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To introduce warmth of nature,
so gentle furniture for all of you from Kazama.
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INDEX 商品名索引〈50音順〉

商品名 品番 ページ

ア アオリンゴバスケット S 16-0393-00 23
アカリンゴバスケット S 16-0392-00 23
アカリンゴバスケット M 16-0292-00 23
アコルデアーム <AB> 01-0445-20 12
アコルデアーム <SB> 01-0446-21 12
アレーテシングル本体 10-0846-FF 21
アレーテセミダブル本体 10-0847-FF 21
ヴィフアーム 02-0947-03 13
エザンスハイアーム 01-0337-FS 7
エザンスハイラブシート 01-0338-FS 7
エルフアーム 01-0351-03 19
エルフアームレス 01-0350-03 19
オットマンスツール <AB> 02-0657-02 16

オリッサハイバックシーベル 02-0362-02 16
オリッサハイバックシーベル ( ストッパー付 ) 01-J447-80 16
オレンジバスケット S 16-0294-00 23
オレンジバスケット L 16-0295-00 23

カ カトラリーバスケット 16-0280-00 23
クレオパトラシングル本体 10-0824-FF 21
クレオパトラセミダブル本体 10-0825-FF 21
5 段チェスト <WN> 06-0927-00 22

サ サイドテーブル ( ノネット )<WN> 03-0518-00 5
サイドポケット S 45-0001-FS 13
サイドポケット L 45-0002-FS 13
3 段チェスト <WN> 06-0946-00 22
3 段ランドリー <AB> 14-0464-00 22
サポートスツール 01-0370-03 17
シェルフ S<AB> 09-0215-00 22
シェルフ S<GR> 09-0522-00 22
シェルフ L<AB> 09-0216-00 22
シェルフ L<GR> 09-0523-00 22
CD バスケット 16-0281-00 23
スイカバスケット S 16-0390-00 23
スクリーンアサリナ (3P) 04-0413-00 11
スクリーンアサリナ (4P) 04-0414-00 11
スクリーンアレカ (3PS) 04-0261-00 11
スクリーンアレカ (3PL) 04-0278-00 11
スクリーンアレカ (4PL) 04-0279-00 11
スクリーンカラマス (3PS) 04-0165-00 11
スクリーンカラマス (3PL) 04-0132-00 11
スクリーンカラマス (4PL) 04-0133-00 11
スクリーンサントリナ (3P) 04-0415-00 11
スクリーンサントリナ (4P) 04-0416-00 11
スツール <AB> 01-0050-00 17
スツール <AB> 01-0285-00 17
スツール <AB> 01-0288-00 17
スツール <AB> 02-0328-00 17
スツール <AB> 02-0406-00 17
スツール <AB> 02-0832-88 17
背付スツール <AB> 02-0722-09 17

タ ダイニングテーブル (66 Φ )<AB> 05-0271-00 20
ダイニングテーブル (165 × 90)<AB> 05-0327-00 20
ダイニングテーブル (80 × 80) 05-0337-00 19
ダイニングテーブル (125 × 75) 05-0338-00 18
ダイニングテーブル (85 × 85)<SB> 05-0407-00 19
ダイニングテーブル (135 × 80)<SB> 05-0408-00 19
ダイニングテーブル (150 × 85)<SB> 05-0409-00 19
ダイニングテーブル (66 Φ )<WN> 05-0448-00 20
チャイルドハンギングチェア <PU/WH> 01-0368-04 10
デコレーションスタンド (S) 23-0521-00 22
テーブル ( ルロット )<AB> 03-0367-00 12
テーブル ( アコルデ )<SB> 03-0394-00 12
テーブル ( ヴィフ )(AB) 03-0463-00 13
テーブル ( パルフェ )<AB> 03-0474-00 7
テーブル ( ノネット )<WN> 03-0530-00 5
テーブル ( アコルデ )<AB> 03-0538-00 12
テーブル ( エザンス )<AB> 03-0539-00 7
テーブル ( フェルテ )<WN> 03-0543-00 14
テーブル ( サリオス )<WN> 03-0572-00 3・6
テーブル ( サリオス )<GR> 03-0573-00 6
テーブル ( ロゼール )<GR> 05-0490-00 18
トマトバスケット S 16-0296-00 23
トマトバスケット L 16-0297-00 23

ナ ニューアジルシーベル 01-0049-88 16
ニューアモールシーベルミドルチェア 01-0520-79 16
ニューアモールシーベルハイチェア 01-0521-79 16
ニューアモールシーベルハイハイチェア 01-0522-79 16
ニューアリビオアーム 01-0500-92 18
ニューアリビオアームレス 01-0499-92 18
ニューエルモサカウチ 02-0740-88 13
ニューエルモサカウチ ( 引出付き ) 01-0155-92 13
ニューカシミールアーム 01-0356-02 20
ニューカシミールアームレス 01-0259-02 20
ニュークレオパトラシングル本体 10-0839-FF 21
ニュークレオパトラセミダブル本体 10-0840-FF 21
ニューサリオスハイバックアーム <WN> 01-0515-FS 6
ニューサリオスハイバックラブシート <WN> 01-0516-FS 6
ニューサリオスハイバックアーム <GR> 01-0568-FS 6
ニューサリオスハイバックラブシート <GR> 01-0569-FS 6
ニューブルックライトアーム 01-0532-03 3
ニューブルックアームレス 01-0533-03 3
ニューブルックブルックレフトアーム 01-0534-03 3

商品名 品番 ページ

ナ
ニューマリアーム 01-0498-79 20
ニューマリアームレス 01-0497-79 20
ニューモンセラアーム 01-0496-09 20
ニューモンセラアームレス 01-0495-09 20
ニューロゼール 01-0565-08 18
ノネットスツール <WN> 01-0169-FS 5
ノネットラブシート <WN> 01-0262-FS 5
ノネットロングシート <WN> 01-0263-FS 5
ノーバハイバックロッキングチェア 02-0658-92 15

ハ パイナップルバスケット S 16-0394-00 23
パイナップルバスケット L 16-0300-00 23
バスケット E 16-0283-00 23
バスケット A 12-0990-00 23
バスケット L 17-0262-00 23
バスケット L 17-0263-00 23
バスケット C 12-0992-00 23
バスケット D 12-0993-00 23
バスケット B 12-0991-00 23
バスケット (M) 12-0145-00 23
バスケット (L) 12-0146-00 23
バスケット ( オーバル /L) 12-0167-00 23
バスケット ( 長方形 /L) 12-0165-00 23
パパサンチェアラブ <NA> 01-0590-04 9
パパサンチェア (100)<NA> 01-0593-FS 9
パパサンチェア (110)<NA> 01-0594-FS 9
ハンガーフック 11-0916-00 8
ハンギングチェア <PN> 01-0007-Q5 10
ハンギングチェア <GN> 02-0963-79 10
ハンギングチェア <WH> 02-0975-88 10
パンプキンバスケット S 16-0298-00 23
ハートバスケット 12-0836-00 23
ハートバスケットトレイ S 16-0286-00 23
ビデオバスケット 16-0282-00 23
ファイルストッカー 12-0805-00 23
ファシネＬＤアーム 02-0970-80 19
フェズリーアームチェア 01-0570-03 8
フェズリーラブシート 01-0571-03 8
フェズリースツール 01-0573-00 8
フェズリーチェスト 06-0955-00 8
フェズリーテーブル 03-0574-00 8
フェルテスツール <SB> 01-0444-80 14
フェルテスツール <WN> 01-0442-03 14

