
お客様各位

頁 位置 品名 掲載価格 訂正後価格

7 - シネマ　ソファ ¥99,700 ¥118,000

シネマ　センターテーブル ¥29,500 ¥35,000

シネマ　テーブル（丸） ¥50,700 ¥60,300

チェア　ハンナ ¥29,900 ¥36,800

スツール　209EB ¥27,500 ¥33,000

8 上 森のささやき　テーブル ¥147,000 ¥148,000

森のささやき　チェア ¥36,600 ¥49,900

キッズチェア トリップトラップ メーカー希望小売価格　\31,900 メーカー希望小売価格　\36,300

コートハンガー　ツリーハンガー ¥39,800 ¥55,000

下 キッスイ　サイドボード ¥101,000 ¥126,000

森のささやき　ソファ ¥224,000 ¥278,000

森のささやき　センタテーブル ¥79,800 ¥105,000

9 - L/S STYLISH59　ソファ ¥283,000 ¥334,000

L/S STYLISH59　オットマン ¥66,500 ¥79,000

L/S STYLISH59　カウチソファ ¥523,000 ¥620,000

センターテーブル　フェベ ¥248,000 ¥268,000

10 上 パシオン　テーブル ¥65,100 ¥75,900

パシオン　チェア ¥13,000 ¥16,900

ダイニングボード　フィーノ ¥176,000 ¥196,020

下 オーリー　アームチェア ¥204,600 ¥238,700

11 - L/S VINTAGE43　ソファ \192,000～(写真\198,000) \240,000～(写真\248,000)

センターテーブル　クレール ¥356,000 ¥427,900

12 上 フィル　テーブル ¥140,500 ¥159,800

チェア　0808 ¥28,900 ¥33,000

チェア　ハンナ ¥29,900 ¥36,800

下左 ルーニー　ソファ \110,000～(写真\125,000) \120,000～(写真\129,000)

下中 L/S VINTAGE60　ソファ ¥249,000 ¥318,000

下右 ボート　ダイニング(テーブル) ¥139,900 ¥156,200

チェア　カラス ¥37,600 ¥41,800

ベンチ　カラス ¥58,800 ¥63,800

13 - センターテーブル　ネーベル ¥71,000 ¥93,000

- サイドチェスト　ドリフトオーク ¥70,000 ¥84,640

- テレビボード　ドリフトオーク ¥81,200 ¥103,900

14 上 CH337　伸長式テーブル ¥432,300 ¥422,400

CH337　伸長用中天板 ¥66,000 ¥82,500

チェア　CH33P ¥99,000 ¥123,200

下左 CH24　チェア ¥82,500 ¥91,300

15 - N005　チェア

- N005　アームチェア

16 上 ベルク　ソファ ¥285,000 ¥308,000

サイドテーブル　クレール ¥79,200 ¥95,700

INTERIOR SELECTION（ver.2021.7）
価格改定のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、本カタログに掲載されている以下商品におきまして価格改定がございましたので、
以下の通り訂正させていただきます。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

掲載の仕様は製造中止

掲載の仕様は製造中止
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頁 位置 品名 掲載価格 訂正後価格

下 ゼロストレスチェア　リクライニングチェア ¥208,000 ¥224,000

17 中左 オイル塗装専用メンテナンスキット ¥4,400 ¥4,900

19 - CAS-D　ソファ ¥99,000 ¥128,000

CAS-D　フレキシブルカウチソファ ¥127,000 ¥158,000

CAS-D　ヘッドレスト ¥12,600 ¥16,000

20 上 イブ　ソファ ¥59,800 ¥69,800

下左 クロス　ソファ ¥81,200 ¥85,000

下中 リーフ　ソファ ¥151,000 ¥172,000

21 上 アイランド　ソファ ¥120,000 ¥128,000

アイランド　テーブル ¥60,900 ¥68,000

アイランド　スリムソファ ¥99,000 ¥108,000

下左 エスト　ソファベッド ¥61,000 ¥79,000

22 上左 DUO　ソファ（写真） ¥190,000 ¥238,000

上右(上) DUO　ソファ（写真） ¥179,000 ¥214,000

上右(下) DUO　カウチソファ（写真） ¥342,000 ¥438,000

23 - ハーゲン　ソファ(革) ¥398,000 ¥418,000

ハーゲン　ソファ(布) ¥338,000 ¥358,000

24 上 リリン　ソファ ¥456,500 ¥548,900

下左 マンゴー　アームチェア ¥195,800 ¥223,300

下中 ミルテ　ソファ ¥398,000 ¥418,000

下右 オスカー　電動リクライニングソファ(革) ¥798,000 ¥829,000

25 - L/S STYLISH55　カウチソファ ¥328,000 ¥434,000

26 上左 L/S FIT58　ソファ ¥195,000 この価格の仕様は取扱中止

上中 L/S STYLISH37　ソファ ¥262,000 ¥299,000

上右 L/S LUXE01　ソファ \323,000～(写真\446,000) \398,000～(写真\548,000)

下左 L/S RELAX62　ソファ \268,000～(写真\278,000) \338,000～(写真\348,000)

