
※表示価格は2013年4月現在のメーカー希望小売価格です。※価格には配送料・設置料などは含まれておりません。※今後予告なく価格や仕様の変更・生産中止などがおこなわれますのでご了承ください。※印刷インキの性質上、実際の色と多少異な
るものがございますのでご了承ください。※製品の寸法はミリメートル単位で表示してあります。　※写真の商品は実際と異なることがあります。

家具のメンテナンス相談

大切な家具を、ずっと使うこだわり。家具を長い間使っている
と、どうしても傷みやキズができます。愛着をもっている家具
なら、買い替えるのはちょっと・・・という場合もありますよね。
そんな時はカリモクにお任せください。専門のスタッフがプロ
の技でお客様の家具を甦らせます。お部屋の印象も大きく変
わりますよ。

当日は修理・クリーニングしたい
家具の写真（全体・部分アップ）を
お持ちください。

撮影例カリモクはF☆☆☆☆を採用。世界最高水準

シックハウス症候群などの原因ともいわれるホルムアルデヒドの
放出量を抑えるべく合板・パーティクルボード・MDF・接着剤・塗料
にF☆☆☆☆（JIS・JAS規格）を採用しています。（一部商品を除く）

身体に優しい安心な家具をお届けしています。 検 索カリモク家具修理詳しくはWEBへ→

新作家具 /H4-H1

検 索カリモク

扉の素材感が人気のソリッド
ボードジャストに、書棚
アイテムが登場。リビングに
作るご家族のスペースに
ピッタリ。

子どもから大人まで
しっかり使えるすっきり
としたデスク。クラフト
感のあるデスクチェア
なら、リビングに置い
ても絵になります。ユニットボード組合せ

税込¥319,680
（本体価格¥296,000）
W2704×D440×H728
書棚／税込¥201,960
（本体価格¥187,000）
W802×D440×H1616
スツール／税込¥32,940
（本体価格¥30,500）

デスク／税込¥103,680
（本体価格¥96,000）
W1178×D686×H1063
デスクチェアー／
税込¥65,100
（本体価格¥62,000）

デスクワゴン／税込¥45,360
（本体価格¥42,000）

散らかりがちなお子様の
勉強道具をさりげなく収納。
場所を選ばず移動できます。

カリモク家具 新作家具フェア2014



新作家具 /01-02

大人になって、判ったことがある。大人だからこそ、
味わえる愉しみがある。そんな心に残る時間こそが、
これ からの 暮らしを豊 かなものにしてくれる。
さあ、大人をもっと愉しもう。

「心に残る時間」を過ごそう。
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カリモク家具 新作家具フェア2014



くつろぎのスタイルは人それぞれ。あなたに合ったスタイルが きっと見つかります。 1 2

新作家具 /03-04

左肘２人掛椅子ロング／税込¥302,400（本体価格¥280,000）
※クッション1個付
右肘シェーズロング／税込¥319,680（本体価格¥296,000）
※クッション1個付
クッション（小）／税込¥21,600（本体価格¥20,000）
センターテーブル（右）／税込¥105,840（本体価格¥98,000）
※写真の白いクッションは撮影小道具です。

大切な人との、
気ままなコミュニケーション。
開放的なアームレス・スタイルのワイドなソファー。普段は
二人でのびのびと、大切な人が集まった時には思い思いに。
自由自在なくつろぎ方で、人と人が自然につながるコミュニ
ケーションスペースになります。

ひとつ上の贅沢なくつろぎ
空間を創り出す、個性的な
曲線と木質感を活かした
サイドテーブル。座面の上で
テーブルトップがお使い
いただけます。

身体だけでなく、心までもリラックス。
進化したカリモクの座り心地研究。

肘掛椅子／税込¥227,880（本体価格¥211,000）

とびきりのリラックスタイムを、
特別なパーソナルチェアーで過ごす。
美しいカーブを描く背もたれは、どんな姿勢でくつろいで
も、身体をきちんとサポート。オーナー想いのこんな一脚が
あれば、リビングが究極のパーソナルスペースになります。

サイドテーブル／税込¥52,920
（本体価格¥49,000）

カリモクの座り心地研究
ＰＬＵＳ

>>  FR EE  STYLE  CHA I R

身体を前にずらすと
自然に目線が前方に。

リラックスしてテレビを
見るのにも最適です。

“無反発”を目指し、繊細な調整を施したシートは、どんな
姿勢でも最適な状態で身体をサポート。ハンモックのよ
うにやさしく身体を支える、フリースタイルチェアーです。