フェルテハイバックチェア <SB> 01-0443-80 14
フェルテハイバックチェア <GR> 01-0588-20 15
フェルテロッキングシーベルチェア 01-0441-03 14
フェルテロッキングチェア <SB> 01-0418-80 14
フェルテロッキングチェア <GR> 01-0589-20 15
ブランケットバスケット <AB> 16-0593-00 23
ブランケットバスケット <AB> 16-0594-00 23
ブランケットバスケット <AB> 16-0595-00 23
フロアースタンド 23-0109-00 22
ペットハンギングチェア <WH> 81-0001-96 9
ペットハンギングチェア <BK> 81-0002-95 9
ペットラウンドチェア 81-0004-FS 9
ヘッドレスト 41-0901-FS 5
ホースロッキング 13-0133-00 17

マ マガジンバスケット 12-0997-00 23
マヨールミドルチェア 01-0183-93 15

ミニバリチェア 13-0132-00 17
ミニラウンドチェア 13-0131-00 17
ミニローザンヌチェア 13-0130-00 17
ミラー 09-0520-00 8
ミラー 09-0521-00 8 

ヤ ヨウナシバスケット S 16-0545-00 23
4 段チェスト <WN> 06-0926-00 22
4 段チェスト <WN> 06-0947-00 22
4 段ランドリー <AB> 14-0465-00 22

ラ ラ・パルフェラブシート 02-0784-92 7
ランドリー <AB> 14-0466-00 22
ランドリー <AB> 14-0604-00 22
ランドリーバスケット <AB> 16-0596-00 23
ランドリーバスケット <AB> 17-0288-00 23
リクライナー <WN> 01-0205-00 17
リクライナー <AB> 02-0786-09 17
リモコンバスケット 12-0172-00 23
リーフバスケット (S) 12-0987-00 23
リーフバスケット (SS) 12-0939-00 23
リーフバスケット (M) 12-0988-00 23
ルロットアーム 02-0336-93 12

ミニパパサンチェア 81-0003-FS 9・17

フェルテスツール <GR> 01-0595-20 15

ニューフレアシーベル 02-0535-92 16

オットマンスツール <CB> 01-0562-80 16
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ニューブルックライトアーム
01-0532-03
W610・D780・H930・SH410
¥62,000 （税込）

ニューブルックアームレス
01-0533-03
W550・D780・H930・SH410
¥59,000（税込）

ニューブルックレフトアーム
01-0534-03
W610・D780・H930・SH410
¥62,000（税込）

New Brook
ニューブルック〈WN〉

テーブル
03-0572-00
W900•D440•H400
￥55,000 （税込）

※写真は基本 S(#03) ファブリック (27 頁 ) 

背フレーム： マホガニー材 背フレーム： マホガニー材 背フレーム： マホガニー材

※写真は基本S（#03）ファブリック（27 頁）

■組み合わせ例(2人掛け): 写真左
　ブルックライトアーム×1
　ブルックレフトアーム×1

背はマホガニー材。メインフレームに丸籐を人の背中のラインに合わせて曲げて組み込むことで背あ
たりがよく 自然なフィット感がありリラックスして座ることができます。 
分割タイプで２人掛け、３人掛けと連結して増やしていくことができます。

●座はピール( 皮籐)の網代編みです。
　クッションを外してもご使用できます。
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※写真は基本S（#79）ファブリック（27 頁）　写真の商品は〈WN〉ウォールナットカラーです。

直線と格子の組み合わせがシンプル。
オーダー感覚のノネットシリーズはあなただけのインテリアへのこだわりを叶えます。

※ 写真は基本S（#79）ファブリック（27 頁）　ノネットラブシート

ピロークッションは商品ではございません。

Nonet
ノネット
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ヘッドレスト
41-0901-79
W460・D130・H600・HH130
S ：￥13,500 （税込）

A：￥26,800 （税込）

B：￥32,800 （税込）

C：￥38,800（税込）
※写真は基本Ｓ（#79）ファブリック（27 頁）

ノネットスツール〈WN〉
（レザーバインディング）

01-0169-80
W630・D630・SH380
S：￥49,800（税込）

A：￥73,800 （税込）

B：￥80,300  （税込）

C：￥86,800  （税込）
※写真は基本Ｓ（#80）ファブリック（27 頁）

ノネットロングシート〈WN〉
（レザーバインディング）

01-0263-79
W1850・D860・H820・SH380
S：￥188,000 （税込）

A：￥260,000（税込）

B：￥285,000 （税込）

C：￥310,000 （税込）
※写真は基本Ｓ（#79）ファブリック（27 頁）

ノネットラブシート〈WN〉
（レザーバインディング）

01-0262-79
W1500・D860・H820・SH380
S：￥135,000 （税込）

A：￥205,000 （税込）

B：￥230,000 （税込）

C：￥255,000 （税込）
※写真は基本Ｓ（#79）ファブリック（27 頁）

サイドテーブル〈WN〉
（レザーバインディング）
03-0518-00
W600・D600・H380
￥39,800 （税込）

テーブル〈WN〉
（レザーバインディング）

03-0530-00
W980・D450・H380
￥45,800（税込）

■ロング、ラブ、スツールをお部屋の空間に合わせ
て（カウチタイプ等）自由にレイアウトできます。

#79 #80#02

Choice
of

Cushion #09

ノネットの基本（S ／スタンダード）ファブリックは、上の 4 柄よりお選びいた
だけます。この柄で他の商品のイージーオーダーはできません。
●クッションは基本 S ファブリックの他に、カザマオリジナルファブリックより
イージーオーダーを承ります。 納期約 3 ～ 4 週間（26・27 頁）

5
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テーブル〈GR〉
03-0573-00
W900•D440•H400
¥55,000（税込）
脚： マホガニー材

ニューサリオスハイバックラブシート
〈GR〉

01-0569-08
W1490•D830•H880•SH400
¥98,800（税込）
台座： マホガニー材

ニューサリオスハイバックアーム
〈GR〉

01-0568-08
W710・D830・H880・SH400
￥65,500（税込）
台座： マホガニー材

※写真は基本 S(#08) ファブリック (27 頁 )

ベースにマホガニー材、メインフレームを籐で組んだシンプルで飽きのこないハイバックの
フレームワークデザイン。 グレイカラーがシックで少しモダンな印象のスタンダードなソファ
です。

