンカバー GY-J117 ¥8,800 ¥9,900

オットマンカバー＊ ¥8,800 ¥9,900

カバーリングオットマン BE-J116 ¥30,800 ¥33,000

カバーリングオットマン CK ¥36,080 ¥39,600

カバーリングオットマン GY-J117 ¥30,800 ¥33,000

カバーリングオットマン＊ ¥30,800 ¥33,000

カバーリングソファ 2.5S BE-J116 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 2.5S CK ¥140,800 ¥149,600

カバーリングソファ 2.5S GY-J117 ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 2.5S＊ ¥129,800 ¥139,700

カバーリングソファ 3S BE-J116 ¥151,800 ¥159,500

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格



10 / 12

※ 価格はすべて税込表記です。　※ そのほかマットレスや一部のケアキットなどの商品も対象です。
＊：受注生産カラーの商品となります。

TABER

カバーリングソファ 3S CK ¥162,800 ¥169,400

カバーリングソファ 3S GY-J117 ¥151,800 ¥159,500

カバーリングソファ 3S＊ ¥151,800 ¥159,500

カバーリングレザーオットマン レザーA＊ ¥54,780 ¥57,200

カバーリングレザーオットマン レザー B＊ ¥47,080 ¥49,500

ソファカバー 2.5S BE-J116 ¥27,280 ¥29,700

ソファカバー 2.5S CK ¥38,280 ¥39,600

ソファカバー 2.5S GY-J117 ¥27,280 ¥29,700

ソファカバー 2.5S＊ ¥27,280 ¥29,700

ソファカバー 3S BE-J116 ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S CK ¥43,780 ¥46,200

ソファカバー 3S GY-J117 ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S＊ ¥32,780 ¥35,200

レザーオットマンカバー レザーA＊ ¥27,280 ¥28,600

レザーオットマンカバー レザー B＊ ¥24,200 ¥25,300

レザーソファ 2.5S レザー A＊ ¥217,800 ¥227,700

レザーソファ 2.5S レザー B＊ ¥184,800 ¥194,700

レザーソファ 3S レザー A＊ ¥242,000 ¥249,700

レザーソファ 3S レザー B＊ ¥217,800 ¥225,500

レザーソファカバー 2.5S レザーA＊ ¥118,800 ¥121,000

レザーソファカバー 2.5S レザー B＊ ¥107,800 ¥110,000

レザーソファカバー 3S レザー A＊ ¥140,800 ¥143,000

レザーソファカバー 3S レザー B＊ ¥118,800 ¥121,000

TOVE 

サイドテーブル ¥29,700 ¥35,200

ダイニングテーブル W1400 ¥63,800 ¥69,300

ダイニングテーブル W1600 ¥72,600 ¥79,200

チェア LGY ¥21,780 ¥24,200

チェア NV ¥21,780 ¥24,200

チェアカバー LGY ¥2,640 ¥2,750

チェアカバー NV ¥2,640 ¥2,750

ベンチ LGY ¥33,000 ¥36,300

ベンチ NV ¥33,000 ¥36,300

ベンチカバー LGY ¥4,950 ¥5,500

ベンチカバー NV ¥4,950 ¥5,500

ラウンドダイニングテーブル φ 1100 ¥66,000 ¥69,300

ローテーブル W1100 ¥39,600 ¥44,000

TREL

オットマンカバー BE-K145C ¥8,580 ¥8,800

オットマンカバー FL-BR-K152C ¥8,580 ¥8,800

オットマンカバー FL-DBR-K148C ¥8,580 ¥8,800

オットマンカバー GY-K146C ¥8,580 ¥8,800

オットマンカバー ファブリックA＊ ¥12,980 ¥13,200

TREL 

オットマンカバー ファブリック B＊ ¥10,780 ¥11,000

オットマンカバー ファブリックC＊ ¥8,580 ¥8,800

カバーリングオットマン BE-K145C ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン FL-BR-K152C ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン FL-DBR-K148C ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン GY-K146C ¥32,780 ¥35,200

