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■ソライ&マオ
レトロ感漂うカフェテーブルこたつ。

ソファテーブルとしても、ご使用いただけます。

天板：ビーチ突板（ＮＡ）

ウォールナット突板（ＢＲ）

中天：MDF・メラミン材

脚：ラバーウッド

生産国：ベトナム

ＮＡ：中間スイッチヒーター（５００Ｗ石英管ファン付）

華芝ＪＰ：ＫＪＵ-５００Ｆ
ＢＲ：中間スイッチヒーター（６００Ｗ石英管ファン付）

エルテック：ＬＨ－Ｇ６ＦＳ

※ヒーター部分のやぐらの色はロットにより

異なりますので、予めご了承ください

■７５正方形こたつ

Ｗ７５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（４．８才）

４１，５００円（税別）

■１０５長方形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（６．３才） ４８，６００円（税別）

■１０５楕円形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（６．３才）

５０，０００円（税別）

※ＮＡは、７５正方形・１０５長方形・１０５楕円形の

３種類のみの取り扱いとなります。

■７５正方形こたつ

Ｗ７５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（４．８才）

４１，５００円（税別）

■１０５楕円形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（６．３才）

５０，０００円（税別）

■１０５長方形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３９０ｍｍ

（６．３才） ４８，６００円（税別）

■９０長方形こたつ

Ｗ９００×Ｄ６００×Ｈ３９０ｍｍ

（４．８才） ４１，５００円（税別）

■１２０長方形こたつ

Ｗ１２００×Ｄ８００×Ｈ３９０ｍｍ

（７．８才） ５７，２００円（税別）

ＮＡ

ＢＲ

■Paloma（パロマ）
角がないので、家族みんなで囲みやすい、

■サフラン＆ナヴィア／デニム&⼤正浪漫
安心・安全・高品質の日本製敷ふとんです。

■M06-03
天板：ウォールナット突板

脚：ラバーウッド（継脚タイプ）

塗装：ＵＶ塗装

ヒーター：ハロゲン６００Ｗ手元コントローラー

生産国：マレーシア

■１０５こたつ

Ｗ１０５×Ｄ７５×Ｈ３６（＋５）ｃｍ

（５才） ５５，８００円（税別）

■１２０こたつ

Ｗ１２０×Ｄ７５×Ｈ３６（+５）
（６才） ５８，９００円（税別）

■１３５こたつ

Ｗ１３５×Ｄ８０×Ｈ３６（+５）
（６才） ６１，８００円（税別）

■MO-07
天板：タモ突板

脚：ラバーウッド（継脚タイプ）

塗装：ＵＶ塗装（天板のみ）、ウレタン塗装

ヒーター：ハロゲン６００Ｗ手元コントローラー

（ＭＨＵ６０１Ｅ）

■１２０こたつ

Ｗ１２０×Ｄ７５×Ｈ３６（+５）
（６才） ５８，２００円（税別）

■１３５こたつ

Ｗ１３５×Ｄ８０×Ｈ３６（+５）
（６才） ６１，９００円（税別）

■MO-08
天板：ウォールナット突板

脚：ラバーウッド（継脚タイプ）

塗装：ＵＶ塗装（Ｆ☆☆☆☆）

ヒーター：ハロゲン６００Ｗ手元コントローラー

（ＭＨＵ６０１Ｅ）

■１２０こたつ

Ｗ１２０×Ｄ７５×Ｈ３６（+５）
（６才） ５８，２００円（税別）

■１５０こたつ

Ｗ１５０×Ｄ８０×Ｈ３６（+５）
（７才） ６４，９００円（税別）

■MO-09
天板：タモ突板（ナラ材、ポプラ材）

脚：ラバーウッド

塗装：ウレタン塗装

ヒーター：ハロゲン６００Ｗ手元コントローラー

生産国：日本製

■１２０ミドルハイこたつ

Ｗ１２０×Ｄ６０×Ｈ５８

（６才／２個口） ８１，１００円（税別）

※２０５×２４５（１２０長方形

用）のこたつ布団に適応して

います。

詳細はＰ４をご覧下さい。

NEW

※こたつ布団はイメージです
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天板：ウォールナット突板（ＢＲ）

