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b074-024-001

RIKI PUBLIC CLOCK WR17-06

￥12,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム、ガラス

b074-024-002

RIKI PUBLIC CLOCK WR17-07

￥12,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム、ガラス

b074-024-003

RIKI PUBLIC CLOCK WR17-08

￥12,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム、ガラス
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b074-016-001

時計台の時計  A Arabic  φ 25

￥8,000 (tax out)
φ 254 × D45 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

b074-016-002

時計台の時計 B Roman  φ 25

￥8,000 (tax out)
φ 254 × D45 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

b074-016-003

時計台の時計 C Line  φ 25

￥8,000 (tax out)
φ 254 × D45 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

b074-016-004

時計台の時計 A Arabic φ 30

￥12,000 (tax out)
φ 305 × D48 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

b074-016-005

時計台の時計 B Roman φ 30

￥12,000 (tax out)
φ 305 × D48 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

b074-016-006

時計台の時計 電波時計 C  Line φ 30

￥12,000 (tax out)
φ 305 × D48 mm
プライウッド、ガラス
電波時計

WHITE BLACK

eki clock

￥12,000 (tax out)
φ 256 × D40 mm
アルミニウム、ガラス

b074-022-001

：  WHITE

：  BLACK

b074-022-001-1-1

b074-022-001-1-2
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b074-023-004

RIKI STEEL CLOCK WR17-11

￥12,000 (tax out)
φ 204 × D60 mm
スチール、ガラス、ABS 樹脂

b074-024-004

RIKI ROMAN CLOCK

￥20,000 (tax out)
φ 251 × D60 mm
アルミニウム、ガラス

WHITE BLACK

RIKI STEEL CLOCK radio clock WR08-24

￥13,800 (tax out)
φ 204 × D60 mm
スチール、ガラス、ABS 樹脂

b074-023-001

：  WHITE

：  BLACK

b074-023-001-1-1

b074-023-001-1-2

WHITE BLACK

RIKI STEEL CLOCK radio clock WR08-25

￥13,800 (tax out)
φ 204 × D60 mm
スチール、ガラス、ABS 樹脂

b074-023-002

：  WHITE

：  BLACK

b074-023-002-1-1

b074-023-002-1-2

WHITE BLACK

RIKI STEEL CLOCK WR17-10

￥12,000 (tax out)
φ 204 × D60 mm
スチール、ガラス、ABS 樹脂

b074-023-003

：  WHITE

：  BLACK

b074-023-003-1-1

b074-023-003-1-2
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WHITE GRAY

TOKI radio clock

￥7,000 (tax out)
φ 254 × D56 mm
プライウッド、ガラス

b074-014-001

：  WHITE

：  GRAY

b074-014-001-1-1

b074-014-001-1-2

BLACK WHITE

MONO Clock A wall clock

￥10,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム、ガラス

b074-029-001

：  BLACK

：  WHITE

b074-029-002-1-1

b074-029-002-1-2

BLACK WHITE

MONO Clock B wall clock

￥10,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム、ガラス

b074-029-002

：  BLACK

：  WHITE

b074-029-002-1-1

b074-029-002-1-2
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SILVER (FRAME COLOR) WHITE (FRAME COLOR) BLACK (FRAME COLOR)

GUGU wall clock

￥10,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム ガラス　

b074-035-001

：  SILVER (FRAME COLOR)

：  WHITE (FRAME COLOR)

：  BLACK (FRAME COLOR)

b074-035-001-1-1

b074-035-001-1-2

b074-035-001-1-3

SILVER (FRAME COLOR) WHITE (FRAME COLOR) BLACK (FRAME COLOR)

JIJI every other wall clock

￥6,500 (tax out)
φ 200 × D40 mm
アルミニウム ガラス
スタンド付き

b074-036-001

：  SILVER (FRAME COLOR)

：  WHITE (FRAME COLOR)

：  BLACK (FRAME COLOR)

b074-036-001-1-1

b074-036-001-1-2

b074-036-001-1-3
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b074-038-001

Hibiya watch WR12-03

￥12,000 (tax out)
φ 256 × D46 mm
アルミニウム ガラス

b074-038-002

Hibiya watch WR12-04

￥12,000 (tax out)
φ 204 × D60 mm
スチール、ガラス ABS 樹脂
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b074-001-101

