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ベッド

WB-005NS WB-006S WB-007S

WB-008S

収納付きデザインベッド【リンデン-LINDEN-（シングル）】

ウォールナット オーク

WB-004NS
宮、照明付きデザインベッド【エナー-ENNER-】 木製フロアベッド【ベルモット-VERMOUTH-】 チェストベッド【コンシェラ-CONCIERA-】
ウォールナット ブラックオーク ウォールナット オーク ウォールナット オーク

ホワイトオーク ブラックオーク
宮付きデザインベッド【シェルル-CHERLE-】
ウォールナット オーク

WB-009NWS WB-009NOS WB-009NBS
宮、照明、コンセント付き【ディラン-DYLAN-】 宮、照明、コンセント付きフロアベッド【フロース-FLOS-】 宮、照明、コンセント付きフロアベッド【カエルム-CAELUM-】

ウォールナット
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チェストベッド【サザン-SASAN-（シングル）】 チェストベッド【ソムニウム-SOMUNIUM-】宮、照明、チェストベッド【サザン-SASAN-】

ウォールナット オーク

WB-011NBS
宮、照明付きチェストベッド【ローズン-ROSEN-】
ブラックオーク

ウォールナット オーク ウォールナットウォールナット オーク

WB-013NBS
収納付きデザインベッド【ソヌス-SONUS-】
ブラックオーク

WB-012NS
収納付きデザインベッド【ショコ・ララ-CHOCOLALA-】

ベッド

WB-011NWSWB-010NSWB-010NS WB-011NOS
宮、照明付きチェストベッド【フルーメン-FLUMEN-】

ホワイトオーク

WB-013NOS
収納付きデザインベッド【ハーニー-HARNEI-】
ホワイトオーク
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【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】ブラック/ホワイト　ホワイト/ブラック

ブラックオーク

ブラック アイボリー

ホワイトオーク ウォールナット オーク

HT-0609S
フロアベッド【Sarah-サラ-】収納付きデザインベッド【デュレ-DURRE-（シングル）】

WB-016NS

WB-014NBS WB-014NOS WB-015NS
デザインフロアベッド【ケラスス-CERASUS-】 デザインフロアベッド【コンシェ-CONCIE-】 デザインフロアベッド【ブルース-BRUCE-】

WB-016NS
デザインベッド【デュレ-DURRE-】
ブラック/ホワイト　ホワイト/ブラック

ベッド
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HR-105

ホワイトウォッシュ ナチュラル ライトブラウン ダークブラウン　ナチュラル ダークブラウン　ナチュラル
サイドフレーム付きシングルベッド【Pony-ポニー-】 シンプル木製ベッド【Meline-メリーニ-】 シンプル木製ベッド【Klasse-クラッセ-】
HT-0543 HR-104

可動棚付きフロアベッド（シングル）｜Rodelia-ロデリア- 可動棚付きフロアベッド（セミダブル）｜Rodelia-ロデリア- 可動棚付きフロアベッド（ダブル）｜Rodelia-ロデリア-

ブラウン　ナチュラル　ホワイトウォッシュ ブラウン　ナチュラル　ホワイトウォッシュ ブラウン　ナチュラル　ホワイトウォッシュ

ベッド

HT-SD01S HT-SD01SD HT-SD01D
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【カラー】 【カラー】 【カラー】

HT-XC01S HT-XC01SD HT-XC01D
3段階高さ調整付きすのこベッド（ダブル）｜Libure-リビュア-
ナチュラル ブラウン ホワイトウォッシュ

3段階高さ調整付きすのこベッド（シングル）｜Libure-リビュア- 3段階高さ調整付きすのこベッド（セミダブル）｜Libure-リビュア-
ナチュラル ブラウン ホワイトウォッシュ ナチュラル ブラウン ホワイトウォッシュ