メープル板目突板（ＮＡ）

片側がカーブになったユニークな形のこたつ。

一家団らん、会話も弾みます。

■カープ

■Miran（ミラン）
翼のように羽を起こしたファンが

暖かい風をこたつの隅々まで行き渡らせます。

天板：タモ突板

中天：MDF・メラミン材

脚：ラバーウッド

生産国：ベトナム

中間スイッチヒーター（５００Ｗ石英管ファン付）

華芝ＪＰ：ＫＪＵ－５００Ｆ

■７５正方形こたつ

Ｗ７５０×Ｄ７５０×Ｈ３６０ｍｍ

（３才）

３４，３００円（税別）

■９０長方形こたつ

Ｗ９００×Ｄ６００×Ｈ３６０ｍｍ

（４才） ３４，３００円（税別）

■１０５長方形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３６０ｍｍ

（５才） ４２，９００円（税別）

■１０５楕円形こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ７５０×Ｈ３６０ｍｍ

（５才） ４２，９００円（税別）

会話も弾むこたつテーブルです。

天板：タモ突板（ＮＡ）／ウォールナット突板（ＢＲ）

脚：ラバーウッド

ウレタン塗装

生産国：日本（大川市）

６００Ｗ手元コントローラ付ハロゲンヒーター（中国製）

メトロ：ＭＨＵ－６００Ｅ

天板厚：２３ｍｍ 天板耐荷重：３０Ｋ

■１０５ビーンズ型こたつ

Ｗ１０５０×Ｄ６００×Ｈ４００ｍｍ

（４才） ６８，６００円（税別）

ＢＲ

ＮＡ

■サフラン＆ナヴィア
安心・安全・高品質の日本製掛ふとんです。

無地５色、ＯＸプリント１０柄からお選びいただけます。

サイズはコンパクトからワイド、円形・楕円形に対応の

１１サイズを展開しています。
表生地：綿１００％／裏生地：綿１００％

コンパクトからワイドに対応の６サイズを展開しています。

１０ｍｍのウレタンと高品質のポリエステルを使用しているので

フカフカで暖かです。

表生地：綿１００％／裏生地：綿１００％

中綿：ポリエステル１００％

生産国：日本

正方形コタツ敷布団（サフランモカ)

商品名 製品サイズ 適応コタツ 綿量 kg 本体価格 堀こたつ用加工代 

正方形コタツ敷布団 190x190cm 
75〜90 正方形 

0.8 19，266 

\8，572 

（税別） 

 

70〜90 円形 

⻑方形コタツ敷布団 190x220cm 
105 ⻑方形 

1 24，163 
105 楕円形 

⻑方形コタツ敷布団 190x240cm 
120 ⻑方形 

1.2 25，798 
120 楕円形 

Ｗ⻑方形コタツ敷布団 190x270cm 
150 ⻑方形 

1.5 29，060 
150 楕円形 

正方形コタツ敷布団 210x210cm 90〜120 円形 1.5 32，326  

Ｗ⻑方形コタツ敷布団 190x300cm 
180 ⻑方形 

1.8 33，960 
180 楕円形 

 