#08 #20

Choice
of

Cushion

ニューサリオスのクッションは基本
（S / スタンダード）ファブリックの

3 柄よりお選びいただけます。

テーブル
03-0572-00
W900•D440•H400
¥55,000（税込）
脚： マホガニー材

ニューサリオスハイバックラブシート
01-0633-03
W1490•D830•H880•SH400
¥98,800（税込）
台座： マホガニー材

ニューサリオスハイバックアーム
01-0632-03
W710・D830・H880・SH400
￥65,500（税込）
台座： マホガニー材

※写真は基本 S(#03) ファブリック (27 頁 )

ベースにマホガニー材、メインに籐をシンプルに組ませたフレームワークで飽きのこないデザ
イン。 周りのインテリアにも合わせやすいウォールナットカラーを採用。全体のフォルムは
シックで落ち着いたハイバックのスタンダードソファです。

New Salios GR
ニューサリオス〈GR〉

New Salios
ニューサリオス〈WN〉

#03

#08 #20

Choice
of

Cushion

ニューサリオスのクッションは基本（S / ス
タンダード）ファブリックの 3 柄よりお選
びいただけます。

#03
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※写真は基本 S(#93）ファブリック（27 頁）

シンプルなフレーム仕様でアーム部の皮籐の装飾が魅力。
ハイバックスタイルで座高を高くし、立ち座りが楽な高齢者にもやさしいソファです。

エザンスハイラブシート
01-0338-92
W1360・D780・H900・SH430
￥98,800 （税込）

テーブル
03-0539-00
W900・D450・H510
￥55,000（税込）

エザンスハイアーム
01-0337-92
W680・D780・H900・SH430
￥65,500（税込）

#92 #93

Choice
of

Cushion

エザンスの基本（S /スタンダード）
ファブリックは、上の2柄より
お選びいただけます。
この柄で他の商品のイージー
オーダーはできません。

シンプルでやわらかい曲線の組み合わせが、ラタンらしいぬくもりを伝えます。
なめらかな曲線がやさしい、コンパクトな椅子です。

ラ・パルフェラブシート
02-0784-92
W1220・D630・H780・SH420
￥73,000 （税込）

テーブル
03-0474-00
W900・D500・H510
￥59,000 （税込）

●背は斜め四つ目編み仕様。
背のクッションを外してもご使用でき
ます。

Aisance
エザンス〈AB〉

La Parfait
ラ・パルフェ〈AB〉
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メモリー・・・・・記憶の中のシーン、いつか何処かで見た光景が蘇る。
ラタンフレームのライト感覚な椅子とマホガニー材とラタンを組み合わせたテーブル・スツール、
花弁をモチーフに籐で装飾しどこか懐かしいレトロ感を演出したコンパクトなシリーズです。

フェイズリーアームチェア
01-0570-03
W550・D610・H760・SH400
¥28,800（税込）

フェイズリーラブシート
01-0571-03
W930・D640・H760・SH400
¥43,800（税込）

フェイズリースツール
01-0573-00
W490・D350・H430
¥18,500（税込）
脚フレーム： マホガニー材

フェイズリーテーブル
03-0574-00
W700・D700・H450
¥27,500（税込）
脚フレーム： マホガニー材

ミラー
09-0520-00
W180・D30・H320
¥4,200（税込）

ミラー
09-0521-00
W230・D30・H240
¥4,200（税込）

ハンガーフック
11-0916-00
W400・D80・H200
¥5,300（税込）

フェイズリーチェスト
06-0955-00
W700・D380・H720
¥38,500（税込）
脚フレーム： マホガニー材

テーブルトップスツール座面部分

Feathery
フェイズリー〈NA〉



大切な家族である猫ちゃんワンちゃんの為の、
とてもリラックスできるペット用シリーズです。

ペットハンギングチェア〈WH/NA〉
81-0001-96
W550・D570・H810・SH180  
本体 (W550・D400・H550)
￥42,000( 税込）

スチールフレーム
吊り下げチェーン付き
本体：プラスチック製丸芯編み
スチールフレーム

ペットハンギングチェア〈BK/BK〉
81-0002-95
W550・D570・H810・SH180
本体 (W550・D400・H550)
￥42,000( 税込）

お気に入りのプライベート空間に１人で素敵な音楽を・・・・
包み込まれるような リラックスできるパーソナルチェアです。

パパサンチェア(100)〈NA〉
01-0593-FS
Ø1000•H930•SH450
￥45,000（税込）

パパサンチェア(110)〈NA〉
01-0594-FS
Ø1100•H930•SH450
￥50,000（税込）

パパサンチェアラブ〈NA〉
01-0590-04
W1600•D930･H870•SH390
￥68,000（税込）

ペットラウンドチェア〈NA〉
81-0004-96
W590・D460・H510・SH180
￥22,000( 税込）

ミニパパサンチェア〈NA〉
81-0003-FS
W600・D560・H550・SH300
￥28,500( 税込）

スチールフレーム
吊り下げチェーン付き
本体：プラスチック製丸芯編み
スチールフレーム

Papasan
パパサン

Pet Chair
ペットチェア

9
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ゆとりのある空間に癒される、ゆらぎの世界への誘い。
丸芯で編み込んだ包み込まれるようなフォルム。
胡座を組んでゆったりと本を読んだり、瞑想したり、小さな自分空間で癒やされてください。

ハンギングチェア〈GN〉
02-0963-79
本体（W770･D630･H1140）

（SH約460）
スチールフレーム〔銀〕

（W1010･D970･H1940）
¥168,000 ( 税込）
[スチールフレーム・吊り下げチェーン付き]
※屋外の使用はできません。
●在庫状況により90日の納期がかかる場合が
ございます。

ハンギングチェア〈PU〉
01-0007-Q5
本体（W770･D630･H1140）

（SH 約 460）
スチールフレーム〔銀〕

（W1010･D970･H1940）
A：¥235,000 （税込）
B：¥255,000 （税込）
C：¥275,000 （税込）

　　 ※受注生産にて承ります。

[ スチールフレーム ･
吊り下げチェーン付き ]
本体：プラスチック製丸芯編み
･アルミフレーム
※布地はフェイクレザー使用。
A（♯Q5）はハンギングチェア〈PU〉
専用ファブリックです。
他の商品へのイージーオーダーは
できません。
●スチールフレームは、キズ、
水分などにより錆びることが
ございます。

チャイルドハンギングチェア〈PU/WH〉
01-0368-04
本体 (W600・D500・H910)
 (SH約370)
スチールフレーム〔銀〕
(W1010・D970・H1530)
￥128,000 （税込）
[ スチールフレーム・吊り下げチェーン付き ]
本体: プラスチック製丸芯編み
※屋外での使用は出来ません。
●在庫状況により90日の納期がかかる場合がございます。

