
＊  家具・インテリアの専門店として最 大 級です。　◇ 表示 価格、表 記の数量 は２０１８年４月９日現 在のものとなります。◇ 表示価格はすべて税 込価 格になります。   ◇ 店舗によって 展示数が 異なります。また展示 商品の色、サイズ が 異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。◇ 掲載商品の色合いは
印刷物のため、実物と多少異 なる場 合もございます。◇ 掲 載写真 は 商品 のイメージ 画 像に なります。また小物につきまして お 取 扱いしていない場合がございます。◇ お選びいただく張地により納期がかかる場合がございます。詳しくは店 舗にてご 確認ください。◇ 商品のサイズ表記はセンチメートルになります。
◇ 　　 は別サイズがあることの表記になります。詳しい情報は店舗までお問い合わせください。※１ オーダーカーテン及び 住宅用照明器具は、国内メーカー希望小売価 格 からの 割引になります。（ メーカー、アイテムにより割 引率 は 異 なります。一 部商品を除く。）別サイズ

電車でお越しの方

東京メトロ　銀座 線・東西線・浅 草線

日本橋駅直結（ B6出口）

TEL.０３-６２６２-５５７４

営業時間 １０：３０～１９：００ 年 中 無 休

同ビル地下３階 駐車場あり
※ 機械式駐車場になります。

東京日本橋ショールーム
Tokyo Nihonbashi Showroom

東京都中央区日本橋２-７-１東京日本橋タワー７階/２５階〒１０３-６０２５

（年末年始は除く）

お買い物や、お仕事帰りに、
好アクセスの小田急百貨店新宿店
本館8階に出店！！

匠大塚
小田急百貨店新宿店

コレド日本橋

日本橋三越本店（新館）

日本橋髙島屋

ビル建設中

日本橋駅

三越前駅

東京駅
八重洲北口

7 階入口
東京日本橋タワー

一方通行

駐車場へのルート案内
日本橋 高島屋
すぐ隣り

カーテン・照明 無料相談会
● 新築・引っ越し・新生活のお客様向けの採寸＆見積もり無料

65%OFF最大

オーダーカーテンはメーカー希望小売価 格より

※1 50%OFF最大

国内ブランド住宅照明器具はメーカー希望小売価 格より

※1

絨 毯カーテン 照 明

手織り絨毯から
ギャッベ・ペルシャ絨毯
アクセントラグまで
多数取扱い!

 掲 載 商 品 は 、 展 示 が な い 場 合 が ご ざ い ま す 。 詳 し く は 店 舗 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

最 新 モ ダ ン か ら ア ン ティ ー ク 家 具 ま で 国 内 外 か ら 魅 力 あ る イン テ リア を 一 堂 に ! !

お客様のさまざまなご要望やお悩みにお応えするためのサービスをご案内いたします。

インテリア相談
□ 理想の実現を徹底 サポート
□ きっと見つかるマストアイテム

ここが匠！その1

無料フィッティングサービス
□ サイズやコーディネートの不安を解決！
□ 店内でルームシーンを再現！

ここが匠！その2

家具修理・カスタマイズ
□ 専門の工房で丁寧に修理！
□ ご希望に添うカスタマイズ

ここが匠！その3

「インテリアを選ぶのも時間がかかる…」
「コーディネートはこれで大丈夫かな？」
そんなお悩みはありませんか？
ご安心下さい！
匠大塚では単品家具だけでなく
お部屋全体をコーディネートする
≪トータルプランニング≫まで専門の
スタッフがしっかりサポート致します！