Riki clock WR07-11

￥8,000 (tax out)
φ 254 × D56 mm
プライウッド、ガラス、電波ステップセコンド
渡辺力

b074-001-102

Riki clock WR08-27

￥12,000 (tax out)
φ 305 × D56 mm
プライウッド、ガラス、電波スイープムーブメント
渡辺力

b074-001-103

Riki clock WR-0401L

￥10,000 (tax out)
φ 354 × D48 mm
プライウッド、ガラス
渡辺力

b074-001-104

Riki clock WR-0401S

￥5,000 (tax out)
φ 203 × D45 mm
プライウッド、ガラス、ステップムーブメント
渡辺力

b074-001-201

Riki clock WR07-10

￥8,000 (tax out)
φ 254 × D56 mm
プライウッド、ガラス、電波ステップセコンド
渡辺力

b074-001-202

Riki clock WR08-26

￥12,000 (tax out)
φ 305 × D56 mm
プライウッド、ガラス、電波スイープムーブメント
渡辺力

b074-001-203

Riki clock WR-0312L

￥10,000 (tax out)
φ 354 × D48 mm
プライウッド、ガラス
渡辺力

b074-001-204

Riki clock WR-0312S

￥5,000 (tax out)
φ 203 × D45 mm
プライウッド、ガラス、スイープセコンド
渡辺力
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NATURAL BROWN

Plywood clock radio clock φ 30

￥8,500 (tax out)
φ 305 × D56 mm
プライウッド、ガラス

b074-018-001

：  NATURAL

：  BROWN

b074-018-001-1-1

b074-018-001-1-2

NATURAL BROWN

Plywood clock radio clock φ 25

￥7,000 (tax out)
φ 254 × D56 mm
プライウッド、ガラス

b074-018-002

：  NATURAL

：  BROWN

b074-018-002-1-1

b074-018-002-1-2

NATURAL BROWN

Campagne

￥10,000 (tax out)
φ 294 × D54 mm
ブナ、ガラス
電波時計

b074-012-001

：  NATURAL

：  BROWN

b074-012-001-1-1

b074-012-001-1-2

NATURAL BROWN

Campagne air

￥10,000 (tax out)
φ 294 × D54 mm
ブナ、ガラス
温湿度計付き

b074-012-002

：  NATURAL

：  BROWN

b074-012-002-1-1

b074-012-002-1-2
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NATURAL BLACK

Clock A φ 22

￥10,000 (tax out)
φ 220 × D53 mm
タモ、ガラス
スイープセコンド

b074-027-001

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-001-1-1

b074-027-001-1-2

NATURAL BLACK

Clock B φ 22

￥10,000 (tax out)
φ 220 × D53 mm
タモ、ガラス
スイープセコンド

b074-027-002

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-002-1-1

b074-027-002-1-2

NATURAL BLACK

Clock C φ 22

￥10,000 (tax out)
φ 220 × D53 mm
タモ、ガラス
スイープセコンド

b074-027-003

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-003-1-1

b074-027-003-1-2

NATURAL BLACK

Clock A φ 14

￥8,500 (tax out)
φ 144 × D53 mm
タモ、ガラス、ABS 樹脂
スタンド ( 置時計使用時用 )
スイープセコンド

b074-027-004

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-004-1-1

b074-027-004-1-2

NATURAL BLACK

Clock B φ 14

￥8,500 (tax out)
φ 144 × D53 mm
タモ、ガラス、ABS 樹脂
スタンド ( 置時計使用時用 )
スイープセコンド

b074-027-005

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-005-1-1

b074-027-005-1-2

NATURAL BLACK

Clock C φ 14

￥8,500 (tax out)
φ 144 × D53 mm
タモ、ガラス、ABS 樹脂
スタンド ( 置時計使用時用 )
スイープセコンド

b074-027-006

：  NATURAL

：  BLACK

b074-027-006-1-1

b074-027-006-1-2
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NATURAL BROWN

THOMSON

￥6,800 (tax out)
φ 254 × D51 mm
プライウッド、ガラス

b074-019-001

：  NATURAL

：  BROWN

b074-019-001-1-1

b074-019-001-1-2

BROWN WHITE

Kaede wall clock

￥6,500 (tax out)
W242 × D50 × H172mm
ハードメープル、ガラス

b074-028-002

：  BROWN

：  WHITE

b074-028-002-1-1

b074-028-002-1-2

BROWN NATURAL

MNEMON wall clock

￥7,000 (tax out)
φ 254 × D50mm
プライウッド、ガラス

b074-030-001

：  BROWN

：  NATURAL

b074-030-001-1-1

b074-030-001-1-2

b074-028-001

Truth & Nature

￥7,000 (tax out)
φ 305 × D50 mm
プライウッド、ガラス
スイープセコンド
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b074-031-001