下中 L/S STYLISH49　ソファ ¥299,000 ¥369,000

下右 L/S RELAX39N　電動リクライニングコーナーソファ \632,200～(写真\682,000) \730,000～(写真\780,000)

27 - テスタ　ソファ \229,000～(写真\252,000) \280,000～(写真\318,000)

テスタ　オットマンS \80,100～(写真\85,600) \93,600～(写真\102,000)

28 上左 オースチン　ソファ ¥198,000 ¥229,000

上中 NEWハイバック　ソファ ¥261,000 ¥269,000

上右 ミッソーリ　電動リクライニングソファ \198,000～(写真\217,800) \218,000～(写真\228,000)

下左 ネーベル　センターテーブル(木脚) ¥71,000 ¥93,000

ネーベル　センターテーブル(金属脚) ¥93,500 ¥108,000

下右 エイミー　サイドテーブル(ウォールナット材) ¥39,300 ¥41,200

エイミー　サイドテーブル(ビーチ材)

29 - シネマ　テーブル ¥53,600 ¥63,800

シネマ　チェア(カバー付) ¥17,450 ¥19,900

シネマ　ベンチ(カバー付) ¥22,800 ¥26,900

シネマ　テーブル(正方形) ¥48,800 ¥58,100

シネマ　チェア ¥14,700 ¥17,000

シネマ　テーブル(丸) ¥50,700 ¥60,300

布カバー(チェア用) ¥2,750 ¥2,900

布カバー(ベンチ用) ¥4,400 ¥4,900

30 上 リード　テーブル ¥110,000 ¥113,000

リード　チェア ¥27,500 ¥28,300

リード　ベンチ ¥63,900 ¥65,800

下左 ユノ　テーブル ¥28,600 ¥34,700

ユノ　チェア(カバー付) ¥12,340 ¥14,700

取扱中止
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頁 位置 品名 掲載価格 訂正後価格

下中 KAYA　テーブル ¥192,000 ¥226,000

KAYA　チェア ¥71,500 ¥94,300

下右 As You Are　テーブル ¥207,000 ¥230,000

As You Are　チェア ¥62,700 ¥69,500

32 上 レキシア　テーブル ¥131,100 ¥136,100

ティップトゥ　ベンチ ¥75,900 ¥91,300

下左 ウィズ　テーブル ¥38,500 ¥39,900

チェア　ライブ ¥10,100 ¥12,600

下中 フォルム　テーブル ¥180,000 ¥211,000

フォルム　チェア ¥54,500 ¥61,700

下右 スプレンダー2　テーブル ¥407,000 ¥445,000

チェア　マントヴァ ¥86,500 ¥87,800

33 上左 FLL　テーブル ¥101,700 ¥115,800

FILL　チェア ¥29,100 ¥33,600

上：右上 FILL　テーブル ¥141,900 ¥164,000

上：右下 FILL　テーブル ¥140,500 ¥159,800

下左 家族で使いやすい長方形 ¥79,700 ¥92,400

コンパクトな正方形 ¥91,200 ¥105,600

壁面に付けられる半円形 ¥124,800 ¥143,900

34 上左 セレスタ　テーブル(写真) ¥327,000 ¥454,000

セレスタ　チェア ¥64,600 ¥83,600

セレスタ　アームチェア ¥73,500 ¥95,700

上右 すっきりシャープな4本脚 \179,000～ \194,000～

丸みのある北欧風の4本脚 \142,000～ \154,000～

ゆったりくつろげる2本脚 \156,000～ \170,000～

カフェスタイルの1本脚 \137,000～ \176,000～

36 上段中 ルフト　チェア ¥29,800 ¥36,800

中段右 ハンナチェア ¥29,900 ¥36,800

下段中 マゲッコ　チェア ¥69,500 ¥74,500

下段右 サポースチェア ¥89,900 ¥115,000

38 下段中 MD ¥39,600 ¥41,800

39 右下 グローブ　壁掛金具(ハイタイプ用) ¥25,100 ¥29,700

40 上左 ノーラ　テレビボード ¥50,700 ¥69,700

上中 ドリフトオーク　テレビボード ¥81,200 ¥103,900

上右 アドレス　テレビボード ¥98,000 ¥109,000

下左 キッスイ　テレビボード ¥91,400 ¥110,800

下右 ルチード　テレビボード ¥299,000 ¥349,000

41 - アリシア　食器棚(写真) ¥657,800 ¥732,600

42 上左 ビガー　食器棚 ¥76,600 ¥93,900

上中 アペルタ　食器棚 ¥163,000 ¥178,000

上右 フィーノ　食器棚 ¥167,000 ¥185,020

下左 オールイン　食器棚 ¥195,000 ¥200,000

下中 アークス　食器棚 ¥244,200 ¥277,200

右下 AW　カウンター ¥55,000 ¥59,800

AW　エクステンションテーブル ¥25,300 ¥27,800

43 - ホリス　デスク ¥61,400 ¥71,100

ホリス　ムーブユニット ¥37,700 ¥41,600

ホリス　書棚 ¥49,660 ¥54,900

44 上 ロダン　デスク(ウォールナット材) ¥96,900 ¥125,400

ロダン　専用引出し ¥13,000 ¥18,700
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頁 位置 品名 掲載価格 訂正後価格

