murmures

2021 Autumn & Winter New Collection

SG-002SYe
エレナ黄S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199796

SG-002Ye
エレナ黄L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199802

SG-002SOr
エレナオレンジS
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199765

SG-002Or
エレナオレンジL
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199673

SG-002SBl
エレナ青S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199710

SG-002Bl
エレナ青L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199635

SG-002SGn
エレナ緑S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199741

SG-002Gn
エレナ緑L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199666

SG-002SRe
エレナ赤S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199772

SG-002Re
エレナ赤L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199680

SG-002SDB
エレナ濃青S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199727

SG-002DB
エレナ濃青L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199642

SG-002SDG
エレナ濃緑S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199734

SG-002DG
エレナ濃緑L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199659

SG-002SGy
エレナグレイS
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199758

SG-002Gy
エレナグレイL
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199338

SG-002SBG
エレナボーダーグレイS
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199697

SG-002BG
エレナボーダーグレイL
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199345

SG-002SWh
エレナ白S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199789

CY-006SPi
ザラアンフレピンクS
発注単位：12 ￥1,200
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199987

CY-006LPi
ザラアンフレピンクL
発注単位：6 ￥1,450
Ø125 × 110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284199963

SG-002Wh
エレナ白L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199321

CY-005SPi
ザラピンクS
発注単位：12 ￥1,000
Ø90 × 90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284199949

CY-005Pi
ザラピンクL
発注単位：6 ￥1,300
Ø110 × 105mm
内寸：Ø95mm
穴：有
4562284186970

SG-002SBk
エレナ黒S
発注単位：6 ￥1,100
Ø100 × 95mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199703

CY-006SDB
ザラアンフレ濃青S
発注単位：12 ￥1,200
Ø105 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199970

CY-006LDB
ザラアンフレ濃青L
発注単位：6 ￥1,450
Ø125 × 110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284199956

SG-002Bk
エレナ黒L
発注単位：6 ￥1,500
Ø132 × 126mm
内寸：Ø115mm
穴：有
4562284199352

CY-005SDB
ザラ濃青S
発注単位：12 ￥1,000
Ø90 × 90mm
内寸：Ø75mm
穴：有
4562284199932

CY-005DB
ザラ濃青L
発注単位：6 ￥1,300
Ø110 × 105mm
内寸：Ø95mm
穴：有
4562284186499
素材：陶器

CX616SWh
クレオ白S
発注単位：8 ￥900
Ø125 × 150
内寸：Ø110mm
穴：無
4562284200157

CX616MWh
クレオ白M
発注単位：8 ￥1,400
Ø150 × 175
内寸：Ø130mm
穴：無
4562284200133

CX616LWh
クレオ白L
発注単位：4 ￥2,800
Ø200 × 235
内寸：Ø180mm
穴：無
4562284200119

CX616SBk
クレオ黒S
発注単位：8 ￥900
Ø125 × 150
内寸：Ø110mm
穴：無
4562284200140

CX616MBk
クレオ黒M
発注単位：8 ￥1,400
Ø150 × 175
内寸：Ø130mm
穴：無
4562284200126

CX616LBk
クレオ黒L
発注単位：4 ￥2,800
Ø200 × 235
内寸：Ø180mm
穴：無
4562284200102
素材：陶器

CX615SWh
ロゼッタシリンダー白S
発注単位：12 ￥850
Ø105 × 100mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284200058

CX615MWh
ロゼッタシリンダー白M
発注単位：8 ￥1,200
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284200034

CX615LWh
ロゼッタシリンダー白L
発注単位：4 ￥1,900
Ø170 × 165mm
内寸：Ø150mm
穴：有
4562284200010

CX615SBk
ロゼッタシリンダー黒S
発注単位：12 ￥850
Ø105 × 100mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284200041

CX615MBk
ロゼッタシリンダー黒M
発注単位：8 ￥1,200
Ø140 × 125mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284200027

CX615LBk
ロゼッタシリンダー黒L
発注単位：4 ￥1,900
Ø170 × 165mm
内寸：Ø150mm
穴：有
4562284199994
素材：セメント

CX617LWh
マルモラージ白L
発注単位：2 ￥5,000
Ø270 × 220mm
内寸：Ø200mm
穴：有
4562284200171

CX617LBk
マルモラージ黒L
発注単位：2 ￥5,000
Ø270 × 220mm
内寸：Ø200mm
穴：有
4562284200164
素材：セメント

CW-021SGy
アグニボウルハイグレイS
発注単位：1 ￥6,800
Ø250 × 545mm
内寸：Ø225 × 170mm
穴：無
4562132449387