　　 ※受注生産にて承ります。

ハンギングチェア〈WH〉
02-0975-88
本体（W770･D630･H1140）

（SH 約460）
スチールフレーム〔銀〕

（W1010･D970･H1940）
¥168,000 （税込）
[スチールフレーム・
吊り下げチェーン付き ]
※屋外の使用はできません。

　　　※受注生産にて承ります。

ハンギングチェアは座ると風などで自然に揺らぐ心地よいリラクゼーションチェアですが座るという使用目的以外の使い方は絶対にしないで下さい。

○座る時は椅子本体が動かないように手で支えてゆっくりと腰掛けて下さい。
○ハンギングチェアは水平な場所に設置してご使用下さい。
○ブランコのように故意に前後、斜め、左右に漕いだり押したり絶対にしないで下さい。
○椅子に飛び乗ったり、立って乗る行為は絶対にしないで下さい。
○故意に椅子本体やスチールフレームを揺らしたり押したりしないで下さい。
○スチールフレームに寄りかかったりぶら下がったりしないで下さい。
○ハンギングチェアの耐荷重は通常使用時で 150kg となっております。

■ハンギングチェアご使用上のご注意

○椅子には絶対にぶら下がらないで下さい。
○椅子に二人以上で座ったり乗ったりしないで下さい。
○椅子の外部に寄りかかったりぶら下がったりしないで下さい。
○スチールフレームを持って傾けないで下さい。
○椅子を故意に回転させないで下さい。

Hanging Chair
ハンギングチェア
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スクリーンアレカ(3PS)
04-0261-00
W400(×3P)･H1200
￥53,000（税込）

スクリーンアレカ (3PL)
04-0278-00
W400(×3P)･H1650
￥63,800（税込）

スクリーンアレカ(4PL)
04-0279-00
W400(×4P)･H1650
￥83,800（税込）

スクリーンカラマス(3PS)
04-0165-00
W450(×3P)･H1200
￥53,000（税込）

スクリーンカラマス (3PL)
04-0132-00
W450(×3P)･H1650
￥63,800（税込）

スクリーンカラマス (4PL)
04-0133-00 
W450(×4P)･H1650　
￥83,800（税込）

スクリーンアサリナ(3P)〈AB〉
04-0413-00
W400(×3P)･H1450
￥43,800（税込）

スクリーンアサリナ(4P)〈AB〉
04-0414-00
W400(×4P)･H1450
￥48,800（税込）

Screen
スクリーン

スクリーンサントリナ(3P)〈AB〉
04-0415-00
W400(×3P)･H1450
￥43,800（税込）

スクリーンサントリナ(4P)〈AB〉
04-0416-00
W400(×4P)･H1400
￥48,800（税込）



12

背の S ラインが優しく身体
に添って包みこんでくれる
とても座り心地の良い椅子
です。

アコルデアーム
01-0446-21
W580•D650•H950•SH380
￥39,500（ 税込）

（ロット2）本体総重量 : 約4 .5 kg

テーブル
03-0394-00
Ø560•H510
￥29,800（税込）

アコルデアーム
01-0445-20
W580・D650・H950・SH380
￥39,500（税込）
(ロット2) 本体総重量 : 約4 .5 kg

テーブル
03-0538-00
Ø560・H510
￥29,800 （税込）

スペースをとらないコン
パクトな椅子でありなが
ら、座ってもとても楽なデ
ザインです。

ルロットアーム
02-0336-93
W560・D650・H730・SH330
￥37,000（税込）
本体総重量 : 約4 .2 kg

テーブル
03-0367-00
Ø500・H510
￥28,000 （税込）

●座はピール( 皮籐)の網
代編み、背は四つ目のダブル
編みです。クッションをは
ずしてもご使用できます。

背をやわらかく包み込むよ
うな Sラインが、優しく身体
にフィット。長時間座っても
ラクなとても座り心地のい
い椅子です。

●座はピール（皮籐）の
網代編み、背をやわらか
く包み込んでくれるよ
うなS 字曲線でハイバ
ック仕様の椅子です。
クッションを外しても
ご使用できます。

●テーブルトップ
　籠目編み

●オプションでポケット
　が付けられます。

●座はピール（皮籐）の
網代編み、背をやわら
かく包み込んでくれる
ような S 字曲線でハイ
バック仕様の椅子です。
クッションをはずして
もご使用できます。

Accorder
アコルデ〈AB〉

Accorder
アコルデ〈SB〉

Lurot
ルロット〈AB〉
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背にピール(皮籐)の斜め四つ目編み
を施し、構造的にも強度を保ちつつ、
最大限に軽量化した背あたりの良い
パーソナルチェアです。

ヴィフ  アーム
02-0947-03
W550・D590・H800・SH370
￥37,000 （税込）
軽量椅子 本体重量：約 2.7㎏

テーブル
03-0463-00
Ø500・H520
￥26,000（税込）

●座はピール( 皮籐)
の網代編みです。
クッションを外して
もご使用できます。

ニューエルモサ  カウチ（引出付き）
 01-0155-92
W1650･D720･H720･SH370
引出内寸（W500･D310･H70）　
￥99,800 （税込）
 [ ピロークッション（×2）付]　
●背はピール（皮籐）の網代編み仕様です。

ニューエルモサ  カウチ
02-0740-88
W1650･D720･H700･SH350
￥85,000（税込）
  [ ピロークッション（×2）付]　
●背はピール（皮籐）の網代編み仕様です。

New Hermosa
ニューエルモサ〈AB〉

New Hermosa
ニューエルモサ〈WN〉

●オプションでポケット
　が付けられます。

サイドポケットS
45-0001-FS
W220•H280
￥2,500（税込）

●アーム付パーソナルチェア/
　シーベルチェア/ダイニング
　チェア/エザンス/サリオス
　に装着できます。

●ノネットアームに装着できます。

サイドポケットL
45-0002-FS
W450•H1000(お好みで調節可能)
￥3,800（税込）

※写真は基本S(#03）ファブリック（31頁）

Vif
ヴィフ〈AB〉
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フェルテ  ハイバックチェア
01-0443-80
W670・D790・H1040・SH380
¥58,000(税込 )
本体総重量 : 約7 .5 kg

●座はピール（皮籐）の網代編み。
　クッションを外してもご使用で
　きます。

フェルテ  スツール
01-0444-8 0
W410・D360・SH380
¥24,000(税込 )
本体総重量 : 約2 .5 kg

ボリュームのあるフレーム・ハイバックで
頭部までサポートするのでゆったりと
リラックスできます。
モダンなファブリックも魅力です。

フェルテ  ロッキングチェア　
01-0418-80
W670・D860・H1020・SH380
￥65,800（税込）
脚 : マホガニー材
本体総重量 : 約8 .5 kg

フェルテ  
ロッキングシーベルチェア
01-0441-03
W670•D830•H1060•SH430・AH570
￥75,800（税込）
[ 回転ロッキング機能付 ]

フェルテ  スツール
01-0442-03
W410・D360・SH380
¥24,000 (税込 )

テーブル
03-0543-00
Ø520・H530
¥28,500 (税込 )

ゆったりとリラックスできるフェルテ
ハイバックチェアのベースフレームを
基に回転とロッキング機能が加わり更に
リラクゼーションチェアとして進化し
ました。とてもくつろげるロッキングシー
ベルチェアです。

