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【時代を先取りしたデザイン】

目まぐるしく時代が変化し、生活スタイルが多様化していく中で
最新のトレンドを取り入れながら安らぎを感じていただけるデザインを
ご提案しています。

【最上の厳選された素材と卓越した技術】

材料は厳選を重ね、本体フレームにはマホガニーなどの高級木材を、
編み込み部分には最高品質の籐皮を用いています。

そして素材の特性を知り尽くした熟練の職人がそれらを一つ一つ丁寧に
丹精込めて作り上げました。

最後に経験豊かなスタッフが厳正な検品を行った上でお客様の元へ
お届け致します。

Ventura ベンチュラ

モ ダ ン な フ ォ ル ム の 中 に も 感 じ る 、 優 し さ と ぬ く も り ・ ・ ・ ・ 。

都 会 の 喧 騒 と 慌 た だ し さ の 中 に 居 て 、 こ の 空 間 だ け は 、

南 の 島 の 心 地 よ さ に 包 ま れ る 思 い 。

卓 越 し た 職 人 が 上 質 の 天 然 木 と 厳 選 さ れ た 籐 皮 を 用 い 、

全 て を 手 だ け で 作 り 上 げ た 逸 品 。

そ れ が ベ ン チ ュ ラ シ リ ー ズ で す 。

お 客 様 の よ り 豊 か な 新 し い 暮 ら し づ く り の お 役 に 立 て る こ と が 、

私 た ち の 何 よ り の 願 い で す 。



3※商品価格等の詳細は P15 参照

モダンスタイルのデザインと自然素材のラタンが、都会生活に優しい潤いの時間を紡いでく
れます。座高を 26cm・35cm・41cm の３タイプの脚をご用意。各世代のライフスタイルの
変化に対応できます。胡坐でくつろいだり、体を横たえたり、様々なリラックスのスタイルに
フィットする快適さ。家族が憩う、居心地のよいリビングを演出します。

Ventura Liver 
ベンチュラリベール〈SB〉

※写真は基本 S（#80）ファブリック（21 頁） ピロークッションは商品ではございません。脚：H12cm●リビングミドルソファ SH35cm　テーブルは 03-0486-0A

● 3cm、12cm、18cm の脚が同梱され
　ています。フロアソファ、ローソファ
　など 3 つの高さをライフスタイルに
　合わせて選べます。

●スタンダードリビングソファ SH41cm　脚：H18cm ●フロアーリビングソファ SH26cm　脚：H3cm

●サイドシェルフ、サイドチェスト、トライアングルテーブルには 6cm の脚が同
梱されています。ロータイプ、ミドルなどソファの座高により組み合わせが選べ
ます。

サイドシェルフ サイドチェスト トライアングルテーブル

ベンチュラリベールのパーツアイテムを組み合わせることにより、
様々な生活スタイルの空間にフレキシブルに対応できます。

組み合わせ例

ベンチュラリベールの基本S ファブリックは、
上の 11 柄よりお選びいただけます。
他に、カザマオリジナルファブリック(A・B・C)
よりイージーオーダーを承ります。 
納期約 3 ～ 4 週間（20・21 頁）

#79 #80

Choice
of

Cushion #06

#07

#03 #04#02

#09

#20 #21

#08

ヘッドレスト（別売り）
※写真は基本Ｓ（#80）ファブリック（21 頁）



人工ラタン ( ドイツ製 ) で編み込まれ紫外線による変色やカビ腐食などもほとんどなく
素材が均一なのでダークグレイが美しく映えます。
室内仕様ですがリビングから窓のフルオープンテラスにも最適です。
また汚れにくく水も弾くのでとても手入れが簡単です。

※写真は基本 C（Asahi Kasei ラムース）ファブリック（21 頁）脚：マホガニー材    18cm（座高 40cm）

脚は 12cm と 18cm が同梱されています。

※商品価格等の詳細は P15 参照

Ventura Action
ベンチュラアクシオン〈PU〉

■受注生産品

※写真はアクシオングレー色〈AG〉、基本 S（#02）ファブリック（21 頁）脚：18cm■受注生産品
脚は 12cm と 18cm が同梱されています。

日々の中でいいものに出あい豊かな感性をみがく ･･･
都会的なデザインでありながら自然のやすらぎを感じる。
籐のもつ自然素材のやさしさとナチュラルでモダンなフォルムが創りだす環境が人の感性を刺激します。

Ventura Action
ベンチュラアクシオン〈AG〉

※テーブル、#02ファブリック以外のピロークッションは商品ではございません。
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■受注生産品 ※写真はシルクブラウン色〈SB〉、基本 S（#09）ファブリック（21 頁）脚：18cm

#03

Choice
of

Cushion #09 #79 #80#07

アクシオンの基本 Sファブリックは、上の 11 柄よりお選びいただけます。
他に、カザマオリジナルファブリック(A・B・C)よりイージーオーダーを承ります。
納期3～4週間  （20・21 頁）

#02 #04 #06

アクシオンには基本カラーにトランスペアレントホワイトマット〈TWM〉受注生産カラー
としてアクシオングレー〈AG〉とシルクブラウン〈SB〉の 2 カラーからオーダーいただ
けます。

テーブルは 03-0561-00　※写真は基本 S（#02）ファブリック（21 頁）脚：18cm※ #02ファブリック以外のピロークッションは商品ではございません。

01-0409-02
ベンチュラアクシオンスツール

■組み合わせ例: 写真上
ベンチュラアクシオンレフトバックソファ×1
ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ×１
※〈SB〉は受注生産品です。

5※商品価格等の詳細は P15 参照

2400

1600

Ventura Action
ベンチュラアクシオン〈TWM〉〈SB〉

脚は 12cm と 18cm が同梱されています。

脚は 12cm と 18cm が同梱されています。

■受注生産品
ベンチュラアクシオンは〈TWM〉トランスペ
アレントホワイトマット色以外に〈SB〉シルク
ブラウン色、〈AG〉アクシオングレー色を
受注生産品として承ります。
納期・約３～５ヶ月

#20 #21#08

●ベンチュラアクシオンシリーズはは逆仕様もございます。（受注生産）



6 ※商品価格等の詳細は P27 参照

Ventura Asteria
ベンチュラアステリア〈SB〉

テーブルは 03-0488-0A　※写真は基本 S（#06）ファブリック（21 頁）

■組み合わせ例: 上写真
アステリアアームレス×2
アステリアコーナーソファ×3

部屋のスペースやシーンに合わせて変化する多機能ソファです。
本体フレームの上部にはウレタンを入れることによりソフトな当たり心地を感じられます。
モダンなフォルムでコーナーソファ、ラブソファ、ロングソファ、シェーズロングソファ等の組み
合わせで連結出来ます。

ヘッドレスト（別売り）
※写真は基本Ｓ（#06）ファブリック（21 頁）

■組み合わせ例(シェーズロング): 右写真
アステリアアームレス×2
アステリアコーナーソファ×２

テーブルは 03-0488-0A　※写真は基本 S（#06）ファブリック（21 頁）01-0406-06　ベンチュラアステリアサイドスツール

サイドポケットL
45-0002-FS
W450・H1000
￥3,500 ( 税抜価格 )
※写真は基本Ｓ（#03）ファブリック（21 頁）

●ベンチュラアクシオン/ アステリア/
フラーグ / などのアームに装着でき
ます。
※高さはソファのアームに合わせて調節可能

※商品価格等の詳細は P16 参照



7※商品価格等の詳細は P27 参照

アステリアの基本 Sファブリックは、
上の 11 柄よりお選びいただけます。
他に、カザマオリジナルファブリック(A・B・C)
よりイージーオーダーを承ります。
納期約3～4週間  （20・21 頁）

■組み合わせ例 (３人掛け)
アステリアコーナーソファ×２

■組み合わせ例 ( 5 人掛け)
アステリアアームレス×１
アステリアコーナーソファ×２

※写真は基本 S（#06）ファブリック（21 頁） ※写真は基本 S（#03）ファブリック（21 頁）

※商品価格等の詳細は P16 参照

#79 #80

Choice
of

Cushion #06

#07

#03 #04#02

#09

#20 #21

#08

人工ラタン ( ドイツ製 ) で編み込まれた組み合わせ自由なコンフォートタイプです。
室内仕様ですがフルオープンテラスにも最適です。
外気の空気感を味わいリフレッシュ。

Ventura Asteria
ベンチュラアステリア〈PU〉

■組み合わせ例 (３人掛け)
アステリアコーナーソファ×２

※写真は基本 S（#02）ファブリック（21 頁） ※ベンチュラ〈PU〉シリーズ編み込み画像



ヘッドレスト（別売り）
※写真は基本Ｓ（#03）
ファブリック（21 頁）

01-0295-06
ベンチュラ ニュー フラーグスツール

選べるアームタイプ

01-0393-00 ﾍﾞﾝﾁｭﾗ
ﾆｭｰﾌﾗｰｸﾞｱｰﾑ ( ｼｪﾙﾌ )

01-0394-00 ﾍﾞﾝﾁｭﾗ
ﾆｭｰﾌﾗｰｸﾞｱｰﾑ ( ﾎﾞｯｸｽ )

01-0395-00 ﾍﾞﾝﾁｭﾗ
ﾆｭｰﾌﾗｰｸﾞｱｰﾑ

01-0319-04 ﾍﾞﾝﾁｭﾗﾆｭｰﾌﾗｰｸﾞ
ﾛﾝｸ゙ ｱｰﾑ(ｶｳﾁｿﾌｧ専用)(ｸｯｼｮﾝ×2付)