電車でお越しの方

（ 東武伊勢崎線）                         （ 東武野田線）
東武スカイツリーライン / 東武アーバンパークライン

春日部駅東口から徒歩約７分

TEL.０４８-７６３-４００１

営業時間 １０：３０～１９：００ 毎週火曜日定休日

４/１７•２４、５/１•８•１５•２２の火曜日は
休まず 営業いたします。

（ 祝日を除く）

専用駐車場 約７００台

春日部本店
Kasukabe Main Store

埼玉県 春日部市 粕壁東２-５-１〒３４４-００６２

※当社ご利用のお客様は、無料にてご利用いただけます。

※４/１７•２４は匠サローネをお休みいたします。 東口

埼玉縣信用金庫
春日部支店

春日部仲町
郵便局 （旧西武春日部店跡）

匠大塚 春日部本店

至北千住 ▼

４号線

市民文化会館前

公園橋（西）

駐車場へのルート案内

長年使用した桐箪笥の削り直し・洗い直しを
承ります。修理内容や仕上げ方法など、
なんでもご相談ください。

桐箪笥の修理・再生

和箪笥・整理箪笥から、
小袖箪笥まで！

総桐箪笥

色合いとシンプルなデザインが
美しい北欧インテリア

北欧家具

贅沢な空間を演出する
パーソナルチェア

リクライニングチェア
多彩なブランド・

デザインから選べます。

ソファ

多彩なブランド・
デザインから選べます。

ベッド・マットレス

壁面タイプやロータイプも
多数展示

TVボード

単品チェストから、
ワードローブ、和箪笥まで!

収納家具

テーブルとチェアは自由に
組み合わせできます。

ダイニング

座り心地はもちろん機能性、
デザイン性に優れた北欧の名作家具を
インテリアに取り入れてみては
いかがでしょうか。

幅90×奥行55.8×高さ193
◆ 材質：ナラ材（色違いあり●）

❶ワードローブ

118,800円

幅119.8×奥行46.5×高さ120
◆ 材質：ナラ材（色違いあり●）

❷ハイチェスト

99,360円 別サイズ

23 8種類のサイズバリエーション。
素材・色違いを合わせ全24種類
からお選びいただけます。

21 背もたれできるシンプルなキャビネット。
おやすみ前のひと時をゆったりと！

◆（色違いあり●）

シングルベッド
幅97×奥行216×高さ85
ベッドフレーム

166,050円
62,910円

幅97×奥行197×高さ23
マットレス 103,140円別サイズ

組み合わせにより
82,890円～

20 コンセント付きの
ヘッドボードは、
携帯の充電にも
便利！

◆材質：アルダー材
　　　（色違いあり●）

シングルベッド

幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
ベッドフレーム

108,400円 59,800円

幅97×奥行195×高さ21
マットレス 48,600円

別サイズ

組み合わせにより
79,780円～

10 伝統の香川漆芸を手がける工房で、
職人の手によりしっかりとつくり込まれた気品溢れる
エレガントなファブリックソファ。

幅82×奥行87×高さ91
◆張地：布

アームチェア

334,800円 幅130×奥行65×高さ45

センター
テーブル 238,680円

幅188×奥行87×高さ91
◆張地：布

ファブリックソファ
(3人掛け)

