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2ND FLOOR

ENTRANCE / 1ST FLOOR

休日のお昼すぎ、ぼーっとする頭と体。

二度寝したことを後悔しながらリフレッシュと

夕食のお買い物を兼ねて散歩に出かけよう

気分転換にいつもの買い物ルートじゃない道を歩いていると

素敵なインテリアショップを発見する。

お店の名前は「＆Room」

大きなガラスにお気に入りのロングスカート姿の私が映り込む

その先には、観葉植物と色とりどりのチェア、

そして鉄製の大きな階段。

興味は夕食の献立よりもお店

吸い込まれるようにお店に入る

そこには、北欧のかわいい家具やスタイリッシュなテーブル、

プレゼントしたくなるような雑貨たちもたくさん並べられている。

植物もたくさんある。

私は日常を忘れてしまう。

興奮した体を休めるように、

黒い革張りのソファにゆっくりと腰をかけ

目を閉じる、深呼吸をする

すると、まるで不思議の国のアリスが穴に落ちるように

想像の世界に導かれる・・・
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シェーカーローバック
￥54,000／
W475×D430×H680×SH430

ダイニングセット	
テーブル	 ￥166,000／
	 W1540×D840×H700
サイドチェア
	 ￥44,000／
	 W485×D510×H780×SH420
アームチェア
	 ￥50,000／
	 W485×D510×H780×SH420
ベンチ	 ￥62,000／
	 W1190×D380×H445

チェスト
￥194,000／
W560×D365×H1190

サイドボード
￥132,000／
W1200×D450×H750

スーパー楕円テーブル
￥255,000／
W1500×D1000×H720

セブンチェア
￥54,000〜／
W500×D520×H780×SH430
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CH71／ラウンジチェア
￥308,000／
W700×D700×H840×SH410

AACチェア
￥35,000／
W590×D520×H790×SH460

CH24／Yチェア
￥84,000／
W550×D540×H720×SH420
ビーチソープ仕上げ

リボルバースツール
￥29,000／
φ340×H650

MAGSソファ
￥355,000／
W2465×D1275（955）×H670×SH400

アナログテーブル
￥228,000／
W1850×D1050×H720

スワンチェア
￥442,000／
W740×D680×H770×SH400

サルトリトルフレンド
￥165,000／
φ450×H500〜730

プフ
大￥56,500・小￥46,250／
大	φ600×H290
小φ500×H240

アントチェア
￥38,000〜／
W510×D480×H780×SH430

ダイニングテーブル
￥178,000／
W1800×D900×H720

私はフライパンを握り、

有名なアニメに出てきそうな

目玉焼きとベーコンを焼いてる。

ササッとつくった朝食もこのテーブルに

並べると色あざやか映える。

まだ眠い目をこすりながら

熱いコーヒーを飲む彼に、

午後からのお出かけプランを提案する。
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ソファ
￥148,000／
W2500×D900（1600）×H650×SH380

ロフトベッド
￥150,000／
W1030×D2035×H1365

Kチェア	2シーター
￥60,500／
W1330×D700×H700×SH370

バランスチェア・イージー
￥36,300／
W530×D620〜720×H470（540）

ソファ
￥221,000／
W2350×D1590（900）×H860×SH450

デスク（デスク、ブックシェルフ、ワゴン）
￥156,000／
W1100×D600×H740（デスクサイズ）
（チェア別売）

		食器棚
（左）￥145,000／
	 W1200×D450×H1900
（右）￥85,000／
	 W600×D450×H1900

サイドボード
￥194,700／
W1800×D450×H800

TVボード
￥125,909／
W1800×D450×H400

こどもイス
￥13,500／
W280×D260×H460×SH200

TVボード
￥59,800／
W1500×D400×H450

デスクチェアセット	
デスク	 ￥52,800／W900×D550×H675
チェスト	 ￥43,200／W310×D550×H675
チェア	 ￥33,000／
	 W510×D515×H740×SH425
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NYチェア
ロッキング
￥40,000／W610×D765×H860
オットマン
￥22,000／W500×D420×H350

