
SELECTED BY &Room

Re:opened!

本価格は、2018年1月現在の消費税別の価格です。なお、価格は予告なく変更される場合がございます。
商品によりましては、入荷に遅れが生じる場合や、都合により取り扱いを中止する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
商品サイズはできるだけ正確を期しておりますが、製造ロットの違いにより、多少の誤差が生じる場合がございます。商品と実際の商品の色、質感が異なる場合がございます。
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K ENTRANCE / 1ST FLOOR

2ND FLOOR

あたらしい靴をはいたら、なんだかこころが弾む。

たいせつな人とする食事には、特別な美味しさがある。

そんなすてきな経験はありませんか。

&Room は "インテリアのご提案" を通じて、

もっと毎日を楽しむお手伝いをいたします。

楽しい暮らし、ご一緒に見つけてみませんか。

02-03 CONCEPT AND FLOOR MAP

04-05 REPUBLIC OF FRITZ HANSEN

06-07 HAPPINESS IS ONLY REAL SHARED.

08-09 I LOVE YOU. I KNOW.

10-11 I WANT NO OTHER DADDY BUT YOU.

12-13 FIND THE JOY IN YOUR LIFE.

14-15 INTERIOR GOODS

16-17 KITCHEN HOUSE / EVENTS

18-19 COORDINATE GALLERY
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FLOOR MAP

Bed / Soho

Brand

Living / Dining / Kid’s / &Room Rosso

Curtain /Rug / Living / Dining

Interior Goods / House plant / Living / Dining/Book
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ルネソファ
￥757,000～ / 
W2275×D935(1565)×H790×SH380

アルファベットソファ
￥777,000～ / 
W2100×D1050(1200)×H700×SH400

エッグチェア
￥747,000～ / 
W860×D790×H1070×SH370



5

セブンチェア
￥54,000～ / 
W500×D520×H790×SH430

グランプリテーブル
￥481,000 / 
W2350×D950×H720

アナログテーブル
￥228,000 / 
W1850×D1050×H720

カラバッジオ　マットブラック
￥91,000 /
φ400×H516

スワンチェア
￥464,000～ / 
W740×D680×H770×SH400

グランプリチェア
(フロントパディング)
￥109,000～ / 
W500×D500×H810×SH440

スーパー楕円テーブル
￥255,000 / 
W1500×D1000×H720

サルト リトルフレンド
￥101,000～ / 
φ450×H500～730

オリエント　カッパー
￥62,000 /
φ225×H245
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Happiness is only real shared.
幸福が現実となるのはそれを誰かと分かち合ったときだ

-INTO THE WILD-
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シェルチェア
￥42,000 / 
W475×D550×H810×SH410

Yチェア
￥84,000 / 
W550×D540×H720×SH420

ラグ
￥93,100 / 
W1700×D2400

DLM(BK)
￥23,000 /
φ380×H580

ゼロGカーブ
￥300,000(マットレス別) / 
シングルサイズ
W970×D1950×H290～360

バブルランプ
(左:ソーサーM/右:シガーS)
￥79,000 / ￥64,000
W635×H225 / W265×H355

暖炉
￥380,000 / 
(別売ディスプレイ用薪￥25,000) / 
W400×D386×H1106

暖炉
￥395,000 / 
W400×D400×H710

BKFチェア
￥136,000 / 
W850×D900×H900

PH5 ペンダント
￥98,000/ 
φ500×H285
ポール・ヘニングセン

アーロンチェア
￥176,000 / 
W660×D675×H930～1045
×SH405～520

バンカーズ
￥90,000 / 
φ480
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ダイニングチェア
￥38,200 / 
W570×D520×H755×SH450

３Ｐソファ
￥461,112 / 
W2160×D950×H740×SH390

２Ｐソファ
￥579,000 / 
W2000×D1000×H870×SH406

ラグ
￥93,100 / 
W1700×D2400

ラグ
￥25,800 /
φ1600

ベッド クイーンサイズ
(マットレス込)
￥477,000 / W2390×D2380×H950

リビングテーブル
￥55,000 / 
W1200×D600×H450

リビングユニット
￥539,900～ / 
W3529×D379×H1810

カウンターチェア
各￥79,000 / 
W370×D420×H760～860
×SH660～790

PH5 MINI ペンダント
￥69,000 / 
φ300×H163
ポール・ヘニングセン

ペンダントライト
￥86,000 / 
φ650×H400

伸長式ダイニングテーブル
￥149,900 / 
W1300～1900×D850×H750
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"I love you." "I know."
「愛してる。」「知ってるさ。」

-STAR WARS-
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I want no other daddy but you.
パパ以外のパパなんていらないわ

-I am Sam-
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ダイニングテーブル
￥148,000 / 
W1680×D900×H710

ベビーチェア
￥27,500 / 
W460×D490×H790

キッチンボード
￥287,315 / 
W1800×D510×H2380

ダイニング４点セット
￥145,500 / 
テーブル W1300×D800×H700

TVボード
￥85,000 / 
W1500×D471×H300

１Pソファ
￥41,500 / 
W645×D700×H700×SH370

キッズデスクセット
￥81,600 / 
W1000×D847×H1530

RIKIクロック
￥8,000 /
φ254×D56

アームチェア
￥35,000 / 
W590×D520×H790×SH460

シェーズロングソファ
￥148,000 / 
W2500×D900(1600)×H650×SH380

２段ベッド
￥111,111 / 
W1040×D2070×H1520

こたつ・座椅子
こたつ ￥138,000 / 座椅子 ￥35,000
φ1200×H370 / W520×D540×H350
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LD5点セット
￥487,000 / 
テーブル W1800×D950×H650 / 
チェア W640×D555×H700