長方形コタツ敷布団（大正浪漫ブルー）

堀こたつ加工

切り抜き

切り落とし

完売終了
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メ プル板目突板（ＮＡ）

脚：ラバーウッド（継脚５０ｍｍ）

６００Ｗハロゲン手元コントローラ ＭＨＵ－６００Ｅ

ウレタンＵＶ塗装

生産国：マレーシア

■１２０変形コタツ

W１２００ｘD８００ｘH４１０（３６０）ｍｍ

（５．５才） ７１，５００円（税別）

ＮＡ

ＢＲ

天板：タモ突板（ＮＡ）

ウォールナット突板（ＢＲ）

材質：メラミン

脚：ラバーウッド（継脚５０ｍｍ）

人感センサー付フラットヒーター

正方形：２２０Ｗ（ＫＵ－７５Ｈ）

長方形：３００Ｗ（ＫＵ－１０５Ｈ）

生産国：ベトナム

隅々まで暖かさが行き渡る人感センサー付のヒーターで

寒い季節もぽかぽか。

■Em（エム）

■７５正方形コタツ

W７５０ｘD７５０ｘH４１０（３６０）ｍｍ

（３才） ４５，８００円（税別）

■１０５長方形コタツ

W１０５０ｘD７５０ｘH４１０（３６０）ｍｍ

（４才） ５８，６００円（税別）

７５正方形 ＢＲ

７５正方形 ＮＡ

ＫＵ－７５Ｈ ＫＵ－１０５Ｈ

１０５長方形 ＢＲ

※１０５長方形の天板が直

線になっていますが、実際

は７５正方形と同様に曲線

になっています。

１０５長方形 ＮＡ

■⼤正ロマン&デニム
安心・安全・高品質の日本製ふとんです。

サイズはコンパクトからワイド、円形と選べます。

表生地：綿１００％／裏生地：綿１００％

中綿：ポリエステル１００％

生産国：日本

■ロワ（折脚こたつ）
レトロ感のある折脚テーブルこたつで、ソファテーブルとしても

ご使用いただけます。

ウォールナット材を使用したブラウンカラー。

天板：ウォールナット突板 中天：ＭＤＦ ウレタン塗装

脚：ラバーウッド

中間スイッチ付ヒーター（６００W石英管ファン付） ＬＨ-Ｇ6ＦＳ

生産国：ベトナム

表生地：綿１００％／裏生地：綿１００％

中綿：ポリエステル１００％

生産国：日本

※円形こたつ掛布団２４５ｃｍは、サフラン（無地)のみの対応となります。

※受注生産（１週間～１０日） 作りたての商品をお届けするために、ご注文を頂いてからお作りします。

長方形コタツ掛布団（ラパス）

楕円形コタツ掛布団（マーブル

円形コタツ掛布団

（はなぐるま）

長方形コタツ掛布団

（チェルシーレッド）

サフランワイン サフラングリーン サフランモカ サフランチョコ サフランブラック

モコ ラパス カフェリーフ ストライプ（限定品） マーブルブラック

はなぐるま あさつなぎ チェルシー（グリーン） チェルシー（レッド） ビッグマーブル

完売終了 完売終了

 

商品名 製品サイズ 適応コタツ 綿量 kg 才数 定価（税抜き） 

正方形コタツ掛布団 185x185cm 75〜80 正方形 1.5 5.2 ¥16,000 

正方形コタツ掛布団 205x205cm 80〜90 正方形 2 5.2 ¥17,632 

⻑方形コタツ掛布団 185x230cm 105 ⻑方形 2.3 5.2 ¥21,226 

⻑方形コタツ掛布団 205x245cm 120 ⻑方形 2.6 5.2 ¥27,429 

W ⻑方形コタツ掛布団 205×285cm 150 ⻑方形 3 5.2 ￥33,960

W ⻑方形コタツ掛布団 205×310cm 180 ⻑方形 3.3 7.8 ￥40,489

円形コタツ掛布団 直径 205cm 75〜90 円形 1.8 5.2 ¥22,532 

円形コタツ掛布団 直径 225cm 90〜110 円形 2.2 5.2 ¥32,326 

円形コタツ掛布団 直径 245cm 100〜120 円形 2.4 5.2 ¥40,489 

楕円形コタツ掛布団 185×225cm 105 楕円形 2.2 5.2 ￥30,695

楕円形コタツ掛布団 205×245cm 120 楕円形 2.5 5.2 ￥33,960
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■MARZU（マーズ）
クール＆モダンなレザー調。

手触りもしなやか、高級感のある

エンボスレザー調

の生地を使用しています。

安心・安全・高品質の日本製。

サイズは９サイズから選べます。
表生地：ポリエステル１００％

裏生地：綿１００％

中綿：ポリエステル１００％

生産国：日本 正方形コタツ布団（マーズ ブラック） 長方形コタツ布団（マーズ ブラウン）

※受注生産（１週間～１０日） 作りたての商品をお届けするために、ご注文を頂いてからお作りします。

大
正
浪
漫
価
格
表 

商品名 製品サイズ 適応コタツ 綿量 kg 才数 定価（税抜き） 

正方形コタツ布団 205x205cm 80〜90 正方形 2 5.2 ¥17,632 

⻑方形コタツ布団 185x230cm 105 ⻑方形 2.3 5.2 ¥21,226 

⻑方形コタツ布団 205x245cm 120 ⻑方形 2.6 5.2 ¥27,429 

Ｗ⻑方形コタツ布団 205x285cm 150 ⻑方形 3 5.2 ¥33,960 

円形コタツ布団 直径 205cm 75〜90 円形 1.8 5.2 ¥22,532 

円形コタツ布団 直径 225cm 90〜110 円形 2.2 5.2 ¥32,326 

円形コタツ布団 直径 245cm 100〜120 円形 2.4 5.2 ¥40,489 

 

 

デ
ニ
ム
価
格
表 

商品名 製品サイズ 適応コタツ 綿量 kg 才数 定価（税抜き） 

正方形コタツ布団 185x185cm 75〜80 正方形 1.5 5.2 ¥16,000 

正方形コタツ布団 205x205cm 80〜90 正方形 2 5.2 ¥17,632 

⻑方形コタツ布団 185x230cm 105 ⻑方形 2.3 5.2 ¥21,226 

⻑方形コタツ布団 205x245cm 120 ⻑方形 2.6 5.2 ¥27,429 

円形コタツ布団 直径 205cm 75〜90 円形 1.8 5.2 ¥22,532 

円形コタツ布団 直径 225cm 90〜110 円形 2.2 5.2 ¥32,326 

安心・安全の日本製こたつ薄掛布団。

表地はオックス生地、裏生地は肌触りの良いフランネルを使用しています。

■RENEE（レニー） 表地：オックス生地

浦路：フランネル（ベージュ色）

中身：ポリエステル１００％

生産国：日本（福岡県柳川市）

■９０折脚 W９００ｘD６００ｘH３９０ｍｍ

（３．３才） ３５，８００円（税別）

■１０５折脚 W１０５０ｘD７５０ｘH３９０ｍｍ

（４．７才） ４４，３００円（税別）

■コタツ掛布団 ラパスBL Ｗ１７００×Ｄ２１００ｍｍ（４才）

(９０長方形用) 生産国：日本 １５，８００円（税別）

■ｺｰﾅｰ3点ｾｯﾄ ＬａＬａ(ＧＲ) 価格詳細はお問い合わせください

■８５ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾁｪｽﾄ ＪＡＭ 価格詳細はお問い合わせください

