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セミダブルベッド
幅124cm 奥行206cm 背部分高さ75.5cm 
高さ23cm｜マットレス縦192cm 横120 高

さ20cm 
ブランド：高野木工 MARK セミダブルベッド(枕かけ布団なし)

テーブル1
直径110cm 高さ72cm　ブランド：Sketch

サイドテーブル1
トレー部分：縦38cm 横38cm 深さ4cm
脚部分：縦40cm 横40cm 高さ40cm (トレ

ー含 む44cm)　　　　　　　　　　　　　　　　　
ブランド：HAY TRAY TABLE M

サイドテーブル2
直径37cm 高さ42cm　　　　　　　　　　　
ブランド：HAY DLM

ティートロリー
幅50cm 奥行80cm 高さ55cm

ブランド：artek 901ティートロリー

ソファ1
幅220cm 奥行85cm 高さ62cm(木枠)　　
クッション含めた背面高さ77cm　　　　　　

ブランド：NOR
※移動の際はお声掛けください。

プーフ
横58cm 縦58cm 高さ40cm

ベンチ1
幅120cm 奥行32cm 高さ45.5cm 

ブランド：KARIMOKU NEW STANDARD

チェア1 在庫2脚
幅46cm 奥行45cm 座面高38cm　　　　　
背面高77.5cm　ブランド：Sketch

チェア2
横61cm 奥行67cm 高さ86cm　　　　　　

ブランド：NychairX

ラグ1
150cm×200cm　　　　　　　　　　　　　

ブランド：nanimarquina
ブランケット1

縦135cm 横180cm
ブランケット2

縦178cm 横133cm

スタンドライト
高さ134cm ブランド：FLOS IC Lights F1

ランプ1
幅11cm 奥行10.3cm 高さ24.8cm 6.0W　

ブランド：BALMUDA

アート1
縦41.5cm 横31.9cm　　　　　　　　　　
作者：NIGEL PEAKE 姿見1 | 縦180cm 横70cm
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ソファ2（全体）
横240cm 高さ57cm(背面含む)　　　　　　　

L字セパレートタイプ　ブランド：BOY
ソファ2（左）

縦156cm 横88cm 高さ57cm(背面含む)
ソファ2（右）

縦77cm 横154cm 高さ57cm(背面含む)

シェルフ1
横203cm 奥行38cm 高さ178cm　　　　　

ブランド：Montana
※移動の際はお声掛けください。

サイドボード
幅182.5cm 奥行44cm 高さ74.5cm(脚含

む)　ブランド：Jentique

テーブル2
直径60cm 高さ72cm　　　　　　　　　　

ブランド：artek 90Cテーブル(d.60)ホワイ
トラミネート

ローテーブル
縦100cm 横100cm 高さ35cm

ブランド：BOY

チェア3
幅61cm 奥行50cm 座面高39cm 背面高
82.5cm　ブランド：FDB モブラー J82

チェア4
幅72.5cm 奥行39cm(フレーム含む51cm)

座面高41cm 背面高70cm
ブランド：TECTA D4チェア

スツール1
幅43cm 奥行33.5cm 高さ38.5cm　　　　　
ブランド：天童木工 バタフライスツール

スツール２ 在庫3脚
直径34.7cm 高さ43cm　　　　　　　　　　
ブランド：artek stool60

ラグ2 | 縦140cm 横200cm
ランプ2

幅26cm 高さ43cm. ブランド：AKARI

ランプ3
幅16cm 高さ23.2cm　　　　　　　　　　
ブランド：louis poulsen

アート2
縦91cm 横58.5cm　作者：Cy Twombly

アート3
縦72cm 横51.2cm　作者：Cy Twombly

アート4
縦44cm 横31.5cm　作者：NIGEL PEAKE

スピーカー
直径70cm 高さ90cm　　　　　　　　　　　

ブランド：BANG & OLUFSEN A9 .
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テーブル3
幅180cm 奥行90cm 高さ74.5cm

ブランド：KARIMOKU NEW STANDARD

シェルフ2
幅85cm 奥行35cm 高さ85cm

ブランド：MOEBE Shelving System

チェア5 在庫4脚
幅49cm 奥行42cm 座面高48cm　　　　　

背面高75.5cm　　　　　　　　　　　　　　
ブランド：CARL HANSEN & SON CH24 チェア5(クッションあり)
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デスク
幅130cm 奥行65cm 高さ75cm
ブランド：HAY SPH90 desk

シェルフ3
幅80cm 奥行30cm 高さ72.5cm

ベンチ2
幅112cm 奥行40cm 高さ44cm　

ブランド：artek

チェア6
幅47cm 奥行35cm 座面高48cm　　　　　

背面高79.5cm　ブランド：Vitra. HAL Ply ラグ3 | 縦100cm 横158cm

ランプ4
幅12cm 高さ21cm AC100V 2.5W　

ブランド：FLOS

バスケット
幅25cm 奥行38cm 高さ25cm　　　　　　　

ブランド：moc

姿見2 | 縦152cm 横44cm 鏡1 | 縦60cm 横60cm

鏡2
直径70cm ブランド名:HAY

※移動不可 .

テーブル4
幅70cm 奥行70cm 高さ74cm　　　　　　

ブランド：ASTRA

チェア7 在庫2脚
幅50cm 奥行48cm 座面高43cm 背面高

80cm　ブランド：ASTRA .
折り畳みテーブル大 在庫2台

幅184cm 奥行74cm 高さ73cm
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折り畳みテーブル小
幅122cm 奥行60cm 高さ49-75cm

スツール3 在庫18脚
直径31.5cm 高さ45cm

ハンガーラック1 在庫2台
横96cm 高さ162cm

ハンガーラック2
横90cm 高さ160cm　　　　　　　　　　　
ブランド：アデペシュ

アイロン台
幅112cm 奥行40cm 高さ34cm-80cm 鏡3 | 縦65cm 横65cm
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