●座はピール（皮籐）の網代
    編み。背と座のクッション
    は外してもご使用できます。

●座はピール（皮籐）の網代
    編み。背と座のクッション
    は外してもご使用できます。

Fuerte
フェルテ〈SB〉

Fuerte
フェルテ〈WN〉
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フェルテ  ハイバックチェア
01-0588-20
W670・D790・H1040・SH380
¥58,000(税込 )
本体総重量 : 約7 .5 kg

フェルテ  ロッキングチェア　
01-0589-20
W670・D860・H1020・SH380
￥65,800（税込）
脚 : マホガニー材
本体総重量 : 約8 .5 kg ●座はピール（皮籐）の網代

    編み。背と座のクッション
    は外してもご使用できます。

背から頭部までゆったりサポート。
まどろむ午 後、椅 子にゆられて読書でも…

●クッションを外しても
ご使用できます。

ノーバ  ハイバックロッキングチェア
02-0658-92
Ｗ580･Ｄ850･Ｈ1100･SH450
￥59,800（税込）
本体重量 : 約 5.8kg

●座はピール（皮籐）の
網代、背は斜め四つ目編み
仕様です。　
クッションを外してもご使
用できます。

マヨールミドルチェア
01-0183-93
W540・D550・H620・SH320
￥33,000 （税込）
本体重量：約 3.4㎏

Fuerte
フェルテ〈GR〉

Nova
ノーバ〈AB〉

Mayor
マヨール〈WN〉

フェルテ  スツール
01-0595-20
W410・D360・SH380
¥24,000(税込 )
本体総重量 : 約2 .5 kg

●座はピール（皮籐）の網代編み。
　クッションを外してもご使用で
　きます。
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ニューフレアシーベル
02-0535-92
W590・D660・H850・SH440・AH620
￥39,500（税込）
[ 回転機能 ](ロット2）

本体総重量 : 約8 .2 kg

●背と座はピール( 皮籐) の網代編み仕様です。
クッションを外してもご使用できます。

座高を変えられる360°回転椅子台座を本体から取
り外すことにより、用途に合せて 2 通りの座高を選
択できます。取付けはボルトネジで固定します。

ニューアジルシーベルチェア
01-0049-88
W560・D580・H820/720・SH370（2 段）/270（1段）・AH550/450
￥37,800 (税込）[ 回転機能 ]
( ロット 2）本体総重量 : 約9 .6 kg

台座を外してミドルシーベル（SH270）
台座を取り付けハイシーベル（SH370）

●座はピール ( 皮籐 ) の網代、
背は四つ目編み仕様です。クッ
ションを外してもご使用できます。

ニューアモール
シーベルハイチェア〈WN〉
01-0521-79
W560･D570･H830･SH370･AH560
￥27,800( 税込 )
[ 回転機能 ]( ロット2)

本体総重量 : 約6 .5 kg

ニューアモール
シーベルミドルチェア〈WN〉
01-0520-79
W560･D570･H730･SH270･AH460
￥26,800( 税込 )
[ 回転機能 ]( ロット2)

本体総重量 : 約6 .2 kg

ニューアモール
シーベルハイハイチェア〈WN〉
01-0522-79
W560･D570･H930･SH470･AH660
￥28,800( 税込 )
[ 回転機能 ]( ロット2)

本体総重量 : 約6 .8 kg

●背は四つ目編み仕様です。
背クッションを外しても
ご使用できます。

※受注生産にて承ります。

オリッサハイバックシーベル〈 AB〉　
02- 0362-02 
W600･D680･H920･SH420･AH590
￥39,800  ( 税込 )
[ 回転機能 ] (ロット2 ) 本体総重量 : 約9 .2 kg

オリッサ  ハイバックシーベル〈 CB〉　
（ストッパー付）
01- J447-80 
W600･D680･H970･SH450･AH580
 ￥48,800 (税込 )
国産回転盤 [ 回転止機能付 ](ロット2) 本体総重 : 9 .6 kg

オットマンスツール（ハイタイプ）〈AB〉
02-0657-02
W450･D350･SH400
￥23,800 ( 税込 )
( ロット2) 本体総重量 : 約3 .3 kg

●座はピール( 皮籐) の網代編
み仕様です。クッションを
外してもご使用できます。

●オリッサと組み合わせても
ピッタリのデザインです。

●座と背はピール(皮籐)の網代
編み仕様です。 ハ イ バ ッ ク の
三次曲面の背は身体にやさしく
フィットします。 クッションを
はずしてもご使用できます。 ■CB 色のオリッサシーベル

は，国産ストッパー機能付
回転盤を使用しています。

① ハンドルを下げながら回す
と 360°回転します。ハンドル
を離して回転させると 90°間
隔で上座が止まります。
② ハンドルを下げながら引っ
張った状態で回すと360°フリー
で回転します。ハンドルを元の
位置に押し込むと 90°間隔で止
まる状態に戻ります。

国産ストッパー付回転盤

New Amor
ニューアモール〈WN〉

New Fraya
ニューフレア〈AB〉

New Agile
ニューアジル〈CB〉

オットマンスツール（ハイタイプ）〈CB〉
01-0562-80
W450･D350･SH400
￥23,800 ( 税込 )
( ロット2) 本体総重量 : 約3 .3 kg

●座と背はピール(皮籐)の網代
編み仕様です。 ハ イ バ ッ ク の
三次曲面の背は身体にやさしく
フィットします。 クッションを
はずしてもご使用できます。
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スツール〈AB〉
01-0050-00
W310・D370・H490・SH410
￥19,8 00 ( 税込）
本体重量：約 1. 3 ㎏

