
2022年1月の税込価格です。

OakTeak

slice extendable table*
無垢材ならではの温かみのある質感が美しいダイニングテーブル。

インテリアに映えるシンプルかつエレガントなデザインと、優れた機能性が魅力です。

シチュエーションに応じてサイズを変えられるエクステンション型。

Teak　チーク材
Teak 1400 / 2200 　¥429,000 W1400-2200 × D900 × H730  22823199
Teak 1600 / 2330 　¥440,000 W1600-2330 × D900 × H730  22646422

Oak　オーク材
Oak 1400 / 2200 　¥407,000 W1400-2200 × D900 × H730 	 22823120
Oak 1600 / 2400 　¥418,000 W1600-2400 × D900 × H730 	 22823182

＊	伸張式。シチュエーションに応じて引き伸ばしてお使いいただけます。

Ethnicraft
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2022年1月の税込価格です。

mikado dining table*
alain van havre
エスニクラフトの専属デザイナー Alain van Havreが手掛けた「Mikado」シリーズのダイニングテーブル。
実用性と安定性のバランスを追求することで生まれたテーブルは、クロスした脚が印象的な美しいデザインです。

他に、ダイニングテーブル（円形）、コーヒーテーブル、サイドテーブル、ミーティングテーブルなどがございます。

Oak 　	 ¥429,000   W2030 × D1060 × H730  22823113

Ethnicraft

オーク材	/	オイル仕上げ



2022年1月の税込価格です。

mikado meeting table*
alain van havre
「Mikado」シリーズ初のエレガントなミーティングテーブル。
大人数で座れるラージサイズのテーブルの中央には、ケーブルや充電器をすっきりと収納することができるボックスが埋め込まれています。

他に、ダイニングテーブル（長方形・円形）、コーヒーテーブル、サイドテーブルなどがございます。

Oak 　	 ¥726,000   W2670 × D1380 × H730  50410392

Ethnicraft

オーク材	/	ウレタン塗装



2023年1月の税込価格です。

analog 
jaime hayon
デザイナーのハイメ・アジョンは、正方形・円形・楕円形の 3 種類の形状の特徴を融合し、まったく新しい

有機的なフォルムのテーブルトップをデザインしました。美しいウッドベースに支えられたテーブルは、

食事や会話を共に楽しむのにぴったりの家具です。

JH63　W1850 × D1050 × H720

white laminate / oak  　¥303,600 天板 : ラミネート、脚 : オーク材     22539007

walnut / walnut  　¥386,100 天板 : ウォルナット材、脚 : ウォルナット材    22688989

JH43　W1300 × D1050 × H720

white laminate / oak  　¥261,800 天板 : ラミネート、脚 : オーク材     22688972

walnut / black  　¥303,600 天板 : ウォルナット材、脚 : オーク材 / ブラックラッカー仕上げ  22539434

Fr i tz Hansen

Walnut / blackWhite laminate / oak
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2023年1月の税込価格です。

b612 
piet hein, bruno mathsson
ピート・ハイン、ブルーノ・マテソン、アルネ・ヤコブセンによりデザインされたスーパー楕円テーブルは、

ストックホルムのセルゲル広場の交通問題に対してのデザイナーのピート・ハインの解決策であるラウンドアバウト（環状交差点）に

インスピレーションを得ています。

W1500 × D1000 × H720

Grey laminate / chrome leg  ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  22539649

White laminate / chrome leg  ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  22688736

Black laminate / chrome leg  ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  50610006

Brown ottowa laminate / chrome leg ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  50610013

Grey efeso laminate / chrome leg ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  50610020