Brownie L wall clock

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D50mm
プライウッド、ガラス、ウォールナット突き板 MDF
電波時計、ステップセコンド

b074-031-002

Brownie S wall clock

￥6,000 (tax out)
φ 203 × D45mm
プライウッド、ガラス、ウォールナット突き板 MDF
スイープセコンド

b074-032-001

BAUM 温湿度計付 掛け時計

￥7,000 (tax out)
φ 254 × D45mm
プライウッド、ガラス
温湿度計付

b074-032-002

BAUM wall clock

￥4,500 (tax out)
φ 203 × D45mm
プライウッド、ガラス
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b074-050-001

Take-Clock

￥30,000 (tax out)
Φ 240 x D38mm
孟宗竹 ( 集成材 )
スイープセコンド
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b074-021-001

CARVED A Arabic φ 24

￥7,000 (tax out)
φ 240 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-002

CARVED B Roman φ 24

￥7,000 (tax out)
φ 240 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-003

CARVED C Line φ 24

￥7,000 (tax out)
φ 240 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-004

CARVED A Arabic φ 30

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-005

CARVED B Roman φ 30

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-006

CARVED C Line φ 30

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D42 mm
無機質系人造木材

b074-021-007

CARVED WOOD BIRCH φ 24

￥8,000 (tax out)
φ 240 × D42 mm
白樺合板

b074-021-008

CARVED WOOD BIRCH φ 30

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D42 mm
白樺合板

b074-021-009

CARVED SWING

￥12,000 (tax out)
W305 × H355 × D58 mm
無機質系人造木材、ABS 樹脂
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WHITE GRAY BEIGE

wall clock dandelion

￥5,000 (tax out)
φ 290 × D40 mm
ABS 樹脂

b074-011-001

：  WHITE

：  GRAY

：  BEIGE

 

b074-011-001-1-1

b074-011-001-1-2

b074-011-001-1-3

ORANGE WHITE BLACK

divide wall clock

￥5,000 (tax out)
φ 290 × D40mm
ABS 樹脂　

b074-033-001

：  ORANGE

：  WHITE

：  BLACK

b074-033-001-1-1

b074-033-001-1-2

b074-033-001-1-3

BLUE GRAY WHITE

molecule wall clock

￥5,000 (tax out)
φ 290 × D40mm
ABS 樹脂　

b074-034-001

：  BLUE

：  GRAY

：  WHITE

b074-034-001-1-1

b074-034-001-1-2

b074-034-001-1-3
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WHITE ORANGE WHITE BLUE

ORANGE BLUE

CARA radio clock

￥8,000 (tax out)
φ 320 × D55 mm
ABS 樹脂、ガラス

b074-015-001

：  WHITE ORANGE

：  WHITE BLUE

：  ORANGE

：  BLUE

b074-015-001-1-1

b074-015-001-1-2

b074-015-001-1-3

b074-015-001-1-4

WHITE BROWN GREEN

AY clock RC radio clock

￥10,000 (tax out)
φ 305 × D56 mm
プライウッド、ガラス

b074-020-001

：  WHITE

：  BROWN

：  GREEN

b074-020-001-1-1

b074-020-001-1-2

b074-020-001-1-3
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CHAMBRE HINOKI PENDULM CLOCK

￥13,000 (tax out)
W200 × D70 × H350 mm
ヒノキ材

b204-001-001

：  CAFE BROWN

：  BROWN

b204-001-001-1-1

b204-001-001-1-2 CAFE BROWN BROWN
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CHAMBRE PENDULUM CLOCK

￥14,000 (tax out)
W235 × D70 × H350 mm
MDF・突板

b204-001-002

：  CHERRY BROWN

：  OAK

b204-001-002-1-1

b204-001-002-1-2

FROSTED PENDULUM CLOCK

￥14,000 (tax out)
W235 × H350 × D70mm
本体：MDF 突板、文字盤：シナ材

b204-003-005

：  CAFE BROWN

：  DARK BROWN

b204-003-005-1-1

b204-003-005-1-2

CAFE BROWN DARK BROWN

CHERRY BROWN OAK
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GRAY NAVY NATURAL

CHAMBRE R-SQUARE CLOCK

￥11,000 (tax out)
W317 × D43 × H271 mm
シナ材

：  GRAY

：  NAVY

：  NATURAL

b204-001-003-1-1

b204-001-003-1-2

b204-001-003-1-3

BLACK

R-SQUARE BLACK

￥14,000 (tax out)
W317 × H271 × D43mm
フレーム：ブナ材、文字盤：シナ材

b204-003-001
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CAFE BROWN NAVY NATURAL