チクタクと鳴る時計を見上げると

短い針は数字の3を指している

娘のお迎えまであと少しある

ゆったりとした椅子に座り、

クリスマスプレゼントの

小さなセーターをもう少し編み進めよう

ダイニングセット	
テーブル	 ￥66,000／
W1500×D800×H700
チェア	 ￥16,800／
W470×D530×H770×SH440
ベンチ	 ￥26,000／
W1200×D360×H420

ダイニングセット	
テーブル　　￥47,273／
W1400×D850×H700
チェア　　￥15,000／
W460×D570×H940×SH430

LDテーブル　￥91,000／
W1350×D750×H680

２P肘無ソファ　￥82,000／
W1450×D650×H750×SH430

カウチソファ　￥85,000／
W1520×D650×H750×SH430

トリップトラップチェア　￥27,500／
W460×D490×H780

ラダーシェルフ1200　￥47,000／
W1200×D450×H1830

アート（オイルペイント）	￥25,000／
W830×H830

ペンダントライト　￥13,000／
Φ410×H250
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暖炉
￥406,000／
W400×D400×H710

ソファベッド
￥863,000（クッション2個含む）／
W2020×D1260〜1855×H640×SH380

ふと目を開けると現実の世界

黒い革張りのソファに座っている

私の目の前には、素敵な未来を彩るインテリアたち

　　　　　　　　　　　　　　明日も頑張ろう！

会社の創立記念パーティーが終わり、

帰宅する。

ドッと疲れた体をこのソファが

優しく癒すように包みこんでくれる。

「おつかれさま」と自分に乾杯。

名刺の整理は明日しよう

ダイニング5点セット	
テーブル	 ￥233,700／W1600×D900×H750
チェア	 ￥30,600／W450×D525×H1015×SH460

コーナーソファセット
￥1,148,000／
W3260×D2660（1160）×
H820×SH530

アート
￥99,000／
W1800×H1200
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トーゴ3Pソファ
￥230,000〜／
W1740×D1020×H700×SH380

サイドボード
￥285,900／
W2100×D500×H740

LEMスツール
￥79,000／
W370×D420×H760〜860×SH660〜790

ダイニング5点セット	
テーブル	 ￥275,000／
	 W1900×D900×H720
チェア	 ￥88,000／
	 W510×D610×H790×SH470

コーヒーテーブル
大	￥102,200／φ625×H400
小	￥75,100／φ425×H500

BKFチェア
￥148,000／
W850×D900×H900

シェーズロングソファ
￥673,000／
W2700×D1570（910）×H790×SH440

ソファ（オットマン別売り）
￥611,100／
W2170×D1130×H870×SH390

フラワースタンド
￥58,000／
W555×D555×H1460

TVユニット
￥405,200／
W2520×D600×H1796（403）

暖炉
￥810,000／
W945×D450×H990

ダイニング4点セット
テーブル	 ￥269,000／W1960×D840×H700
ベンチ	 ￥250,400／W1680×D640×H800×SH460
アームチェア	￥133,800／W670×D640×H800×SH460
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ゼロGカーブ（マットレス込み）
￥550,000／
W970×D1950×H290〜360

ベッド（マットレス込み）
￥477,000／
W2390×D2380×H950

デスクユニット
￥347,100／
W1890×D440×H700

ベッド（マットレス込み）
￥86,815×2／
W1090×D2180×H600

ベッド（マットレス込み）
	S	 ￥181,182／W900×D2040×H780
	SD	￥199,273／W1210×D2040×H780

ユニットシェルフ
￥59,000×2／
W1096×D448×H2276

シェルフ
￥151,000／
W1680×D350×H1260

ベッド（マットレス込み）
S	￥187,090／
W1007×D2109×H850

デスク
￥132,800／
W1250×D510×H720
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パーソナルチェア
￥248,000／
W715×D790×H880