身体への負担を軽減し、長時間座れる椅子を開発してきたカリ
モクの「座り心地研究椅子」がさらに進化を遂げました。これ
までの人間工学による身体計測・心理計測に加え、脳波・脈波
まで最適な状態の測定を行う“生体評価”をプラス。リラック
ス度の向上、エネルギー消費の軽減により、蓄積疲労を解消
に導きます。くつろぐだけでなく、積極的なリフレッシュを目指し
た次世代の座り心地研究椅子です。

からだへの負担が少ない姿勢からだへの負担が大きい姿勢 生体評価

猫背

すき間がある

圧迫感がある
背中全体が
モタレに着く

腰にすき間がない
足が床にきちんと着く

腹部に圧迫感がない
太ももの下に
1～2cm程度の
ゆとりがある

脳波測定

脈波測定

身体への負担を軽減し、
心身ともに理想的な
姿勢に導きます。



大胆に、シンプルに。
こだわりの上質リビング空間。

水洗いができるファブリックをカバーリン
グタイプで選べば、小さなお子様がいるご
家庭でも安心してお使いいただけます。期
間中だけの “限定”張地もご用意。多彩な
ラインナップからお選びいただけます。

新作家具 /05-06

木の味わいを優しいカタチで包み込んだ、力強さと優しさを 兼ね備えたインテリア。存在感のあるデザインが、贅沢な空間を際立たせます。 3 4

ダイナミックな曲線を活かしながら、ベースはあくまでも
シンプルに。木の味わいをしっかりとお楽しみいただくための
デザインにこだわりました。一つひとつはしっかりと使い
勝手を追及。本質を愉しむ大人のためのリビングです。

楽に座る、という贅沢。
長く、楽に座れる「座り心地研究」椅子の
ニューモデルには、モタレにまでカバー
リングを採用。カバーを替えて気分も
変えれば、より長くお使いいただけます。
テーブルにピッタリつけられるシェルフは、
ダイニングの収納に便利なアイテムです。

長椅子／税込¥356,400（本体価格¥330,000）
W2050×D900×H930×SH400
テーブル／税込¥116,640（本体価格¥108,000）
※写真の白いクッションは撮影小道具です。

ゆったりと包み込まれる、贅沢なひとときを。
フェザー独特のゆったりと包み込まれるような心地よさ。ロー＆ワイドな
ソファーでお部屋を広々と使い、贅沢な時間を愉しむリビングスペースに。
見通しがよいので、お部屋の真ん中におくにも最適です。

長椅子／税込¥421,200（本体価格¥390,000）
W2200×D920×H800×SH400
テーブル／税込¥42,120（本体価格¥39,000）

食堂椅子／税込¥356,400（本体価格¥330,000）
テーブル／税込￥197,640（本体価格￥183,000）
W2050×D900×H930×SH400
シェルフ／税込¥118,800（本体価格¥110,000）
W900×D440×H1616

テレビボード／税込¥313,200（本体価格¥290,000）
W2154×D440×H460　高さは3段階からお選びいただけます。

限定企画
カバーリング椅子“ウォッシャブル”張地オーダー
ダイニングに“水洗い”の心地よさを。

対象モデルは会場にてご確認ください。

ウォッシャ
ブル

上質感のある新作
張地もお選びいた
だけます。



新作家具 /07-08

コンパクトな空間にも、上質なくつろぎを。空間の使い方にも こだわれば、新たな心地よさという歓びが生まれます。 5 6

テレビボード／税込¥224,640（本体価格¥208,000）
W2041×D434×H380

長椅子ロング／税込¥305,640（本体価格¥283,000）
W2050×D850×H840×SH400
テーブル／税込¥84,240（本体価格¥78,000）
※写真の白いクッションは撮影小道具です。

限定企画 布のような合成皮革“マニエラ”でダイニングを遊ぶ。

さらっとした布のような肌触りが人気の合成皮革“マニエラ”が、２０色から
オーダーできます（通常６色）。期間中は、合成皮革オーダーのできる全モデルを
対象とし、他の合成皮革と同価格でご注文いただけます。