４タイプのアームから組み合わせが出来ます。
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※写真は基本 S（#03）ファブリック（21 頁）

アームレス / ラブソファ / ラブソ
ファ S/ ロングソファ座下引出し
付

※写真はレザー（#IB）牛革（21 頁）

シックなイタリア社製牛革クッションをラインに加えてより大人の風格を備えました。
取り外し可能な選べる 4 種のアームをカスタマイズすることにより、リビング空間に
合わせてフレキシブルに対応。座下に引出しを付けて収納機能を更に進化させました。

■組み合わせ例 : ラブソファ

ニューフラーグラブソファ×1
ニューフラーグアーム×2

■組み合わせ例 : ロングソファ

ニューフラーグロングソファ(受注生産)×1
ニューフラーグアーム×2

■組み合わせ例 : カウチソファ

ニューフラーグカウチソファ×1
ニューフラーグアーム×1

（シェルフ）

■組み合わせ例 : アームソファ

ニューフラーグアームレス（受注生産）×1
ニューフラーグアーム×2

960

870

1860

870

1660

870

1450

830
※ソファ本体とアームの組み合わせにより
　多様なソファスタイルを演出できます。

■組み合わせ例 : 下写真

ニューフラーグラブソファ×1
ニューフラーグアーム(シェルフ)×1
ニューフラーグカウチソファ×1
ニューフラーグロングアーム(カウチソファ専用)×1

Ventura New Frag
ベンチュラニューフラーグ〈SB〉

2360

1450

座下収納

カウチソファ
座下収納付き

※商品価格等の詳細は P16 参照
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ニューフラーグのレザー（革）は上の 4 色よりお選び
いただけます。ニューフラーグのみ対応です。(21 頁)

※写真はレザー（#DB）牛革（21 頁） 　ピロークッションは商品ではございません。テーブルは 03-0486-0A(99×45)

ニューフラーグの基本Sファブリックは、
左の11 柄よりお選びいた だけます。
他に、カザマオリジナルファブ リック
(A・B・C) よりイージーオーダーを承ります。
納期約3～4 週間（20・21 頁）

※クッションの仕様はS・A・B・C はウレタン/シリコン
綿仕様、レザー（牛革）のみフェザー仕様となります。

#RD
Leather

#IB #LG #RD #DB

※商品価格等の詳細は P16・17 参照

#79 #80

Choice
of

Cushion #06

#07

#03 #04#02

#09

#20 #21

#08

テーブル〈SB〉
03-0486-0A
W990・D450・H390
￥54,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0486-0B
W990・D450・H450
￥56,500（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0488-0A
W750・D750・H390
￥51,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0488-0B
W750・D750・H450
￥54,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0487-0A
W1150・D750・H390
￥75,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0487-0B
W1150・D750・H450
￥78,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

テーブル〈SB〉
03-0487-0C
W1150・D750・H650
￥81,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

ベンチュラのテーブルは高さが 39cm・45cm・65cm 天板サイズは
3 サイズ 7 種類の中から選んでセットできます。



10※商品価格等の詳細は P27 参照

COLLECTION DINING TABLE
テーブルにはコレクションス
ペースとカトラリー等が入
れられる引き出しが 両サイ
ドに付いています。

シンプルなフォルムが美しい。
一脚だけでも存在感のある椅子は、厳選されたピール（皮籐）で繊細に編み上げられ
匠の手技が感じられます。
自然素材を贅沢なまでに使用し洗練された価値あるダイニングです。

※写真は基本S（#07）ファブリック（21 頁） テーブルはコレクションダイニングテーブル 05-0473-00 150×85

※写真は基本S（#02）ファブリック（21 頁） テーブルはコレクションダイニングテーブル 05-0477-00

Ventura Dining
ベンチュラダイニング〈SB〉

■受注生産品 ( アクシオングレー )

●座は目積編み仕様です。
　クッションを外しても
　ご使用出来ます。

ダイニングの基本 Sファブリックは、上の 11 柄より
お選びいただけます。他に、カザマオリジナルファブ
リック(A・B・C)よりイージーオーダーを承ります。
納期約3～4週間  （20・21 頁）

#79 #80

Choice
of

Cushion #06 #07#03 #04#02

#09 #20 #21#08

※商品価格等の詳細は P18 参照



11※商品価格等の詳細は P28 参照※商品価格等の詳細は P17 参照

人工ラタン ( ドイツ製 ) で編み込まれたシンプルなハイバックな椅子。
フルオープンテラスでアウトドア感覚で素敵なブレックファーストを・・・

Ventura Dining
ベンチュラダイニング〈PU〉

■受注生産品 (PU)

やさしい時間が流れる・・・シンプルでいて美しく機能的。
人工ラタン ( ドイツ製 ) で編み込まれた LD ソファから爽やか
な風を感じる。室内仕様ですがフルオープンテラスにも・・・
スタイリッシュなフォルムで背の編み込みも美しい。
ファブリックにはラムースも選べます。

※写真は基本C（Asahi Kasei ラムース）ファブリック（21 頁） 
　テーブルは 05-0489-00 115 ×75　脚：22cm

●リビングダイニング SH41cm

Ventura New Living Dining
ベンチュラニューリビングダイニング〈PU〉

● 05-0489-00 LD コレクション
テーブルにはカトラリー等が
収納できる引き出し付。

ヘッドレスト（別売り）
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21 頁）

■脚は 19cm と 22cm が同
梱されています。
座高が 41cm と 38cm でリ
ビングダイニングとしても
リビングソファとしてもご
使用いただけます。

LD の基本 Sファブリックは、上の 11 柄よりお選びいた
だけます。他に、カザマオリジナルファブリック(A・B・C)
よりイージーオーダーを承ります。
納期約3～4週間  （20・21 頁）

#79 #80

Choice
of

Cushion #06 #07#03 #04#02

#09 #20 #21#08

● 05-0491-00 LD コレクション
テーブル〈PU〉

※写真は基本S（#03）ファブリック（21 頁） テーブルはコレクションダイニングテーブル (PU) 05-0487-00 150×85



12※商品価格等の詳細は P28 参照※商品価格等の詳細は P17 参照

リビング＆ダイニングで兼用できるスタイリッシュで美しい
シリーズ。リビングでもダイニングでも使える汎用性のある
ソファです。座高も 18cm(リビング用途 )、22cm(LD用途 ) の
2 タイプの脚を用意。美しく編み込まれた籐とマホガニー材
のコンビネーションが魅力。シンプル＆モダンなリビングダ
イニングソファです。

● 05-0461-00 LD コレクション
テーブルにはカトラリー等が
収納できる引き出し付。

※写真は基本S（#07）ファブリック（21 頁） テーブルは 05-0461-00 115 ×75　脚：22cm●リビングダイニング SH41cm

Ventura New Living Dining
ベンチュラニューリビングダイニング〈SB〉

LD の基本 Sファブリックは、上の 11 柄よりお選びいた
だけます。他に、カザマオリジナルファブリック(A・B・C)
よりイージーオーダーを承ります。
納期約3～4週間  （20・21 頁）

#79 #80

Choice
of

Cushion #06 #07#03 #04#02

#09 #20 #21#08

● 05-0492-00 LD コレクション
テーブル

● LD コーナーソファは逆仕様もございます。（受注生産）



13※商品価格等の詳細は P28 参照※商品価格等の詳細は P17 参照

ヘッドレスト（別売り）
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21 頁）

※写真は基本S（#02）ファブリック（21 頁） テーブルは 03-0486-0A　脚：19cm●リビングソファ SH38cm

■脚は 19cm と 22cm が同梱さ
れ て い ま す。 座 高 が 41cm と
38cm でリビングダイニングと
してもリビングソファとしても
ご使用いただけます。

Ventura Side Item
ベンチュラサイドアイテム〈SB〉

■ベンチュラシェルフ
シンプルモダンなデザイン。本棚としてまた、飾り棚としても収
納容量が大きく、両面使いが出来る様に総手編みで裏表を仕上げ
てありますので、間仕切り棚としてもお使い頂けます。

■ランプ
部屋に映し出される光の模様が都会
のペントハウスによく似合います。
皮籐の四ツ目編みの間からこぼれる
光のつぶが、空間をうめつくします。

■コンソールテーブル
コンソールテーブルとミラーをセッティング
して、お気に入りのコーナーを。飾り棚やド
レッサーに、またパソコンデスク、小さな
書斎机にもなります。

ベンチュラシェルフL〈SB〉　09-0489-00
W1180・D340・H1230　内寸（Ｗ335・Ｄ340・Ｈ340）
￥128,000 （税抜価格）
棚板耐荷重：約 10kg 脚：マホガニー材

ミラー〈SB〉
09-0472-00
W590・D400・H840
￥43,500（税抜価格）

フロアーランプ〈SB〉
23-0301-00
W250・D250・H1200
￥44,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

コンソールテーブル〈SB〉
03-0399-00
W900・D400・H710
￥57,000（税抜価格）
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（写真のテレビは32 インチです）

■コンポーネント TV ボード
テレビボード（120）/（150）とサイドシェルフを組み合わせることによりシステムボードとして多様に構成していただけます。

（写真のテレビは 50 インチです）

サイドチェスト〈SB〉
06-0950-00
W400・D360・H820
￥56,500（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手:アルミニウム

サイドシェルフ〈SB〉
09-0517-00
W400・D360・H820
内寸（上段:Ｗ335・Ｄ360・Ｈ320
下段:Ｗ335・Ｄ360・Ｈ300）
￥52,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 
棚板耐荷重：約10㎏