スツール〈AB〉
02-0832-88
Ø350･SH410
￥15,000 （税込）

（ロット 2）
本体総重量 : 約2 .7 kg

スツール
01-0285-00
Ø300･SH410
￥14,800 （税込）

（ロット2）
本体総重量 : 約1 .7 kg

スツール〈AB〉　
02-0328-00
Ø340･SH420　
￥17,800 （税込）

（ロット2）
本体総重量 : 約1 .9 kg

スツール〈AB〉
01-0288-00
W420･D380･H350・SH340
￥13,800（税込）
(ロット2)
本体総重量 : 約1 .8 kg

スツール〈AB〉　
02-0406-00
W420･D380･H420・SH410
￥15,000（税込）
( ロット 2）
本体総重量 : 約1 .9 kg

サポートスツール〈AB〉　
01-0370-03
W520･D340･H520･SH400
￥21,000 （税込）

（ロット2）本体総重量 : 約3 .2 kg

お年寄りや足腰の
ご不自由な方の為の、
座位より立つための
補助的機能付きです。
もちろん通常のスツ
ールとしても使えます。

これは立ち易い！ ●座はピール( 皮籐) 
の網代編み仕様です。
クッションをはずし
てもご使用できます。

背付スツール〈AB〉　
02-0722-09　
W370･D400･H660･SH460
￥24,800 （税込）

（ロット2）本体総重量 : 約2 .9 kg

●座はピール(皮籐) 
の網代編み仕様で
す。クッションをは
ずしてもご使用でき
ます。

ホースロッキング〈AB〉　
13-0133-00
W650･D360･H530･SH320　
￥26,800 （税込）

ミニラウンドチェア〈AB〉　
13-0131-00
W540･D440･H480･SH230
￥19,800 （税込）

ミニローザンヌチェア〈AB〉　
13-0130-00
W280･D300･H700･SH270　
￥22,000 （税込）

ミニバリチェア〈AB〉
13-0132-00
W280･D280･H540･SH260　
￥22,000 （税込）

Child Chairs

ミニパパサンチェア　〈NA〉
81-0003-FS
W600･D560･H550･SH300
￥28,500 （税込）

リクライナー〈 WN〉
01-0205-00
Ｗ700･Ｄ890～1680･Ｈ1000･SH350
￥78,000（税込）

■リクライナー使用上のご注意
3 段階のフック位置以外での
ご使用はおやめ下さい。

リクライナー〈AB〉　
02-0786-09　
W640･D780～1580･H960･SH340
￥56,800（税込）●シッティングパッドクッション付

●座と背はピール ( 皮
籐 ) の網代編み仕様
です。 クッションを
はずしてもご使用で
きます。

●座と背はピール(皮籐) の網代編み仕様です。

Recliner
リクライナー
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シンプルでありながら優しいラインの超軽量ダイニングチェア。
力学的にはトラス構造によるフレーミングを採用し、細身で強固な高級トヒチ材により、
驚くほど軽い籐椅子です。

ニューアリビオアームレス
01-0499-92
W450･D580･H850･SH460
￥31,000（税込）
本体総重量 : 約2 .4 kg

ニューロゼール
01-0565-08
W550･D600･H800･SH420
￥39,800（税込）

ニューアリビオアーム
01-0500-92
W520･D580･H850･SH460･AH620
￥33,000（税込）
本体総重量 : 約2 .6 kg

テーブル
05-0490-00
Ø750･H660
￥55,000（税込）

ダイニングテーブル
05-0338-00
W1250･D750･H690
￥83,000（税込）

●座はピール ( 皮籐 ) の網代編み仕様です。
クッションをはずしてもご使用できます。

籐をシンプルにデザインしたリビングダイニングチェア
ゆったりと寛げて食事タイムも楽しく・・・自然素材のラタンの椅子で
癒しの空間演出を・・・・

※写真は基本 S(#08) ファブリック (27 頁 ) 

※写真は基本 S(#92) ファブリック (27 頁 ) 

New Alivio
ニューアリビオ〈AB〉

New Lozere
ニューロゼール〈GR〉
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スタンダードで実用的な中にも、繊細なスタイルを重視したリビングダイニングチェア。
座り心地を追求して、ゆったりしたサイズです。

ファシネLDアーム
02-0970-80
W560•D590•H880•SH440•AH620
￥42,000（税込）
本体総重量 : 約4 .2 kg

ダイニングテーブル
　　　　　（150×85）
05-0409-00
W1500•D850•H690
￥138,000（税込）
天板天然木使用（日本製）

●座はピール(皮
籐)の網代編み仕
様です。クッショ
ンをはずしても
ご使用できます。

ダイニングテーブル
　　　　　（135×80）
05-0408-00
W1350•D800•H690
￥128,000（税込）
天板天然木使用（日本製）

ダイニングテーブル
　　　　　（85×85）
05-0407-00
W850•D850•H690
￥120,000（税込）
天板天然木使用（日本製）

※写真は基本S（#80）ファブリック（27頁）テーブルはダイニングテーブル（135 × 80）05-0408-00

ダイニングテーブル
05-0337-00
W800・D800・H690
￥69,800（税込）

●座はピール(皮籐)の
網代編み仕様です。
クッションを外しても
ご使用出来ます。

エルフアームレス
01-0350-03
W450・D550・H840・SH460
￥31,000（税込）
本体総重量 : 約2 .9 kg

エルフアーム
01-0351-03
W520・D550・H840・SH460・AH630
￥33,000（税込）
本体総重量 : 約3 .1 kg

モダン空間に似合うスタイリッシュなデザインでありながら背面の編みが優しく背中を
サポートしてくれます。繊細なラインのデザインでとても軽い椅子です。

※写真は基本 S（#03）ファブリック（27頁）

Faciner
ファシネ〈SB〉

Elf
エルフ〈AB〉
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ニューカシミールアームレス
01-0259-02
W440•D530•H850・SH440
￥23,800（税込）
本体総重量 : 約4 .8 kg

ダイニングテーブル
05-0327-00
W1650・D900・H690
￥150,000（税込）
天板天然木使用 (日本製) ※写真は基本 S（#02）ファブリック（27頁）

ニューカシミールアーム
01-0356-02
W490•D530•H850・SH440・AH600
￥25,800（税込）
本体総重量 : 約5 .4 kg

アイスクリームチェアと呼ばれるポピュ
ラーなスタイル。コンパクトでベーシッ
ク。張り込みクッション仕様のロングセ
ラーモデルです。

軽快なラインが踊る。
籐素材の特徴である軽やかさを形にしたライト感覚のダイニングチェア。
指でも持ち上げられるくらい、とても軽量な椅子です。女性でも楽に移動できます。

洗練されたフォルムの美しさ。座にはピール（皮籐）の網代編み、
背に市松ダブル編みのシンプルでライト感覚のダイニングチェアです。

ニューマリアームレス
01-0497-79
W470・D540・H900・SH450　
￥31,000（税込）
本体総重量 : 約 3.5kg

ニューモンセラアームレス
01-0495-09
W420・D540・H840・SH450　
￥35,800（税込）
本体総重量 : 約 3.7kg

ニューマリアーム
01-0498-79　
W540・D540・H900・SH450・AH620　
￥33,000（税込）
本体総重量 : 約 3.75kg

ニューモンセラアーム
01-0496-09　
W520・D540・H840・SH450・AH630　
￥38,000（税込）
本体総重量 : 約 4.0kg

ダイニングテーブル
05-0271-00
Ø660･SH690
￥53,800（税込）

テーブル
05-0448-00
Ø660･SH690　
￥53,800（税込）

●座はピール ( 皮籐 ) の網代
編み仕様です。クッションを
はずしてもご使用できます。

●座はピール ( 皮籐 ) の網代
編み仕様です。クッションを
はずしてもご使用できます。

※写真は基本 S（#79）ファブリック（27 頁）

※写真は基本 S(#09) ファブリック (27 頁 ) 

New Kashmir
ニューカシミール〈AB〉

New Mari
ニューマリ〈AB〉

New Monsela
ニューモンセラ〈WN〉
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静けさの中のベーシックラタン。
籐が描く美しい曲線のヘッドボード。
飽きのこないデザインはロングセラーを続けています。
チェストとのコーディネートも。
クレオパトラセミダブル本体（レザーバインディング）
10-0825-FF
W1200･D2000･H1000･SH270
￥138,000（税込）

クレオパトラシングル本体（レザーバインディング）
10-0824-FF
W1000･D2000･H1000･SH270
￥125,000（税込）
■ベッドマットは別売りで扱っております。
※カザマのマットは、ボンネルコイルマットレスかポケット
コイルマットレスよりお選びいただけます。

