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※商品の色は、照明又は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合がございます。また、価格など予告なく変更する
ことがありますのでご了承頂きますようお願い致します。

●返品・交換は原則的に、お受けできません。●重量記入のある商品は、送料を実費でご負担願います。●
商品の誤出荷、弊社責任範囲による不良商品破損につきましては、商品到着後１週間以内にご連絡下さい。
●商品の色は、印刷上、実際の商品と異なる場合がありますのでご了承下さい。●ハンドメイド商品主体の為、
予告なしの生産中止、価格及びサイズの仕様変更がございますのでご了承下さい。●本カタログ及び当社ホー
ムページからの無断転載、複写、引用などを禁じます。
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CGM032SGy
ロックシリンダーグレイS
発注単位：12 ￥950
Ø125×120mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284197969

CP050SWh
サリーナ白S
発注単位：2 ￥3,500
Ø205×240mm
内寸：Ø170mm
穴：有
4562284198157

CGM031SGy
ロックスクエアグレイS
発注単位：12 ￥950
□ 125×125mm
内寸：□ 100mm
穴：有
4562284197945

CGM032SBk
ロックシリンダー黒S
発注単位：12 ￥950
Ø125×120mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284197532

CP050SBk
サリーナ黒S
発注単位：2 ￥3,500
Ø205×240mm
内寸：Ø170mm
穴：有
4562284198140

CY-005SPu
ザラ紫S
発注単位：12/ケース36 ￥950
Ø90×90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284198393

CY-006SBl
ザラアンフレ青S
発注単位：12/ケース24 ￥1,200
Ø105×90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284198348

CY-006SYe
ザラアンフレ黄S
発注単位：12/ケース24 ￥1,200
Ø105×90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284198379

CP049SBB
エオリア茶黒S
発注単位：6 ￥1,100
Ø105×80mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284197778

CGM031SBk
ロックスクエア黒S
発注単位：12 ￥950
□ 125×125mm
内寸：□ 100mm
穴：有
4562284197396

CGM032LGy
ロックシリンダーグレイL
発注単位：8 ￥1,300
Ø165 × 165mm
内寸：Ø145mm
穴：有
4562284197952

CP050LWh
サリーナ白L
発注単位：1 ￥7,000
Ø275×300mm
内寸：Ø230mm
穴：有
4562284198133

CY-005SYe
ザラ黄S
発注単位：12/ケース36 ￥950
Ø90×90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284198416

CY-006LPu
ザラアンフレ紫L
発注単位：6/ケース18 ￥1,450
Ø125×110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284198317

CY-006LWh
ザラアンフレ白L
発注単位：6/ケース18 ￥1,450
Ø125×110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284198324

CP049LBW
エオリア茶白L
発注単位：4 ￥1,900
Ø145×135mm
内寸：Ø130mm
穴：有
4562284197761

CY-005SWh
ザラ白S
発注単位：12/ケース36 ￥950
Ø90×90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284198409

CY-006SPu
ザラアンフレ紫S
発注単位：12/ケース24 ￥1,200
Ø105×90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284198355

CY-006SWh
ザラアンフレ白S
発注単位：12/ケース24 ￥1,200
Ø105×90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284198362

CP049SBW
エオリア茶白S
発注単位：6 ￥1,100
Ø105×80mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284197785

CGM031LGy
ロックスクエアグレイL
発注単位：8 ￥1,300
□ 150×150mm
内寸：□ 130mm
穴：有
4562284197938

CGM032LBk
ロックシリンダー黒L
発注単位：8 ￥1,300
Ø165×165mm
内寸：Ø145mm
穴：有
4562284197525

CP050LBk
サリーナ黒L
発注単位：1 ￥7,000
Ø275×300mm
内寸：Ø230mm
穴：有
4562284198126

CY-005SBl
ザラ青S
発注単位：12/ケース36 ￥950
Ø90×90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284198386

CY-006LBl
ザラアンフレ青L
発注単位：6/ケース18 ￥1,450
Ø125×110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284198300

CY-006LYe
ザラアンフレ黄L
発注単位：6/ケース18 ￥1,450
Ø125×110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284198331

CP049LBB
エオリア茶黒L
発注単位：4 ￥1,900
Ø145×135mm
内寸：Ø130mm
穴：有
4562284197754

CGM031LBk
ロックスクエア黒L
発注単位：8 ￥1,300
□ 150×150mm
内寸：□ 130mm
穴：有
4562284197389
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CGM033SBe
オベリスクアンフレベージュS
発注単位：12 ￥780
Ø130×100mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 SWh）
4562284198003

CGM034SBe
オベリスクサークルベージュS
発注単位：12 ￥800
Ø160×115mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 MWh）
4562284198041