カバーリングオットマン ファブリックA＊ ¥38,280 ¥40,700

カバーリングオットマン ファブリック B＊ ¥36,080 ¥38,500

カバーリングオットマン ファブリックC＊ ¥32,780 ¥35,200

カバーリングソファ 2.5S BE-K145C ¥139,700 ¥149,600

カバーリングソファ 2.5S FL-BR-K152C ¥139,700 ¥149,600

カバーリングソファ 2.5S FL-DBR-K148C ¥139,700 ¥149,600

カバーリングソファ 2.5S GY-K146C ¥139,700 ¥149,600

カバーリングソファ 2.5S ファブリックA＊ ¥156,200 ¥167,200

カバーリングソファ 2.5S ファブリック B＊ ¥148,500 ¥158,400

カバーリングソファ 2.5S ファブリックC＊ ¥139,700 ¥149,600

カバーリングソファ 3S BE-K145C ¥168,300 ¥179,300

カバーリングソファ 3S FL-BR-K152C ¥168,300 ¥179,300

カバーリングソファ 3S FL-DBR-K148C ¥168,300 ¥179,300

カバーリングソファ 3S GY-K146C ¥168,300 ¥179,300

カバーリングソファ 3S ファブリックA＊ ¥190,300 ¥201,300

カバーリングソファ 3S ファブリックB＊ ¥179,300 ¥190,300

カバーリングソファ 3S ファブリックC＊ ¥168,300 ¥179,300

ソファカバー 2.5S BE-K145C ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 2.5S FL-BR-K152C ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 2.5S FL-DBR-K148C ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 2.5S GY-K146C ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 2.5S ファブリックA＊ ¥41,580 ¥42,900

ソファカバー 2.5S ファブリック B＊ ¥34,980 ¥36,300

ソファカバー 2.5S ファブリックC＊ ¥28,380 ¥29,700

ソファカバー 3S BE-K145C ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S FL-BR-K152C ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S FL-DBR-K148C ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S GY-K146C ¥32,780 ¥35,200

ソファカバー 3S ファブリックA＊ ¥50,380 ¥52,800

ソファカバー 3S ファブリック B＊ ¥41,580 ¥44,000

ソファカバー 3S ファブリックC＊ ¥32,780 ¥35,200

TREUS コートスタンド ¥27,280 ¥29,700

TRITO

エクステンションテーブル W1250 BR ¥63,800 ¥69,300

エクステンションテーブル W1250 NA ¥63,800 ¥69,300

エクステンションテーブル W1250 WA ¥63,800 ¥69,300

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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TRITO

