光ヒーター付ダイニング

すっきり即暖 ！

１３

木部：ラバーウッド

Ｎ色

1404税別

TASTE OF NATURE 天然木の温かみと味わい深さをお楽しみ下さい

ＢＮ色

張地：ﾊﾟﾅﾏ４色（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%）

CA02
ﾍﾞｰｼﾞｭ

BR０８
ﾌﾞﾗｳﾝ

GR13
ｸﾞﾘｰﾝ

DD28
ｵﾚﾝｼﾞ

(一品一品木目や節、風合いが異なります。木材の表情に関するご要望には対応致しかねます。)

税別（消費税を加算する必要があります）
安全・クリーンで省電力・高効率な
人と環境にやさしい
局部ヒーター付ダイニングセット
ファンレスヒーター(安心のメトロ電気工業製)

￥76,000

ほこりが舞い上がらず衛生的な上に、
面倒なこたつ布団の洗濯もありません。
シンプルで使いやすいリモコン。
３時間自動切タイマー付。
弱120wh-強360wh
コード長3m

１xﾃｰﾌﾞﾙ120+４本脚
２xﾁｪｱ６型+ｶﾊﾞｰ
１xﾍﾞﾝﾁ90+ｶﾊﾞｰ

ステルス13テーブル90+４本脚-塗色 ￥37,430
ステルス13テーブル120+４本脚-塗色 ￥41,810
ステルス13テーブル140+４本脚-塗色 ￥43,340
ステルス13テーブル180+４本脚-塗色 ￥58,580

￥109,420
１xﾃｰﾌﾞﾙ140+ｼｪﾙﾌ脚
２xﾁｪｱ５型+ｶﾊﾞｰ
１xﾍﾞﾝﾁ110+ｶﾊﾞｰ

ステルス13テーブル120+ｼｪﾙﾌ脚-塗色 ￥52,190
ステルス13テーブル140+ｼｪﾙﾌ脚-塗色 ￥53,720
ステルス13テーブル180+ｼｪﾙﾌ脚-塗色 ￥68,960
テーブル 90 W900/D750/H710
テーブル 120 W1200/D750/H710
テーブル 140 W1400/D800/H710
テーブル 180 W1800/D800/H710

天板￥26,950
天板￥31,330
天板￥32,860
天板￥48,100

￥94,090
１xﾃｰﾌﾞﾙ140+壁脚
２xﾁｪｱ２型+ｶﾊﾞｰ
１xﾍﾞﾝﾁ110+ｶﾊﾞｰ

ステルス13テーブル120+壁脚-塗色 ￥50,380
ステルス13テーブル140+壁脚-塗色 ￥51,910
ステルス13テーブル180+壁脚-塗色 ￥67,150
４本脚 ￥10,480
ｼｪﾙﾌ脚 ￥20,860
壁脚 ￥19,050

90/120/140付属専用ヒーターMHL360ET
180付属専用ヒーターDHL450ET

本商品は、テーブルを主体にしている為、セットでのご購入を基本とさせて頂き
ます。イス・ベンチのみでのご購入希望の際は、販売員までお尋ね下さい。

ヒーター不要の場合 ※天板側の取付加工は残ります
ダイニング用 ￥-8,000
※ヒーター販売は木部とセットの場合のみとさせて頂きます

▼ｽﾃﾙｽ13-2型-塗色/ｶﾊﾞｰ
￥13,710 W470/D565/H790/SH440
★2脚ケース単位でのお取扱いとなります
▼在本体￥10,950
■在カバー パナマ￥2,760

▼ｽﾃﾙｽ13-90ﾍﾞﾝﾁ-塗色/ｶﾊﾞｰ
￥14,570 W900/D380/H430/SH430
▼在本体￥11,810
■在カバー パナマ￥2,760

▼ｽﾃﾙｽ13-5型-塗色/ｶﾊﾞｰ
￥20,470 W540/D630/H820/SH430
▼在本体￥16,760
■在カバー パナマ￥3,710

▼ｽﾃﾙｽ13-110ﾍﾞﾝﾁ-塗色/ｶﾊﾞｰ
￥14,760 W1100/D380/H430/SH430
▼在本体￥11,900
■在カバー パナマ￥2,860

