
商品コード：492-NW111

英国アンティーク ゲートレッグテーブル 

マホガニー 1900年頃

492-NW111

定価　518,400円（消費税8%込）

52.5-112-171x129.5x76cm

売価 \ 362,880 （税別：336,000）

商品コード：492-NW112

英国ヴィンテージ ＴＶボード オーク

492-NW112

定価　295,920円（消費税8%込）

86.5x48.5x48cm

売価 \ 207,360 （税別：192,000）

商品コード：492-NW113

英国アンティーク バルーンバックチェア４点セット 
マホガニー 1880年頃 ヌード

492-NW113

定価　557,280円（消費税8%込）

44x48x84 Sh44cm

売価 \ 389,880 （税別：361,000）

商品コード：492-NW114

英国アンティーク ゲートレッグテーブル 

マホガニー 1870年頃

492-NW114

定価　308,880円（消費税8%込）

43-84.5-126.5x105x71cm

売価 \ 216,000 （税別：200,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：492-NW115

英国アンティーク サイドボード オーク 1920年頃

492-NW115

定価　463,320円（消費税8%込）

101.5x40x76cm

売価 \ 324,000 （税別：300,000）

商品コード：492-NW116

英国ヴィンテージ コーヒーテーブル オーク

492-NW116

定価　237,600円（消費税8%込）

122x60x46cm

売価 \ 166,320 （税別：154,000）

商品コード：492-NW117

英国アンティーク チューダー・アームチェア 

オーク 1920年頃

492-NW117

定価　503,280円（消費税8%込）

64.5x58x111 sh46cm

売価 \ 352,080 （税別：326,000）

商品コード：483-NW118

アンティーク ルイ15世様式ソファ マホガニー 

1900年頃

483-NW118

定価　691,200円（消費税8%込）

136x80x81 sh37cm

売価 \ 483,840 （税別：448,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：492-NW119

英国アンティーク リージェンシー・シフォニア 

1870年頃

492-NW119

定価　476,280円（消費税8%込）

137.5x38x89cm

売価 \ 333,720 （税別：309,000）

商品コード：492-HW0120

英国アンティーク ドローリーフテーブル オーク 

1930年頃

492-HW0120

定価　173,880円（消費税8%込）

105-134.5-165x75.5x75cm

売価 \ 122,040 （税別：113,000）

商品コード：492-HW0121

英国アンティーク ゲートレッグテーブル オーク 

1920年頃

492-HW0121

定価　146,880円（消費税8%込）

36-86-137x94.5x73cm

売価 \ 102,600 （税別：95,000）

商品コード：492-LCN380

英国アンティーク ドローリーフテーブル オーク 

1930年頃

492-LCN380

定価　186,840円（消費税8%込）

91.5-121-151.5x91.5x77cm

売価 \ 130,680 （税別：121,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：492-LCN381

英国アンティーク チェア６点セット オーク 

1920年頃

492-LCN381

定価　200,880円（消費税8%込）

46.5x49x104 sh48cm

売価 \ 140,400 （税別：130,000）

商品コード：492-LCN382

英国アンティーク ドローリーフテーブル オーク 

1900年頃

492-LCN382

定価　200,880円（消費税8%込）

91-121.5-151.5x91x75.5cm

売価 \ 140,400 （税別：130,000）

商品コード：492-LCN383

英国アンティーク ドローリーフテーブル オーク 

1930年頃

492-LCN383

定価　151,200円（消費税8%込）

106+29+29x83x77cm

売価 \ 105,840 （税別：98,000）

商品コード：492-LCN384

英国アンティーク チェア４点セット オーク 

1940年頃

492-LCN384

定価　137,160円（消費税8%込）

45.5x47x79 sh46

売価 \ 96,120 （税別：89,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：492-LCN385