621,000円 別サイズ

18 背もたれのカーブが身体に
ぴったりフィット！
片手で持てる軽さも魅力！

幅165×奥行85×高さ65
◆材質：オーク材 

（色違いあり●●）

テーブル

幅60×奥行67.5×高さ95

チェア
（アーム）

138,000円

64,800円

幅48.4×奥行67.5×高さ95
チェア 各 50,700円

別サイズ

写真の組み合わせ　　　　　　　
 ダイニング 6点
405,600円

22 深みある色合いのウォールナットの杢目と、
高級感溢れる艶やかな仕上げが、
寝室にくつろぎと特別感を生み出します。

幅140×奥行204.5×高さ83.5
◆材質：ウォールナット材
　　　 樺材

ベッドフレーム
（セミダブル）

266,220円 幅55×奥行45×高さ56

ナイト
テーブル 137,700円

別サイズ

組み合わせにより
291,600円～

11 すっきりとしたシンプルなデザインが
人気のフルカバーリングソファ。

幅190×奥行83×高さ80
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

127,980円 別サイズ

9,990円
ヘッドレスト

16 日本が誇る、匠の
技術が実現した
究極の座り心地。

幅71.5×奥行79 ～112×高さ90 ～74
◆材質：マホガニー材　
◆張地：革

リクライニングチェア

243,000円ハンモック構造

Pulito
（プリート）

14 身体を包み込む座り心地が
人気のスタイリッシュでワイドなデザイン
のカウチソファ。

幅264×奥行164×高さ90
◆張地：革（色違いあり）

総革張りカウチソファ

298,000円 別サイズ※ソファタイプもございます。

13 上質な革と高密度ウレタンが
やさしく身体を支える座り心地。

幅188×奥行95×高さ90
◆張地：革（色違いあり）

総革張りソファ

168,000円 別サイズ

19 和の伝統技術と直線的でモダンなデザインが
リビングに安らぎをもたらします。

黒漆塗
錆クシ目錫粉蒔

幅385×奥行50×高さ195
◆ 材質：樺材
◆ 塗装：漆

TVボード

1,965,600円 幅150×奥行86×高さ29.4

センター
テーブル 257,040円

24 楠（くすのき）で防虫効果！
大切な衣類を
しっかり守ります。

幅127.8×奥行56.9×高さ195.4
ワードローブ 297,000円 別サイズ

幅104.8×奥行56.9×高さ134.9
ハイチェスト232,200円 別サイズ

幅104.8×奥行56.9×高さ63.9
◆材質：楠材

上置き 89,640円 別サイズ

幅198×奥行92~158×高さ103~86
◆張地：ソフトレザー（色違いあり）

電動リクライニングソファ

137,700円 別サイズ

12 電動モーター機能を搭載し、固定式
リモコンですっきりとした人気の
ハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

15 掛け心地にもフォルムにも、椅子らしさにこだわったハイバックスタイルソファ。

幅80×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

アームチェア 幅125×奥行60×高さ48

センター
テーブル

197,370円

151,470円

幅50×奥行50×高さ48

サイド
テーブル 100,980円

幅135×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

ファブリックソファ
( 2人掛け)

275,400円

幅190×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

ファブリックソファ
(3人掛け)

344,250円

写真の組み合わせ
 ダイニング 5 点
294,300円

オーク チェリー ウォールナット

4本脚 2本脚 鉄脚/ロ字型

幅 120  × 奥行 70
幅 140  × 奥行 80
幅 160  × 奥行 85
幅 180  × 奥行 90
幅 200  × 奥行 95

※オーダー品は、納期まで
　60日かかります。

選べる5サイズ

選べる樹種３種類

選べる脚3種類

17 ４０㎜ 厚天板セミオーダーでご自宅の
雰囲気に合わせて自由にカスタマイズ。

天板 179,820円
天板用脚 34,560円

❶ 18,360円
❷ 25,380円
❸ 29,160円幅160×奥行85×高さ72

◆材質：ウォールナット材
◆カラー（天板用脚）：ブラック

テーブル組み合わせ

214,380円 別サイズ

カタチや色、張地の違う
さまざまな椅子を多数
取り揃えております。
お客様の好みに合わせて
自由に組み合わせて
コーディネート！

❶

❷

❸

幅46×奥行55.5×高さ95
チェア 各 19,980円

18_0413 / 20_N

Ｓバネ

ソフトウレタン

高反発ウレタン

東京日本橋ショールーム 催事

ソファフェア

ダイニングフェア

ベッドフェア

ぜひこの機会にお越しください。

人気の３大 企画
一挙に開催中!

確 かな 価 値との 出 会 い ®

匠大塚 東京日本橋ショールーム

日本橋駅 直結 家具の大型ショールーム（ フロア面積 約３,０００㎡ ）

春日部本店日本最大
＊  

インテリアのテーマパーク
（東京ドームグラウンド面積の約２倍）

その他にも 楠（くす）、樺（かば）、ブビンガなど
お気に入りの天板と脚を自由に組み合わせて、
世界に一つだけのテーブルを見つけてください。

木のぬくもりが
家族 団らんの温かい空間を
演出します。

100枚以上 展示
（※春日部本店）

30枚以上 展示
（※東京日本橋ショールーム）

屋久杉

欅（けやき）

栓（せん）

栃（とち）

高級ソファやアームチェアの生産地で有名なイタリア北部ロンバルディア州
ブリアンツァ地域の中心地メダに設立され、チーフ・デザイナー兼アートディレクター、
ジョルジオ・ソレッシと匠大塚による新ブランドです。

最高級の革や個性的で華やかな素材と熟練した職人の技術との融合によって
生み出される、優雅でいて個性的、そしてデザイン製と機能性の両面に秀でた
その仕上がりは、本物のみが持つクオリティを感じさせます。

エッセンサ

日本 国内で最新鋭設備と熟 練職人の技術を持つ工場と
インテリア業 界で長年の経 験と実績を持つ匠大塚が
共同開発したオリジナルマットレスコレクション。
6つの寝心地を、ぜひ店頭でご体感ください。

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円～

日本の匠（職人 ）が作り上げた
　Made in Japanの新しい最高品質

アメリカで日本人の
体型・好みに合わせて開発された
マットレス。

「究極の眠りのために・・・」
アメリカ政府機関などで納品実績がある、創業 85 年の
老舗マットレス工場でつくられるオリジナルマットレス。
8つの寝心地を比べてください。

