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03 ASHIMONO

ASHIMONOの家具は、オーダーをいただいてから作り始めるセミ
オーダー。だから、木部分も生地部分もたくさんの選択肢からお好み
のものを選んでいただくことが可能です。納品までの数ヶ月、これから
の暮らしをイメージしながら楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。

オーダー後に作り始めるセミオーダー
家具は使い捨てるものではなく
使い継ぐもの。私たちは、品質の
高い家具に手を入れながら「家
具を受け継ぐ」という価値観を
提案します。自社ファクトリーに
はすべての工程の職人が在籍。
リペア体制は万全です。

使い継ぐためのリペア体制

１．５ヶ月～3ヶ月程度
オーダーから納品までの期間

クオリティ 04
08
12
16
19
20
22

COMBO sofa
FLOW sofa
LENTE sofa
ちゃぶ台
納品・送料・サービスなど
よくある質問
インフォメーション／注意事項

世代を超えて
受け継ぐ
美意識と品質。

三世代品質
のセミオーダー家具

日々からだを預けるものだから

日々目にするものだから

構造にも使い心地にもデザインにも

こだわり抜いたASHIMONOの家具。

そのルーツは、船舶家具にあります。

一度出港すれば次の寄港は数年後。

船舶家具にはタフな構造と、

船旅を楽しむ目のこえたゲストを満足させる

美しさが求められました。

タフさと美しさの両立を追い求め半世紀。

ASHIMONOの家具には

世代を超えて受け継がれる

品質と美意識が宿っています。

CO
N
TE
N
TS



□ どんなインテリアにも馴染むシンプルなデザイン
□ 硬めの座面で疲れにくい
□ 木のアーム部分の使い勝手の良さPOINT

COMBO sofa
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コンボ ソファ

ローソファなので空間を広く見せてくれます。圧迫感を感じ
にくく、すっきりとコーディネートできます。

ローテーブルやちゃぶ台との相性も良い。シンプルで機能性を兼ね備え
た万能ソファです。 COMBOは、ASHIMONO製品の中で、背面、座面共に最も

硬めに製作されたソファです。体が沈みにくく、自然で快適な
座位を保てるので長時間座っていても疲れません。
座面は、職人の手によってしっかりと組み立てられた木枠Sバ
ネ下地の上に、ウレタンチップ、高密度ウレタンフォーム、軟質
ウレタンフォームを重ねることにより、耐久性と弾力性に優れ
た絶妙な硬さを実現しました。

マグカップやメガネなどの、ちょっとした置き場を探すこと、
ありますよね。21cmの幅広アームの先端は木板仕様。 本や
飲み物などが安定して置けるちゃっかり設計です。サイド
テーブルの役目をしてくれる木部は３種から選べるので、お好
きな生地と合わせて、モダン、シック、ナチュラル、カントリー
と自由な感覚で自分だけのソファをデザインしてください。

人気ナンバーワン。インテリアのいろんなお悩みを解決する優等生。

硬さレベル7段階中6
柔 硬

硬さレベル7段階中7
柔 硬

シンプル＆コンパクトだから空間広々。

座面の硬さもナンバーワン。
だからくつろげます。

木板のアームでサイドテーブルいらず。

センダン オーク ウォールナット

座り心地

背面

座面

よくお客様からは「シンプルだけど一
番イメージがしやすい」とご感想をい
ただきます。コンセプチャルなデザイ
ンが多いASHIMONO製品の中で
は、主張控えめ、汎用性やデザインの
バランスの取れたソファです。

STAFF COMMENT

熊
川
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オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥288,200

ランク2 ¥321,200

ランク3 ¥354,200

ランクS ¥398,200

レザー ¥434,500

仕様・備考

［寸法］幅2m52cm、奥行1m50cm、高さ63cm、座面の高さ35cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］オイル仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ下地、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Sバネ下地、プラスベルト、ウレタンフォーム

コーナーソファー corner sofa

COMBO

3人掛けソファ sofa 3p

2人掛けソファ sofa 2p

オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥181,500

ランク2 ¥200,200

ランク3 ¥218,900

ランクS ¥254,650

レザー ¥270,600

仕様・備考

［寸法］幅2m17cm、奥行80cm、高さ63cm、座面の高さ35cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］オイル仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ下地、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Sバネ下地、ウレタンフォーム

オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥151,800

ランク2 ¥168,300

ランク3 ¥184,800

ランクS ¥212,300

レザー ¥226,050

仕様・備考

［寸法］幅1m72cm、奥行80cm、高さ63cm、座面の高さ35cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］オイル仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ下地、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Sバネ下地、ウレタンフォーム

その他の
コーディネートは
こちら

COMBO

COMBO

User 
Coordination
ユーザーコーディネート

●ゆったりくつろぎたい
●大人が３人座れるソファを探している
●長く座っても疲れないソファがいい

こんな方へ

●ファーストソファとして、飽きずに使える
デザインを探している
●サイドテーブルも兼ねた機能が欲しい

こんな方へ

●大きいソファを置きたいが圧迫感は減らしたい
●高級ホテルの部屋雰囲気が好きだ
●足を伸ばしてくつろぎたい

こんな方へ

ラインナップCOMBO

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材



FLOW sofa
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フロー ソファ

ラフだけどかっこいい。インテリアの主役になれるレザーソファ。

硬さレベル7段階中3
柔 硬

硬さレベル7段階中3
柔 硬

座り心地

□ 大人が十分にくつろげる包容力
□ 手入れ次第で長く使えるレザー素材
□ 流行に左右されない定番のデザインPOINT

背面

座面

どっしりとした重厚感の中に、しなやかなカジュアルテイスト
が光るローソファ、FLOW。ゆったりくつろげるサイズと、その
ベーシックなデザインは、 落ち着きと高級感を併せ持つまさに
大人のアイテムです。幅広アーム寄りのシートは身を委ねるの
に最適なポジション。 そして、座るたびに満足感を与えてくれ
るのが、高密度ウレタン、スモールフェザーを使用した、体を包
み込むような背面と座面の感触です。座面は、高密度ウレタン
とフェザーです。

重厚感の中に光る
しなやかなカジュアルテイスト

ブラウン［AS-BR］ 

アイボリー［NS-IV］

レザー生地は、その色で大きく印象が変わります。ブラウンは
クラシカルな雰囲気に。ホワイトはその珍しさもあって、エレガ
ントな高級感と特別感がアップ。ブラックは重厚感とメンズラ
イクなスタイルが印象的になります。

選ぶカラーで、クラシカルにも
エレガントにも。

柔らかすぎず硬すぎず、座った瞬間、優しく体を受け止めてくれ
ます。奥行きも広めにとってあるので、長時間座っていても疲れに
くいのも特徴です。3人がけソファは、大人が眠れるサイズ感です。

大人も十分にくつろげる包容力。

フェザーならではのふかふかクッ
ションは寝落ちしてしまうほど居心
地が良いソファです。長年自宅でも
使用していますが、子供の成長とと
もにかなり使い込みました。経年変
化を楽しめるのも本革の良さです。

STAFF COMMENT

川
端



生地ランク 価格（税込）

レザー ¥95,700

オットマンのみ

FLOW

その他の
コーディネートは
こちら
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オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

レザー ¥324,500

仕様・備考

［寸法］幅2m14cm、奥行85cm、高さ68cm、座面の高さ33cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、合板下地、ウレタンフォーム
［背クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ
［座クッション］フェザー、ウレタンフォーム

仕様・備考

［寸法］幅2m14cm、奥行85cm、高さ68cm、座面の高さ33cm
　　　（3人掛けソファ）
　　　幅70cm、奥行58cm、高さ33cm（オットマン）
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、合板下地、ウレタンフォーム
［背・座面クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ（3人掛けソファ）
　　　木枠フレーム、プラスベルト、ウレタンフォーム（オットマン）

オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

仕様・備考

［寸法］幅1m85cm、奥行85cm、高さ68cm、座面の高さ33cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、合板下地、ウレタンフォーム
［背クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ
［座クッション］フェザー、ウレタンフォーム