■ハイタイプコタツ リセ
レトロ感のあるデスクテーブルこたつで、

寒い時は布団をかけてご使用いただけます。

ウォールナット材を使用したブラウンカラー

天板：ウォールナット突板 中天：MDF ウレタン塗装

脚：ラバーウッド

■１００デスク

W１０００ｘD６００ｘH６８０ｍｍ（３．５才）

生産国：ベトナム

３１，５００円（税別）

■木製椅子 ラティーナ

Ｗ４２０×Ｄ５１０×Ｈ７００（４４０）（９.３才）

生産国：ベトナム

１０，９００円（税別）

■卓上ヒーター：ＫＤＨ－４５２（別売り）

Ｗ４５０×Ｄ３６０×Ｈ３０ｍｍ（１才）

ベージュカバー付

１３，７２０（税別）
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長方形コタツ布団（チェルガード ブラウン）

チェルガード ブラウン チェルガード ピンク

■CHEL GUARD（チェルガード）
側生地に難燃ポリエステル生地、

中綿にも難燃ポリエステルを

使用しています。

安心・安全・高品質の日本製。

サイズは９サイズから選べます。
表生地：ポリエステル１００％（難燃性）

裏生地：綿１００％

中綿：ポリエステル１００％

生産国：日本

円形コタツ布団（チェルガード ピンク）

※燃えにくい素材です。

※受注生産（１週間～１０日） 作りたての商品をお届けするために、ご注文を頂いてからお作りします。

マーズ ブラック マーズ ブラウン

 

商品名 製品サイズ 適応コタツ 綿量 kg 才数 定価（税抜き） 

正方形コタツ掛布団 185x185cm 75〜80 正方形 1.5 5.2 ¥16,000 

正方形コタツ掛布団 205x205cm 80〜90 正方形 2 5.2 ¥17,632 

⻑方形コタツ掛布団 185x230cm 105 ⻑方形 2.3 5.2 ¥21,226 

⻑方形コタツ掛布団 205x245cm 120 ⻑方形 2.6 5.2 ¥27,429 

W ⻑方形コタツ掛布団 205×285cm 150 ⻑方形 3 5.2 ￥33,960

W ⻑方形コタツ掛布団 205×310cm 180 ⻑方形 3.3 7.8 ￥40,489

円形コタツ掛布団 直径 205cm 75〜90 円形 1.8 5.2 ¥22,532 

円形コタツ掛布団 直径 225cm 90〜110 円形 2.2 5.2 ¥32,326 

円形コタツ掛布団 直径 245cm 100〜120 円形 2.4 5.2 ¥40,489 

楕円形コタツ掛布団 185×225cm 105 楕円形 2.2 5.2 ￥30,695

楕円形コタツ掛布団 205×245cm 120 楕円形 2.5 5.2 ￥33,960

天板は、寄木突板でナチュラルとブラウンのコントラスが

目を引くデザインです。傷に強いＵＶ塗装を施しています。

■Pull（プル） 天板：ウォールナット突板（MDF）
ＵＶウレタン塗装

脚：ラバーウッド

生産国：マレーシア

コードボックス付き

■１０５コタツ

W１０５０ｘD７５０ｘH３９０ｍｍ

（３．７才） ６１，５００円（税別）

■１２０コタツ

W１２００ｘD７５０ｘH３９０ｍｍ

（４．２才） ６５，２００円（税別）

６００Ｗ手元コントローラ付ハロゲンヒーター

ＭＨＵ－６００Ｅ

■正方形薄掛ふとん（７５～９０用）

Ｗ２０００×２０００ｍｍ

中綿：０．６キロ

（３才） １８，６００円（税別）

■長方形薄掛ふとん（１２０×８０以下）

Ｗ２０００×２４００ｍｍ

中綿：０．８キロ

（３才） ２４，３００円（税別）

■長方形（大）薄掛ふとん（１５０×９０以下）

Ｗ２０００×２８００ｍｍ

中綿：１キロ

（３才） ３２，９００円（税別）

※受注生産（約２週間） 作りたての商品をお届けするために、

ご注文を頂いてからお作りします。