ラグジュアリートップ
シングルサイズ

448,200円～

ARTIS

伝統の香川漆芸を手がける工房で、
職人の手によりしっかりとつくり込まれ
仕上げられるその家具は、
艶やかな光沢を放ち深く美しい杢目
が顕れます。

選べるカラー

30色

ディーゼルリビング

04 ゆったりとした座面と、エイトウェイハンドタイト方式のスプリング構造。
気品溢れるリビングシーンを演出します。

幅177×奥行94×高さ79
◆材質：マホガニー材
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

幅123×奥行77×高さ51

センター
テーブル

1,026,000円

534,600円

φ51×高さ61

サイド
テーブル 243,000円

職人象嵌
真鍮、ステンレススチール、貝のいずれで
あっても、各象嵌は手作業で行われる。
それに取り組んだ職人技の個性が、
それぞれの作品へと現れる。

05 自分らしさをより素敵に演出してくれる人気のブランド。
カジュアルなライフスタイルにぴったりのファブリックソファ。

幅240×奥行100×高さ85
◆張地：布

ファブリックソファ
幅140×奥行70×高さ29

センター
テーブル

1,307,000円

127,440円

幅60×奥行63×高さ34

サイド
テーブル 310,500円

別サイズ

09 天板には二層４０㎜のオーク無垢材を
ふんだんに使用した天然木の安らぐダイニング。

幅165×奥行90×高さ66
◆材質：オーク材

テーブル
幅145×奥行40×高さ38
ベンチ

77,220円

37,260円

幅66×奥行62×高さ79
チェア 各 42,120円

別サイズ

写真の組み合わせ　　　　　　　

 ダイニング 5点 198,720円

07 キッチンに合わせてカタチやカラーを
カスタマイズ出来るキッチンボード。

上台（オープン）74,000円
天板 25,000円
上台 103,000円
上台（右開き） 31,000円

幅180.4×奥行51×高さ206
◆カラー：ホワイト

組み合わせ

223,000円

※お選びいただく色により納期がかかる場合がございます。

幅180×奥行90×高さ71
◆材質：樺材 / メープル材

テーブル

183,600円 別サイズ

08 ハイバックスタイルと天板の艶やかな塗りで
ダイニングルームを優雅で気品ある雰囲気に。

写真の組み合わせ　　　　　　　

 ダイニング 5点 572,400円

幅48×奥行60×高さ90
◆材質：樺材 ◆張地：布

チェア 各 97,200円

幅97×奥行210×高さ91

ベッドフレーム
（シングルサイズ）

140,400円 別サイズ

06 圧倒的な収納力が魅力の、
跳ね上げ式ベッド！
ガススプリング搭載で
開閉も簡単スムーズ。

リフトタイプ大型収納付き

06

◆ 色違いあり●

01

◆張地：布
幅300×奥行275×高さ68
コーナーソファ 1,798,200円

匠大塚が惚れ込んだデザイナー、ジョルジオ・ソレッシによる、エレガントで飽きのこないデザイン。
イタリアの雰囲気を楽しみながら、贅沢にくつろげるリビングに！

※組み替えることにより画像のようなソファタイプとしてもご使用いただけます。

03 こだわりの積層構造が実現した座り心地。

幅194×奥行89×高さ85
◆材質：オーク材
　　　（色違いあり●●）
◆張地：革

（一部合成皮革/色違いあり）

本革張りソファ

199,000円 別サイズ

座底のＳバネは、座った際の衝撃を
優しく受け止めてくれ、沈み込み過ぎ
ない様に調整。
耐久性・耐圧分散性に優れた高反発
のウレタン層が、身体を支えます。
中央に高反発のラバータッチウレタン
を追加する事で、ヘタリにくく、最適な
反発力を生み出します。