追加費用 ■カバー類のみで発送の場合、別途送料￥600(648)/出荷毎
▼単品（2脚入イスは2脚）で発送の場合は、追加送料￥1,000(1,080)

▼ｽﾃﾙｽ13-6型-塗色/ｶﾊﾞｰ
￥9,810 W450/D545/H820/SH430
★2脚ケース単位でのお取扱いとなります
▼在本体￥8,480
■在カバー パナマ￥1,330

◆本カタログの表示価格には、搬送費、施工費は含まれておりません。 ◆構造上問題がある場合を除き、商品発送後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。 ◆屋内家庭用の使用を目的に設計致してお
ります。予想外のケガや商品へのダメージの原因となりますので、設計本来の目的と異なるご使用方法はご遠慮下さい。 ◆印刷の都合により、本カタログの写真は、実際の商品の色と多少異なる場合がござい
ます。ご了承下さい。 ◆商品改良の為、予告無しに仕様及びデザインを変更、また廃番にする場合がございます。ご注意ください。 ◆お求めの商品に添付されている「使用上の注意」を必ずお読み下さい。
◆製品サイズには若干の誤差があります。

1404税別

光ヒーター付ダイニング

すっきり即暖 ！

張地：ﾊﾟﾅﾏ４色（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%）

木部：ラバーウッド

Ｎ色

1404税別
TASTE OF NATURE 天然木の温かみと味わい深さをお楽しみ下さい

ＢＮ色

CA02
ﾍﾞｰｼﾞｭ

BR０８
ﾌﾞﾗｳﾝ

GR13
ｸﾞﾘｰﾝ

DD28
ｵﾚﾝｼﾞ

(一品一品木目や節、風合いが異なります。木材の表情に関するご要望には対応致しかねます。)

税別（消費税を加算する必要があります）
安全・クリーンで省電力・高効率な
人と環境にやさしい
局部ヒーター付ダイニングセット
100Wヒーターが4灯セットした
ローテーブル専用ヒーターは
光輻射熱が幅広く発せられます
シンプルで使いやすいリモコン。
３時間自動切タイマー付。
弱120wh-強400wh
コード長3m

ステルスローテーブル105-塗色
￥39,800

ステルスローテーブル120-塗色
￥42,800

W1050/D700/H370

W1200/D750/H370

ヒーター不要の場合 ※天板側の取付加工は残ります
リビングテーブル用 ￥-10,000
付属専用ヒーターMLL-400ET

※ヒーター販売は木部とセットの場合のみとさせて頂きます

デスク仕様の 一人用ヒーター搭載。
シンプルで使いやすいリモコン。
３時間自動切タイマー付。
180wh
コード長3m
ヒーター不要の場合 ※天板側の取付加工は残ります
デスク用 ￥-8,000
※ヒーター販売は木部とセットの場合のみとさせて頂きます

ステルスデスク90
￥31,000
W900/D550/H710

ステルスデスク110
￥33,800
W1100/D550/H710
付属専用ヒーターMHS-180ET

本商品は、テーブルを主体にしている為、セットでのご購入を基本とさせて頂き
ます。イス・ベンチのみでのご購入希望の際は、販売員までお尋ね下さい。

▼ｽﾃﾙｽ-シェルフ-塗色
￥22,300 W550/D300/H1350

▼ｽﾃﾙｽ-ワゴン-塗色
￥27,600 W300/D550/H710

追加費用 ■カバー類のみで発送の場合、別途送料￥600(648)/出荷毎
▼単品（2脚入イスは2脚）で発送の場合は、追加送料￥1,000(1,080)
◆本カタログの表示価格には、搬送費、施工費は含まれておりません。 ◆構造上問題がある場合を除き、商品発送後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。 ◆屋内家庭用の使用を目的に設計致してお
ります。予想外のケガや商品へのダメージの原因となりますので、設計本来の目的と異なるご使用方法はご遠慮下さい。 ◆印刷の都合により、本カタログの写真は、実際の商品の色と多少異なる場合がござい
ます。ご了承下さい。 ◆商品改良の為、予告無しに仕様及びデザインを変更、また廃番にする場合がございます。ご注意ください。 ◆お求めの商品に添付されている「使用上の注意」を必ずお読み下さい。
◆製品サイズには若干の誤差があります。