TV ボード（120)〈SB〉
06-0948-00
W1200・D360・H450
棚内寸（Ｗ490・Ｄ360・Ｈ285）
￥70,000（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手：アルミニウム
耐荷重：約 60㎏

TV ボード（150）〈SB〉
06-0949-00
W1500・D360・H450 
棚内寸（Ｗ490・Ｄ360・Ｈ285）
￥82,000（税抜価格）
脚：引出しフレーム：マホガニー材
取手 : アルミニウム
耐荷重：約 60㎏

TV ボード（120)〈TWM〉
06-0951-00
W1200・D360・H450
棚内寸（Ｗ490・Ｄ360・Ｈ285）
￥70,000（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手：アルミニウム   耐荷重：約 60㎏

T V ボード（150）〈TWM〉
06-0952-00
W1500・D360・H450 
棚内寸（Ｗ490・Ｄ360・Ｈ285）
￥82,000（税抜価格）
脚：引出しフレーム：マホガニー材
取手 : アルミニウム
耐荷重：約 60㎏

サイドシェルフ〈TWM〉
09-0518-00
W400・D360・H820
内寸（上段:Ｗ335・Ｄ360・Ｈ320/
下段:Ｗ335・Ｄ360・Ｈ300）
￥52,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 　　棚板耐荷重：約10㎏

サイドチェスト〈TWM〉
06-0953-00
W400・D360・H820
￥56,500（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手 : アルミニウム

※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

4 段チェスト〈SB〉
06-0797-00
W650・D400・H890
￥118,000（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手 : アルミニウム

　　　※受注生産にて承ります。

ベンチュラサイドテーブル〈SB〉
03-0495-00
W290・D450・H500
￥33,500（税抜価格）

■サイドテーブル
　ソファ下に差し込んで
　使用できます。

3段チェスト〈SB〉
06-0796-00
W650・D400・H710
￥92,000（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材
取手:アルミニウム

ダブルチェスト〈SB〉06-0888-00
W1210・D400・H710 ￥140,000（税抜価格）
脚・引出しフレーム：マホガニー材、取手 : アルミニウム
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ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ〈TWM〉
01-0411-02
W900・D 1600・H880・SH400

ベンチュラアクシオンスツール〈TWM〉
01-0409-02
W900・D 900・SH400
S：￥118,000 （税抜価格）

A：￥165,000（税抜価格）

B：￥170,000（税抜価格）

C：￥175,000（税抜価格）

01-0409-FS ベンチュラアクシオンスツール〈TWM〉
 脚：マホガニー材 
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベンチュラアクシオンレフトバックソファ〈TWM〉
01-0410-02
W1500・D 900・H880・SH400
S：￥160,000 （税抜価格）

A：￥225,000（税抜価格）

B：￥245,000（税抜価格）

C：￥265,000（税抜価格）

01-0410-FS ベンチュラアクシレフトバックソファ〈TWM〉
脚：マホガニー材 ※ピロークッション ( × 1) 付
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

S：￥180,000 （税抜価格）

A：￥258,000（税抜価格）

B：￥278,000（税抜価格）

C：￥298,000（税抜価格）

01-0411-FS ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ〈TWM〉
脚：マホガニー材 ※ピロークッション ( × 1) 付
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

Ventura Action ベンチュラアクシオン　P  4,5

※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ〈AG〉
01-0529-02
W900・D 1600・H880・SH400

ベンチュラアクシオンスツール〈AG〉
01-0527-02
W900・D 900・SH400
S：￥118,000 （税抜価格）

A：￥165,000（税抜価格）

B：￥170,000（税抜価格）

C：￥175,000（税抜価格）

ベンチュラアクシオンレフトバックソファ〈AG〉
01-0528-02
W1500・D 900・H880・SH400
S：￥160,000 （税抜価格）

A：￥225,000（税抜価格）

B：￥245,000（税抜価格）

C：￥265,000（税抜価格）

S：￥180,000 （税抜価格）

A：￥258,000（税抜価格）

B：￥278,000（税抜価格）

C：￥298,000（税抜価格）

※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ〈SB〉
01-0480-09
W900・D 1600・H880・SH400

ベンチュラアクシオンスツール
01-0478-09
W900・D 900・SH400
S：￥118,000 （税抜価格）

A：￥165,000（税抜価格）

B：￥170,000（税抜価格）

C：￥175,000（税抜価格）

ベンチュラアクシオンレフトバックソファ〈SB〉
01-0479-09
W1500・D 900・H880・SH400
S：￥160,000 （税抜価格）

A：￥225,000（税抜価格）

B：￥245,000（税抜価格）

C：￥265,000（税抜価格）

S：￥180,000 （税抜価格）

A：￥258,000（税抜価格）

B：￥278,000（税抜価格）

C：￥298,000（税抜価格）

※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ〈PU〉
01-0577-FC
W900・D 1600・H880・SH400

ベンチュラアクシオンスツール
01-0572-FC
W900・D 900・SH400
S：￥118,000 （税抜価格）

A：￥165,000（税抜価格）

B：￥170,000（税抜価格）

C：￥175,000（税抜価格）

ベンチュラアクシオンレフトバックソファ〈PU〉
01-0576-FC
W1500・D 900・H880・SH400
S：￥160,000 （税抜価格）

A：￥225,000（税抜価格）

B：￥245,000（税抜価格）

C：￥265,000（税抜価格）

S：￥180,000 （税抜価格）

A：￥258,000（税抜価格）

B：￥278,000（税抜価格）

C：￥298,000（税抜価格）

Ventura  Liver ベンチュラリベール　P3

ベンチュラリベールアームレス
01-0537-03
W750・D870・H660～ 800・SH260 / 350 / 410
S：￥95,800（ 税抜価格）A  ：  ￥128,000（税抜価格）

B：￥138,000（税抜価格）C：￥148,000（税抜価格）

脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#03）ファブリック（21 頁）

ベンチュラリベールロングソファ
01-0538-80 
 W1500・D870・H660～ 800・SH260 / 350 / 410
S：￥168,000（ 税抜価格）A  ：  ￥235,000（税抜価格）

B：￥255,000（税抜価格）C：￥275,000（税抜価格）

脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#80）ファブリック（21 頁）

ベンチュラリベールアームレス
01-0536-80
W750・D750・SH260 / 350 / 410
S：￥69,800（ 税抜価格）A  ：      ￥95,000（税抜価格）

B：￥100,000（税抜価格）C：￥105,000（税抜価格）

脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#03）ファブリック（21 頁）

ヘッドレスト
41-0901-03
W460・D130・H600・HH130
S：￥12,000（税抜価格）
A：￥24,000（税抜価格）
B：￥28,500（税抜価格）
C：￥33,000（税抜価格）
※ 写 真 は 基 本Ｓ（ # 0 3   ）ファブリック（ 21 頁 ）

Headrest 　P 8

●ベンチュラアクシオン
    ニューフラーグ に
    装着できます。

ベンチュラアクシオンライトアームカウチ〈TWM〉
01-0413-02

ベンチュラアクシオンライトバックソファ〈TWM〉
01-0412-02

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラアクシオンライトアームカウチ〈AG〉
01-0531-02

ベンチュラアクシオンライトバックソファ〈AG〉
01-0530-02

ベンチュラアクシオンライトアームカウチ〈AG〉
01-0482-02

ベンチュラアクシオンライトバックソファ〈AG〉
01-0481-02

ベンチュラアクシオンライトアームカウチ〈AG〉
01-0597-02

ベンチュラアクシオンライトバックソファ〈AG〉
01-0596-02
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Ventura Asteria ベンチュラアステリア　P6,7

ベンチュラアステリア アームレス〈SB〉
01-0268-06
W800・D900・H810・SH370
S：￥105,000（税抜価格）

A：￥140,000（税抜価格）

B：￥155,000（税抜価格）

C：￥170,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 / ステンレス
※ピロークッション(×1) 付
※写真は基本Ｓ（#06）ファブリック（21 頁）

ベンチュラアステリア コーナーソファ〈SB〉
01-0269-03
W900・D900・H810・SH370 
S：￥120,000（税抜価格）
A：￥165,000（税抜価格）
B：￥180,000（税抜価格）
C：￥195,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 / ステンレス
※ピロークッション(×1) 付
※写真は基本Ｓ（#03）ファブリック（21 頁）

ベンチュラアステリア サイドスツール〈SB〉
01-0406-06
W900・D400・SH370
S：￥58,000（税抜価格）
A：￥75,800（税抜価格）
B：￥79,800（税抜価格）
C：￥83,800（税抜価格）
脚：マホガニー材 / ステンレス
※写真は基本Ｓ（#06）ファブリック（21 頁）