02 シートには高反発ウレタンを使用し、
しっかりとした座り心地と抜群の耐久性を両立。

幅199×奥行90.5×高さ95
◆材質：オーク材
　　　（色違いあり●●）
◆張地：革

（一部合成皮革/色違いあり）

本革張りソファ

307,000円 別サイズ
高級車のシートに
用いられる技術を採用。



＊  家具・インテリアの専門店として最 大 級です。　◇ 表示 価格、表 記の数量 は２０１８年４月９日現 在のものとなります。◇ 表示価格はすべて税 込価 格になります。   ◇ 店舗によって 展示数が 異なります。また展示 商品の色、サイズ が 異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。◇ 掲載商品の色合いは
印刷物のため、実物と多少異 なる場 合もございます。◇ 掲 載写真 は 商品 のイメージ 画 像に なります。また小物につきまして お 取 扱いしていない場合がございます。◇ お選びいただく張地により納期がかかる場合がございます。詳しくは店 舗にてご 確認ください。◇ 商品のサイズ表記はセンチメートルになります。
◇ 　　 は別サイズがあることの表記になります。詳しい情報は店舗までお問い合わせください。※１ オーダーカーテン及び 住宅用照明器具は、国内メーカー希望小売価 格 からの 割引になります。（ メーカー、アイテムにより割 引率 は 異 なります。一 部商品を除く。）別サイズ

電車でお越しの方

東京メトロ　銀座 線・東西線・浅 草線

日本橋駅直結（ B6出口）

TEL.０３-６２６２-５５７４

営業時間 １０：３０～１９：００ 年 中 無 休

同ビル地下３階 駐車場あり
※ 機械式駐車場になります。

東京日本橋ショールーム
Tokyo Nihonbashi Showroom

東京都中央区日本橋２-７-１東京日本橋タワー７階/２５階〒１０３-６０２５

（年末年始は除く）

お買い物や、お仕事帰りに、
好アクセスの小田急百貨店新宿店
本館8階に出店！！

匠大塚
小田急百貨店新宿店

コレド日本橋

日本橋三越本店（新館）

日本橋髙島屋

ビル建設中

日本橋駅

三越前駅

東京駅
八重洲北口

7 階入口
東京日本橋タワー

一方通行

駐車場へのルート案内
日本橋 高島屋
すぐ隣り

カーテン・照明 無料相談会
● 新築・引っ越し・新生活のお客様向けの採寸＆見積もり無料

65%OFF最大

オーダーカーテンはメーカー希望小売価 格より

※1 50%OFF最大

国内ブランド住宅照明器具はメーカー希望小売価 格より

※1

絨 毯カーテン 照 明

手織り絨毯から
ギャッベ・ペルシャ絨毯
アクセントラグまで
多数取扱い!

 掲 載 商 品 は 、 展 示 が な い 場 合 が ご ざ い ま す 。 詳 し く は 店 舗 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

最 新 モ ダ ン か ら ア ン ティ ー ク 家 具 ま で 国 内 外 か ら 魅 力 あ る イン テ リア を 一 堂 に ! !

お客様のさまざまなご要望やお悩みにお応えするためのサービスをご案内いたします。

インテリア相談
□ 理想の実現を徹底 サポート
□ きっと見つかるマストアイテム

ここが匠！その1

無料フィッティングサービス
□ サイズやコーディネートの不安を解決！
□ 店内でルームシーンを再現！

ここが匠！その2

家具修理・カスタマイズ
□ 専門の工房で丁寧に修理！
□ ご希望に添うカスタマイズ

ここが匠！その3

「インテリアを選ぶのも時間がかかる…」
「コーディネートはこれで大丈夫かな？」
そんなお悩みはありませんか？
ご安心下さい！
匠大塚では単品家具だけでなく
お部屋全体をコーディネートする
≪トータルプランニング≫まで専門の
スタッフがしっかりサポート致します！

電車でお越しの方

（ 東武伊勢崎線）                         （ 東武野田線）
東武スカイツリーライン / 東武アーバンパークライン

春日部駅東口から徒歩約７分

TEL.０４８-７６３-４００１

営業時間 １０：３０～１９：００ 毎週火曜日定休日

４/１７•２４、５/１•８•１５•２２の火曜日は
休まず 営業いたします。

（ 祝日を除く）

専用駐車場 約７００台

春日部本店
Kasukabe Main Store

埼玉県 春日部市 粕壁東２-５-１〒３４４-００６２

※当社ご利用のお客様は、無料にてご利用いただけます。

※４/１７•２４は匠サローネをお休みいたします。 東口

埼玉縣信用金庫
春日部支店

春日部仲町
郵便局 （旧西武春日部店跡）

匠大塚 春日部本店

至北千住 ▼

４号線

市民文化会館前

公園橋（西）

駐車場へのルート案内

長年使用した桐箪笥の削り直し・洗い直しを
承ります。修理内容や仕上げ方法など、
なんでもご相談ください。

桐箪笥の修理・再生

和箪笥・整理箪笥から、
小袖箪笥まで！

総桐箪笥

色合いとシンプルなデザインが
美しい北欧インテリア

北欧家具

贅沢な空間を演出する
パーソナルチェア

リクライニングチェア
多彩なブランド・

デザインから選べます。

ソファ

多彩なブランド・
デザインから選べます。

ベッド・マットレス

壁面タイプやロータイプも
多数展示

TVボード

単品チェストから、
ワードローブ、和箪笥まで!

