
商品コード：492-NW0127

デンマークヴィンテージ ネオクラシック 

ブックケース 1950年頃

492-NW0127

定価　381,240円（消費税8%込）

125.5x33x163cm

売価 \ 266,760 （税別：247,000）

商品コード：492-NW0128

英国ヴィンテージ ドレッサーベース オーク

492-NW0128

定価　611,280円（消費税8%込）

153.5x48x80.5cm

売価 \ 427,680 （税別：396,000）

商品コード：483-NW0129

フランスアンティーク ルイ15世様式 
ヴィトリーンキャビネット 1900年頃 ボワ・デ・ローズ

483-NW0129

定価　888,840円（消費税8%込）

57x34x161cm

売価 \ 622,080 （税別：576,000）

商品コード：492-HMW0148

英国アンティーク ヴィクトリアン・クレデンザ 

マホガニー 1870-80年頃

492-HMW0148

定価　848,880円（消費税8%込）

152.5x44x88cm

売価 \ 594,000 （税別：550,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
Sold



商品コード：492-HMW0149

英国アンティーク 
エドワーディアン・ディスプレイ・キャビネット 1910年頃 

マホガニー

492-HMW0149

定価　287,280円（消費税8%込）

91x30x170cm

売価 \ 200,880 （税別：186,000）

商品コード：492-HMW0150

英国アンティーク ブックケース 1920年頃 オーク

492-HMW0150

定価　456,840円（消費税8%込）

110x36x135cm

売価 \ 319,680 （税別：296,000）

商品コード：492-HMW0151

英国アンティーク エドワーディアン　
スモール・ディスプレイ・キャビネット 1910年頃 

マホガニー

492-HMW0151

定価　306,720円（消費税8%込）

56x34.5x90+3cm

売価 \ 214,920 （税別：199,000）

商品コード：492-HMW0152

英国アンティーク 
ヴィクトリアン・インレイド・キャビネット マホガニー 

1900年頃

492-HMW0152

定価　594,000円（消費税8%込）

121x41.5x162.5cm

売価 \ 415,800 （税別：385,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold



商品コード：492-HMW0153

英国アンティーク 
チッペンデール・オーバル・エクステンション・テーブル 

マホガニー 1920年頃

492-HMW0153

定価　433,080円（消費税8%込）

135+22.5+22.5x106x71.5cm

売価 \ 303,480 （税別：281,000）

商品コード：492-HMW0154

英国アンティーク 
リージェンシーサイドチェア４点セット マホガニー 

1920年頃

492-HMW0154

定価　290,520円（消費税8%込）

47x55x88.5 sh47cm

売価 \ 203,040 （税別：188,000）

商品コード：492-HMW0155

英国アンティーク スモール・ビューロー 

ウォールナット 1920年頃

492-HMW0155

定価　273,240円（消費税8%込）

53x45x97 dt73cm

売価 \ 191,160 （税別：177,000）

商品コード：492-HMW0156

英国アンティーク カーブド・デスクス 

ウォールナット 1900年頃

492-HMW0156

定価　609,120円（消費税8%込）

53x45x97 dt73cm

売価 \ 426,600 （税別：395,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
Sold

FreeFighter
Sold



商品コード：483-HMW0157

ベルギーアンティーク ルイ15世様式 

ヴィトリーンキャビネット 1900年頃 オーク

483-HMW0157

定価　924,480円（消費税8%込）

147x44x204cm

売価 \ 646,920 （税別：599,000）

商品コード：483-HMW0158

フランスアンティーク トランディション様式 

ナイトチェスト 1900年頃 ボワ・デ・ローズ

483-HMW0158

定価　193,320円（消費税8%込）

43x31x70.6cm

売価 \ 135,000 （税別：125,000）

商品コード：492-HMW0159

英国アンティーク クイーンアン・スツール 

1920年頃

492-HMW0159

定価　85,320円（消費税8%込）

54x40x47cm

売価 \ 59,400 （税別：55,000）

商品コード：492-HMW0160

英国アンティーク ヴィクトリアン・ドレッサー 

マホガニー 1880年頃

492-HMW0160

定価　683,640円（消費税8%込）

150x55x97+104cm

売価 \ 478,440 （税別：443,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold



商品コード：492-HMW0161

英国アンティーク 
エドワーディアン・ディスプレイキャビネット 

マホガニー 1910年頃

492-HMW0161

定価　630,720円（消費税8%込）

76x36x173cm

売価 \ 441,720 （税別：409,000）

商品コード：492-HMW0162

英国アンティーク ヴィクトリアン・シフォニア 

マホガニー 1880年頃

492-HMW0162

定価　416,880円（消費税8%込）

107x43x84+58cm

売価 \ 291,600 （税別：270,000）

商品コード：492-HMW0163

英国アンティーク ヴィクトリアン・シフォニア 

マホガニー 1880年頃

492-HMW0163

定価　578,880円（消費税8%込）

121x44x88+65cm

売価 \ 405,000 （税別：375,000）

商品コード：492-HMW0164

英国アンティーク チッペンデール・デスク 

マホガニー 1910年頃

492-HMW0164

定価　572,400円（消費税8%込）

108x56x76cm

売価 \ 400,680 （税別：371,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold



商品コード：492-HMW0165

英国アンティーク ヴィクトリアン・プリント 

1900年頃

492-HMW0165

定価　68,040円（消費税8%込）