CGM033SBk
オベリスクアンフレ黒S
発注単位：12 ￥780
Ø130×100mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 SBk）
4562284197990

CGM034SBk
オベリスクサークル黒S
発注単位：12 ￥800
Ø160×115mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 MBk）
4562284198034

CGM033LBe
オベリスクアンフレベージュL
発注単位：12 ￥900
Ø160×135mm
内寸：Ø110mm
穴：有 （皿 MWh）
4562284197983

CGM034LBe
オベリスクサークルベージュL
発注単位：8 ￥1,200
Ø200×130mm
内寸：Ø160mm
穴：有 （皿 LWh）
4562284198027

CGM033LBk
オベリスクアンフレ黒L
発注単位：12 ￥900
Ø160×135mm
内寸：Ø110mm
穴：有 （皿 MBk）
4562284197976

CGM034LBk
オベリスクサークル黒L
発注単位：8 ￥1,200
Ø200×130mm
内寸：Ø160mm
穴：有 （皿 LBk）
4562284198010

CXS2000SWh
ロゼッタ皿白S
発注単位：12/ケース72 ￥380
Ø125 × 15mm
4562284182828

CXS2000SBk
ロゼッタ皿黒S
発注単位：12/ケース72 ￥380
Ø125 × 15mm
4562284182811

CXS2000MWh
ロゼッタ皿白M
発注単位：8/ケース32 ￥480
Ø170 × 20mm
4562284182798

CXS2000MBk
ロゼッタ皿黒M
発注単位：8/ケース32 ￥480
Ø170 × 20mm
4562284182712

CXS2000LWh
ロゼッタ皿白L
発注単位：6/ケース24 ￥600
Ø200 × 25mm
4562284182606

CXS2000LBk
ロゼッタ皿黒L
発注単位：6/ケース24 ￥600
Ø200 × 25mm
4562284182576

素材：陶器

素材：セメント



CI-128-200
アイアンソーサ20
発注単位：12/ケース24 ￥680
Ø200 × 15mm
4562284193572

CI-128-250
アイアンソーサ25
発注単位：6/ケース24 ￥900
Ø250 × 15mm
4562284193589

CI-128-130
アイアンソーサ13
発注単位：12/ケース72 ￥430
Ø130 × 10mm
4562284193558

CI-128-160
アイアンソーサ16
発注単位：12/ケース60 ￥550
Ø160 × 10mm
4562284193565

CN-003SWS
ルシャ白銀S
発注単位：12/ケース24 ￥380
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 130）
4562284197921

DS-018SWh
シャンティアンフレ白S
発注単位：6/ケース24 ￥1,200
Ø120 × 100mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284197570

DS-019SWh
シャンティラウンド白S
発注単位：6/ケース24 ￥1,000
Ø105 × 105mm
内寸：Ø95mm
穴：有
4562284197723

DS-020MWh
オルガバンブー白M
発注単位：8/ケース24 ￥1,000
Ø110 × 105mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284197624

CN-003SBS
ルシャ黒銀S
発注単位：12/ケース24 ￥380
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 130）
4562284197860

CN-003SWG
ルシャ白金S
発注単位：12/ケース24 ￥380
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 130）
4562284197914

DS-018LSi
シャンティアンフレ銀L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø150 × 135mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284198072

DS-019LSi
シャンティラウンド銀L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø155 × 135mm
内寸：Ø125mm
穴：有
4562284198096

DS-020LBe
オルガバンブーベージュL
発注単位：4/ケース12 ￥1,400
Ø135 × 130mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284197631

CN-003SBG
ルシャ黒金S
発注単位：12/ケース24 ￥380
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有 （皿 130）
4562284197853

CN-003MWS
ルシャ白銀M
発注単位：12/ケース24 ￥530
Ø120 × 105mm
内寸：Ø105mm
穴：有 （皿 130）
4562284197907

DS-018LWh
シャンティアンフレ白L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø150 × 135mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284197709

DS-019LWh
シャンティラウンド白L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø155 × 135mm
内寸：Ø125mm
穴：有
4562284197594

DS-020LWh
オルガバンブー白L
発注単位：4/ケース12 ￥1,400
Ø135 × 130mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284197655

CN-003MBS
ルシャ黒銀M
発注単位：12/ケース24 ￥530
Ø120 × 105mm
内寸：Ø105mm
穴：有 （皿 130）
4562284197846

CN-003MWG
ルシャ白金M
発注単位：12/ケース24 ￥530
Ø120 × 105mm
内寸：Ø105mm
穴：有 （皿 130）
4562284197891

DS-018SBk
シャンティアンフレ黒S
発注単位：6/ケース24 ￥1,200
Ø120 × 100mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284197563