英国アンティーク アールデコ・ドローリーフテーブル 
オーク 1930年頃

492-LCN385

定価　162,000円（消費税8%込）

91-122-152x76x75

売価 \ 113,400 （税別：105,000）

商品コード：492-LCN386

英国アンティーク チェア４点セット オーク 

1940年頃

492-LCN386

定価　130,680円（消費税8%込）

44.5x46x89.5 sh46cm

売価 \ 91,800 （税別：85,000）

商品コード：492-LCN387

英国アンティーク ダイニング５点セット 

ウォールナット 1930-40年頃

492-LCN387

定価　270,000円（消費税8%込）

91.5-122-152.5x91.5x77cm ch 44x48x86cm sh46cm

売価 \ 189,000 （税別：175,000）

商品コード：492-LCN388

英国アンティーク チェア４点セット オーク 

1940年頃

492-LCN388

定価　132,840円（消費税8%込）

44x44x80 47cm

売価 \ 92,880 （税別：86,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：492-LCN389

英国アンティーク チェア４点セット オーク 

1940年頃

492-LCN389

定価　132,840円（消費税8%込）

46x49x85 sh47cm

売価 \ 92,880 （税別：86,000）

商品コード：492-LCN391

英国アンティーク クイーンアン・ダイニング５点セット 
マホガニー 1930年頃

492-LCN391

定価　370,440円（消費税8%込）

90.5x117-144x90.5x75cm, Chair 44x48x85.5 sh46cm

売価 \ 259,200 （税別：240,000）

商品コード：492-LCN392

英国アンティーク 
アーツ＆クラフツ・ドローリーフテーブル オーク 

1920年頃

492-LCN392

定価　236,520円（消費税8%込）

106-12129.5-152.5x90x76.5cm

売価 \ 165,240 （税別：153,000）

商品コード：492-NAKF210

英国アンティーク ミュージックスタンド 

マホガニー 1880年頃

492-NAKF210

定価　184,680円（消費税8%込）

40.5x40.5x120-140 

売価 \ 129,600 （税別：120,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-NAKF211

複製画 『ルイ15世』モーリス・カンタン・ド・ラトゥール 
ルーブル美術館所蔵

492-NAKF211

定価　58,320円（消費税8%込）

55x60.5x3cm

売価 \ 41,040 （税別：38,000）

商品コード：483-NAKF212

複製画 『ルイ14世』シャルル・ルブラン 

ベルサイユ宮殿所蔵

492-NAKF212

定価　38,880円（消費税8%込）

32.5x38x3cm

売価 \ 27,000 （税別：25,000）

商品コード：492-AST111

英国アンティーク オルタネーティブ・チェア 

1930年頃

492-AST111

定価　39,960円（消費税8%込）

50x53x90.5 sh47cm

売価 \ 28,080 （税別：26,000）

商品コード：483-AST112

フランスアンティーク ルイ15世様式 スクリーン 

1920年頃

483-AST112

定価　409,320円（消費税8%込）

W50x3 h180

売価 \ 286,200 （税別：265,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：487-JG771