44x52x2.5cm

売価 \ 47,520 （税別：44,000）

商品コード：492-HMW0166

英国アンティーク プリント 1920年頃

492-HMW0166

定価　119,880円（消費税8%込）

64x77x5cm

売価 \ 84,240 （税別：78,000）

商品コード：492-BK461

英国アンティーク ヴィクトリアン・チェア 

1900年頃

492-BK461

定価　126,360円（消費税8%込）

48x59x91 sh46cm

売価 \ 88,560 （税別：82,000）

商品コード：492-BK462

英国アンティーク 
エドワーディアン・コーナーキャビネット マホガニー 

1910年頃

492-BK462

定価　508,680円（消費税8%込）

57x41x175cm 45cmcorner

売価 \ 356,400 （税別：330,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold



商品コード：483-DBR010S

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 チェリー

483-DBR010S

定価　547,560円（消費税8%込）

200x105x74cm 49.5x55x92.5 sh45cm

売価 \ 383,400 （税別：355,000）

商品コード：483-DBR010C

フランスヴィンテージ ルイ15世様式チェア 

チェリー

483-DBR010C

定価　63,720円（消費税8%込）

49.5x55x92.5 sh45cm

売価 \ 44,280 （税別：41,000）

商品コード：483-DBR011

フランスアンティーク ルイ15世様式 
ヴィトリーンキャビネット 1920年頃 ボワ・デ・ローズ

483-DBR011

定価　720,360円（消費税8%込）

71x37x144cm

売価 \ 504,360 （税別：467,000）

商品コード：483-DBR012

フランスアンティーク ルイ15世様式 

プロヴァンスブックケース 1900年頃

483-DBR012

定価　508,680円（消費税8%込）

156x47x168.5cm

売価 \ 356,400 （税別：330,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
Sold



商品コード：483-DBR013

フランスアンティーク ルイ15世様式 
ヴィトリーンキャビネット 1900年頃 ボワ・デ・ローズ

483-DBR013

定価　1,033,560円（消費税8%込）

74x40x155cm

売価 \ 723,600 （税別：670,000）

商品コード：483-FH006

フランスアンティーク ルイ15世様式 
プロヴァンス・ダイニングテーブル 1890年頃 

ウォールナット

483-FH006

定価　933,120円（消費税8%込）

162-214.5-267.5x100.5x76cm 

売価 \ 653,400 （税別：605,000）

商品コード：483-CL630

フランスアンティーク ダイニングテーブル 

1940年頃 ローズウッド

483-CL630

定価　864,000円（消費税8%込）

200x98x76cm

売価 \ 604,800 （税別：560,000）

商品コード：483-LGM116S

フランスアンティーク ルイ15世様式 カナッペ 

1900年頃 ウォールナット

483-LGM116S

定価　356,400円（消費税8%込）

124x67x97 sh43cm

売価 \ 249,480 （税別：231,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
Sold



商品コード：483-LGM116A

フランスアンティーク ルイ15世様式 フォテイユ 

1900年頃 ウォールナット

483-LGM116A

定価　111,240円（消費税8%込）

62x66x96 Sh 45cm

売価 \ 77,760 （税別：72,000）

商品コード：483-LGM116C

フランスアンティーク ルイ15世様式 

サイドチェア 1900年頃 ウォールナット

483-LGM116C

定価　89,640円（消費税8%込）

売価 \ 62,640 （税別：58,000）

商品コード：483-LGM117

フランスアンティーク ルイ15世様式 

ドローリーフテーブル 1920年頃

483-LGM117

定価　356,400円（消費税8%込）

150-199-248x100x76cm

売価 \ 249,480 （税別：231,000）

商品コード：483-LGM118

フランスヴィンテージ アンピール様式 

ヴィトリーン 1960年頃

483-LGM118

定価　500,040円（消費税8%込）

53x37x134cm

売価 \ 349,920 （税別：324,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold

FreeFighter
sold



商品コード：483-LGM119

フランスアンティーク プロヴァンス・ビュッフェ 

1900年頃 ウォールナット

483-LGM119

定価　463,320円（消費税8%込）

117.5x48x87+123cm

売価 \ 324,000 （税別：300,000）

商品コード：483-LGM120

フランスアンティーク ルイ16世様式・ビブロティック 
1900年頃 マホガニー

483-LGM120

定価　500,040円（消費税8%込）

110x44.5x213.5cm

売価 \ 349,920 （税別：324,000）

商品コード：483-LGM121

フランスアンティーク ルイ15世様式 
ヴィトリーンキャビネット 1920年頃 ウォールナット

483-LGM121

定価　540,000円（消費税8%込）

84.5x40.5x171cm

売価 \ 378,000 （税別：350,000）

商品コード：483-LGM122

フランスヴィンテージ トランディション世様式 

ヴィトリーンキャビネット 1950年頃

483-LGM122

定価　402,840円（消費税8%込）

64.5x42x142cm

売価 \ 281,880 （税別：261,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
Sold



商品コード：483-LGM123

ヴィンテージ トランディション世様式 コモード

483-LGM123

定価　416,880円（消費税8%込）

87x41.5x81cm

売価 \ 291,600 （税別：270,000）

輸入コンテナ入荷予定品

FreeFighter
sold