DS-019SBk
シャンティラウンド黒S
発注単位：6/ケース24 ￥1,000
Ø105 × 105mm
内寸：Ø95mm
穴：有
4562284197716

DS-020MBk
オルガバンブー黒M
発注単位：8/ケース24 ￥1,000
Ø110 × 105mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284197617

CN-003MBG
ルシャ黒金M
発注単位：12/ケース24 ￥530
Ø120 × 105mm
内寸：Ø105mm
穴：有 （皿 130）
4562284197839

CN-003LWS
ルシャ白銀L
発注単位：9/ケース18 ￥730
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 160）
4562284197884

DS-018SSi
シャンティアンフレ銀S
発注単位：6/ケース24 ￥1,200
Ø120 × 100mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284198089

DS-019SSi
シャンティラウンド銀S
発注単位：6/ケース24 ￥1,000
Ø105 × 105mm
内寸：Ø95mm
穴：有
4562284198102

DS-020MBe
オルガバンブーベージュM
発注単位：8/ケース24 ￥1,000
Ø110 × 105mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284197600

CN-003LBS
ルシャ黒銀L
発注単位：9/ケース18 ￥730
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 160）
4562284197822

CN-003LWG
ルシャ白金L
発注単位：9/ケース18 ￥730
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 160）
4562284197877

DS-018LBk
シャンティアンフレ黒L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø150 × 135mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284197693

DS-019LBk
シャンティラウンド黒L
発注単位：4/ケース12 ￥2,000
Ø155 × 135mm
内寸：Ø125mm
穴：有
4562284197587

DS-020LBk
オルガバンブー黒L
発注単位：4/ケース12 ￥1,400
Ø135 × 130mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284197648

CN-003LBG
ルシャ黒金L
発注単位：9/ケース18 ￥730
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 160）
4562284197815

CGM024TAn
ジャンシリンダーアンティークSS
発注単位：12/ケース24 ￥400
Ø120×105mm
内寸：Ø100mm
穴：有 （皿 130）
4562284197471

CGM024MAn
ジャンシリンダーアンティークM
発注単位：8 ￥950
Ø175×155mm
内寸：Ø155mm
穴：有 （皿 200）
4562284197457

CGM025MAn
ジャントールアンティークM
発注単位：12 ￥580
Ø125×145mm
内寸：Ø90
穴：有 （皿 130）
4562284197495

CGM025LAn
ジャントールアンティークL
発注単位：8 ￥950
Ø160×190mm
内寸：Ø120
穴：有 （皿 160）
4562284197488

CGM023TAn
ジャンヌードルアンティークSS
発注単位：12/ケース24 ￥350
Ø90×80mm
内寸：Ø65mm
穴：有 （皿 75）
4562284197433

CGM023MAn
ジャンヌードルアンティークM
発注単位：8 ￥950
Ø165×145mm
内寸：Ø130mm
穴：有 （皿 130）
4562284197419

CGM024SAn
ジャンシリンダーアンティークS
発注単位：12 ￥650
Ø150×130mm
内寸：Ø130mm
穴：有 （皿 160）
4562284197464

CGM024LAn
ジャンシリンダーアンティークL
発注単位：4 ￥1,980
Ø230×210mm
内寸：Ø210mm
穴：有 （皿 250）
4562284197440

CGM030SAn
ジャンロングアンティークS
発注単位：9 ￥1,000
Ø140×200mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 130）
4562284197518

CGM030SKa
ジャンロングカーキS
発注単位：9 ￥1,000
Ø140×200mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 130）
4562284197372

CGM030SBk
ジャンロング黒S
発注単位：9 ￥1,000
Ø140×200mm
内寸：Ø120mm
穴：有 （皿 130）
4562284197365

CGM023SAn
ジャンヌードルアンティークS
発注単位：12 ￥450
Ø110×100mm
内寸：Ø85mm
穴：有 （皿 95）
4562284197426

CGM023LAn
ジャンヌードルアンティークL
発注単位：4/ケース8 ￥1,500
Ø200×175mm
内寸：Ø160mm
穴：有 （皿 160）
4562284197402

CGM030LAn
ジャンロングアンティークL
発注単位：4/ケース8 ￥1,600
Ø145×250mm
内寸：Ø125mm
穴：有 （皿 160）
4562284197501

CGM030LKa
ジャンロングカーキL
発注単位：4/ケース8 ￥1,600
Ø145×250mm
内寸：Ø125mm
穴：有 （皿 160）
4562284197358

CGM030LBk
ジャンロング黒L
発注単位：4/ケース8 ￥1,600
Ø145×250
内寸：Ø125mm
穴：有 （皿 160）
4562284197341

素材：陶器

素材：アイアン素材：セメント