1404税別

光ヒーター付ダイニング

すっきり即暖 ！

ＨＧ

ＮＡ色

1404税別

TASTE OF NATURE 天然木の温かみと味わい深さをお楽しみ下さい

張地：ﾊﾟﾅﾏ４色（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%）

木部：ナラ/オーク

CA02
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ＢＯ色

BR０８
ﾌﾞﾗｳﾝ

GR13
ｸﾞﾘｰﾝ

DD28
ｵﾚﾝｼﾞ

(一品一品木目や節、風合いが異なります。木材の表情に関するご要望には対応致しかねます。)

税別（消費税を加算する必要があります）
安全・クリーンで省電力・高効率な
人と環境にやさしい
局部ヒーター付ダイニングセット
ファンレスヒーター(安心のメトロ電気工業製)
ほこりが舞い上がらず衛生的な上に、
面倒なこたつ布団の洗濯もありません。
シンプルで使いやすいリモコン。
３時間自動切タイマー付。
弱120wh-強360wh
コード長3m

￥178,000
１xﾃｰﾌﾞﾙ150
4xﾁｪｱ379A+ｶﾊﾞｰ

ステルスHGテーブル135-塗色
￥92,000

ステルスHGテーブル150-塗色
￥101,200

W1350/D800/H710

W1500/D800/H710

テーブル 135
テーブル 150

天板￥69,600
４本脚 ￥22,400
天板￥78,800

付属専用ヒーターMHL360ET

￥150,280
１xﾃｰﾌﾞﾙ135
4xﾁｪｱ380+ｶﾊﾞｰ

ヒーター不要の場合 ※天板側の取付加工は残ります
ダイニング用 ￥-8,000
※ヒーター販売は木部とセットの場合のみとさせて頂きます

本商品は、テーブルを主体にしている為、セットでのご購入を基本とさせて頂き
ます。イスのみをご購入希望の際は、販売員までお尋ね下さい。

▼ｽﾃﾙｽHG-C379A-塗色+ｶﾊﾞｰ
￥19,200
W515/D530/H780/SH440/AH650
▼在本体￥17,340
■在カバー パナマ￥1,860

▼ｽﾃﾙｽHG-C380-塗色+ｶﾊﾞｰ
￥14,570 W490/D555/H780/SH430
★2脚ケース単位でのお 取扱いとなります
▼在本体￥13,140
■在カバー パナマ￥1,430

追加費用 ■カバー類のみで発送の場合、別途送料￥600(648)/出荷毎
▼単品（2脚入イスは2脚）で発送の場合は、追加送料￥1,000(1,080)
★１脚単位のバラ出荷不可商品（2脚ケース単位でのお取扱いとなります）
◆本カタログの表示価格には、搬送費、施工費は含まれておりません。 ◆構造上問題がある場合を除き、商品発送後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。 ◆屋内家庭用の使用を目的に設計致してお
ります。予想外のケガや商品へのダメージの原因となりますので、設計本来の目的と異なるご使用方法はご遠慮下さい。 ◆印刷の都合により、本カタログの写真は、実際の商品の色と多少異なる場合がござい
ます。ご了承下さい。 ◆商品改良の為、予告無しに仕様及びデザインを変更、また廃番にする場合がございます。ご注意ください。 ◆お求めの商品に添付されている「使用上の注意」を必ずお読み下さい。
◆製品サイズには若干の誤差があります。

1404税別