収納家具

テーブルとチェアは自由に
組み合わせできます。

ダイニング

座り心地はもちろん機能性、
デザイン性に優れた北欧の名作家具を
インテリアに取り入れてみては
いかがでしょうか。

幅90×奥行55.8×高さ193
◆ 材質：ナラ材（色違いあり●）

❶ワードローブ

118,800円

幅119.8×奥行46.5×高さ120
◆ 材質：ナラ材（色違いあり●）

❷ハイチェスト

99,360円 別サイズ

23 8種類のサイズバリエーション。
素材・色違いを合わせ全24種類
からお選びいただけます。

21 背もたれできるシンプルなキャビネット。
おやすみ前のひと時をゆったりと！

◆（色違いあり●）

シングルベッド
幅97×奥行216×高さ85
ベッドフレーム

166,050円
62,910円

幅97×奥行197×高さ23
マットレス 103,140円別サイズ

組み合わせにより
82,890円～

20 コンセント付きの
ヘッドボードは、
携帯の充電にも
便利！

◆材質：アルダー材
　　　（色違いあり●）

シングルベッド

幅102.5×奥行209.5×高さ70.7
ベッドフレーム

108,400円 59,800円

幅97×奥行195×高さ21
マットレス 48,600円

別サイズ

組み合わせにより
79,780円～

10 伝統の香川漆芸を手がける工房で、
職人の手によりしっかりとつくり込まれた気品溢れる
エレガントなファブリックソファ。

幅82×奥行87×高さ91
◆張地：布

アームチェア

334,800円 幅130×奥行65×高さ45

センター
テーブル 238,680円

幅188×奥行87×高さ91
◆張地：布

ファブリックソファ
(3人掛け)

