ブロカントカタログ（p.109～118）
●ｐ.109
*ロバの置物 ¥7,350(H.P.DECO)
*かせくり機 ¥28,000(FIVE FROM THE GROUND)

●ｐ.110
*ピュータースプーン 各¥2,200(FIVE FROM THE GROUND)
*ナンバープレート 各¥2,600(ブロカント)
*ステンシルカード 各¥1,260(ブトン エ パンソー)
*スイッチプレート左(アルミ) ¥4,410、右(ベークライト) ¥3,990(ブトン エ パンソー)
*エッグホルダー ¥4,200(H.P.DECO)

●ｐ.111
*クラウンフック ¥4,200(ブトン エ パンソー)
*楽譜ホルダー 各¥4,500(FIVE FROM THE GROUND)
*鍵オブジェ ¥10,500(H.P.DECO)
*ハサミ ¥2,520(ブトン エ パンソー)
*絵皿 ¥9,000(ナンセンス)
*カップ&ソーサー ¥9,450(H.P.DECO)
*ブリキのウオッシュバケツ ¥10,500(シャンブル ド ニームブロカント)

●ｐ.112
*木製フレーム ¥3,500(cohako)
*フォトフレーム ¥5,800(ブロカント)
*ビスケット型 ¥2,400(スティルライフ)
*バードピクチャーフレーム ¥6,800(テンダーカドル)
*エナメルプレート（看板） ¥26,250(シャンブル ド ニーム ブロカント)

●ｐ.113
*着物用ハンガー ¥1,800(cohako)
*ハンガー ¥3,360(シャンブル ド ニーム ブロカント)
*バスケット ¥18,900(given)
*パッケージ木箱 各¥2,500(cohako)
*チャーチチェア ¥25,200(シャンブル ド ニーム ブロカント)
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●ｐ.114
*ブリキのウマ ¥8,500(テンダーカドル)
*自転車用ラッパ ¥12,000(FIVE FROM THE GROUND)
*キッズシューズ ¥7,500(FIVE FROM THE GROUND)
*クマのぬいぐるみ ¥40,950(given)
*ネズミのライト ¥60,900(H.P.DECO)

●ｐ.115
*測量用メジャー ¥15,800(cohako)
*キーユピン ¥6,000(フェイラダラドラ)
*玩具のボート ¥5,000(スティルライフ)
*木彫りのウサギ小もの入れ ¥12,600(H.P.DECO)

●ｐ.116
*曲げ木ボックス ¥15,800(テンダーカドル)
*カードケース ¥15,000(ナンセンス)
*パーツ用ケース ¥8,500(スティルライフ)
*布張りボックス ¥5,250(H.P.DECO)
●ｐ.117
*マスタードポット ¥3,900(フェイラダラドラ)
*チョコレート型 ¥6,825(given)
*カフェオレボウル ¥11,800(テンダーカドル)
*キャンドルホルダー ¥2,100(given)
*ホウロウケトル ¥2,500(cohako)
*ブラウンボトル ¥1,000(cohako)

●ｐ.118
*時計文字盤 ¥4,800（cohako）
*ネームプレートホルダー ¥2,310（ブトン エ パンソー）
*工業用糸車 ¥6,000（cohako）
*楽譜 ¥4,500（テンダーカドル）
*ブック型小物入れ ￥1,050（ブトン エ パンソー）

※価格はすべて 2011 年 10 月 1 日現在の税込価格です。金額は変更することもございます。価格や在庫に関するお問い
合わせは、各ショップにご確認ください。
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インテリアコーディネートのアイデア（p.119～128）
●ｐ.119
「スタイリング・かご収納」
キャビネット¥99,750（シャンブル ド ニーム ブロカント）
ルジュ銀座 INZ 店）

(左)¥1,600（オルネドフォイユ）

バスケット(右)¥1,680（コンシェ

その他、私物

●ｐ.120
「スタイリング・ガラスコンポート」
ガラスフードカバー¥18,900、ガラスコンポート¥15,750（given） ヒツジの置物¥3,800(小匙舎)
箱入り石けん¥3,150、羽ペン¥1,890（コンシェルジュ銀座 INZ 店）
（オルネドフォイユ）

写真各¥250（ブロカント）

ゾウの小もの入れ¥36,750

その他、私物

●ｐ.121
「スタイリング・インドアガーデン」
ステップラダー¥36,750（シャンブル ド ニーム ブロカント） 木箱¥7,500、そのなかのカップ
各¥3,200、スコップ(参考商品)（FIVE FROM THE GROUND）
ユ）