CW-021LGy
アグニボウルハイグレイL
発注単位：1 ￥13,000
Ø330 × 710mm
内寸：Ø295 × 220mm
穴：無
4562132448632
素材：セメント、ウッド（脚部）

CI-200-075
アイアンプレート7.5
発注単位：12 ￥250
Ø75 × 5mm
4562132441237

CI-200-095
アイアンプレート9.5
発注単位：12 ￥300
Ø95 × 6mm
4562132441268

CI-200-130
アイアンプレート13
発注単位：12 ￥450
Ø130 × 8mm
4562132441329

CI-200-160
アイアンプレート16
発注単位：12 ￥580
Ø160 × 10mm
4562132445013

CI-200-200
アイアンプレート20
発注単位：12 ￥750
Ø200 × 15mm
4562132448021

CI-200-250
アイアンプレート25
発注単位：6 ￥1,250
Ø250 × 15mm
4562132448403
素材：アイアン

SG-001SMW
リベロ白マットS
発注単位：12 ￥1,000
Ø110 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284193664

SG-001MMW
リベロ白マットM
発注単位：8 ￥1,300
Ø125 × 100mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284192490

CK-002TWh
ハピ白SS
発注単位：12 ￥500
Ø90 × 85mm
内寸：Ø80mm
穴：有
4562284198935

SG-001LMW
リベロ白マットL
発注単位：6 ￥1,800
Ø145 × 110mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284191905

CK-002SWh
ハピ白S
発注単位：12 ￥700
Ø110 × 110mm
内寸：Ø100mm
穴：有
4562284198928

CP047SMW
アウラ白S
発注単位：2 ￥3,000
Ø180 × 135mm
内寸：Ø150mm
穴：有
4562284197747

SG-001SMB
リベロ黒マットS
発注単位：12 ￥1,000
Ø110 × 90mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284193633

CK-002MWh
ハピ白M
発注単位：6 ￥1,200
Ø140 × 135mm
内寸：Ø130mm
穴：有
4562284198911

CP047LMW
アウラ白L
発注単位：1 ￥4,500
Ø220 × 165mm
内寸：Ø185mm
穴：有
4562284197730

SG-001MMB
リベロ黒マットM
発注単位：8 ￥1,300
Ø125 × 100mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284192322

CK-002LWh
ハピ白L
発注単位：4 ￥1,700
Ø160 × 160mm
内寸：Ø150mm
穴：有
4562284198904

CP047SMB
アウラ黒S
発注単位：2 ￥3,000
Ø180 × 135mm
内寸：Ø150mm
穴：有
4562284198737

SG-001LMB
リベロ黒マットL
発注単位：6 ￥1,800
Ø145 × 110mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284190908

CK-002HWh
ハピ白LL
発注単位：2 ￥2,500
Ø180 × 195mm
内寸：Ø165mm
穴：有
4562284198898

CP047LMB
アウラ黒L
発注単位：1 ￥4,500
Ø220 × 165mm
内寸：Ø185mm
穴：有
4562284198720

CR027L
イオニアスクリープ白L
発注単位：1 ￥6,000
Ø210 × 220mm
内寸：Ø185mm
穴：有
4562284193862

CR027H
イオニアスクリープ白LL
発注単位：1 ￥8,000
Ø240 × 250mm
内寸：Ø220mm
穴：有
4562284193886

CR027HL
イオニアスクリープ白XL
発注単位：1 ￥11,000
Ø270 × 280mm
内寸：Ø245mm
穴：有
4562284196405

CR027LGy
イオニアスクリープグレイL
発注単位：1 ￥6,000
Ø210 × 220mm
内寸：Ø185mm
穴：有
4562284193879

CR027HGy
イオニアスクリープグレイLL
発注単位：1 ￥8,000
Ø240 × 250mm
内寸：Ø220mm
穴：有
4562284194289

CR027HLGy
イオニアスクリープグレイXL
発注単位：1 ￥11,000
Ø270 × 280mm
内寸：Ø245mm
穴：有
4562284196429

素材：陶器

CX1000TYe
ステララウンド黄SS
発注単位：12 ￥500
Ø80 × 80mm
内寸：Ø65mm
穴：有
4562284199925

CX1000SYe
ステララウンド黄S
発注単位：12 ￥950
Ø110 × 110mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199895

