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美しい艶と深い風合いをもつブリタニア。デザインの美しさを追求するだけでなく、要となる木材も上質なもの

を選びました。さらに、ファブリックは高品質なベルベットタイプの布を得意とするベルギーのトップメーカー

V&V社の最高級品を採用しています。そして、これらの上質な素材をカタチにするのが、マルニ木工を代表

する各セクションのスペシャリスト。原木から切り出して彫刻加工まで行う木工担当、美しいファブリックを張る

張地技術担当、木肌を美しく仕上げる塗装担当など、何人もの熟練クラフトマンが関わり、ブリタニア

という格調高い家具を作り上げました。
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No.4410-02-4851 ラブシート
No.4410-03-4851 ソファ

No.4410-01-4851 アームチェア
No.4410-05-4851 オットマン
No.3410-03 センターテーブル125

￥858,000（本体￥780,000）　×1
￥995,500（本体￥905,000）　×1

￥546,700（本体￥497,000）
￥188,100（本体￥171,000）
￥662,200（本体￥602,000）

リビング２点セット  ￥1,853,500（本体￥1,685,000）
張布:#4851 DUETTO ブリタニア専用布

No.4410-01-4841 アームチェア
No.4410-03-4841 ソファ

No.4410-05-4841 オットマン
No.3410-03 センターテーブル125
No.3410-00 サイドテーブル

￥ 590,700（本体￥537,000）　×1
￥1,069,200（本体￥972,000）　×1

￥ 202,400（本体￥184,000）
￥ 662,200（本体￥602,000）
￥ 226,600（本体￥206,000）

リビング２点セット  ￥1,659,900（本体￥1,509,000）
張布:#4841 LAGONDA ブリタニア専用布



Living Item

Board Item
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アームチェア
No.4410-01-4851
W854  D935  H880  SH450

￥546,700（本体￥497,000）
※ 座面：コイルセットスプリング仕様

ラブシート
No.4410-02-4851
W1,699  D935  H880  SH450

￥858,000（本体￥780,000）
※ 座面：コイルセットスプリング仕様

ソファ
No.4410-03-4851
W2,004  D935  H880  SH450

￥995,500（本体￥905,000）
※ 座面：コイルセットスプリング仕様

センターテーブル125
No.3410-03
W1,250  D790  H450

￥662,200（本体￥602,000）
※ アジャスター付

サイドテーブル
No.3410-00
W440  D440  H600 or 935

￥226,600（本体￥206,000）
※ アジャスター付
※ 業務用非対応

シャンパンテーブル
No.3409-00
W485  D460  H600

￥128,700（本体￥117,000）
※ 業務用非対応

オットマン
No.4410-05-4851
W730  D565  H435

￥188,100（本体￥171,000）
※ 座面：コイルセットスプリング仕様

シアターボード ロータイプ200
No.6575-01
W2,000  D500  H570

￥998,800（本体￥908,000）

サイドボード135
No.6573-01
W1,350  D400  H880

￥941,600（本体￥856,000）
※ ナツメ球型LEDライト付  ※ 背面ミラー付

キュリオケース
No.6580-01
W590  D385  H1,795

￥869,000（本体￥790,000）
※ LEDダウンライト付  ※ 背面ミラー付

チェスト66
No.6581-01
W660  D370  H890

￥470,800（本体￥428,000）



Dining Item
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No.2410-00-4851 チェア
No.2410-01-4851 チェア（肘付）
No.1410-00 ダイニングテーブル（シンクロスライド）

No.6573-01 サイドボード135

￥ 234,300（本体￥213,000）　×4
￥ 260,700（本体￥237,000）　×2
￥1,035,100（本体￥941,000）　×1

￥ 941,600（本体￥856,000）

ダイニング７点セット  ￥2,493,700（本体￥2,267,000）
張布:#4851 DUETTO ブリタニア専用布

簡単な操作でテーブルサイズを変えられる、天板収納タイプの伸長式ダイニングテーブルです。

シンクロスライド エクステンション
片方の天板を操作するだけで、もう一方もその動き
に従って開閉する、同時拡縮エクステンションです。
女性が一人で楽に操作ができるように、ベアリング
内蔵スライドレールで動きも滑らかです。