ジョージアン・マントルピース ASHLEIGH オーク

487-JG771

定価　447,120円（消費税8%込）

W 164 H 132cm

売価 \ 313,200 （税別：290,000）

商品コード：487-JG772

ヴィクトリアン　アイアン・ファイアーサラウンド 

RX063 TWEED

487-JG772

定価　382,320円（消費税8%込）

売価 \ 267,840 （税別：248,000）

商品コード：487-JG773

アイアン・ファイアーインサート LAUREL 

タイル付

487-JG773

定価　370,440円（消費税8%込）

102X102X40(17.5)cm

売価 \ 259,200 （税別：240,000）

商品コード：483-EB101

フランスアンティーク ルイ15世様式 ビューロー 

1890-1900年頃 ウォールナット

483-EB101

定価　1,129,680円（消費税8%込）

181x84x75cm

売価 \ 790,560 （税別：732,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-EB102

フランスヴィンテージ 

プロヴァンスダイニング７点セット オーク

483-EB102

定価　424,440円（消費税8%込）

48x47x98 sh46cm, 141-198-255x101x75

売価 \ 297,000 （税別：275,000）

商品コード：483-EB103

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ダイニング７点セット オーク　

483-EB103

定価　993,600円（消費税8%込）

162-222-271x106x76 48.5x54x97 sh45cm

売価 \ 695,520 （税別：644,000）

商品コード：483-LGM001

フランスアンティーク 
ルイ15世様式ドローリーフダイニングテーブル 

ウォールナット 1900-1920年頃

483-LGM001

定価　416,880円（消費税8%込）

139.5x196-252.5x99.5x78

売価 \ 291,600 （税別：270,000）

商品コード：483-LGM002

フランスアンティーク ルイ15世様式ナイトスタンド 
ウォールナット 1900-1920年頃

483-LGM002

定価　152,280円（消費税8%込）

38.5x39x86

売価 \ 106,920 （税別：99,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-LGM003

フランスヴィンテージカントリー・ローボード 

オーク　

483-LGM003

定価　346,680円（消費税8%込）

165x48x68

売価 \ 243,000 （税別：225,000）

商品コード：483-LGM004

フランスヴィンテージ ルイ16世様式コンソール

483-LGM004

定価　346,680円（消費税8%込）

97x31.5x73

売価 \ 243,000 （税別：225,000）

商品コード：483-LGM005

フランスアンティーク ルイ16世様式キャビネット 

ウォールナット 1890-1910年頃

483-LGM005

定価　787,320円（消費税8%込）

113.5x44x180

売価 \ 550,800 （税別：510,000）

商品コード：483-LGM006

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ナイトチェスト ボワ・デ・ローズ

483-LGM006

定価　155,520円（消費税8%込）

39x31x73

売価 \ 109,080 （税別：101,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-LGM007

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ナイトスタンド チェリー

483-LGM007

定価　100,440円（消費税8%込）

39.5x29x74

売価 \ 70,200 （税別：65,000）

商品コード：483-LGM008

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ナイトチェスト チェリー

483-LGM008

定価　118,800円（消費税8%込）

39.5x29x74

売価 \ 83,160 （税別：77,000）

商品コード：483-LGM009

フランスアンティーク ルイ15世様式ナイトスタンド 
ウォールナット 1910-20年頃

483-LGM009

定価　97,200円（消費税8%込）

37x37.5x83

売価 \ 68,040 （税別：63,000）

商品コード：483-LGM010

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ナイトスタンド ボワ・デ・ローズ

483-LGM010

定価　97,200円（消費税8%込）

34x28.5x74

売価 \ 68,040 （税別：63,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-LGM011

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ナイトチェスト ボワ・デ・ローズ

483-LGM011

定価　111,240円（消費税8%込）

34x28.5x74

売価 \ 77,760 （税別：72,000）

商品コード：483-LGM012

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式プチ・ブックケース

483-LGM012

定価　139,320円（消費税8%込）

84.5x32x102.5

売価 \ 97,200 （税別：90,000）

商品コード：483-CL620

フランスアンティーク セーブル・スタイル 

磁器人形 ブーシェ 1880-1930年頃

483-CL620

定価　270,000円（消費税8%込）

売価 \ 189,000 （税別：175,000）

商品コード：483-BDF221

木製プロペラ リプロダクション

483-BDF221

定価　313,200円（消費税8%込）

売価 \ 219,240 （税別：203,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-BDF222

フランスヴィンテージ 

ルイ15世様式ベルジェール 1940-50年代

483-BDF222

定価　128,520円（消費税8%込）

売価 \ 89,640 （税別：83,000）

商品コード：483-BDF223

フランスアンティーク ルイ15世様式フォテイユ 

1910-30年代

483-BDF223

定価　122,040円（消費税8%込）

売価 \ 85,320 （税別：79,000）

商品コード：483-BDF224

フランスアンティーク カクトワール・アームチェア 

1910-30年代

483-BDF224

定価　103,680円（消費税8%込）

売価 \ 72,360 （税別：67,000）

商品コード：483-BDF225

フランスヴィンテージ ネオクラシックキャビネット 

ウォールナット

483-BDF225

定価　290,520円（消費税8%込）

売価 \ 203,040 （税別：188,000）

輸入コンテナ入荷予定品



商品コード：483-BDF226

フランスアンティーク キャビネット 

1890-1920年頃

483-BDF226

定価　263,520円（消費税8%込）

売価 \ 184,680 （税別：171,000）

輸入コンテナ入荷予定品