ベッド
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ベッド

HT70-95HT70-94 HT70-96

HT70-97

ロフトベット 【RESIDENCE-レジデンス-】 ロフトベッド【ORCHIS-オーキス-】  ロフトベット 【ORCHID-オーキッド-】
HT80-17
パイプ二段ベッド　【Larch　ラーチ】

HT70-102 

ブラック　ホワイト　シルバー　ブラウン

HT70-98 HT70-99
ロフトベット 【ORCHID-オーキッド-】

ブラック　ブラウン　シルバー　ホワイトブラック　ブラウン　シルバー　ホワイト ブラック　ブラウン　シルバー　ホワイト

ブラック　ブラウン　シルバー　ホワイト
選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム-ロフトパイプベッド ミライ-mirai- ロフトパイプベッド　コルソ-CORSO-

ホワイト ホワイト ブラウン　ホワイト　ブラック　シルバー
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【型番】
【商品名】
【カラー】

ベッド

BD50-41
シングルパイプベッド【-Chess-チェス】
ホワイト ブラック
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【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】

HT-0542

EX-CK-022

ベッド

2段ベッド【Perroquet-ペロケ-】 すのこ2段ベッド【Tasso-タッソ-】
ホワイトウォッシュ　ナチュラル　ライトブラウン ホワイトウォッシュ ナチュラル ライトブラウン

EX-HR-020A

ダークブラウンxホワイト

2段ベッド【ボストン-BOSTON】
ナチュラルxダークブラウン

HT-0541
2段ベッド【Asina-アシナ-】
ホワイトウォッシュ　ダークブラウン

HT-0540

2段ベッド【Logo-ロゴ-】
ナチュラル ライトブラウン レッド ホワイト ブルー

EX-ET-0630

引出付2段ベッド【ABBIE-アビー】
ホワイトウォッシュ 　ライトブラウン
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【型番】 【型番】
【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】

平柱3段ベッド【Tamia-タミア-】 エコ塗装スロープ付き3段ベッド【パーク-PARK】

ナチュラル ライトブラウン ライトブラウン ナチュラル

HT-0546 EX-HR-031

ベッド
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【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】

ベッド

ブラック　ブラウン　ネイビー ブラック

BD30-89

HT30-135 HT30-136

BD30-74 BD30-95
折りたたみベッド【Levita-レヴィータ-】

折りたたみベッド【Cortesia-コルテシア-】 スリム折りたたみベッド【Stretta-ストレッタ-】

ブラウン　ブラック
折りたたみすのこベッド 【NOAH -ノア-】 折りたたみ式すのこベッド【-Aile-エール】

※すのこ部分：ナチュラル(無塗装)

グレー　ブルー　ピンク　グリーン　オレンジ 　 ブラウン
※グリップ部分のみ色が異なります。
※フレーム：ホワイト 
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【商品名】 【商品名】 【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】 【カラー】 【カラー】

ミルキーピンク 　ホワイトウォッシュ

システムベッド【チョッパ-choppa】ずっと使える親子すのこベッド【Panda-パンダ-】 システムベッド【ルフィー-ruffy】システムベッド【エース】
ホワイトウォッシュ 　ライトブラウンナチュラル　ライトブラウン　ホワイトウォッシュ ナチュラル 　ライトブラウン 　ナチュラル 　ライトブラウン

EX-HR-007HT-0545 EX-HR-006EX-HR-005

ベッド
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【型番】 【型番】 【型番】
【商品名】 【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】 【カラー】

ベッド

WR-471
ベッドサイドラック【プラハ-PRAHA-】

BMT-01S
脚付きマットレスベッド【-Parnet-パルネ】 ベッドサイドラック【ブルノ-BRNO-】

WR-472

ウォールナット　オーク　
ホワイトオーク　ブラックオーク

ブラック　アイボリー　ブラウン　ピンク　 ウォールナット　オーク　
ホワイトオーク　ブラックオーク

WB-009NO-FN-DYO-SD
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