621,000円 別サイズ

18 背もたれのカーブが身体に
ぴったりフィット！
片手で持てる軽さも魅力！

幅165×奥行85×高さ65
◆材質：オーク材 

（色違いあり●●）

テーブル

幅60×奥行67.5×高さ95

チェア
（アーム）

138,000円

64,800円

幅48.4×奥行67.5×高さ95
チェア 各 50,700円

別サイズ

写真の組み合わせ　　　　　　　
 ダイニング 6点
405,600円

22 深みある色合いのウォールナットの杢目と、
高級感溢れる艶やかな仕上げが、
寝室にくつろぎと特別感を生み出します。

幅140×奥行204.5×高さ83.5
◆材質：ウォールナット材
　　　 樺材

ベッドフレーム
（セミダブル）

266,220円 幅55×奥行45×高さ56

ナイト
テーブル 137,700円

別サイズ

組み合わせにより
291,600円～

11 すっきりとしたシンプルなデザインが
人気のフルカバーリングソファ。

幅190×奥行83×高さ80
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

127,980円 別サイズ

9,990円
ヘッドレスト

16 日本が誇る、匠の
技術が実現した
究極の座り心地。

幅71.5×奥行79 ～112×高さ90 ～74
◆材質：マホガニー材　
◆張地：革

リクライニングチェア

243,000円ハンモック構造

Pulito
（プリート）

14 身体を包み込む座り心地が
人気のスタイリッシュでワイドなデザイン
のカウチソファ。

幅264×奥行164×高さ90
◆張地：革（色違いあり）

総革張りカウチソファ

298,000円 別サイズ※ソファタイプもございます。

13 上質な革と高密度ウレタンが
やさしく身体を支える座り心地。

幅188×奥行95×高さ90
◆張地：革（色違いあり）

総革張りソファ

168,000円 別サイズ

19 和の伝統技術と直線的でモダンなデザインが
リビングに安らぎをもたらします。

黒漆塗
錆クシ目錫粉蒔

幅385×奥行50×高さ195
◆ 材質：樺材
◆ 塗装：漆

TVボード

1,965,600円 幅150×奥行86×高さ29.4

センター
テーブル 257,040円

24 楠（くすのき）で防虫効果！
大切な衣類を
しっかり守ります。

幅127.8×奥行56.9×高さ195.4
ワードローブ 297,000円 別サイズ

幅104.8×奥行56.9×高さ134.9
ハイチェスト232,200円 別サイズ

幅104.8×奥行56.9×高さ63.9
◆材質：楠材

上置き 89,640円 別サイズ

幅198×奥行92~158×高さ103~86
◆張地：ソフトレザー（色違いあり）

電動リクライニングソファ

137,700円 別サイズ

12 電動モーター機能を搭載し、固定式
リモコンですっきりとした人気の
ハイバックのリクライニングソファ。

可動式ヘッドレスト

15 掛け心地にもフォルムにも、椅子らしさにこだわったハイバックスタイルソファ。

幅80×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

アームチェア 幅125×奥行60×高さ48

センター
テーブル

197,370円

151,470円

幅50×奥行50×高さ48

サイド
テーブル 100,980円

幅135×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

ファブリックソファ
( 2人掛け)

275,400円

幅190×奥行83×高さ85
◆張地：布 ◆材質：樺材

ファブリックソファ
(3人掛け)

344,250円

写真の組み合わせ
 ダイニング 5 点
294,300円

オーク チェリー ウォールナット

4本脚 2本脚 鉄脚/ロ字型

幅 120  × 奥行 70
幅 140  × 奥行 80
幅 160  × 奥行 85
幅 180  × 奥行 90
幅 200  × 奥行 95

※オーダー品は、納期まで
　60日かかります。

選べる5サイズ

選べる樹種３種類

選べる脚3種類

17 ４０㎜ 厚天板セミオーダーでご自宅の
雰囲気に合わせて自由にカスタマイズ。

天板 179,820円
天板用脚 34,560円

❶ 18,360円
❷ 25,380円
❸ 29,160円幅160×奥行85×高さ72

◆材質：ウォールナット材
◆カラー（天板用脚）：ブラック

テーブル組み合わせ

214,380円 別サイズ

カタチや色、張地の違う
さまざまな椅子を多数
取り揃えております。
お客様の好みに合わせて
自由に組み合わせて
コーディネート！

❶

❷

❸

幅46×奥行55.5×高さ95
チェア 各 19,980円

18_0413 / 20_N

Ｓバネ

ソフトウレタン

高反発ウレタン

東京日本橋ショールーム 催事

ソファフェア

ダイニングフェア

ベッドフェア

ぜひこの機会にお越しください。

人気の３大 企画
一挙に開催中!

確 かな 価 値との 出 会 い ®

匠大塚 東京日本橋ショールーム

日本橋駅 直結 家具の大型ショールーム（ フロア面積 約３,０００㎡ ）

春日部本店日本最大
＊  

インテリアのテーマパーク
（東京ドームグラウンド面積の約２倍）

その他にも 楠（くす）、樺（かば）、ブビンガなど
お気に入りの天板と脚を自由に組み合わせて、
世界に一つだけのテーブルを見つけてください。

木のぬくもりが
家族 団らんの温かい空間を
演出します。

100枚以上 展示
（※春日部本店）

30枚以上 展示
（※東京日本橋ショールーム）

屋久杉

欅（けやき）

栓（せん）

栃（とち）

高級ソファやアームチェアの生産地で有名なイタリア北部ロンバルディア州
ブリアンツァ地域の中心地メダに設立され、チーフ・デザイナー兼アートディレクター、
ジョルジオ・ソレッシと匠大塚による新ブランドです。

最高級の革や個性的で華やかな素材と熟練した職人の技術との融合によって
生み出される、優雅でいて個性的、そしてデザイン製と機能性の両面に秀でた
その仕上がりは、本物のみが持つクオリティを感じさせます。

エッセンサ

日本 国内で最新鋭設備と熟 練職人の技術を持つ工場と
インテリア業 界で長年の経 験と実績を持つ匠大塚が
共同開発したオリジナルマットレスコレクション。
6つの寝心地を、ぜひ店頭でご体感ください。

