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ウォールナットの天然木化粧板こたつテーブル日本メーカー製｜Mill-ミル- ダイニングテーブル木製単品（幅120cm）｜Famia-ファミア- おしゃれなカフェスタイルのコーヒーテーブル｜ORKA-オルカ-

SH-01-PLR HT-XC02 SH-01-ORK 

ウォールナット（ダークブラウン） ウォールナット（ダークブラウン）ウォールナット（ダークブラウン）
ビーチ（ナチュラル）　オーク（ブラウン）

ウォールナット（ダークブラウン）

SH-01-ML105 

通常販売分ウォールナット ナチュラル ブラウン
フォールディングテーブル【Polaire-ポレール-】

ビーチ（ナチュラル）　オーク（ブラウン）
木製センターテーブル【-Horia-ホリア】

テーブル・こたつ

MTSSTS-SRTS-S RTS

ビーチ（ナチュラル）　オーク（ブラウン）
センターテーブル【-Lokon-ロコン】 センターテーブル【-Luna-ルーナ】
ビーチ（ナチュラル）　オーク（ブラウン）

センターテーブル【-Remone-リモネ】
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テーブル・こたつ

布団：ピンクピンク布団：ブラウン、ベージュ

MKF-75E
マイクロファイバー使用！こたつ布団【幅65-80cm・正方形こたつ対応】

ベージュ ブラウン

MKF-75FPKMKF-75EPKMKF-75F
スペースこたつ布団【幅65-80cm・正方形こたつ対応】ピンクカラーの省スペースこたつ布団【幅65-80cm・正方形こたつ対応】スペースこたつ布団【幅65-80cm・正方形こたつ対応】

布団：ブラウン、ベージュ

MKF-R80F
丸型こたつ布団【幅75-85ｃｍ丸型こたつ対応】

http://www.shozaioh.com/detail_1678.html
http://www.shozaioh.com/detail_1678.html
https://www.shozaioh.com/detail_1893.html
https://www.shozaioh.com/detail_1893.html
https://www.shozaioh.com/detail_1891.html
https://www.shozaioh.com/detail_1891.html
http://www.shozaioh.com/detail_1685.html
http://www.shozaioh.com/detail_1685.html
https://www.shozaioh.com/detail_1892.html
https://www.shozaioh.com/detail_1892.html


【型番】 【型番】 【型番】
【商品名】 【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】 【カラー】

【型番】 【型番】
【商品名】 【商品名】
【カラー】 【カラー】

テーブル・こたつ

カジュアルこたつ【-Topo-トーポ（正方形・70cm幅）】 カジュアルホワイトこたつ【-Soneca-ソネカ（正方形・70cm幅）】

カジュアル丸こたつ【-Topo-トーポ（丸型・80cm幅）】

フラットヒーターこたつ【-Talpa-タルパ（正方形・80cm幅）】

ウォールナット、ナチュラル ホワイト

HT70F HT70FWH

HTR80F

HTFH80F

ウォールナット

ウォールナット

HTFHQ85F
フラットヒーターこたつ【-Talpa-タルパ（丸型・85cm幅）】

ウォールナット、ナチュラル
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HT70F-SET HT70FWH-SETHTR80F-SET

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウンツイード
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウンツイード
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ベージュツイード
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュツイー
ド

布団付きカジュアルこたつセット（68×68cm）｜ポカロ

ウォールナット

HT68F

カジュアルこたつ【-Topo-トーポ（正方形・70cm幅）】 カジュアルホワイトこたつ【-Soneca-ソネカ（正方形・70cm幅）】カジュアル丸こたつ【-Topo-トーポ（丸型・80cm幅）】

本体：ホワイト、布団：ピンク

ナチュラル、ウォールナット

(Aセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウン
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュ
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウン
(Dセット)本体：ナチュラル×布団：ベージュ

(Aセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウン
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュ

HTFH80F-SET

テーブル・こたつ

(Aセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウン
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュ

(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウン
(Dセット)本体：ナチュラル×布団：ベージュ

TWZ-KSET SH-01F-HT70FM

フラットヒーターこたつ【-Talpa-タルパ（正方形・80cm幅）】

こたつテーブル（幅70cm）｜榎-えのき- 【カジュアルこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】

(Aセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウン
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュ

HTFHQ85F-SET
フラットヒーターこたつ【-Talpa-タルパ（丸型・85cm幅）】
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【カジュアルこたつ2点セット（丸型・80cm幅）】

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：タータンレッド
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：タータンレッド
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：タータンブルー
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：タータンブルー
(Eセット)本体：ナチュラル×布団：ガンクラブベージュ
(Fセット)本体：ウォールナット×布団：ガンクラブベージュ

SH-01F-HTR80FC

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：ブルーチェック
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ブルーチェック
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウンチェック
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウンチェック

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：タータンレッド
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：タータンレッド
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：タータンブルー
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：タータンブルー
(Eセット)本体：ナチュラル×布団：ガンクラブベージュ

(Aセット)本体：オフホワイト×布団：タータンレッド
(Bセット)本体：オフホワイト×布団：タータンブ
ルー
(Cセット)本体：オフホワイト×布団：ガンクラブ
ベージュ

【カジュアルこたつ2点セット（丸型・80cm幅）】 【カジュアルこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】 【カジュアルホワイトこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】

SH-01F-HT70FP SH-01F-HT70FWHP SH-01F-HTR80FP

【カジュアルこたつ2点セット（丸型・80cm幅）】 【カジュアルホワイトこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】 【カジュアルこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】 【カジュアルホワイトこたつ2点セット（正方形・70cm幅）】

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウンツイード
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウンツイード
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ベージュツイード
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：ベージュツイー
ド

(Aセット)本体：ナチュラル×布団：ブルーチェック
(Bセット)本体：ウォールナット×布団：ブルーチェック
(Cセット)本体：ナチュラル×布団：ブラウンチェック
(Dセット)本体：ウォールナット×布団：ブラウンチェック

テーブル・こたつ

SH-01F-HTR80FM SH-01F-HT70FWHM SH-01F-HT70FC SH-01F-HT70FWHC

(Aセット)本体：オフホワイト×布団：ブラウンツ
イード

(Bセット)本体：オフホワイト×布団：ベージュツ
イード

(Aセット)本体：オフホワイト×布団：ブルーチェッ
ク

(Bセット)本体：オフホワイト×布団：ブラウン
チェック

https://www.shozaioh.com/detail_1902.html
https://www.shozaioh.com/detail_1902.html
https://www.shozaioh.com/detail_1901.html
https://www.shozaioh.com/detail_1901.html
https://www.shozaioh.com/detail_1903.html
https://www.shozaioh.com/detail_1903.html
https://www.shozaioh.com/detail_1904.html
https://www.shozaioh.com/detail_1904.html
https://www.shozaioh.com/detail_1905.html
https://www.shozaioh.com/detail_1905.html
https://www.shozaioh.com/detail_1906.html
https://www.shozaioh.com/detail_1906.html
https://www.shozaioh.com/detail_1907.html
https://www.shozaioh.com/detail_1907.html
https://www.shozaioh.com/detail_1908.html
https://www.shozaioh.com/detail_1908.html