ボビーワゴン
￥44,000／
W430×D420×H740

		チェスト
（右）￥79,800／W1056×D350×H718
（左）￥79,800／W853×D350×H923

アーロンチェア
￥187,000／
W660×D675×H930〜1045
×H405〜520

セイルチェア
￥88,000／
W622×D600×H870〜984
×SH394〜508

シェルチェア
￥44,000／
W475×D550×H810
×SH410

		ベッド
（マットレス別売り）
		￥467,800〜
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家具とともに部屋を彩ってくれる照明、ラグ、カーテンたち。&Room	2F	ではカーテン

の展示スペースを設けています。ゆったりとした空間で部屋のイメージに合った理想の

カーテンを探してみてください。

LIGHTING / RUG /
CURTAIN

Lamp	C	フロアライト
￥37,500

CONFETTI	テーブルライト
￥16,800／
W243×D280×H227

PH5	ペンダントライト
￥103,000

Epoca	ペンダントライト
￥15,000／
φ133×H145　全高980

Genesis	フロアランプ
￥36,250／
W370×H1310〜1510

LedicExarm	MONO	デスクライト
￥10,000／
W227×D75×H314

CONCERT	P1	ペンダントライト
￥56,000／
φ320×H166

LED	Cardinal	ペンダント
￥60,000／
φ1080×H565

KAISER	IDELL	テーブルライト
￥75,000／
φ210×H430

BOTANIC	HANGING	LIGHT
￥17,800（Ｌ）／φ200×H400
￥16,800（Ｍ）／φ160×H320
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Lamp	C	フロアライト
￥37,500

カーテン

ハグみじゅうたん
￥95,000／
1500×2000

ラグ
￥12,778／
1330×1950

ハグみじゅうたん
￥95,000／
1500×2000

ラグ
￥22,545／
1400×2000

ハグみじゅうたん
￥170,000／
1500×2000

ラグ
￥36,900／
1600×2300

ハグみじゅうたん
￥170,000／
1500×2000

ラグ
￥12,778／
1330×1950

CURTA IN
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HAY	TIME
￥4,900（Ｌ）
￥3,200（Ｍ）
￥2,000（Ｓ）

room'ｓ	スリッパ
￥2,700（Ｌ）
￥2,700（Ｍ）

ディ	アクア
￥3,500（Ｓ）
￥3,750（Ｌ）

feel
￥4,800（バスタオル）
￥2,200（フェイスタオル）
￥1,500（プチフェイスタオル）

muku	round	clock
￥12,000（WN）
￥9,000（NA）

Time	and	space
￥18,000

おそらの絵本
本体　￥2,000
おはなしディスク　￥800〜

Cutipol
カトラリーセット
￥5,600

ARNE	JACOBSEN	STATION
￥44,000（φ290）
￥37,000（φ210）

Fritz	Hansen	IKEBAN
￥24,000（Ｌ）
￥13,000（Ｓ）

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。

BOOKS
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SMITH&Co.	CHEMISTRY
ディフューザー
￥3,400

SAITO	WOOD
ペーパーバスケット
	TA	 ￥4,700
	H	 ￥4,900
	WN	￥5,700

DRAW	A	LINE
￥19,000
※組み合わせによりお値段異なります。

Manos	マット	50×70
￥2,800

baquet
￥2,400
on	baquet
￥2,000

ARROW４フォトフレーム
￥1,500

クッションカバー
マクラメウーブン／ジグザグ／
マクラメ／ウーブン
各￥3,000

WATERRIUM	プランツ
各￥1,400（Ｌ）
各￥1,300（Ｓ）

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。

HOUSE  PL A N T S
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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 のキッチンが多数

 &Room４F 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/
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&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。

WORK  SHOP

デコパージュ

木でつくろう

読書会

マクラメタペストリー

バーバリウム

ハーフリース

プリザーブドフラワー

キャンドルホルダー

手作り時計

コーヒーの淹れ方

多肉寄せ植え

しめ縄リース
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お客様の搬入事例

和歌山市　H様邸

日高郡　Ｙ様邸和歌山市　M様邸

和歌山市　Ｉ様邸
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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。

 https://androom.jp/coodinate/

和歌山市　O様邸

岸和田市　H様邸

高野町　S様邸

レクサス紀三井寺	様
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