ラインナップFLOW

生地ランク 価格（税込）

レザー ¥420,200

3人掛けソファ＋オットマン

3人掛けソファ+オットマン sofa 3p + ottoman

オットマン ottoman

3人掛けソファ sofa 3p

2人掛けソファ sofa 2p

※現在本革のみの取り扱いとなります。
　生地タイプは取り扱っておりません。

●ソファに寝転がりたい
●ふかふかの座り心地で映画などを楽しみたい
●大人がゆっくりくつろげるサイズを探している

こんな方へ

●レザーソファと決めている
●存在感のあるソファをインテリアの
　主役にしたい

こんな方へ

●一味違うコーナーソファを探している
●高級な雰囲気のコーディネートにしたい
●足を伸ばして低視線から映画等を楽しみたい

こんな方へ

FLOW

FLOW

FLOW

User 
Coordination
ユーザーコーディネート

レザー ¥284,900

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

オプション別価格表



『癒やされる空間』をコンセプトに、究極にリラックス出来る
座り心地を研究し、 商品化に至った LENTE シリーズ。
「たくさんの皆様にこのリラックス感を体感して頂きたい」。
そんな思いから、高級仕様でありながらコストをおさえた
リーズナブルな価格を実現させました。自社ファクトリーで
製材から一貫してできるからこその価格と品質です。

その秘密は、アーム部分の幅をミニマムにしていることと、背面
のクッションを支える芯の部分が薄めに作られた構造にあります。
くつろぎスペースは最大限確保する。そのほかはコンパクトに。
全体のサイズ感をおさえることで、置きやすさにもこだわりました。

自社ファクトリーだから
実現できた究極のリラックス。

ゆったり座れるのに、
場所を取らない置きやすさ。

LENTE sofa
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レンテソファ

作りたかったのはあなたの充電器。

硬さレベル7段階中2
柔 硬

硬さレベル7段階中4
柔 硬

座り心地

背面

座面

ソファーの骨にあたる木製フレームは、長年の使用にも耐えら
れるよう、約20～25mmの板厚の木材で組み立てられていま
す。重量があるのは、このしっかり構造の骨組みのためです。
木製フレームの座面内部には、硬めで弾力性があり、耐久性に
すぐれたSバネ。クッションのウレタンを使用、背面クッションの
中身には高級フェザーを詰め込んでいます。この何層にもなっ
たクッション性が長時間のくつろぎをお約束します。

重たいのは頑丈さの証し。

FLOWなどのロータイプソファに比べ、高めの座面設計で硬すぎず
柔らかすぎずのちょうど良い座り心地。長時間座っても疲れにくい
ので、ソファで横になるより座ることが多い方におすすめです。
アーム部分も握りやすいので、安定して立ち上がることができます。

「座る」時間が長い方へ。

□ 場所をとらず、お求めやすい価格設定
□ 柔らかすぎず、硬すぎずの程よい座り心地
□ ロータイプに比べ長時間本を読んでも疲れにくいPOINT

クッションタイプでありがちなのが、
座面のバランスに差が出てくる事。
よく座る座面はへたりが他より早い
ので、使う頻度の低い座面クッショ
ン（特に３pの真ん中）をローテー
ションさせて使用すると満遍なく使
用できますよ。

STAFF COMMENT

熊
川



●とにかく座って癒されたい
●ソファの上で本を読んだり
　作業をするのに
　疲れないソファを探している
●足を上にあげて
　疲れをとりたい

こんな方へ

その他の
コーディネートは
こちら

User 
Coordination
ユーザーコーディネート

2人掛けソファ sofa 2p

オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥196,900

ランク2 ¥222,200

ランク3 ¥247,500

ランクS ¥302,500

レザー ¥319,000

仕様・備考

［寸法］幅2m19cm、奥行76cm、高さ75cm、座面の高さ42cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ、ウレタンフォーム
［背クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ
［座クッション］ウレタンフォーム

オプション別価格表

生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥244,200

ランク2 ¥278,300

ランク3 ¥312,400

ランクS ¥389,400

レザー ¥412,500

生地ランク

ランク1

ランク2

ランク3

ランクS

レザー

¥47,300

¥56,100

¥64,900

¥86,900

¥93,500

仕様・備考

［寸法］幅2m19cm、奥行76cm、高さ75cm、座面の高さ42cm
　　　（3人掛けソファ）
　　　幅63cm、奥行63cm、高さ42cm（オットマン）
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ（3人掛けソファ）
　　　木枠フレーム、プラスベルト、ウレタンフォーム（オットマン）
［背クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座クッション］ウレタンフォーム

オプション別価格表
生地ランク 価格（税込）

ランク1 ¥170,500

ランク2 ¥192,500

ランク3 ¥214,500

ランクS ¥264,000

レザー ¥275,000

仕様・備考

［寸法］幅1m65cm　奥行76cm　高さ75cm　座面の高さ42cm
［木部］センダン│オーク│ウォールナット
［塗装］ウレタン仕上げ
［背面］木枠フレーム、Sテープ、ウレタンフォーム
［背クッション］フェザー、ウレタンフォーム
［座面］木枠フレーム、Ｓバネ下地、ウレタンチップ
［座クッション］ウレタンフォーム