チェア
No.2410-00-4851
W500  D610  H987  SH455

￥234,300（本体￥213,000）
※ 座面:セットウェーブスプリング仕様

チェア(肘付)
No.2410-01-4851
W555  D610  H987  SH455

￥260,700（本体￥237,000）
※ 座面:セットウェーブスプリング仕様

ダイニングテーブル（シンクロスライド）
No.1410-00
W2,170 or 1,730  D1,050  H700

￥1,035,100（本体￥941,000）
※ アジャスター付
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No.2409-01-4851 パーティーチェア
No.1409-00 パーティーテーブル（シンクロスライド）

No.6580-01 キュリオケース

￥312,400（本体￥284,000）　×4
￥793,100（本体￥721,000）　×1

￥869,000（本体￥790,000）

パーティー５点セット  ￥2,042,700（本体￥1,857,000）
張布:#4851 DUETTO ブリタニア専用布

幅1,520㎜とゆったり使えるサイズから、コンパクトな幅1,150㎜に
変えられる伸長式のパーティテーブルです。

パーティチェア
No.2409-01-4851
W640  D650  H810  SH450

￥312,400（本体￥284,000）
※ 座面:セットウェーブスプリング仕様

パーティテーブル（シンクロスライド）
No.1409-00
W1,520 or 1,150  D1,150  H700

￥793,100（本体￥721,000）
※ アジャスター付



6 ★印は在庫限定です。

#5141 #5147
スモークグリーン ダークグリーン

#5191
ブラック

#5195
アイボリー

#5828
パティナローズ

#5831
ロイヤルブルー

#5845 #5885
ブラウン ダークブラウン

ブリタニア専用布
DUETTO

ブリタニア専用布
LAGONDA
アイボリーを基調としたベース生地に、
グラデーションカラーのパイル地で花模様
を描きました。ゆるやかに変化するカラー
リングと上品な光沢を組み合わせた、美しい
ファブリックです。

ゴールドを基調としたベース生地に、柔らか
な肌触りのパイルを織り込んだ贅沢なテクス
チャーのジャガードベルベット。大柄で伸び
やかな花柄が描かれたラグジュアリーな
ファブリックです。

マルニスムース

綿5% ･レーヨン63% 
ポリエステル24%･ 麻8% 

#4841 #4843 #4844
綿5% ･レーヨン63% 
ポリエステル24%･ 麻8% 

綿5% ･レーヨン63% 
ポリエステル24%･ 麻8% 

#4851
アクリル5%･レーヨン80％
ポリエステル15%

ＭＤランク
上品な素材感と美しい色調のトラッド柄、
最高級の金華山から大胆な高級ジャガード
織り。クオリティの高いファブリックを取り
揃えました。

FABRIC & LEATHER  COLLECTION

（Ｓ）No.4000-91-布番号
（M）No.4000-92-布番号
（Ｌ）No.4000-93-布番号

フェザークッション
W330  D330  H160
W420  D420  H170
W540  D540  H180

革本来の風合いをそのままに活かした顔料
仕上げの高級タイプです。物性にきわめて
優れ、均一な発色といった特長をもちます。

アクリル100%
#4930 #4931 #6990 #6993#6411
アクリル54%
ポリエステル46%

アクリル33%･レーヨン14％
ポリエステル53%

綿31%･アクリル30％
レーヨン39%

綿31%･アクリル30％
レーヨン39%

綿16% ･レーヨン55% 
ポリエステル29%

#3841 #3842 #3846#3844
綿16% ･レーヨン55% 
ポリエステル29%

綿16% ･レーヨン55% 
ポリエステル29%

綿16% ･レーヨン55% 
ポリエステル29%
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主材 : ビーチ
        セドロ突板・マホガニー玉杢突板
        シルバーハート突板
塗装 : ウレタン樹脂塗装
塗色 : グロッシーマホガニー　
        ＭＬ－７Ｇ（グレージング仕上）