Grey bromo laminate / chrome leg ¥338,800 天板：ラミネート、脚：スチール / クローム仕上げ  50610150

Fr i tz Hansen

Grey laminate

Grey efeso laminate Grey bromo laminate

White laminate Black laminate Brown ottowa laminate



2023年1月の税込価格です。

brut 
konstantin grcic
コンスタンチン・グルチッチが手掛けたこの Brut ファミリーは、橋の構造からインスパイアされた作品です。

鋳物の無骨な質感のフレームと木材のジョイントのみの構造が印象的なデザインとなっています。

Brut table　W2600 × D850 × H730

Oak / anthracite grey

Smoke glass / anthracite grey

Clear glass / anthracite grey

Black steel / anthracite grey

Brut bench　(S) W2200 × D350 × H480

Oak / anthracite grey

MAGIS

¥755,700

¥598,400

¥598,400

¥737,000

¥475,200

22975546

22975928

50192236

50192243

22975553

天板：オーク材突板、ジョイント：オーク材、フレーム：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

天板：スモークガラス、ジョイント：オーク材、フレーム：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

天板：強化ガラス、ジョイント：オーク材、フレーム：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

天板：鋼板、ジョイント：オーク材、フレーム：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

座：オーク材、フレーム：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

Oak / anthracite grey

Black steel / anthracite grey Bench - oak / anthracite grey

Smoke glass / anthracite grey Clear glass / anthracite grey



2023年1月の税込価格です。

brut trestle
konstantin grcic
コンスタンティン・グルチッチが手掛けたBrutファミリー。
2本のフレームに天板を渡すだけのシンプルな構造が、デザインの美しさをより一層際立たせています。

上下昇降が可能なため、常のダイニングテーブルから、ハイテーブルまで用途を幅広くお選びいただけます。

MAGIS

Steel + red 　	 ¥911,900   W2900 × D950 × H720-870-1020  22975539

天板：鋼板
脚：鋳鉄 / ポリエステルパウダー塗装

＊昇降機能つき



2023年1月の税込価格です。

officina tavolo 3
ronan & erwan bouroullec
ロナン＆エルワン・ブルレックの「Officina」シリーズは、鍛造によって成形したフレームが特徴的な家具コレクションです。

鍛造とはハンマーで叩いて鉄を成形する伝統的な手法で、ハンマーの跡が残る質感の豊かさが、現代の家具にはない魅力になっています。

MAGIS

Smoke glass + black 　	 ¥422,400   Ф1200 × H740  22974525

天板 : スモークガラス
脚 : 鍛造アイアン / ポリエステルパウダー塗装



2023年1月の税込価格です。

officina tavolo 2
ronan & erwan bouroullec
ロナン＆エルワン・ブルレックの「Officina」シリーズは、鍛造によって成形したフレームが特徴的な家具コレクションです。

鍛造とはハンマーで叩いて鉄を成形する伝統的な手法で、ハンマーの跡が残る質感の豊かさが、現代の家具にはない魅力になっています。

MAGIS

Walnut 　	 ¥798,600   W2000 × D900 × H745  22974747

天板 : ウォルナット材
脚 : 鍛造アイアン / ポリエステルパウダー塗装



2022年1月の税込価格です。

blackbird desk*
alain van havre
Alain van Havreによってデザインされたブラックバードのデスク。
ほっそりとした柔らかな印象の丸脚とグラフィカルで直線的な天板とのコントラストが軽やかでエアリーな雰囲気を生み出しています。

Oak 　	 ¥242,000  W1270 × D410 × H770  22646750

Ethnicraft

本体	:	オーク材
脚：メタル



2023年2月の税込価格です。

balance table*
the conran shop
大きさの違う長方形が絶妙なバランスで構成されている、シンプルながらユニークなデザインのテーブル。

日常生活に楽しさをというテレンス・コンランの発想から生まれたこのテーブルは、

飾り棚としても活躍する実用性を備えています。

EXCLUSIVE

Balance coffee table　W1200 × D400 × H360  各棚 H140

Oak  　¥154,000 オーク材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698209

Walnut  　¥176,000 ウォルナット材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698216

Balance side table　W500 × D300 × H500  各棚 H210

Oak  　¥88,000 オーク材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698230

Walnut  　¥99,000 ウォルナット材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698247

Balance console　W1200 × D300 × H685  各棚 H305

Oak  　¥176,000 オーク材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698261

Walnut  　¥198,000 ウォルナット材ベニヤ / クリアウレタン塗装  22698278

＊ 参考耐荷重：5kg/ 棚（耐荷重は配置により異なります。）
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2023年2月の税込価格です。

balance table
the conran shop

EXCLUSIVE

Balance coffee table
oak

Balance console
oak

Balance console
walnut

Balance coffee table
walnut

Balance side table
oak

Balance side table
walnut



2022年1月の税込価格です。

stone coffee table*
djordje cukanovic
メタルフレームと大理石を組み合わせた、コンテンポラリーなデザインのコーヒーテーブルは、