3人掛けソファ＋オットマン オットマンのみ
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3人掛けソファ＋オットマン sofa 3p + ottoman

オットマン ottoman

3人掛けソファ sofa 3p

LENTE LENTE

LENTE

LENTE

●疲れにくいソファがいい
●家族の時間を大切にしたい
●来客対応できるソファを探している

こんな方へ

●ソファに座る時間が幸せ
●日常生活で疲れを感じている
●狭い空間でもソファを置きたい

こんな方へ

ラインナップLENTE

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

センダン オーク ウォールナット

選べる
3種の木材

価格（税込）



折りたためる。ちゃぶ台になくてはならないこの機能は、
日本独特のライフスタイルから生まれました。
ASHIMONOのちゃぶ台は、この便利な機能をさらに使
いやすくしています。
折りたたみ金具はレバーを押すだけのワンタッチ式、折り
たたんだ時の厚みは、わずか10cm。ソファの下にもすっ
と入り、縦にしまうこともできます。

ワンタッチでたためば、
わずか10cmの厚みに。

ちゃぶ台に使う木材は2種類。ウォールナット（クルミ）とオーク
の天然無垢材を贅沢に使っています。どちらも丈夫で美しい木
目が特徴。無垢材の質感がより深く感じられます。木は「生き
物」。ひとつひとつ違う表情を持っています。

10年後に現れる風合い。
選べる人気の素材。

□ 一生ものと言っていいほど長く使える
□ 省スペースで収納便利
□ ASHIMONOのソファと相性ばっちりPOINT

ちゃぶ台 
「一生使えるちゃぶ台とは。」 たどり着いた究極のデザイン。
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ちゃぶ台900 を大人３人、子ども１人で使用。ちょっとしたティー
vタイムにぴったり。子供の勉強机、一人暮らしのローテーブルと
しては十分な大きさ。

ちゃぶ台にはめずらしい、細いスマートな脚。スタイリッシュで洋室にも合うデザイン。

ワンタッチで簡単に収納。厚さ10cmに。（下の３コマを使って説明）ワンタッチで折り畳み可能。厚さ10cmになるので、ソファやベッ
ドの下に横にして収納したり、縦にして隙間収納も可能です。

使い続けられる品質とデザイン

さらに、自分の子どもへも。

子ども 一人暮らし 結婚

使い続けて１０年。まだまだ大活躍。
子供用椅子に丁度いい高さで、成
長しても勉強用やローテーブルとし
て使用し、カメレオン並みの七変化
テーブルです。一家に一台置いて
いただきたいアイテムです。

STAFF COMMENT

小
畑



その他の
コーディネートは
こちら

User 
Coordination
ユーザーコーディネート
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ちゃぶ台 900
ちゃぶ台 1000

オプション別価格表

生地ランク 価格（税込）

オーク ¥47,300

ダーク ¥47,300

ウォールナット ¥52,800

生地ランク 価格（税込）

オーク ¥51,700

ダーク ¥51,700

ウォールナット ¥60,500

仕様・備考

［寸法］
直径90cm、高さ33cm（折りたたみ時：10cm）、天板厚2.5cm、脚30×5～3cm （ちゃぶ台 900）
直径100cm、高さ33cm（折りたたみ時：10cm）、天板厚2.5cm、脚30×5～3cm （ちゃぶ台 1000）

ちゃぶ台 900 ちゃぶ台 1000

［木部］オーク│ウォールナット│ダーク（オーク黒染色）
［塗装］ウレタン仕上げ（オーク│ウォールナット）、オイル仕上げ（ダーク（オーク黒染色））
［天板・脚］無垢材　　［金具］スチール
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ギフト配送に対応。ライフステージや
シーンに合わせたおすすめの家具の
ご提案もいたします。

主 な お 手 入 れ の 方 法 は 、
ASHIMONOホームページにて記事、
動画で配信しております。SNS等でお
気軽にお問い合わせください。

自然素材をつかった物づくりをする
企業として、地域の林業保全に取り
組んでいます。近年は、長崎県産材
センダンを使った商品開発を行い、
資源の有効活用と林業の創出をサ
ポートしています。