CX1000MYe
ステララウンド黄M
発注単位：8 ￥1,400
Ø130 × 130mm
内寸：Ø110mm
穴：有
4562284199864

CX1000TGy
ステララウンドグレイSS
発注単位：12 ￥500
Ø80 × 80mm
内寸：Ø65mm
穴：有
4562284199918

CF-001SYe
アンジェラ黄S
発注単位：12 ￥600
Ø90 × 75mm
内寸：Ø65mm
穴：有
4562284186482

CF-001LYe
アンジェラ黄L
発注単位：12 ￥850
Ø115 × 110mm
内寸：Ø85mm
穴：有
4562284186239

YM-005TBG
リア青緑SS
発注単位：12 ￥850
Ø90 × 83mm
内寸：Ø80mm
皿 Ø90 × 20mm
穴：有
4562284198980

YM-005TPi
リアピンクSS
発注単位：12 ￥850
Ø90 × 83mm
内寸：Ø80mm
皿 Ø90 × 20mm
穴：有
4562284198942
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CX1000LYe
ステララウンド黄L
発注単位：4 ￥2,300
Ø160 × 160mm
内寸：Ø145mm
穴：有
4562284199833

CX1000SGy
ステララウンドグレイS
発注単位：12 ￥950
Ø110 × 110mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199888

CF-001HYe
アンジェラ黄LL
発注単位：8 ￥1,500
Ø135 × 130mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284186215

YM-005SPi
リアピンクS
発注単位：12 ￥1,600
Ø130 × 120mm
内寸：Ø120mm
皿 Ø130 × 25mm
穴：有
4562284199024

murmures des hauts-fonds

address : 名古屋市東区葵三丁目17-6 〒461・0004
tel : (052)939・3600 fax : (052)939・3601
e-mail : syaka@murmures.co.jp
URL : http://www.murmures.co.jp/

CX1000MGy
ステララウンドグレイM
発注単位：8 ￥1,400
Ø130 × 130mm
内寸：Ø110mm
穴：有
4562284199857

CF-001HLYe
アンジェラ黄XL
発注単位：6 ￥2,000
Ø160 × 150mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284184112

YM-005SBG
リア青緑S
発注単位：12 ￥1,600
Ø130 × 120mm
内寸：Ø120mm
皿 Ø130 × 25mm
穴：有
4562284199062

CX1000TDB
ステララウンド濃青SS
発注単位：12 ￥500
Ø80 × 80mm
内寸：Ø65mm
穴：有
4562284199901

CF-001SLB
アンジェラ薄青S
発注単位：12 ￥600
Ø90 × 75mm
内寸：Ø65mm
穴：有
4562284186246

YM-005MBG
リア青緑M
発注単位：8 ￥2,200
Ø160 × 150mm
内寸：Ø150mm
皿 Ø160 × 30mm
穴：有
4562284199147

YM-005MPi
リアピンクM
発注単位：8 ￥2,200
Ø160 × 150mm
内寸：Ø150mm
皿 Ø160 × 30mm
穴：有
4562284199109

CX1000SDB
ステララウンド濃青S
発注単位：12 ￥950
Ø110 × 110mm
内寸：Ø90mm
穴：有
4562284199871

CX1000MDB
ステララウンド濃青M
発注単位：8 ￥1,400
Ø130 × 130mm
内寸：Ø110mm
穴：有
4562284199840

CX1000LDB
ステララウンド濃青L
発注単位：4 ￥2,300
Ø160 × 160mm
内寸：Ø145mm
穴：有
4562284199819

CX1000LGy
ステララウンドグレイL
発注単位：4 ￥2,300
Ø160 × 160mm
内寸：Ø145mm
穴：有
4562284199826

CF-001LLB
アンジェラ薄青L
発注単位：12 ￥850
Ø115 × 110mm
内寸：Ø85mm
穴：有
4562284186222

CF-001HLB
アンジェラ薄青LL
発注単位：8 ￥1,500
Ø135 × 130mm
内寸：Ø105mm
穴：有
4562284181678

CF-001HLLB
アンジェラ薄青XL
発注単位：6 ￥2,000
Ø160 × 150mm
内寸：Ø120mm
穴：有
4562284181692

YM-005LBG
リア青緑L
発注単位：4 ￥3,200
Ø190 × 175mm
内寸：Ø175mm
皿 Ø190 × 35mm
穴：有
4562284199222

YM-005LPi
リアピンクL
発注単位：4 ￥3,200
Ø190 × 175mm
内寸：Ø175mm
皿 Ø190 × 35mm
穴：有
4562284199185

素材：陶器

※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。●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。