■ベッドのボトムはポケットコイル
マットレスに対応した、太民で組んだ
すのこ状の仕様です。
籐の間隔は約 70mm です。

※受注生産にて布団をそのまま敷いて使用できるすのこ仕様のタイプも承ります。
（受注生産約 3 ～ 4 ヶ月）

ニュークレオパトラシングル本体（レザーバインディング）
10-0839-FF 
W1000･D2000･H1000･SH270
￥210,000 （税込）
　　　※受注生産にて承ります。

ニュークレオパトラセミダブル本体（レザーバインディング）
10-0840-FF
 W1200･D2000･H1000･SH270
￥238,000（税込）
　　※受注生産にて承ります。

●ウォールナット色も承ります。
■ベッドのボトムは皮付の丸籐を使い小間隔のすのこ状に
してありますので、普段お使いの布団をそのまま敷いて
お使いいただけます。
また、マットを載せていただくことにより通気性のよい
通常のベッドとしてもお使いいただけます。 ※写真はセミダブル〈KB〉

Bed
ベッド Cleopatraクレオパトラ〈KB〉

New Cleopatra ニュークレオパトラ〈KB〉

ヘッドボードの流れるようなラインが優しい眠りを誘います。
小間隔のすのこ仕様で布団をそのまま敷いても、別売のマットを載せても快適です。
ベッド本体を 2 分割にすることにより、移動が楽になりました。

アレーテシングル本体
（レザーバインディング）
10-0846-FF
 W1050･D2150･H700･SH240
￥320,000（税込）
　　 ※受注生産にて承ります。

アレーテセミダブル本体
（レザーバインディング）
10-0847-FF
 W1270･D2150･H700･SH240
￥380,000（税込）
　　  ※受注生産にて承ります。

■ベッド本体は 2 分割仕様で移動も楽にできます。
ボトムは丸籐を使い小間隔のすのこ状にしてあります
ので普段お使いの布団を敷いてお使い頂けます。
また、別売りのマットを載せていただくことにより
通気性の良い通常のベッドとしてもお使いいただけます。

Arête アレーテ〈WN〉



22

3 段チェスト〈WN〉
06-0946-00
W600･D400･H720
￥53,000（税込）

4 段チェスト〈WN〉
06-0947-00
W600･D400･H900
￥60,000 （税込）

Chest
チェスト

3段ランドリー〈AB〉　
14-0464-00　
W500･D360･H780
￥29,800（税込）

4段ランドリー〈AB〉
14-0465-00
W500･D360･H980
￥38,000（税込）

ランドリー〈 AB〉
14-0466-00
W510･D370･H820　
￥29,800（税込）

ランドリー〈 AB〉
14-0604-00
W540･D370･H820
￥34,000（税込）

Laundry
ランドリー

フロアースタンド
23-0109-00
Ø400･H1600
￥38,000（税込）

デコレーションスタンド(S)
23-0521-00
Ø380･H1170
￥31,000 （税込）
　        ※受注生産にて承ります。

Interior
Lamp

インテリアランプ

シェルフS 〈AB〉
09-0215-00
W360･D300･H810
￥21,000 （税込）

シェルフL 〈AB〉
09-0216-00
W360･D300･H1200
￥28,500 （税込）

4 段チェスト〈WN〉
06-0926-00
W600･D400･H880
￥65,000（税込）

5 段チェスト〈WN〉
06-0927-00
W600･D400･H1060
￥75,000（税込）

シェルフS 〈GR〉
09-0522-00
W360･D300･H810
￥21,000 （税込）

シェルフL 〈GR〉
09-0523-00
W360･D300･H1200
￥28,500 （税込）
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ヨウナシバスケットS　
16-0545-00　
Ø260・H460
￥6,600( 税込）( ロット2)

スイカバスケットS　
16-0390-00
Ø250・H350　
￥6,500
( 税込）( ロット2)

アオリンゴバスケットS　
16-0393-00
Ø290・H380
￥5,500
( 税込）( ロット2)

アカリンゴバスケットS
16-0392-00　
Ø290・H380
￥5,500
( 税込）( ロット2)

アカリンゴバスケットM
16-0292-00
Ø420・H560
¥12,800
( 税込）( ロット2)

パイナップルバスケットS
16-0394-00
Ø260・H490
￥5,800
( 税込）( ロット2)

パイナップルバスケットM
16-0300-00
Ø380・H700
￥11,000
( 税込）( ロット2)

トマトバスケットS
16-0296-00
Ø250・H250
￥4,800
( 税込）( ロット2)

トマトバスケットM
16-0297-00　
Ø500・H500
￥11,000
( 税込）( ロット2)

パンプキンバスケットS　
16-0298-00　
Ø250・H350
￥5,800
( 税込）( ロット2)

オレンジバスケットS
16-0294-00
Ø250・H350
￥4,800
( 税込）( ロット2)

オレンジバスケットM
16-0295-00　
Ø500・H530
￥11,000
( 税込）( ロット2)

●スイカバスケットは
インナー張り仕様です。

Fruit Basket

メタルラックなどの収納家具と組み合わせて、 ＣＤケース、シャツケース、ランドリー・・・
など様々な収納に対応できるバスケットです。 バスケットは A、B、C、D、E、ビデオ、CD バスケッ
トの中から自由に組合わせて選ぶことができます。

A
B

D

バスケットB
12-0991-00
W360･D380･H200
￥6,800
( 税込）( ロット2)

バスケットD
12-0993-00
W360･D380･H140
￥6,500
( 税込）( ロット2)

バスケットA
12-0990-00
W180･D380･H200
￥5,500
( 税込）( ロット2)

バスケットC
12-0992-00
W180･D380･H140
￥4,980
( 税込）( ロット2)

Free Choice Basket
フリーチョイスバスケット

C

バスケットE
16-0283-00
W260･D380･H260
￥6,500( 税込）( ロット2)

ファイルストッカー
12-0805-00
W170･D250･H250
￥4,000( 税込）( ロット2)

ビデオバスケット
16-0282-00
W210･D380･H120
￥5,500 ( 税込）( ロット2)

CD バスケット
16-0281-00
W140･D380･H160
￥5,000 ( 税込）( ロット2)

リモコンバスケット
12ｰ0172ｰ00
W200･D170･H250
￥4,000
(税込）（ロット4）

マガジンバスケット　
12ー 0997ー 00
W200･D270･H270
￥5,000
(税込）（ロット2）

ハートバスケット
12-0836-00
W200･D160･H280
￥3,900

（税込）（ロット4）

カトラリーバスケット
16-0280-00
W270･D160･H100
￥3,000（税込）（ロット4）

ハートバスケットトレイ S
16-0286-00
W210･D210･H50
￥2,200（税込）（ロット4）

バスケット（オーバル/L）　
12-0167-00
W330･D250･H300　
￥5,800

（税込）（ロット2）

バスケット（長方形/L）
12-0165-0 0
W330･D260･H300
￥5,800

（税込）（ロット2）

リーフバスケット（Ｓ）　
12ｰ0987ｰ00
W450･D250･H100 
￥3,500( 税込）（ロット2）

リーフバスケット（M）　
12ｰ0988ｰ00
W500･D270･H110 
￥4,500( 税込）（ロット2）

リーフバスケット（SS）　
12ｰ0939ｰ00
W400･D230･H100 　
￥3,000
( 税込）（ロット2）

バスケットL
17-0262-00
W550・D410・H200
¥8,800( 税込）(ロット2)