すべての工程の職人を自社で抱
えています。お気軽にご相談くだ
さい。

ギフトサービス

お手入れ 環境への取り組み

リペア

□同梱するお手紙のお預かり
□メッセージカードの代筆
□ギフト相談

納品までの目安

全国送料無料

１．５ヶ月～3ヶ月

は
すべてセミオーダー

サイトでの購入特典

サービス内容

●子育て中に便利なテーブルが欲しい
●お子さんのリビング学習を実践したい
●孫が生まれたのでお祝いをしたい

こんな方へ

ちゃぶ台 1000
ちゃぶ台 900

1000900

ショッピングサイト
ASHIMONO 長崎

こちらから

https://ashimono.jp

検　索

お買い求めは
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受注生産なので、1.5ヶ月～2ヶ月程度の納期をいただ
いております。最短に発送をご希望の場合は到着指定
日の欄は空白でお願いします。

Q & A よくあるご質問

なるべく早く欲しいのですが、
急ぎで納品してもらうことはできますか？

Q

A 可能です。但し、特殊な加工（例えば金属フレーム、デ
スクチェアー、籐を使用したイス等）は難しい場合がご
ざいますのでご了承ください。

ASHIMONOで購入していない
家具のリペアもできますか？

Q

A

変更は可能です。オイル塗装は木の風合いが生かさ
れるという魅力がありますが、ウレタン塗装に比べコッ
プ等の輪染み等がつきやすい傾向があるため、
ASHIMONOとしてはウレタン塗装をお勧めしており
ます。※ウレタン塗装でシミが完全につかないというわけではありません。

ちゃぶ台の塗装を、オイル塗装へ
変更することはできますか？

Q

A

返品の対象外となります。ご購入前に搬入経路をしっ
かりご確認いただいた上でご注文ください。

商品が部屋まで運べず設置できませんでした。
返品できますか？

Q

A

ご注文いただいた時点で、木材の確保と生地の手配
をいたしますので、手配が済んでいる場合は変更は不
可となります。まずは、すぐにご連絡ください。

一旦注文した仕様を変更したいのですが、
変更は可能ですか？
注文した商品をキャンセルしたい場合は
いつまで受け付けますか？

Q

A

提携運送会社ヤマトホームコンビニエンスの場合、最
大で午前中・12時～15時・15時～18時・18時～21
時の区切りでご指定できます。
ただし、お住まいのエリアで可能なところと不可のとこ
ろがあります。また時間指定はできても、午前か午後の
み、シーズンによっては不可になる時もあります。まず
はご注文やお問い合わせの際にお尋ねいただければ
お調べし回答いたします。
もし時間指定不可エリアの場合でも事前にドライバー
より連絡がありますのでその際にご希望時間帯を必ず
お伝えください。

到着日の時間指定はできますか？Q

A

商品到着後はすぐに開封いただき、傷や間違いが見
つかった場合はご連絡ください。
到着後１週間以内のご連絡をおねがいいたします。

届いた商品に傷がついていました。/
違う商品が届きました。

Q

A

大型家具（ソファ・ダイニングテーブル）の配送はヤマト
ホームコンビニエンス又はSGムービングと提携してい
ます。運送会社で商品をご指定のお部屋まで設置し、
梱包材を引き上げるサービスが付属しております。ドラ
イバーは必ずツーマン作業としておりますので、当店か
ら出発した後、一旦各センターへ預けられ日程を調整
後お客様の元へ向かいます。そのため通常の軒先渡し
の商品より日数を要します。尚、上記の運送方法：開梱
設置便は主にソファ・ダイニングテーブルが対象となり
ます。一部軒先渡しでの配送となりますのでご了承く
ださい。

発送から到着まで
時間がかかるのはなぜですか？

Q

A

もちろん可能です。できる限りのお好みのヒントいただ
ければ、ご提案させていただきます。また、お好みの生
地の詳細がお分かりになる場合は画像や情報等をご
連絡いただけましたら可能な範囲でお調べし、回答い
たします。

どうしてもサイトに掲載の生地に好みのものが
見つかりません。他にもご案内してもらうことは
可能ですか？

Q

A

可能です。ASHIMONOでのリペアは、基本的にウレタ
ンまで全てやりかえる方法をとっています。また、スプリ
ングを使用したものはスプリングの状態まで確認し、
損傷が激しい場合や、折れる可能性がある場合はスプ
リングの交換までご案内いたします。座り心地も新品
の状態にリペア可能です。