エクステンションテーブル W750 BR ¥53,900 ¥59,400

エクステンションテーブル W750 NA ¥53,900 ¥59,400

エクステンションテーブル W750 WA ¥53,900 ¥59,400

VISKA

オットマンカバー BE-V1B ¥14,300 ¥15,400

オットマンカバー GR-V2B ¥14,300 ¥15,400

オットマンカバー＊ ¥14,300 ¥15,400

カバーリングオットマン NA/BE-V1B ¥51,480 ¥53,900

カバーリングオットマン NA/GR-V2B ¥51,480 ¥53,900

カバーリングオットマン＊ ¥51,480 ¥53,900

カバーリングソファ 1S＊ ¥102,300 ¥108,900

カバーリングソファ 2S NA/BE-V1B ¥140,800 ¥149,600

カバーリングソファ 2S NA/GR-V2B ¥140,800 ¥149,600

カバーリングソファ 2S＊ ¥140,800 ¥149,600

カバーリングソファ 3S NA/BE-V1B ¥173,800 ¥179,300

カバーリングソファ 3S NA/GR-V2B ¥173,800 ¥179,300

カバーリングソファ 3S＊ ¥173,800 ¥179,300

ソファカバー 1S BE-V1B ¥22,000 ¥24,200

ソファカバー 1S GR-V2B ¥22,000 ¥24,200

ソファカバー 1S＊ ¥22,000 ¥24,200

VIZ
スツール BR ¥14,080 ¥15,400

スツール viBR ¥14,080 ¥15,400

WEAVA

サイドテーブル ¥26,180 ¥29,700

シェルフ W600 ¥39,600 ¥44,000

スツール ¥14,300 ¥15,400

デスク ¥39,600 ¥44,000

デスクミラー ¥6,600 ¥7,700

パーテーション ¥39,600 ¥42,900

ミラー L ¥29,700 ¥33,000

ミラー M ¥9,900 ¥11,000

ミラー S ¥6,380 ¥6,600

WEAVA
ラウンジチェア ¥43,780 ¥49,500

ローテーブル φ 650 ¥39,600 ¥44,000

WICK 

キッチンカウンター W1190 ¥107,800 ¥108,900

キッチンカウンター W800 ¥87,780 ¥89,100

キッチンボード W1190 ¥163,900 ¥169,400

キッチンボード W800 ¥141,900 ¥149,600

キャビネット W1600 ¥98,780 ¥99,000

キャビネット W800 ¥65,780 ¥69,300

サイドテーブル ¥29,480 ¥33,000

ダイニングテーブル W1300 ¥50,600 ¥59,400

トールキャビネット W800 ¥98,780 ¥99,000

ベンチ BE ¥43,780 ¥46,200

ベンチ BRmix ¥43,780 ¥46,200

ベンチ PVC BK ¥43,780 ¥46,200

ベンチカバー BE ¥10,780 ¥11,000

ベンチカバー BRmix ¥10,780 ¥11,000

ベンチカバー PVC BK ¥10,780 ¥11,000

ベンチアーム L/R BE ¥76,780 ¥79,200

ベンチアーム L/R BRmix ¥76,780 ¥79,200

ベンチアーム L/R PVC BK ¥76,780 ¥79,200

ベンチアーム L/R カバー BE ¥20,680 ¥22,000

ベンチアーム L/R カバー BRmix ¥20,680 ¥22,000

ベンチアーム L/R カバー PVC BK ¥20,680 ¥22,000

ベンチバックレスト BE ¥69,080 ¥69,300

ベンチバックレスト BRmix ¥69,080 ¥69,300

ベンチバックレスト PVC BK ¥69,080 ¥69,300

ベンチバックレストカバー BE ¥17,380 ¥17,600

ベンチバックレストカバー BRmix ¥17,380 ¥17,600

ベンチバックレストカバー PVC BK ¥17,380 ¥17,600

※ 価格はすべて税込表記です。　※ そのほかマットレスや一部のケアキットなどの商品も対象です。
＊：受注生産カラーの商品となります。

シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格 シリーズ名 商品名 現在価格  改定後価格
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サラブライトポケットコイルマットレス ダブル ¥76,780 ¥89,100

サラブライトポケットコイルマットレス シングル ¥54,780 ¥69,300

サラブライトポケットコイルマットレス セミダブル ¥65,780 ¥79,200

スフレ超高密度ポケットコイルマットレス ダブル ¥137,280 ¥149,600

スフレ超高密度ポケットコイルマットレス シングル ¥93,280 ¥108,900

スフレ超高密度ポケットコイルマットレス セミダブル ¥115,280 ¥129,800

ハイバウンド超高密度ポケットコイルマットレス ダブル ¥104,280 ¥119,900

ハイバウンド超高密度ポケットコイルマットレス シングル ¥71,280 ¥79,200

ハイバウンド超高密度ポケットコイルマットレス セミダブル ¥87,780 ¥99,000

ポケットコイルマットレス 両面タイプ ダブル ¥43,780 ¥64,900

ポケットコイルマットレス 両面タイプ シングル ¥32,780 ¥42,900

ポケットコイルマットレス 両面タイプ セミダブル ¥38,280 ¥52,800

インテリアフェルト Non Slip家具のスベリ止め用 ¥528 ¥550

インテリアフェルト Protection 床のキズ防止用 ¥396 ¥440

オイル メンテナンスキット クリア ¥3,190 ¥3,960

オイル メンテナンスキット ブラウン ¥3,190 ¥3,960

ホルムアルデヒド吸着シート ¥495 ¥550

※ 価格はすべて税込表記です。

■ 家具の一部商品価格改定日：2022 年 4 月 22 日（火）より

YIPPY

コージー ハイチェア ¥25,300 ¥28,600

スターターセット ¥6,600 ¥7,260

スタータークッション ¥3,850 ¥4,235

フードトレイ ¥4,950 ¥5,445

商品名 現在価格  改定後価格商品名 現在価格  改定後価格