ヘッドレスト（アステリア用）
41-0904-06
W460・D130・H690・HH130
S：￥13,000（税抜価格）
A：￥25,000（税抜価格）
B：￥29,500（税抜価格）
C：￥34,000（税抜価格）
※写真は基本Ｓ（#06）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグ ラブソファ〈SB〉
01-0135-80
W1400・D870・H850・SH390
　　S：￥158,000 (税抜価格）
　　A：￥220,000 (税抜価格）
　　B：￥248,000 (税抜価格）
　　C：￥278,000  (税抜価格）
レザー： ￥278,000 (税抜価格）[フェザー]
レザー（牛革）クッションはフェザー仕様
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#80）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグカウチソファ〈SB〉
01-0137-02
W700・D1450・H850・SH390
　　S：￥145,000 （税抜価格）
　　A：￥190,000 （税抜価格）
　　B：￥210,000 （税抜価格）
　　C：￥230,000 （税抜価格）
レザー  ：￥230,000 (税抜価格）[フェザー]
レザー（牛革）クッションはフェザー仕様　脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグ ラブソファS〈SB〉
01-0266-79
W1200・D870・H850・SH390
　　S：￥130,000 (税抜価格）
　　  A：￥195,000 (税抜価格）
　　B：￥220,000 (税抜価格）
　　C：￥245,000 (税抜価格）
レザー ：￥245,000 (税抜価格）[フェザー]
レザー（牛革）クッションはフェザー仕様
脚：マホガ ニー材
※写真は基本Ｓ（#79）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグ スツールSB〉
01-0295-06
W600・D600・SH390
　　S：￥ 81,000（税抜価格）
　　A：￥105,000 （税抜価格）
　　B：￥110,000 （税抜価格）
　　C：￥115,000  （税抜価格）
レザー  ：￥115,000 （税抜価格）
レザー（牛革）クッションはフェザー仕様
脚 : マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#06）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグロングソファ〈SB〉
01-0136-03
W1600・D870・H850・SH390
　　S：￥195,000 （税抜価格）
　　A：￥250,000 （税抜価格）
　　B：￥275,000  （税抜価格）
　　C：￥300,000 （税抜価格）
レザー ：￥300,000 (税抜価格）[フェザー]
レザー（牛革）クッションはフェザー仕様
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#03）ファブリック（21 頁）

　　 　※受注生産にて承ります。

Ventura New Frag ベンチュラニューフラーグ　P 8,9

ベンチュラニューフラーグロングアーム
(カウチソファ専用)〈SB〉
01-0319-04
W130・D1240・H560
￥58,000（税抜価格）
　(ピロークッション(×2)付)
※写真は基本Ｓ（#04）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューフラーグ
アーム（シェルフ）〈SB〉
01-0393-00
W130・D850・H490
￥30,000（税抜価格）

ベンチュラニューフラーグ
アーム〈SB〉
01-0395-00
W160・D850・H490
￥40,500 （税抜価格）
アーム上部 : ウレタン仕様

ベンチュラニューフラーグ
アーム(ボックス)〈SB〉
01-0394-00
W130・D850・H490
￥32,000（税抜価格）

ベンチュラアステリア アームレス〈PU〉
01-0585-02
W800・D900・H810・SH370
S：￥105,000（税抜価格）

A：￥140,000（税抜価格）

B：￥155,000（税抜価格）

C：￥170,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 / ステンレス
※ピロークッション(×1) 付
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベンチュラアステリア コーナーソファ〈PU〉
01-0586-02
W900・D900・H810・SH370 
S：￥120,000（税抜価格）
A：￥165,000（税抜価格）
B：￥180,000（税抜価格）
C：￥195,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 / ステンレス
※ピロークッション(×1) 付
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベンチュラリベール
ヘッドレスト
41-0903-80
W460・D130・
H600・HH130
S：￥12,000（税抜価格）

A：￥24,000（税抜価格）

B：￥28,500（税抜価格）

C：￥33,000（税抜価格）

※写真は基 本Ｓ（# 8 0）
ファブリック（21 頁）

ベンチュラリベール
サイドチェスト〈SB〉
06-0954-00
W450・D810・H400 / 460
￥42,000（税抜価格）
取手:アルミニウム
脚：マホガニー材

ベンチュラリベール トライアングル
テーブル（45°）〈SB〉
03-0570-00 W580・D700・H420 / 480
￥45,000（税抜価格）
脚：マホガニー材

ベンチュラリベール
サイドシェルフ〈SB〉
09-0519-00
W810・D250・H410 / 470
￥34,500（税抜価格）
脚：マホガニー材
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※受注生産にて承ります。※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。

Ventura New Living Dining ベンチュラニューリビングダイニング　P 11,12,13

ベンチュラニューＬＤベンチ〈SB〉
01-0540-07
W1220・D400・SH380/410
S：￥ 59,000（税抜価格）
A：￥ 95,000（税抜価格）
B：￥105,000（税抜価格）
C：￥115,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

ベンチュラニュー LDアームレス
ソファ   〈SB〉01-0541-02
W510・D710・H790/820・SH380/410
S：￥57,000（税抜価格）
A：￥75,000（税抜価格）
B：￥85,000（税抜価格）
C：￥95,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベン チュラニュー L D
サイドスツール〈SB〉
01-0539-07  W410・D680・SH380/410
S：￥37,800（税抜価格）
A：￥49,800（税抜価格）
B：￥54,800（税抜価格）
C：￥59,800（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

ベンチュラニューＬＤソファ（120）〈SB〉
01-0542-02
W1200・D710・H790/820・SH380/410
S：￥110,000（税抜価格）
A：￥175,000（税抜価格）
B：￥190,000（税抜価格）
C：￥205,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21頁）

ベンチュラニューＬＤコーナーソファ〈SB〉
01-0544-07
W1750・D710・H790/820・SH380/410
S：￥158,000（税抜価格）
A：￥238,000（税抜価格）
B：￥268,000（税抜価格）
C：￥298,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基 本Ｓ（# 07）ファブリック（ 21 頁）

ベンチュラニューＬＤソファ（140）〈SB〉
01-0543-02
W1400・D710・H790/820・SH380/410
S：￥140,000（税抜価格）
A：￥205,000 （税抜価格）
B：￥220,000（税抜価格）
C：￥235,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21頁）

　　 　※受注生産にて承ります。

ヘッドレスト(LD用)
41-0905-07
W400・D100・H770・HH220
S：￥17,800（税抜価格）
A：￥33,000（税抜価格）
B：￥37,000（税抜価格）
C：￥41,000（税抜価格）
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21 頁）

ベンチュラ LD
コレクションテーブルS〈SB〉
05-0461-00
W1150・D750・H660
￥97,500（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

ベンチュラニューＬＤベンチ〈PU〉
01-0579-07
W1220・D400・SH380/410
S：￥ 59,000（税抜価格）
A：￥ 95,000（税抜価格）
B：￥105,000（税抜価格）
C：￥115,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

ベンチュラニュー LDアームレス
ソファ   〈PU〉01-0580-02
W510・D710・H790/820・SH380/410
S：￥57,000（税抜価格）
A：￥75,000（税抜価格）
B：￥85,000（税抜価格）
C：￥95,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21 頁）

ベン チュラニュー L D
サイドスツール〈PU〉
01-0578-07  W410・D680・SH380/410
S：￥37,800（税抜価格）
A：￥48,000（税抜価格）
B：￥53,000（税抜価格）
C：￥59,800（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

ベンチュラニューＬＤソファ（120）〈PU〉
01-0581-02
W1200・D710・H790/820・SH380/410
S：￥110,000（税抜価格）
A：￥175,000（税抜価格）
B：￥190,000（税抜価格）
C：￥205,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21頁）

※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラニューＬＤコーナーソファ〈PU〉
01-0583-07
W1750・D710・H790/820・SH380/410
S：￥158,000（税抜価格）
A：￥238,000（税抜価格）
B：￥268,000（税抜価格）
C：￥298,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21 頁）

ベンチュラニューＬＤソファ（140）〈PU〉
01-0582-07
 W1400・D710・H790/820・SH380/410
S：￥140,000（税抜価格）
A：￥205,000 （税抜価格）
B：￥220,000（税抜価格）
C：￥235,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21頁）

　　 　※受注生産にて承ります。 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラ LD
コレクションテーブルS〈P   U〉
05-0489-00
W1150・D750・H660
￥97,500（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

※受注生産にて承ります。

ベンチュラ LD
コレクションテーブルS〈SB〉
05-0493-00
W1150・D750・H660
￥95,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

ベンチュラ LD
コレクションテーブルS〈P   U〉
05-0495-00
W1150・D750・H660
￥95,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

※受注生産にて承ります。

ベンチュラニューＬＤコーナーソファ〈SB〉
01-0545-07
W1750・D710・H790/820・SH380/410
S：￥158,000（税抜価格）
A：￥238,000（税抜価格）
B：￥268,000（税抜価格）
C：￥298,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基 本Ｓ（# 07）ファブリック（ 21 頁）

ベンチュラニューＬＤコーナーソファ〈PU〉
01-0584-07
W1750・D710・H790/820・SH380/410
S：￥158,000（税抜価格）
A：￥238,000（税抜価格）
B：￥268,000（税抜価格）
C：￥298,000（税抜価格）
脚：マホガニー材 
※写真は基 本Ｓ（# 07）ファブリック（ 21 頁）

※受注生産にて承ります。

ベンチュラ LD
コレクションテーブルL〈SB〉
05-0476-00
W1250・D850・H660
￥110,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

ベンチュラ LD
コレクションテーブルL〈P   U〉
05-0497-00
W1250・D850・H660
￥110,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

※受注生産にて承ります。

ベンチュラ LD
コレクションテーブルL〈SB〉
05-0494-00
W1250・D850・H660
￥105,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

ベンチュラ LD
コレクションテーブルL〈P   U〉
05-0496-00
W1250・D850・H660
￥105,000（税抜価格）
下台:マホガニー材使用

※受注生産にて承ります。
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※受注生産にて承ります。

※受注生産にて承ります。

ベンチュラ
ダイニングチェア〈SB〉
01-0425-07
W430・D550・H980・SH440
S：￥41,000（税抜価格）
A：￥48,000（税抜価格）
B：￥53,000（税抜価格）
C：￥58,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

ベンチュラダイニングチェア〈AG〉
01-0551-02
W430・D550・H980・SH440
S：￥41,000（税抜価格）
A：￥48,000（税抜価格）
B：￥53,000（税抜価格）
C：￥58,000（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#02）ファブリック（21頁）