バスケットL
17-0263-00
W550・D410・H190   
¥8,800( 税込）(ロット2)

ブランケットバスケット〈AB〉　
16ｰ0593ｰ00
W400･D300･H350
￥9,500( 税込）(ロット2)

ブランケットバスケット〈AB〉
16ｰ0594ｰ00
W460･D300･H260
￥9,500( 税込）(ロット2)

バスケット（Ｌ）　
12-0146-00
Ø300･H370
￥5,800

（税込）（ロット2）

ブランケットバスケット〈AB〉　
16ｰ0595ｰ00
W550･D400･H300
￥12,000 (税込）(ロット2)

バスケット（Ｍ）　
12-0145-00
Ø250･H320
￥5,000

（税込）（ロット2）

ランドリーバスケット〈AB〉
17-0288-00
W480･D330･H150
￥7,000　( 税込）(ロット２)

ランドリーバスケット〈AB〉
16ｰ0596ｰ00
W450･D300･H550
￥12,000(税込）(ロット2)
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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 : ニュースレンド〈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

〈 A G 〉 アクシオングレー
〈 P U 〉 プラスチック（丸芯、ピール）
〈 T O〉 タバコブラウン
〈 S B 〉 シルクブラウン
〈WN〉 ウォールナット
〈 C B〉 チョコレートブラウン
〈 R D〉 レッド
〈WW〉ホワイトウォッシュ
〈G N〉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）
〈 S L〉 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
〈 B K 〉ブラック
〈MR 〉マットレッド(艶消し)
〈MB 〉マットブルー (艶消し)
〈GR〉グレー

※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。

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。

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、選択
厳しい管理の下に最良の
材料を選別

②材料の木取り、切断
パーツごとの寸法に材料を
切る

③材料の研磨
カットした材料をきれいに磨く

④材料を蒸釜で蒸す
材料を釜に入れ蒸気で蒸す

⑤部材の型にあわせて曲げる
曲げやすくなった材料を型
に合わせて部材を製作

⑥部材を立体型に合わせて組立
各部材を型にはめながら
フレームを組立てていく

⑦揺止め装飾等の部材の組付け
背の装飾、ブレース（揺止め）
などの部品を組付けて
ヌードフレームを完成

⑧皮籐や芯籐で編む、巻く
組みあがったフレームに皮
籐や芯籐で編込み、巻きで
仕上げます

⑨フレームの研磨
組みあがったフレームを
きれいに磨く

⑩毛焼き
ささくれ、毛羽をバーナーで
焼いて除去

⑪塗装
色付けから仕上げ
塗装まで行う

⑫最終検査
細部にわたりチェック

⑬梱包
検品後、一品ごと丁寧に梱包
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41-C169-FS
41-C169-FA
41-C169-FB
41-C169-FC
41-0169-NC

￥8,500
￥32,000
￥38,500
￥45,000
￥13,000

￥6,000

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

ノネットスツールカバー S
ノネットスツールカバー A
ノネットスツールカバー B
ノネットスツールカバー C
ノネットスツールヌードクッション
ノネットスツールウェビングベルト

ノネット スツール■ 4,5 頁

41-C263-FS
41-C263-FA
41-C263-FB
41-C263-FC
41-0263-NC

￥20,000
￥110,000
￥126,500
￥143,000

￥58,000
￥18,000

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

ノネットロングシートカバー S
ノネットロングシートカバー A
ノネットロングシートカバー B
ノネットロングシートカバー C
ノネットロングシートヌードクッション
ノネットロングシートウェビングベルト

ノネット ロングシート■ 4,5 頁

42-C901-FS
42-C901-FA
42-C901-FB
42-C901-FC
42-0901-NC

■ 4,5 頁
￥3,600

￥17,500
￥22,000
￥26,500
￥10,000

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

ヘッドレストカバー S
ヘッドレストカバー A
ヘッドレストカバー B
ヘッドレストカバー C
ヘッドレストヌードクッション

ヘッドレスト

41-C262-FS
41-C262-FA
41-C262-FB
41-C262-FC
41-0262-NC

￥17,000
￥93,500

￥120,000
￥146,500

￥46,000
￥16,000

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

ノネットラブシートカバー S
ノネットラブシートカバー A
ノネットラブシートカバー B
ノネットラブシートカバー C
ノネットラブヌードクッション
ノネットラブウェビングベルト

ノネット ラブシート■ 4,5 頁

￥12,000
￥19,500
￥22,000
￥37,500

( 税込）

( 税込）

( 税込）

( 税込）

41-C337-FS
41-0337-NC
41-C338-FS
41-0338-NC

エザンスハイバックアームカバー
エザンスハイバックアームヌードクッション
エザンスハイバックラブシートカバー
エザンスハイバックラブシートヌードクッション

エザンス ハイバックアーム・ラブシート■ 7 頁

■ラタン ( 籐 )
ラタン ( 籐 ) は熱帯雨林地域のジャングルに自生するヤシ科の植物で非
常に生命力が強く成長がはやい、史上最長の植物です。
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
籐は常に呼吸を続けています。無数の導管が通っており、その中の気
泡が空気中の水分を吸放出します。梅雨から夏の高温多湿の季節には、
水分を吸収して湿度を下げ、冬の乾燥時期には内部の水分を放出して
湿度を上げる性質を持っています。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。

原生の籐 籐の茎と実 若い籐の茎 空に伸びる籐の枝と葉

■優れた消臭機能
籐はアンモニア臭を 60 分で 99％吸着し、すばやく臭いをとります。
臭いの強い発酵食品や、汗、タバコ、トイレの匂いに有効です。さらに、
籐を天日で乾燥させると溜った水分や臭いが放出され消臭機能が回復
します。何度でも繰り返し使える、天然の消臭器です。
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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 2021 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（税込価格）です。送料は別途必要となります。
●　    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。
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#79　　 #80　　 #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

45 角ピロークッション
A : ￥ 9,500 ( 税込）

B : ￥11,500 ( 税込）

C : ￥13,500 ( 税込）
●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。

　   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。

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。

⇦

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。



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

カザマ事業本部　〒 236-0003 横浜市金沢区幸浦 2-19-8

2022 年 3月迄有効

￥550（税込）

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 ― 人にやさしい籐家具をカザマから。

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。

横浜元町にカザマが誕生して今年で 100 年。
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。

KAZAMA 
HISTORY  IN  YOKOHAMA

■外交官の家
（国重要文化財）

明治末期 (1910 年 )、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。
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、美しく溶け込むようにカザマ
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）　

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。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）

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。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。