どんなインテリアにもマッチして、シックで洗練された空間へと生まれ変わらせてくれます。

− 　	 ¥231,000   W1200 × D700 × H380  22646675

Ethnicraft

天板：大理石
フレーム：メタル	/	ブラック塗装



2022年1月の税込価格です。

spindle bedside table*
Djordje Cukanovicによってデザインされたアンダースシリーズのカップボード。
エス二クラフトには珍しい、メタル素材を用いたサイドボードは、洗練されたシンプルな美しさが際立つ佇まいです。

メタルとガラスのコンビネーションが伝統的なキャビネットにモダンさをプラスしています。

　W700 × D300 × H1800  各棚 H300 / 430

Walnut 　	 ¥143,000  ウォルナット材	/	ワニス仕上げ、強化ガラ  22646590

Oak  ¥121,000  オーク材	/	ワニス仕上げ、強化ガラス	 	 22698186

＊	参考耐荷重：5kg/ 棚（耐荷重は配置により異なります。）

Ethnicraft



2022年1月の税込価格です。

mikado side table*
alain van havre
エスニクラフトを代表する「Mikado」シリーズのサイトテーブル。
そのデザインは、単にダイニングテーブルを小さくしたものではなく、大きさに対して完璧なバランスになるよう計算し尽くされています。

他に、ダイニングテーブル（長方形・円形）、コーヒーテーブル、ミーティングテーブルなどがございます。

Oak 　	 ¥66,000   W500 × D500 × H500  22646835

Ethnicraft

オーク材



2022年1月の税込価格です。

n701 side table*
jacques deneef
ソファに差し込んで使える小さなサイドテーブル。

ソファに座ってお茶を飲んだり、パソコンで仕事をしたり、ちょっとした物をおけるテーブルはスペースを取らずに活躍してくれます。

Teak 　	 ¥55,000   W400 × D400 × H530  50410095

Ethnicraft

天板：チーク材
フレーム：メタル	/	ブラック塗装
耐荷重：18kg



2022年1月の税込価格です。

teak cove side table
alain van havre
彫刻的なフォルムのサイドテーブル	。見る角度によって異なる表情をお楽しみいただけます。

Ethnicraft

Teak  　¥77,000 W500 × D500 × H500	 	 	 50410347

チーク材	/	塗装、ワニス仕上げ



2022年1月の税込価格です。

teak fin side table
alain van havre
彫刻的なフォルムのサイドテーブル	。見る角度によって異なる表情をお楽しみいただけます。

Ethnicraft

Teak  　¥77,000 W500 × D500 × H500	 	 	 50410354

チーク材	/	塗装、ワニス仕上げ



2022年1月の税込価格です。

teak oblic black side table
alain van havre
彫刻的なフォルムのサイドテーブル	。見る角度によって異なる表情をお楽しみいただけます。

Ethnicraft

Teak  　¥91,300 W520 × D520 × H490	 	 	 50410361

チーク材	/	塗装、ワニス仕上げ



2023年1月の税込価格です。

little friend
kasper salto
キャスパー・サルトによりデザインされたリトルフレンドは、現代のミニマルなワークスタイルとリビングスタイルに

柔軟に対応するポータブルなテーブルです。 ソファやラウンジチェアの側に置いてノートパソコンで仕事をしたり、

モーニングコーヒーを楽しんだり、あるいはお花を飾ったり。多用途にお使いいただけます。

Ф450 × H500-730

Walnut / black leg  　¥220,000 天板：ウォルナット材、支柱：スチール、ベース：アルミ   50610037

Oak / chrome leg  　¥220,000 天板：オーク材、支柱：スチール、ベース：アルミ   50610044

Black laminate / chrome leg 　¥198,000 天板：ブラックラミネート、支柱：スチール、ベース：アルミ  50610051

＊ 高さ調節機能付き。

Fr i tz Hansen

Walnut
black leg

Oak
chrome leg

Black laminate
chrome leg