ベンチュラダイニングベンチ〈SB〉
01-0248-07
W1100・D350・SH450
S：￥58,000（税抜価格）
A：￥76,800（税抜価格）
B：￥86,800（税抜価格）
C：￥96,800（税抜価格）
脚：マホガニー材
※写真は基本Ｓ（#07）ファブリック（21頁）

　　　 ※受注生産にて承ります。

ベンチュラコレクション
ダイニングテーブル〈AG〉
05-0477-00
W1500・D850・H700
￥155,000（税抜価格）
脚：マホガニー材、
テーブルトップ総手編み

Ventura Dining ベンチュラダイニング　P 10,11

ベンチュラコレクション
ダイニングテーブル〈SB〉
05-0473-00
W1500・D850・H700
￥155,000（税抜価格）
脚：マホガニー材、
テーブルトップ総手編み

※受注生産にて承ります。
※受注生産にて承ります。

ベンチュラ
ダイニングチェア〈PU〉
01-0587-03
W430・D550・H980・SH440
S：￥41,000（税抜価格）
A：￥48,000（税抜価格）
B：￥53,000（税抜価格）
C：￥58,000（税抜価格）

ベンチュラコレクション
ダイニングテーブル〈PU〉
05-0487-00
W1500・D850・H700
￥155,000（税抜価格）
脚：マホガニー材、
テーブルトップ総手編み

■ 8,9 頁　　　ベンチュラアステリアコーナーソファ

41-C269-FS ベンチュラアステリアコーナーソファカバーS ￥ 13,000 (税抜価格)

41-C269-FA ベンチュラアステリアコーナーソファカバーA￥ 45,000 (税抜価格)

41-C269-FB ベンチュラアステリアコーナーソファカバーB ￥ 55,000 (税抜価格)

41-C269-FC ベンチュラアステリアコーナーソファカバーC ￥ 65,000 (税抜価格)

41-0269-NC   ﾍ゙ﾝﾁｭﾗｱｽﾃﾘｱｺ ﾅーー ｿﾌｧﾇ ﾄー゙ｸｯｼｮﾝ￥ 27,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　   　　　 ベンチュラアステリアコーナーソファウェビングベ ルト　￥ 7,700 (税抜価格)

■ 8,9 頁　　　ベンチュラアステリアアームレス

41-C268-FS ベンチュラアステリアアームレスカバーS ￥ 13,000 (税抜価格)

41-C268-FA ベンチュラアステリアアームレスカバーA ￥ 45,000 (税抜価格)

41-C268-FB ベンチュラアステリアアームレスカバーB ￥ 55,000 (税抜価格)

41-C268-FC ベンチュラアステリアアームレスカバーC ￥ 65,000 (税抜価格)

41-0268-NC   ﾍ゙ﾝﾁｭﾗｱｽﾃﾘｱｱｰﾑﾚｽﾇｰﾄ ｸ゙ｯｼｮﾝ ￥ 27,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　   　  ﾍ゙ﾝﾁｭﾗｱｽﾃﾘｱｱｰﾑﾚｽｳｪﾋ゙ ﾝｸ ﾍ゙゙ ﾙﾄ ￥ 7,700 (税抜価格)

■ 6,7 頁　　　ベンチュラリベールスツール

42-C536-FS ベンチュラリベールスツールカバーS 　￥ 7,200 (税抜価格)

42-C536-FA ベンチュラリベールスツールカバー A　￥ 31,000 (税抜価格)

42-C536-FB ベンチュラリベールスツールカバー B　￥ 39,500 (税抜価格)

42-C536-FC ベンチュラリベールスツールカバーC　￥ 48,000 (税抜価格)

42-0536-NC ベンチュラリベールスツールヌードクッション              ￥ 19,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　ベンチュラリベールスツールウェビングベルト ￥ 8,800 (税抜価格)

■ 6,7 頁　　　ベンチュラリベールローロングシート

42-C578-FS ベンチュラリベールローロングシートカバーS ￥ 21,500 (税抜価格)

42-C578-FA ベンチュラリベールローロングシートカバーA ￥ 83,500 (税抜価格)

42-C578-FB ベンチュラリベールローロングシートカバーB ￥105,500 (税抜価格)

42-C578-FC ベンチュラリベールローロングシートカバーC ￥125,500 (税抜価格)

42-0578-NC ベンチュラリベールローロングシートヌードクッション￥ 41,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　     　 ベンチュラリベールローロングシートウェビングベルト   ￥ 14,800 (税抜価格)

41-C411-FS/41-C529-FS/41-C480-FS

41-C411-FA /41-C529-FA/41-C480-FA

41-C411-FB /41-C529-FB/41-C480-FB

41-C411-FC /41-C529-FC/41-C480-FC

41-0411-NC /41-0529-NC/41-0480-NC

■ 3,4,5 頁　　ベンチュラアクシオンレフトアームカウチ

￥

￥

￥

￥

￥
￥

21,000

105,000

123,000

141,000

58,500
20,000

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチカバー S

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチカバー A

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチカバー B

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチカバー C

ベンチュラアクシオンレフトアームカウチヌードクッション
ベンチュラアクシオンレフトアームカウチウェビングベルト

41-C409-FS/41-C527-FS/41-C478-FS

41-C409-FA/41-C527-FA/41-C478-FA

41-C409-FB/41-C527-FB/41-C478-FB

41-C409-FC/41-C527-FC/41-C478-FC

41-0409-NC/41-0527-NC/41-0478-NC

■ 3,4,5 頁　　ベンチュラアクシオンユニットスツール

8,250

27,500

32,500

37,500

22,000
11,000

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

ベンチュラアクシオンソファユニットスツールカバー S

ベンチュラアクシオンソファユニットスツールカバー A

ベンチュラアクシオンソファユニットスツールカバー B

ベンチュラアクシオンソファユニットスツールカバー C

ベンチュラアクシオンソファユニットスツールヌードクッション
ベンチュラアクシオンソファユニットスツールウェビングベルト

￥

￥

￥

￥

￥
￥

41-C410-FS/41-C528-FS/41-C479-FS

41-C410-FA /41-C528-FA/41-C479-FA

41-C410-FB /41-C528-FB/41-C479-FB

41-C410-FC /41-C528-FC/41-C479-FC

41-0410-NC /41-0528-NC/41-0479-NC

■ 3,4,5 頁　　ベンチュラアクシオンレフトバックソファ

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

ベンチュラアクシオンレフトバックソファカバー S

ベンチュラアクシオンレフトバックソファカバー A

ベンチュラアクシオンレフトバックソファカバー B

ベンチュラアクシオンレフトバックソファカバー C

ベンチュラアクシオンレフトバックソファヌードクッション
ベンチュラアクシオンレフトバックソファウェビングベルト

￥

￥

￥

￥

￥
￥

21,500

105,000

120,000

135,000

55,000
22,000

■ 6,7 頁　　　ベンチュラリベールローチェア

42-C537-FS ベンチュラリベールローチェアカバーS ￥ 10,800 (税抜価格)

42-C537-FA ベンチュラリベールローチェアカバーA ￥ 41,800 (税抜価格)

42-C537-FB ベンチュラリベールローチェアカバーB ￥ 51,800 (税抜価格)

42-C537-FC ベンチュラリベールローチェアカバーC ￥ 61,800 (税抜価格)

42-0537-NC ベンチュラリベールローチェアヌードクッション ￥20,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　ベンチュラリベールローチェアウェビングベルト  ￥ 8,800 (税抜価格)
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■ 10,11 頁　　　ベンチュラニューフラーグロングソファ

41-C136-FS ベンチュラニューフラーグロングソファカバーS ￥ 21,500 (税抜価格)

41-C136-FA ベンチュラニューフラーグロングソファカバーA￥114,000 (税抜価格)

41-C136-FB ベンチュラニューフラーグロングソファカバーB ￥121,000 (税抜価格)

41-C136-FC ベンチュラニューフラーグロングソファカバーC￥148,000 (税抜価格)

41-0136-NCﾍ゙ﾝﾁｭﾗﾆｭ ﾌーﾗｰｸ゙ﾇー ﾄ゙ｸｯｼｮﾝ       ￥ 66,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　 ベンチュラニューフラーグロングソファウェビングベルト                        ￥ 18,000 (税抜価格)

■ 10,11 頁　　　ベンチュラニューフラーグラブソファS

41-C266-FS ベンチュラニューフラーグラブソファSカバーS ￥ 14,800 (税抜価格)

41-C266-FA ベンチュラニューフラーグラブソファSカバーA ￥ 82,500 (税抜価格)

41-C266-FB ベンチュラニューフラーグラブソファSカバーB ￥ 99,500 (税抜価格)

41-C266-FC ベンチュラニューフラーグラブソファSカバーC ￥116,500 (税抜価格)

41-0266-NC ベンチュラニューフラーグラブソファSヌードクッション               ￥ 42,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　ベンチュラニューフラーグラブソファSウェビングベルト           ￥ 13,800 (税抜価格)

■ 11 頁　　　　　　ベンチュラニューフラーグスツール

41-C295-FS ベンチュラニューフラーグスツールカバー S   ￥ 8,200 (税抜価格)

41-C295-FA ベンチュラニューフラーグスツールカバー A    ￥ 30,000 (税抜価格)

41-C295-FB ベンチュラニューフラーグスツールカバーB ￥ 36,000 (税抜価格)

41-C295-FC ベンチュラニューフラーグスツールカバーC ￥ 42,000 (税抜価格)