ソファの生地だけではなく
中のウレタンまで交換してもらえますか？

Q

A

引っ掻きや汚れに強い生地ウルトラスウェード（US/ラ
ンクS）をおすすめしています。実際にペットと暮らすお
客様に選ばれることが多い生地です。

ペットと暮らしています。
おすすめの生地はありますか？

Q

A

ご要望があれば対応いたします。

zoomなどのオンラインで商品の説明を
受けることはできますか？

Q

A

ふるさと納税（長崎市）でご購入いただけます。工場名
「川端装飾」で参加しております。以下のふるさと納税
サイトよりご購入ください。

ふるさと納税での購入はできますか？Q

A

ご購入商品に合わせ、おすすめのお手入れ方法をお
伝えしております。また、ASHIMONOのHPでは各種
お手入れを動画付きで紹介しておりますので、ご覧く
ださい。

お手入れの仕方を教えてもらえますか？Q

A

例えば、2人掛けソファの場合、選ぶ生地にもよります
が10万円前後のことが多いです。
リペア＝リーズナブルという訳ではありません。他社の
商品の場合は更に手間が大変にかかりますので逆に
高額となる場合もございます。
まずは、ご希望のリペア内容、生地等をお聞かせいた
だければ概算お見積もりをお出しします。

リペアにかかる大体の費用を知りたいです。Q

A

リペアのお預かり期間は15～30日程度です。HPでリ
ペアご注文の流れをわかりやすくまとめていますので
ご一読ください。

リペアの納期はどれくらいかかりますか？
リペアはどんな手順で注文できますか？Q

A

●ふるぽ　●ふるなび     ●楽天ふるさと納税

よくいただくご質問をまとめました。
お問い合わせ前、ご注文前にお読みください。

リペアの流れ

家具職人直伝 
お手入れ方法
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1） 本カタログに掲載されている製品について
一部の製品を除き、 完成品での在庫はしておりません。
お客様のご注文を頂いてから生産する受注生産品です。またカタ
ログ掲載以外の素材や布品などの変更やサイズ変更を承れる製品
もございますのでお気軽にお問い合わせください。
各製品は天然素材を使用しているため、 その性質上、木目、色、柄、
質感、 ツヤなどカタログ上や展示品と一つ一つ異なります。

2） ご注文およびキャンセル
ご注文後のキャンセルは製品の性質上、いかなる理由がありまして
もキャンセル料が発生します。

3） 保証期間について
保証期間は納入日より1年間とさせていただいております。その期
間内に製品上の欠陥で生じた破損につきましては無償修理させて
いただきます。その他の修理や布地などの張替え等は有償となります。

４） 価格について
本カタログに掲載されている価格は2021年8月現在の価格です。
価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

5） 出荷について
各製品はお客様のご注文を頂いてから生産する受注生産品です
ので、工場出荷までご注文日より土日祝日を除き約1ヶ月半ほど頂
いております。また、製品によっては多少お時間がかかるものもご
ざいます。

6） 不良品について
商品が到着しましたら、すぐにご点検をお願いいたします。 万一、 
不良品やご注文と異なる製品が届いた場合や配送中の事故によ
る破損などがある場合は、 直ちに販売店までご連絡ください。

7） おことわり
製造上の都合により、予告なく販売中止になる場合があります。ま
た、改良のため予告なくデザインや仕様を変更する場合がありま
す。
印刷の性質上、掲載されている写真と実際の製品とでは、色や質
感が異なる場合がありますのでご了承願います。各製品のサイズは
出来るだけ正確に記載しておりますが、手作業で製造しているため
多少異なる場合があります。

所在地
フリーダイヤル
メールアドレス
LINE
営業時間
定休日

〒851-0252 長崎県長崎市田手原町924
0120-190-017
info@ashimono.jp
@984uqnuu
10:00～18:00
水曜日／日曜日／祝日

Showroom

Information

ショールーム

注意事項

各製品は天然木材（無垢材）を使用しており、厳重な管理のも
と、木材の選定をして製造しておりますが、素材の性質上、使
用場所や使用環境によって多少のヒビ·そり·ひずみ·退色・色
合いの変化などが起こります。あらかじめご了承願います。

※このカタログに記載されているサイズはすべてcm単位、
　価格はすべて税込価格です。

天然素材に関するご注意
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