ARTISインペリアル
シングルサイズ

198,720円～

日本の匠（職人 ）が作り上げた
　Made in Japanの新しい最高品質

アメリカで日本人の
体型・好みに合わせて開発された
マットレス。

「究極の眠りのために・・・」
アメリカ政府機関などで納品実績がある、創業 85 年の
老舗マットレス工場でつくられるオリジナルマットレス。
8つの寝心地を比べてください。

ラグジュアリートップ
シングルサイズ

448,200円～

ARTIS

伝統の香川漆芸を手がける工房で、
職人の手によりしっかりとつくり込まれ
仕上げられるその家具は、
艶やかな光沢を放ち深く美しい杢目
が顕れます。

選べるカラー

30色

ディーゼルリビング

04 ゆったりとした座面と、エイトウェイハンドタイト方式のスプリング構造。
気品溢れるリビングシーンを演出します。

幅177×奥行94×高さ79
◆材質：マホガニー材
◆張地：布（色違いあり）

ファブリックソファ

幅123×奥行77×高さ51

センター
テーブル

1,026,000円

534,600円

φ51×高さ61

サイド
テーブル 243,000円

職人象嵌
真鍮、ステンレススチール、貝のいずれで
あっても、各象嵌は手作業で行われる。
それに取り組んだ職人技の個性が、
それぞれの作品へと現れる。

05 自分らしさをより素敵に演出してくれる人気のブランド。
カジュアルなライフスタイルにぴったりのファブリックソファ。

幅240×奥行100×高さ85
◆張地：布

ファブリックソファ
幅140×奥行70×高さ29

センター
テーブル

1,307,000円

127,440円

幅60×奥行63×高さ34

サイド
テーブル 310,500円

別サイズ

09 天板には二層４０㎜のオーク無垢材を
ふんだんに使用した天然木の安らぐダイニング。

幅165×奥行90×高さ66
◆材質：オーク材

テーブル
幅145×奥行40×高さ38
ベンチ

77,220円

37,260円

幅66×奥行62×高さ79
チェア 各 42,120円

別サイズ

写真の組み合わせ　　　　　　　

 ダイニング 5点 198,720円

07 キッチンに合わせてカタチやカラーを
カスタマイズ出来るキッチンボード。

上台（オープン）74,000円
天板 25,000円
上台 103,000円
上台（右開き） 31,000円

幅180.4×奥行51×高さ206
◆カラー：ホワイト

組み合わせ

223,000円

※お選びいただく色により納期がかかる場合がございます。

幅180×奥行90×高さ71
◆材質：樺材 / メープル材

テーブル

183,600円 別サイズ

08 ハイバックスタイルと天板の艶やかな塗りで
ダイニングルームを優雅で気品ある雰囲気に。

写真の組み合わせ　　　　　　　

 ダイニング 5点 572,400円

幅48×奥行60×高さ90
◆材質：樺材 ◆張地：布

チェア 各 97,200円

幅97×奥行210×高さ91

ベッドフレーム
（シングルサイズ）

140,400円 別サイズ

06 圧倒的な収納力が魅力の、
跳ね上げ式ベッド！
ガススプリング搭載で
開閉も簡単スムーズ。

リフトタイプ大型収納付き

06

◆ 色違いあり●

01

◆張地：布
幅300×奥行275×高さ68
コーナーソファ 1,798,200円

匠大塚が惚れ込んだデザイナー、ジョルジオ・ソレッシによる、エレガントで飽きのこないデザイン。
イタリアの雰囲気を楽しみながら、贅沢にくつろげるリビングに！

※組み替えることにより画像のようなソファタイプとしてもご使用いただけます。

03 こだわりの積層構造が実現した座り心地。

幅194×奥行89×高さ85
◆材質：オーク材
　　　（色違いあり●●）
◆張地：革

（一部合成皮革/色違いあり）

本革張りソファ

199,000円 別サイズ

座底のＳバネは、座った際の衝撃を
優しく受け止めてくれ、沈み込み過ぎ
ない様に調整。
耐久性・耐圧分散性に優れた高反発
のウレタン層が、身体を支えます。
中央に高反発のラバータッチウレタン
を追加する事で、ヘタリにくく、最適な
反発力を生み出します。

02 シートには高反発ウレタンを使用し、
しっかりとした座り心地と抜群の耐久性を両立。

幅199×奥行90.5×高さ95
◆材質：オーク材
　　　（色違いあり●●）
◆張地：革

（一部合成皮革/色違いあり）

本革張りソファ

307,000円 別サイズ
高級車のシートに
用いられる技術を採用。