41-0295-NC ﾍ゙ﾝﾁｭﾗﾆｭー ﾌﾗ ｸー゙ｽﾂー ﾙﾇ ﾄー゙ｸｯｼｮﾝ ￥ 13,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　ﾍ゙ﾝﾁｭﾗﾆｭー ﾌﾗｰｸ゙ｽﾂー ﾙｳｪﾋ゙ﾝｸ゙ﾍ゙ﾙﾄ　           ￥ 5,800 (税抜価格)

■ 8,9 頁　　　ベンチュラアステリアサイドスツール

41-C406-FS ベンチュラアステリアサイドスツールカバーS ￥ 4,800 (税抜価格)

41-C406-FA ベンチュラアステリアサイドスツールカバーA ￥ 16,500 (税抜価格)

41-C406-FB ベンチュラアステリアサイドスツールカバーB ￥20,000 (税抜価格)

41-C406-FC ベンチュラアステリアサイドスツールカバーC ￥ 23,500 (税抜価格)

41-0406-NC ベンチュラアステリアサイドスツール￥14,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　   　　　 ベンチュラアステリアサイドスツールウェビングベ ルト　￥ 8,200 (税抜価格)

■ 10,11 頁　　　ベンチュラニューフラーグアームレス

41-C134-FS ベンチュラニューフラーグアームレスカバー S ￥ 9,500 (税抜価格)

41-C134-FA ベンチュラニューフラーグアームレスカバー A￥ 44,000 (税抜価格)

41-C134-FB ベンチュラニューフラーグアームレスカバーB￥ 61,000 (税抜価格)

41-C134-FC ベンチュラニューフラーグアームレスカバー C￥ 78,000 (税抜価格)

41-0134-NC ベンチュラニューフラーグアームレスヌードクッション   ￥ 26,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　　ベンチュラニューフラーグアームレスウェビングベルト￥ 6,000 (税抜価格)

■ 10,11 頁　　　ベンチュラニューフラーグラブソファ

41-C135-FSベンチュラニューフラーグラブソファカバーS  ￥ 18,000 (税抜価格)

41-C135-FAベンチュラニューフラーグラブソファカバーA ￥ 97,500 (税抜価格)

41-C135-FB ベンチュラニューフラーグラブソファカバーB ￥114,500 (税抜価格)

41-C135-FC ベンチュラニューフラーグラブソファカバーC ￥131,500 (税抜価格)

41-0135-NC ベンチュラニューフラーグラブソファヌードクッション              ￥ 55,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　　ベンチュラニューフラーグラブソファウェビングベルト    ￥ 16,000 (税抜価格)

■ 10,11 頁　　　ベンチュラニューフラーグカウチソファ

41-C137-FSベンチュラニューフラーグカウチソファカバーＳ ￥ 16,000 (税抜価格)

41-C137-FA ベンチュラニューフラーグカウチソファカバー A ￥ 83,000 (税抜価格)

41-C137-FB ベンチュラニューフラーグカウチソファカバー B ￥100,000 (税抜価格)

41-C137-FC ベンチュラニューフラーグカウチソファカバー C ￥117,000 (税抜価格)

41-0137-NC ベンチュラニューフラーグカウチソファヌードクッション               ￥ 55,000 (税抜価格)

　　  　　　　　　　　　　　ベンチュラニューフラーグカウチソファウェビングベルト            ￥ 18,000 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　 ベンチュラニュー LD ソファ（120）

41-C542-FS ベンチュラニューLD ソファ（120）カバーＳ ￥ 21,500 (税抜価格)

41-C542-FA ベンチュラニューLD ソファ（120）カバー A ￥ 60,000 (税抜価格)

41-C542-FB ベンチュラニューLD ソファ（120）カバー B ￥ 80,000 (税抜価格)

41-C542-FC ベンチュラニューLD ソファ（120）カバー C ￥100,000 (税抜価格)

41-0542-NC ベンチュラニューLDソファ （120） ヌードクッション   ￥ 39,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　       ベンチュラニューLDソファ （120）  ウェビングベルト     ￥ 13,500 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　　ベンチュラ LD コーナーソファ

41-C544-FS ベンチュラLDコーナーソファカバーＳ ￥ 30,000 (税抜価格)

41-C544-FA ベンチュラLDコーナーソファカバーA ￥ 100,000 (税抜価格)

41-C544-FB ベンチュラLDコーナーソファカバーB ￥120,000 (税抜価格)

41-C544-FC ベンチュラLDコーナーソファカバーC ￥140,000 (税抜価格)

41-0544-NC ベンチュラLDコーナーソファヌードクッション              ￥ 55,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　　　ベンチュラLD コーナーソファナーウェビングベルト           ￥ 19,500 (税抜価格)

■ 15 頁　　　ベンチュラダイニングベンチ

41-C248-FS ベンチュラダイニングベンチカバーＳ￥ 5,500 (税抜価格)

41-C248-FA ベンチュラダイニングベンチカバーA ￥ 25,000 (税抜価格)

41-C248-FB ベンチュラダイニングベンチカバーB ￥31,500 (税抜価格)

41-C248-FC ベンチュラダイニングベンチカバーC ￥ 38,000 (税抜価格)

41-0248-NC ベンチュラダイニングベンチヌードクッション              ￥14,000 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　　ベンチュラニュー LD ベンチ

41-C540-FS ベンチュラニューLDベンチカバーＳ　　 ￥ 7,800　(税抜価格)

41-C540-FA ベンチュラニューLDベンチカバーA　　￥ 38,000　(税抜価格)

41-C540-FB ベンチュラニューLDベンチカバーB 　　￥ 48,000 (税抜価格)

41-C540-FC ベンチュラニューLDベンチカバーC　　￥ 58,000 (税抜価格)

41-0540-NC ベンチュラニューLDベンチヌードクッション               ￥ 21,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　ベンチュラニューLDベンチウェビングベルト           ￥ 12,000 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　　ベンチュラニュー LDサイドスツール

41-C539-FS ベンチュラニューLDサイドスツールカバーS ￥ 6,000 (税抜価格)

41-C539-FA ベンチュラニューLDサイドスツールカバーA ￥ 27,500 (税抜価格)

41-C539-FB ベンチュラニューLDサイドスツールカバーB￥ 35,000 (税抜価格)

41-C539-FC ベンチュラニューLDサイドスツールカバーC￥42,500 (税抜価格)

41-0539-NC ベンチュラニューLDサイドスツールヌードクッション 　￥15,500 (税抜価格)

　　　　　　　　　　   　  　ベンチュラニューLDサイドスツールウェビングベ ルト                         　￥ 4,500 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　　ベンチュラニュー LD アームレスソファ

41-C541-FS ニューベンチュラLDアームレスソファカバーS ￥ 11,000 (税抜価格)

41-C541-FA ニューベンチュラLDアームレスソファカバーA ￥ 32,000 (税抜価格)

41-C541-FB ニューベンチュラLDアームレスソファカバーB ￥ 42,000 (税抜価格)

41-C541-FC ニューベンチュラLDアームレスソファカバー C ￥ 52,000 (税抜価格)

41-0541-NC ニュー ベンチュラL Dアームレスソファヌードクッション￥ 20,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　   　  ニューベンチュラLDアームレスソファウェビングベルト　￥ 4,600 (税抜価格)

■ 16,17 頁　　ニューベンチュラ LD ソファ（140）

41-C543-FS ニューベンチュラ LD ソファ（140）カバーＳ ￥ 24,000 (税抜価格)

41-C543-FA ニューベンチュラ LD ソファ（140）カバー A ￥ 88,000 (税抜価格)

41-C543-FB ニューベンチュラ LD ソファ（140）カバー B ￥108,000 (税抜価格)

41-C543-FC ニューベンチュラ LD ソファ（140）カバー C ￥128,000 (税抜価格)

41-0543-NC ニューベンチュラLDソファ （140） ヌードクッション  ￥ 42,000 (税抜価格)

　　　　　　　　　　　　　        ニューベンチュラLDソファ （140）  ウェビングベルト     ￥ 16,000 (税抜価格)

41-0425-FS / 41-C511-FS
41-0425-FA / 41-C511-FA
41-0425-FS / 41-C511-FB
41-0425-FA / 41-C511-FC
41-0425-FS / 41-0511-NC

■ 15 頁　　　ニューベンチュラダイニングアームレス

￥10,500
￥17,500
￥22,500
￥27,500
￥ 7,800

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

ニューベンチュラDアームレスクッションS
ニューベンチュラDアームレスクッションA
ニューベンチュラDアームレスクッションB
ニューベンチュラDアームレスクッションC
ニューベンチュラDアームレスヌードクッション

※ベンチュラダイニングアームレスのクッションはカバーリング対応ではございません。

■ 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 頁　ヘッドレスト

41-C903-FS/42-C901-FS ヘッドレストカバー S     ￥ 3,600 (税抜価格)

41-C903-FA/42-C901-FA ヘッドレストカバー A    ￥ 17,500 (税抜価格)

41-C903-FB/42-C901-FB ヘッドレストカバー B   ￥ 22,000 (税抜価格)

41-C903-FC/42-C901-FC ヘッドレストカバー C     ￥ 26,500 (税抜価格)

41-0903-NC/42-0901-NC ヘッドレストヌードクッション ￥ 9,500 (税抜価格)

■ 8,9 頁　ヘッドレスト(アステリア用)

41-C904-FS ヘッドレストカバー S     ￥ 4,800 (税抜価格)

41-C904-FA ヘッドレストカバー A    ￥18,500 (税抜価格)

41-C904-FB ヘッドレストカバー B   ￥22,500 (税抜価格)