チェアー税込¥28,944
(本体価格¥26,800)／1脚
テーブル税込¥71,496
(本体価格¥66,200) W1500

忙しい日々 の中に、
ゆとりを生み出すインテリア。
お掃除ロボットもスイスイ通れて、機能的なライフスタイルを
実現できるスリムな上げ脚のインテリア。夫婦共働きの忙しい
日々にも、時間にゆとりを生んでくれます。都市型の限られた
リビングスペースの中でも、充実のライフスタイルを確立
してください。

家事の合間のちょっとした
時間に支度を整えられる、
省スペース型のコンパクトな
ドレッサー。リビングでも
寝室でも、場所を選ばず
お使いいただけます。

マンション使いにもぴったりの、
開放的なテレビボード。
A4サイズのファイルが横置きでしまえる収納力と、
お部屋を広く見せる低さを両立しました。使い勝手に
合わせて2つの高さからお選びいただけます。

食堂椅子／税込¥28,512（本体価格¥26,400）／1脚
テーブル／税込¥75,060（本体価格¥69,500）
W1350×D800×H690

これ以上は、いらない。
必要充分の省スペースダイニング。
お部屋はリビングにしっかりスペースを割いて、ダイニングは
必要充分な空間があればいい。そんなライフスタイルに
ぴったりの、椅子がテーブルの下に4脚とも収まるコンパクトな
ダイニングテーブルとチェアー。テーブルは傷や熱に強い
メラミン天板を採用。小さなお子様にも安心です。

ドレッサー
税込¥124,200
（本体価格¥115,000）
スツール
税込¥25,920
（本体価格¥24,000）



自分とゆったりと向き合う。そんな時間にこそ、 大人のこだわりを。明日への活力を生み出すインテリアをご提案します。 7 8

新作家具 /09-10

写真手前)
セミダブルベッドフレーム／税込¥245,160（本体価格¥227,000）
セミダブルベッドマットレス／税込¥127,440（本体価格¥118,000）
(写真奥)
シングルベッドフレーム／税込¥153,360（本体価格¥142,000）
シングルベッドマットレス／税込¥110,160（本体価格¥102,000）

ヘッドボードに小物を置いて、必要なとき
にサッと取り出す。角度のついた平らな
ヘッドボードにもたれて音楽や読書を楽し
む。寝室での過ごし方も、ライフスタイルに
合わせてお選びいただけます。

自分流の、寝室での過ごし方。

201 4 . 7 / 1 2［S a t］～8 / 1 8［Mo n］
夏の｢座る贅沢｣体感フェア同時

開催

検 索カリモク ぴったりベッド

カリモクのベッドはお好みで寝心地が変え
られる、調整可能なウッドクッションを採用。
すのこ状の構造は抜群の通気性で、じめじめ
した季節でも快適に過ごせます。またマット
レスのカバーは取り外してクリーニング
できるので衛生的。使う方のための細やかな
気づかいが行き届いたベッドです。

調整

前
調整

後
なんだか寝苦しい

調整

前
調整

後
肩が張るなぁ・・・

無理な姿勢で寝てませんか？

カリモクベッドなら男性で
も、女性でも、伸長・体重・
寝心地、身体に合わせて
寝る人にぴったりな寝姿勢
に調整することができます。

最高峰のウッドクッション”レベルフレックス”と
高機能マットレスで抜群の寝心地を実現。

レベルフレックス

エアフィット

「すべての人にフィットするチェアー」を目指して、2つの
モデルで3サイズを取り揃えました。ご夫婦で、ご家族で、
テイラードのような心地よさをお楽しみください。

ザ・ファーストにS＆Ｌサイズデビュー。

「座る贅沢」
カリモクのプレミアムチェアー“ザ・ファースト”は、15年に及ぶ座り
心地研究の独自ノウハウを結集。身体から脳波までの最適状態の
数値化を行い、圧倒的な快適性を作り出しました。「座る」ことが
贅沢と感じられる、その心地よさをぜひご体感ください。

検 索カリモク プレミアムチェアー

布張も選べるザ・ファーストは税込¥183,384（本体価格¥169,800）より。

ご成約の方にオリジナルメモパッドカバープレゼント。
期間中、ザ・ファーストをカリモクショールームまたはフェア参加店でご成約の方に、
ザ・ファースト専用革「アリエス」を使ったオリジナルメモパッドカバーをプレゼント。