ロダン　ワゴン ¥60,700 ¥80,300

チェア　セオト ¥85,800 ¥103,400

下左 リュブレ　デスク ¥37,070 ¥49,500

リュブレ　ホワイトボード ¥8,580 ¥11,300

リュブレ　コルクボード ¥5,500 ¥7,300

下中 テリトリー　デスク

テリトリー　ムーブユニット ¥47,300 ¥54,400

下右 ストライカースウィフト　昇降式デスク ¥165,000 ¥186,000

45 上左 カシコチェア ¥47,100 ¥54,700

上中 Nエルゴヒューマン

上右 ウィンケース　ゲーミングチェア ¥98,780 ¥115,500

下左 コンテッサセコンダ ¥177,760 ¥219,000

下中 アーロンチェアリマスタード メーカー希望小売価格　\212,300 メーカー希望小売価格　\254,100

46 上 101　キッズテーブル ¥32,000 ¥39,800

101　キッズチェア ¥17,800 ¥19,800

下左 トリップトラップ　キッズチェア メーカー希望小売価格　\31,900 メーカー希望小売価格　\36,300

トリップトラップ　ベビーセット　 メーカー希望小売価格　\8,800 メーカー希望小売価格　\10,175

下右 Ｎエリア　2段ベッド ¥167,200 ¥198,000

49 - ベッドフレーム　アルディ(シングル) ¥30,300 ¥39,800

ベッドフレーム　アルディ(ダブル) ¥40,500 ¥49,800

50 上段左 エール　ベッドフレーム　シングル ¥39,800 ¥54,800

エール　ベッドフレーム　ダブル ¥49,800 ¥64,900

中段左 GR01F　ベッドフレーム　シングル ¥141,000 ¥163,500

GR01F　ベッドフレーム　ダブル ¥167,000 ¥189,000

中段右 カンティーニュ　ベッドフレーム　シングル ¥220,000 ¥249,700

カンティーニュ　ベッドフレーム　ダブル ¥283,000 ¥319,000

51 左上 9モデル・シングル \69,900～ \79,000～

下左 オネスティ　マットレス(シングル) ¥69,900 ¥79,000

下中 サークレット　マットレス(シングル) ¥149,000 ¥159,000

下右 パーフェクション　マットレス(シングル) ¥359,000 ¥399,000

52 上段左 5.5インチレギュラー　マットレス(シングル) ¥59,000 ¥69,000

上段中 サータペディック　マットレス(シングル) ¥77,800 ¥85,000

※品名変更 サータペディック サータルミナース37

上段右 エンヴェロップ　マットレス

中段左 スタイルサポートEX　マットレス ¥143,000 ¥159,500

中段中 コルテーゼ　マットレス(シングル) ¥165,000 ¥175,000

53 上段左 ダウナ　羽毛布団(レギュラー/シングル) ¥198,000 ¥208,000

下段左 コティー2　ベッドパッド(シングル) ¥6,600 ¥8,600

下段中 アーブルコンフォート　ベッドパッド(シングル) ¥18,800 ¥19,800

下段右 エルプレミアム　ベッドパッド(シングル) ¥24,800 ¥27,800

54 上左 フェラーラ　掛布団カバー(シングル) ¥32,500 ¥39,200

フェラーラ　ボックスシーツ(シングル) ¥29,000 ¥34,800

フェラーラ　ベッドスカート(シングル) ¥25,900 ¥31,200

フェラーラ　まくらカバー ¥8,600 ¥10,400

上右(上) フレビープラス　掛布団カバー(シングル) ¥4,600 ¥6,200

フレビープラス　ボックスシーツ(シングル) ¥3,500 ¥4,600

フレビープラス　まくらカバー ¥1,200 ¥1,400

上右(下) トワイライト 掛布団カバー(シングル) ¥22,000 ¥23,700

トワイライト　ボックスシーツ(シングル) ¥12,800 ¥13,900

トワイライト　まくらカバー ¥4,400 ¥4,800

製造中止

写真の仕様は製造中止

製造中止
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頁 位置 品名 掲載価格 訂正後価格

下左 ファイバーピロー　ロータイプ ¥13,000 ¥15,900

ファイバーピロー　ハイタイプ ¥14,000 ¥16,900

下右 アダプティブピロー　ロータイプ ¥15,800 ¥18,900

アダプティブピロー　ハイタイプ ¥18,000 ¥19,900

56 下 MRS-ディスココLN/1WH　ペンダント ¥203,500 ¥268,000

下 CLA　ペンダント ¥35,200 ¥43,700

62 -

IDCパートナーズは、2022年6月30日をもって、新規ご入会、ポイント付与をはじ
めとした会員特典を休止しました。
※すでにお持ちのポイントは、有効期限まで大塚家具の店舗およびONLINE SHOPにてご利用い
ただけます。

価格は2023年2月1日現在
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