41-C904-FC ヘッドレストカバー C     ￥26,500 (税抜価格)

41-0904-NC ヘッドレストヌードクッション ￥10,500 (税抜価格)

■ 16,17 頁　ヘッドレスト(LD用)

42-C905-FS ヘッドレストカバー S     ￥ 5,000 (税抜価格)

42-C905-FA ヘッドレストカバー A    ￥19,000 (税抜価格)

42-C905-FB ヘッドレストカバー B   ￥23,000 (税抜価格)

42-C905-FC ヘッドレストカバー C     ￥27,000 (税抜価格)

42-0905-NC ヘッドレストヌードクッション ￥12,000 (税抜価格)

COVERING & NUDE CUSHION
ベンチュラソファ はカバーリング対応となっております。
インテリアのイメージチェンジ等によりカバーを取り替えることが出来ます。
商品によって選べる柄が限られているので、各商品ページでご確認ください。
※クッションファブリック(A・B・C)のイージーオーダーは納期約３~４週間
※　　マークの商品はイージーオーダーは出来ません。

レザークッションについて(ニューフラーグ  のみ対応)
■クッションは、イタリア社製高級レザー（牛革）［フェザー仕様のクッションはレザー（牛革）のみとなります］とファブリック S,A,B,C(布地）［シリコン綿／ウレタン仕様］からお選びいただけます。

■イタリア社製高級レザー（牛革）クッション
革生産地のイタリア社製で、ユーロ環境基準を満たし、染色から仕上げをしています。厚さ 1.5 ～ 1.7 ｍｍと厚く加工され、風合いを活かす型押し（シボ）を施し、しなやかでソフトな型崩れしにくい強靭な革を、日本で
縫製加工しています。フェザー仕様のとてもソフトな座り心地のクッションに仕上げています。
※革のお手入れについて、基本：乾拭きを中心に水分は残さないで下さい。時々レザー用の専用クリーナーローションでお手入れして下さい。
※レザー（革）のクッションはベンチュラニューフラーグ のみ対応となっております。他の商品はレザー対応しておりませんのでご注意ください。
※ヘッドレストはレザー（革）対応はしておりません。
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ドイツ製 ドイツ製

#11　　ポリエステル 54％
アクリル 46％
140 巾

#S4　　綿 58％　
ポリエステル 42％
145 巾

#R4　　ポリエステル 100％
137 巾
ウォッシャブル

#R5　　ポリエステル 100％
137 巾
ウォッシャブル

#P5　　ポリエステル 100%
144巾 #P6　　ポリエステル 100%

144巾

#P7　　綿 58％　
ポリエステル 42％
145 巾

#P8　　ポリエステル 69％
レーヨン 31％
150 巾

#P9　　ポリエステル 67％
綿 33％
146 巾

#N3　　ポリエステル 100％
145 巾 #N4　　ポリエステル 100％

145 巾 #N5　　ポリエステル 100％
145 巾

#N6　　ポリエステル 100％
145 巾 #N7　　ポリエステル 100％

145 巾 #N8　　ポリエステル 100％
145 巾 #N9　　ポリエステル 100％

145 巾

#X4　　ポリエステル 84％
アクリル 16%
140 巾

#X5　　ポリエステル 84％
アクリル 16%
140 巾

#L1　　 綿 65％
アクリル 35%
137 巾

#L2　　 綿 65％
アクリル 35%
137 巾

#L3　　 綿 65％
アクリル 35%
137 巾

#L4　　ポリエステル 78％
アクリル 22％
137 巾

#L8　　

#L9　　 #K1 #K2　　

ポリプロピレン100%
140巾
　　ペット対応

ポリプロピレン100%
140巾
　　ペット対応

ポリプロピレン100%
140巾
　　ペット対応

ポリプロピレン100%
140巾
　　ペット対応

○籐は自然素材の為、太さ、節、色、サイズなどが同一商品でも異なることがございます。自然素材ですべて手作りである為、
　表示寸法と多少異なることがございます。
○本体重量は自然素材の為、表示重量と誤差が生じる場合がございます。
○耐荷重は自社基準によるものです。
○表示寸法は全て外寸よりの寸法で mm 単位の表示です。W: 総幅 D:  総奥行 H:  総高 SH:  座高 AH:  肘掛高 HH: ヘッド高 kg: 重量
○テーブルのガラスは 6mm ガラスです。
○改良の為、デザイン仕様などは予告なく変更や生産の中止することがございます。
○掲載写真のフレーム、ファブリック等の色は印刷などの関係上、実際の色と多少異なることがございます。
○表示価格は 2020 年 4 月の価格です。諸般の事情により、表示価格は予告なく変更になる場合がございますのでご了承下さい。
○表示価格は本体（税抜き価格）です。送料は別途です。
●　    マークの商品は受注生産となります。ご発注承り後、約 3~5 ヶ月のお時間がかかります。

■保証期間
製品の保証期間は納品日より 1 年間です。その間製品上の問題から発生した破損につきましては、無償修理もしくは、交換させていただきます。
その他、下記のような原因でおこった場合は当社で責任をおいかねますのでご了承下さい。
直射日光、ストーブなど冷暖房等による変形変色。納入後に移動、輸送より生じた破損等。不適切な取り扱い、不注意により生じた破損等。
また、保証期間内でも使用目的以外のご使用、改造等により起こった事故破損等に関しても責任を負いかねますのでご了承下さい。

■修理メンテナンス
籐家具は、自然素材としてしなやかで非常に丈夫であり、状態に応じてメンテナンスしていただければ永年にわたりご使用頂けます。
当社では、熟練の職人が修理メンテナンスをおこなっております。
籐部材の破損修理、回転盤の交換、編み込、巻きのほつれ、塗装等、お気軽にご相談下さい。

　   ペット対応

ペットを室内飼いする動物愛好家の方に猫や犬たちの爪引っ掻きに耐久性が
優れたファブリックです。
さらに、裏面に特殊なフィルム加工を施し、食べこぼしやおしっこにも安心。
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#79　　 #80　　#10 #88　　ポリエステル 48.45％　
綿51.55% 
138 巾 

#92　　ポリエステル 100%
140 巾 #93　　ポリエステル 100%

140 巾

#02　　ポリエステル 100％
140 巾 #03　　 #04　　 #06　　 #07　　

#08　　

ポリエステル 100％
140 巾

ポリエステル 100％
140 巾

ポリエステル 100％
140 巾

ポリエステル 100％
140 巾

ポリエステル 100％
140 巾

ポリエステル 34％
アクリル 50%
オレフィン 16％ 140巾

ポリエステル 34％
アクリル 50%
オレフィン 16％ 140巾

PVC
140 巾

45 角ピロークッション
A : ￥ 8,500 ( 税抜価格 )

B : ￥10,500 ( 税抜価格 )

C : ￥12,500 ( 税抜価格 )
●別売りでピロークッションのオーダーも承ります。

納期約 3 ～ 4 週間　

※写真はB（♯X4,X5）ファブリック

●クッションの縫製仕様は
左の 2 タイプから選べます。
①パイピング（玉ブチ）仕様
②ステッチ仕様

①

②

●ウィリアム・モリス：近代デザインの創始者とうたわれ、詩人、社会思想家でもあったウィリアム•モリス。自然の草木の生命を汲み取った
　　　　　　　　　　　モリスのデザインは、150 年以上を経た今もなお新鮮な魅力を失わず、ますます私達に深い感銘を与え続けています。

イギリス製
（ウィリアム・モリス）

イギリス製
（ウィリアム・モリス）

イギリス製
（ウィリアム・モリス）

イギリス製
（ウィリアム・モリス）

#R8　　麻 60%  綿 30％　
ナイロン10% 
138 巾  海外取寄せ

#R9　　麻 60%  綿 30％　
ナイロン10% 
138 巾  海外取寄せ

#P3　　 綿 100％　
137 巾 
海外取寄せ

#P4　　 綿 100％　
137 巾
海外取寄せ

　 マークの付いた商品はイージーオーダーが出来ませんのでご注意ください。

● C クラスのファブリックは、海外取寄せの為、約 4 週間の納期がかかります。●凡例：01-0322-N4
　末尾の下二ケタ (N4) がクッション番号となっております。

⇦

● PVC：ポリ塩化ビニール

素材の質感やフォルムを最大限に生かすのが、カザマ オリジナルファブリック。厳選された素材や柄から自由に選べるイージーオーダーです。
ライフスタイルに合わせたお好みのコーディネイトをお楽しみ下さい。イージーオーダー承ります。ただし、受注後３～４週間の納期を頂きます。

#20　　ポリエステル 100%
140 巾 #21　　ポリエステル 100%

140 巾

#09　　ポリエステル 100％
140 巾

汚れにくく、手入れが簡単。Asahi KASEI のラムースも対応

ラムース ®の優れた特長
●美しい色
発色性に優れ、くすみのない美しい色を長
く保ちます。豊富なカラーバリエーション
をご用意。
●肌ざわり
シルクの約 1/10 という細さのポリエステ
ル極細糸でできているので、なめらかで心
地よい肌ざわりです。
●しなやかさ
40,000 回の耐摩耗テストをクリアした強さ
としなやかさ。へたりにくく、やさしい座
り心地を長く保ちます。
●水洗いOK
水洗いできます。汚れたらカバーをはずし
て洗濯機へ。もちろんドライクリーニング
もOKです。