グローブ¥350（ブロカント）

ジョウロ¥1,575（オルネドフォイ

その他、私物

●ｐ.122
上「スタイリング・コラージュ」
フレーム¥13,000（小匙舎）
ェイラダラドラ）

E のプレート¥2,100（テンダーカドル）

トリの置物¥2,000（フ

薬瓶入りキャンドル¥4,725（コンシェルジュ銀座 INZ 店）

¥1,575（オルネドフォイユ）

ネームプレート¥2,800（ブロカント）

バードハウス

その他、私物

下「スタイリング・小瓶の花器」
アヒルの菓子型¥4,200（given）
¥1,800（ブロカント）
イラダラドラ）

左端の虫取り瓶¥4,800、右端の瓶¥1,800、草花をさした小瓶

ラベル付きの瓶¥3,000（みずたま雑貨店）

E のプレート¥1,200（フェ

その他、私物

●ｐ.123
「スタイリング・コレクションボックス」
積み重ねた文庫箱¥2,800（みずたま雑貨店） 曲げ木ポット¥4,500、ナンバープレート各¥1,750、
缶¥2,800（ブロカント） 木箱入りゲーム¥9,800（テンダーカドル） 陶器のクマ各¥8,500（ナ
ンセンス） 活字スタンプ各¥600（フェイラダラドラ） ルームスプレー¥5,880（コンシェルジ
ュ銀座 INZ 店）

その他、私物
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●ｐ.124
「スタイリング・トランクのサイドテール」
バスケット¥6,800、フレーム¥12,000（小匙舎） トリのクリップ各¥980（テンダーカドル） S
のプレート¥6,800（ブロカント）

その他、私物

●ｐ.125
上「スタイリング・チェアのおめかし」
ヴィンテージのタオル¥5,670（リネンバード）

テーブル¥110,250（シャンブル ド ニーム ブ

ロカント） 皿各¥8,953、マグ各¥13,650、ボウル各¥10,290（コンシェルジュ浜松店） ランタ
ン各¥4,725（H.P.DECO）

グリーンのボトル¥1,800、キャニスター缶(参考商品)（ブロカント）

その他、私物

下「スタイリング・サニタリー」
スツール¥15,800（ブロカント） 木製の台¥12,600（H.P.DECO） バケツのなかのブラシ¥2,310、
ボトル入りブリーチ剤¥2,520、ウッドマット¥7,350（ザ・コンランショップ） ウォッシャーグ
ローブ¥1,470（リネンバード）

黒いブラシ¥980（テンダーカドル）

その他、私物

●ｐ.126
上「スタイリング・キッチン」
木箱各¥2,800（シャンブル ド ニーム ブロカント）

缶¥4,800（ブロカント）

白いジャー

¥30,450（オルネドフォイユ） キッチンツールセット¥2,940、缶詰¥630～、スパイス¥1,365～
（ザ・コンランショップ） 皿¥8,953（コンシェルジュ浜松店） ブレッドボード¥6,500（テン
ダーカドル）

その他、私物

下「スタイリング・携帯品の収納」
ワイヤートレー¥3,675、木のトレー¥3,675、エッフェル塔の置物¥5,775、アイアンクリップ
¥13,650、アルミカップ¥2,100（given）

楽譜¥1,800（テンダーカドル）

その他、私物

●ｐ.127
上「スタイリング・本の収納」
ディッシュスタンド¥47,250（シャンブル ド ニーム ブロカント） キャンドルスタンド¥7,500
（ナンセンス）

テーブル上のグレーの本¥4,410、ペーパーウエイト¥4,200（H.P.DECO）

他、私物
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その

下「スタイリング・メモ収納」
ブリキのケース¥1,800、細長い缶¥2,500（Still Life） 白い缶¥4,725、ネイビーの缶¥7,350（given）
スタンプ¥1,200～（小匙舎）

その他、私物

●ｐ.128
上「スタイリング・ガラスドーム」
ガラスドーム(中) ¥6,825（H.P.DECO）

ガラスフードカバー¥1,890、グラスキャンドル¥5,670、

瓶入りシャワージェル¥4,410（コンシェルジュ銀座 INZ 店） ベア¥16,000（小匙舎） ヒトデ(参
考商品)（ザ・コンランショップ）

その他、私物

下「スタイリング・キャンドル」
モ ロ ッ コ テ ー ブ ル ¥26,250 、 テ ィ ー ポ ッ ト ¥38,850 、 カ ッ プ 各 ¥12,600 、 ソ ー サ ー 各 ¥6,720
（H.P.DECO） シロクマキャンドル(大) ¥3,150、(小) ¥1,470、ウサギキャンドル¥1,575、スティ
ックキャンドル(セット) ¥1,785（ザ・コンランショップ） ピューター皿¥6,000（小匙舎） モ
ールド(菓子型) ¥600（フェイラダラドラ）

クッション¥9,450（オルネドフォイユ）

その他、

私物

※価格はすべて 2011 年 10 月１日現在の税込価格です。金額は変更することもございます。価格や在庫に関するお問い
合わせは、各ショップにご確認ください。
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