布 / ＭＤランク

FABRIC & LEATHER  EASY ORDER

アームチェア

ラブシート

ソファ

オットマン

チェア

チェア（肘付）

パーティチェア

フェザークッション(Ｓ)

フェザークッション(Ｍ)

フェザークッション(Ｌ)

替えカバー（Ｓ）

替えカバー（Ｍ）

替えカバー（Ｌ）

No.4410-01

No.4410-02

No.4410-03

No.4410-05

No.2410-00

No.2410-01

No.2409-01

No.4000-91

No.4000-92

No.4000-93

No.4000-95

No.4000-96

No.4000-97

商品№ 革 / マルニスムース布 / DUETTO 布 / LAGONDA

￥546,700
（本体￥497,000）

￥858,000
（本体￥780,000）

￥995,500
（本体￥905,000）

￥188,100
（本体￥171,000）

￥234,300
（本体￥213,000）

￥260,700
（本体￥237,000）

￥312,400
（本体￥284,000）

￥20,900
（本体￥19,000）

￥23,100
（本体￥21,000）

￥27,500
（本体￥25,000）

￥16,500
（本体￥15,000）

￥17,600
（本体￥16,000）

￥19,800
（本体￥18,000）

￥546,700
（本体￥497,000）

￥858,000
（本体￥780,000）

￥995,500
（本体￥905,000）

￥188,100
（本体￥171,000）

￥234,300
（本体￥213,000）

￥260,700
（本体￥237,000）

￥312,400
（本体￥284,000）

￥20,900
（本体￥19,000）

￥23,100
（本体￥21,000）

￥27,500
（本体￥25,000）

￥16,500
（本体￥15,000）

￥17,600
（本体￥16,000）

￥19,800
（本体￥18,000）

￥654,500
（本体￥595,000）

￥1,042,800
（本体￥948,000）

￥1,225,400
（本体￥1,114,000）

￥220,000
（本体￥200,000）

￥268,400
（本体￥244,000）

￥294,800
（本体￥268,000）

￥390,500
（本体￥355,000）

￥23,100
（本体￥21,000）

￥26,400
（本体￥24,000）

￥34,100
（本体￥31,000）

￥18,700
（本体￥17,000）

￥20,900
（本体￥19,000）

￥26,400
（本体￥24,000）

￥590,700
（本体￥537,000）

￥915,200
（本体￥832,000）

￥1,069,200
（本体￥972,000）

￥202,400
（本体￥184,000）

￥249,700
（本体￥227,000）

￥276,100
（本体￥251,000）

￥349,800
（本体￥318,000）

￥22,000
（本体￥20,000）

￥25,300
（本体￥23,000）

￥30,800
（本体￥28,000）

￥17,600
（本体￥16,000）

￥19,800
（本体￥18,000）

￥23,100
（本体￥21,000）
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No.4410-01 アームチェア No.4410-02  ラブシート

No.4410-05  オットマン

No.4410-03  ソファ

No.2410-00  チェア No.2410-01  チェア（肘付） No.2409-01  パーティチェア

No.3410-03  センターテーブル125

No.6575-01  シアターボード ロータイプ200No.6573-01  サイドボード135

No.1410-00  ダイニングテーブル（シンクロスライド） No.1409-00  パーティテーブル（シンクロスライド）

No.3409-00 シャンパンテーブル

No.6581-01  チェスト66

No.3410-00  サイドテーブル

No.6580-01  キュリオケース



●サイズは全てｍm表示です。●カタログ記載の仕様に付きましては、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの表示価格には配送費、組立費は含まれて
おりません。●印刷物につき、多少実際の商品の色とは異なる場合があります。●本カタログに記載の商品及び表示価格は2022年4月現在のものです。

〒738-0512　広島市佐伯区湯来町白砂 24番地　　　[ホームページ ]   http://www.maruni.com/ 　　[ ショップ・ショールーム ]仙台・東京・大阪・広島

[ 製品納期は約4週間です ]

2022 04003 G