ソファ
￥525,000 / 
W2520×D930(1490)×H825
(サイドテーブル・リビングテーブル別)

パーソナルチェア
￥225,000 / 
W715×D790×H880

ユニットボード
￥754,000 / 
W2940×D560(300)×H1820

ハグみじゅうたん
￥95,000 / 
W2400×D1700

靴べらスツール
￥50,000 / 
W335×D335×H410(550)

カリモク60Kチェア ミニ
￥31,000 / 
W390×D425×H430

キッチンボード
￥337,000 / 
W2602×D468×H2040

リビングテーブル
￥127,000 / 
W1200×D600×H310

ローボード
￥270,000 / 
W2000×D465×H420

オイルペイント
￥25,000 / 
W820×D35×H820

LD5点セット
￥601,630 /
テーブル W1500×D1200×H620 / ソファ 
W1760×D730×H840 / チェア(肘付キャス
ター付) W660×D730×H840
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Find the joy in your life.
人生を楽しんでくれ

- 最高の人生の見つけ方 -
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MINIATURE CHAIR 3107
各￥8,750

soil バスマット WAVE
￥8,800 

Bubbleギフトセット
￥10,300 (2set)

meshi wanギフトセット
￥6,300 (2set)

クリア タン

oshibana コースター
￥3,000 (4set)

ハーバリウム
各￥2,900

Modern in wilderness
各￥3,000

B日常がもっと楽しくなる &Roomの
本「&Books」
&Booksの本は、”日常がもっと楽し
くなる。”をコンセプトとしてセレ

クトしております。ベストセラー本

はありませんが、あなたのライフス

タイルを豊かにし、こころの栄養と

なることでしょう。大切な人へのプ

レゼントにも。ぜひお気軽にお手に

取ってみてください。

OOKS

Clock C Small
各￥8,500

VASE IKEBANA /
VASE IKEBANA SMALL
￥22,750/￥12,500 

糸波　SHIBA クッションカバー
各￥2,800
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オープンから 15周年となる 2017年にリニューアルした &Roomの
店内に、書籍と観葉植物エリアが 1階フロアに加わりました。お客
様のライフスタイルに合った植物が見つかるよう、ご自宅用からギフ

トにもお薦めな大小様々な種類のグリーンを取り揃えています。

MINIATURE CHAIR EGG
各￥35,000

コンパクトホットプレート
各￥8,800 

Oval Plate L 
各￥2,300 

GRILLER
各￥3,000

George Nelson
Flutter Clock
￥14,000

キッシュ　にぎにぎ
各￥1,300

ポッケミニハンカチセット
各￥2,600

ルームスリッパ
各￥2,700

HOUSE  PL A N T S

15
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&Room 
S T Y L E
B O O K
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2017年 11月 23日 (木 )開催
チョークアート ワークショップ

チョークアーティストの yabugami 
yokoさんを講師としてお招きしクリ
スマスのモチーフをハガキサイズの
チョークボードに描きました。

2018年 1月 14日 (日 )開催
『スイッチ読書会』in &Room

和歌山市で月 1回開催されている『ス
イッチ読書会』が &Roomにて開催。
デンマーク家具「フリッツハンセン」
のソファやテーブルでくつろいでい
ただきながら、日曜の午前中をゆっ
たりと過ごしていただきました。

2018年 2月 17日 (土 )開催
ハーバリウムワークショップ

美風フラワーデザインの脇坂美風先
生を講師に迎えて、今話題のハーバ
リウム (植物標本 )を手作りすること
ができます。本物の植物を特殊な液
体に浸し、ガラスのボトルに詰めた
新しい花の鑑賞のかたちです。

2017年 9月 23(土 )開催
『ポーターズペイント』壁塗り体験～
キッズルーム作りのお手伝い～

＆Room 1Fにあるキッズルームを子
どもたちと一緒に自然塗料ポーター
ズペイントを使って壁塗りを体験す
るワークショップを開催しました。

2017年 12月 9日 (土 )開催
初めての方のためのカバーリング着
せ替え講座

年末の大掃除に向けて、カバーリン
グソファのカバーを外したことがな
い、取り付けたことがない方を対象
にプロの方の指導を受けながら、着
せ替え方を体験してもらいました。

心地よい暮らしを提案する &Room に

カスタムメイドキッチンの kitchenhouse が登場。

kitchenhouse のロングセラーシリーズ

『エバルト』のキッチンが &Room 1F にてご覧いただけます。

デザインや使い勝手に妥協しない

あなただけの only one kitchen をご提案致します。

www.kitchenhouse.jp/

&Room では、インターネットで簡単に家具が買える時代だから

こそ、来店自体を楽しんでもらえるお店を目指しています。そのた

めのきっかけになればと、講師の方をお招きしながら読書会や建築

相談、手作り体験など参加型のワークショップを毎月企画していま

す。今後のイベント予定は Web サイト、SNS で告知しています

ので、ぜひお気軽にご参加ください。

E V EN T  INF ORM AT ION
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和歌山市 I様邸

和歌山市 I様邸

和歌山市 K様邸

お客様の搬入事例

阪南市Ｉ様邸
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海南市 K様邸

和歌山市 K様邸

和歌山市 I様邸

和歌山市 Y様邸

個人宅以外にも事務所・店舗もご相談下さい。

その他搬入事例はホームページでもご覧いただけます。

 http://androom.jp/coodinate/