イタリア社製イタリア社製イタリア社製 イタリア社製

※レザーは、ニューフラーグのみ対応です。
他の商品でのイージーオーダーは対応できません。　

#DB ダークブラウン#LG ライトグレー　#IB アイボリーベージュ #RD レッド　

■イタリア社製高級レザー（牛革）

ニュー
フラーグ
のみ対応

Leather
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カザマの製品のデザイン、テイストに合わせて様々なフレーム、
ピール（皮籐）等の色を採用しております。
凡例 : ベンチュラベルダ〈SB〉商品名の後の〈SB〉がカラー識別記号
になっております。

〈KB〉　カザマブラウン（カザマのフレームの基本色）
 　　　 カタログには表記なし。

〈NA〉 ナチュラル（素材そのままの色、無着色）
〈BR2〉ライトカザマブラウン
〈AB〉 アンティークブラウン（ピール、皮籐）
〈SDW〉 サンドウォッシュ
〈OR〉 オレンジ

〈AG〉 アクシオングレー
〈PU〉 プラスチック（丸芯、ピール）
〈TO〉 タバコブラウン
〈SB〉 シルクブラウン
〈WN〉 ウォールナット
〈CB〉 チョコレートブラウン
〈RD〉 レッド
〈WW〉ホワイトウォッシュ
〈GN〉グリーン
〈AM〉アンティークマット
〈COB〉コーヒーブラウン
〈TWM〉   トランスペアレントホワイトマット

〈MN〉 皮付マノウ材（無着色）
〈SL〉 スリミット（皮付丸籐）
〈WH〉 ホワイト
〈SBW 〉シルクブラウンウォッシュ
〈BK〉ブラック
〈MR〉マットレッド(艶消し)
〈MB〉マットブルー (艶消し)

※実際の色はカタログの写真を参照してください。
フレーム等の色は印刷の関係上実際の色とは多少異なることが
ありますのでご了承ください。

お客様にゆとりの生活シーンを

貴重な東南アジアの天然の材料を使い、素材自身の特性を生かし、
それぞれの生活シーンにあわせた高品質でデザイン性豊かな商品開発
を目標に、常に新しい生活家具を提案しています。
お客様にゆとりの生活シーンをお届けして喜んでいただけることを
願い、日々ものづくりに取り組んでおります。

カザマの提案するオリジナルコレクションは、ヨーロピアンスタイルや
オリエンタル、アジアン、そして和、モダンなど様々なデザインスタイル
を取り入れたクオリティ＆エレガンスがコンセプトです。

品質・オリジナリティ・デザイン性
横浜・元町で生まれたカザマブランドの誇り

カザマの創業は、1921(大正10)年。
籐家具の専業メーカーとして横浜の元町に
誕生しました 。日本の住空間に初めて籐家具
を紹介したカザマの歴史はそのまま日本の
籐家具の歴史です。
商品のデザインは常に日本国内で企画して
いますが、生 産拠点は時代に応じて日本
から台湾、フィリピン、インドネシアに広げて
いきました。
また、品質向上のため技術指導に力を注ぎ、各地に優秀な技術者を
育成してまいりました。
カザマの籐家具は、創業当時の精神を引き継ぎ、「型づくり」「曲げる」

「組む」「巻く」「編む」「塗装」といった６つのステップを丁寧にふみ、
品質の高さを保っています。
近年では長年培った技術を利用し、籐と天然木を組み合わせた商品を
数多く紹介しています。

これからも時代の感性を先取りする伝統ある家具メーカーとして、
皆様のご期待に応えてまいります。

ホテルやレストランなどの新規開業、或いはリニューアルなどに際し
て、カザマは豊富なノウハウと品揃えをバックボーンに、 ニーズに沿っ
たご提案をさせていただき、あらゆるご相談にお応えできます。
カザマをどうぞご利用くださいませ。

ホテル ( ホテルセンチュリーハイアット、ロイヤルパークホテル等 )、
老舗旅館、レストラン、ショールーム、スポーツクラブ、美容室等、
全国の業務店へ納入させていただいております。

そして「人にやさしい家具を」・・・これはカザマ
の家具づくりの原点ともいえるコンセプト。
お客様に心から喜んでいただける家具作り。
その歴史と実績で業界をつねにリードする
カザマにとって、品質保証と万全なるアフ
ターサービスは伝統とブランドの誇りです。
全製品を自信をもって保証するカザマ
ブランドは、創業以来全国のお客様から
変わらぬご愛顧をいただいております。

カザマの家具は住環境の安全性と快適性を目指して、
ホルムアルデヒド対策を実施しています。

塗装仕上材には安全な登録番号：ホルムアルデヒド放散等級区分
表示：Ｆ☆☆☆☆に準ずる塗料を使用しています。

①材料管理、選別
天然木から籐材料まで最良の
素材を選別。

②木取り、カット
図面に基づき、部材を
木取りカット。

③フレーミング
マホガニーや天然木の
部材を組み立てる。

④副資材の張り込み
ウレタンシートやウェビングテープ
を張り込む。

⑤編み込み
皮籐で一本一本丁寧に
編み込む。

⑥毛焼・塗装・検品
毛羽を焼いて除去し、
塗装仕上げ、
細部までチェックする。
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原生の籐 籐の茎と実 若い籐の茎 空に伸びる籐の枝と葉

■ラタン ( 籐 )
ラタン ( 籐 ) は熱帯雨林地域に生息するヤシ科の植物で成長ははやく、
自立できなくなると鋭い刺で他の植物にからみながら上方へ伸びます。

■地球環境にやさしい
成長のはやい籐は 7 年から 15 年程で成長します。森林伐採が問題と
なっている木材 より早いサイクルで材料として使用できます。計画的
な間引き伐採をせずに他の樹木 と共生し森林環境を保全できます。ま
た CO2 を抑え酸素供給という優れた特性を持っ ています。

■使用しているマホガニー材について
マホガニー材は、人間の手によって植林で育てられた木材を使用して
います。ワシントン条約で規制されている原生林の材料は一切使って
いません。 

■人に優しい
籐には細かい導管が多数あり呼吸しています。保温保湿効果もあり、
軽くてしなやかで、丈夫な構造材であり、エコの時代にあって手入れ
次第で何世代にも渡って使っていただける優れた材料です。

横浜元町にカザマが誕生して 100 年余り。
横浜山手にある洋館では、 カザマの籐家具がご覧いただけます。
横浜といえば港、赤レンガ倉庫、ジャズやブルースの似合う街・・そして横浜ならではのクラシック家具もそのひとつです。
異国情緒香る山手の丘にあるのは美しい洋館の数々。横浜で生まれ育ったカザマの籐家具は、横浜市の歴史的建造物に指定された
現存する洋館で一般公開されています。古きよき時代の美しい部屋にゆったりと流れる時間、そんな洋館にカザマの籐家具が往時
の姿を再現して置かれています。当時の家具の復元は、一枚の写真からその図面化されたものをもとに、カザマの熟練した職人が
丹精こめて作り上げたものです。

■外交官の家
（国重要文化財）

明治末期 (1910 年 )、東京渋谷の南平
台に建てられた八角形の塔のある優美
な洋館。明治政府の外交官・内田定
槌の私邸として建てられました。平
成 9(1997) 年にイタリア山庭園に移築
後、国の重要文化財に指定されていま
す。設計はアメリカ人建築家Ｊ．Ｍガー
ディナー、アメリカン・ヴィクトリア
ン様式の建物で、ステンドグラスもロ
マンティック、建物に溶け込むように
美しくカザマの籐家具が展示されてい
ます。

■エリスマン邸
（横浜市認定歴史的建造物）　

山手の外国人墓地に隣接する緑深い元町
公園に 1990 年に移築復元されたエリス
マン邸は、日本の建築界に大きな影響を
与え「現代建築の父」と呼ばれるＡ . レー
モンドが設計した洋館。大正 15 年に山
手 127 番地に建設。横浜の絹糸貿易商
シーベルヘグナー商会の支配人であった
エリスマン氏の当時の私邸、その優雅な
客間やサンルームにカザマの籐家具が
ゆったりと置かれています。

■ブラフ18 番館
（横浜市認定歴史的建造物）

白い壁に緑の鎧戸付の窓がアクセントの
チャーミングな洋館。大正末期に外国人住
宅として建てられ、その後山手本通りのカ
ソリック教会の司祭館として平成3(1991) 
年まで使われていました。現在はイタリア
山庭園の一角に移築復元され、当時の横
浜家具としてカザマの籐家具も復元展示
されて一般公開されています。

■山手 111 番館　

( 国重要文化財/横浜市認定歴史的建造物)　
イギリス館の南側、広い芝生を前庭とし、
ローズガーデンを見下ろす斜面に建つ
山手 111 番館。J.H. モーガンの設計によ
り、大正 15(1926) 年にアメリカ人ラフィ
ン氏の住宅として現在地に設計されまし
た。赤い瓦屋根に白い壁、スパニッシュ
スタイルの洋館。低い門の先に広い前庭
があり、建物の正面に特徴的な 3 連の柱
のあるパーゴラ（藤棚）が見えます。2 階、
吹き抜けのホールを囲む回廊の美しさは
山手 111 番館ならではの意匠。

KAZAMA 
HISTORY IN YOKOHAMA



￥500（税込）

株式会社 風間
本　　社　〒 231-0836 横浜市中区根岸町 3-176-89

TEL : 045-623-7307 ㈹／ FAX : 045-623-5981

http://www.kazamaco.co.jp

事業本部　〒 236-0003 横浜市金沢区幸浦 2-19-8

To  introduce  warmth  of   nature,  
so  gentle furniture  for  all  of  you  from  Kazama.

自然のぬくもりをつたえたい ― 人にやさしい家具をカザマから。