CHAMBRE PUBLIC CLOCK

￥9,800 (tax out)
φ 306 × D50 mm
ブナ無垢材

b204-001-004

：  CAFE BROWN

：  NAVY

：  NATURAL

b204-001-004-1-1

b204-001-004-1-2

b204-001-004-1-3

b204-003-002

PUBLIC BLACK

￥12,000 (tax out)
φ 306 × D50mm
フレーム：ブナ材、文字盤：シナ材
電波時計

b204-003-003

PLYWOOD BLACK

￥9,800 (tax out)
φ 304 × D50mm
本体：プライウッド、文字盤：シナ材、突板

NAVY OLIVE

SHAPELY CLOCK

￥8,000 (tax out)
φ 290 × D45mm
本体：シナ材、文字盤：MDF

b204-003-004

：  NAVY

：  OLIVE

b204-003-004-1-1

b204-003-004-1-2
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b074-004-001

Kanae clock

￥12,000 (tax out)
W255 × D38 × H255 mm
磁器 / スイープムーブメント

CHARCOAL GRAY OLIVE

British Roman clock

￥12,000 (tax out)
φ 306 × D60 mm
本体 ホワイトアッシュ無垢材　文字盤 シナ材

b204-002-001

：  CHARCOAL GRAY

：  OLIVE

b204-002-001-1-1

b204-002-001-1-2

GRAY NATURAL

BRUNCH CLOCK

￥10,000 (tax out)
φ 306 × D50mm
本体：ブナ無垢材、文字盤：ペット紙

b204-003-006

：  GRAY

：  NATURAL

b204-003-006-1-1

b204-003-006-1-2

BLACK BROWN

CERAMIC CLOCK WALL CLOCK

￥8,400 (tax out)
W230 × D25 × H230mm
陶器

b204-004-001

：  BLACK

：  BROWN

b204-004-001-1-1

b204-004-001-1-2

b204-005-001

BAG CLOCK

￥15,000 (tax out)
W220 × D50 × H220mm
本体：ブナ無垢材、文字盤：MFD、コットン、ポリエス
テル

：  CANVAS

：  DENIM

b204-005-001-1-1

b204-005-001-1-2

CANVAS DENIM
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SILVER IVORY BLACK

DOUBLE FACE CLOCK 170D Wall Clock

￥9,800 (tax out)
直径 20.5 × 28.5 × 9cm
本体 ポリスチレン カバー ポリスチレン 単 3 電池× 2 本 本体重
量 約 1.5kg

b115-004-008

：  SILVER

：  IVORY

：  BLACK

b115-004-008-1-1

b115-004-008-1-2

b115-004-008-1-3

SILVER IVORY BLACK

DOUBLE FACE WALL CLOCK Wall Clock

￥17,000 (tax out)
直径 38 × 44.5 × 13cm
本体 スチール カバー ポリスチレン 単 3 電池× 2 本

b115-004-009

：  SILVER

：  IVORY

：  BLACK

b115-004-009-1-1

b115-004-009-1-2

b115-004-009-1-3

BLACK CLASSIC GRAY IVORY

RED SAGE GREEN

Wall clock

￥3,300 (tax out)
φ 210 × D65 mm
スチール ガラス

b115-004-010

：  BLACK

：  CLASSIC GRAY

：  IVORY

：  RED

：  SAGE GREEN

b115-004-010-1-1

b115-004-010-1-2

b115-004-010-1-3

b115-004-010-1-4

b115-004-010-1-5
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b039-037-001

PASSERELLE KIDS CLOCK 

￥4,980 (tax out)
φ 315 × D45(mm)
天然木、ガラス
スイープムーブメント

b074-013-001

fun pun clock M

￥8,000 (tax out)
φ 305 × D48 mm
プライウッド、ガラス
ステップセコンド

b074-013-002

fun pun clock L

￥12,000 (tax out)
φ 354 × D48 mm
プライウッド、ガラス
ステップセコンド

b074-013-003

fun pun clock S  wall clock

￥7,000 (tax out)
φ 254 × D48mm
プライウッド、ガラス

b074-013-004

fun pun clock for table

￥4,000 (tax out)
W150 × D62 × H161mm
ABS 樹脂、ガラス
ステップセコンド
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RED LIGHT BLUE

YELLOW GREEN

fun pun clock with color wall clock

￥5,000 (tax out)
φ 248 × D44mm
ABS 樹脂、ガラス
スイープセコンド

b074-013-005

：  RED

：  LIGHT BLUE

：  YELLOW

：  GREEN

b074-013-005-1-1

b074-013-005-1-2

b074-013-005-1-3

b074-013-005-1-4

RED LIGHT BLUE

YELLOW GREEN

fun pun clock with color for table

￥4,000 (tax out)
W150 × D62 × H161mm
ABS 樹脂、ガラス
スイープセコンド

b074-013-006

：  RED

：  LIGHT BLUE

：  YELLOW

：  GREEN

b074-013-006-1-1

b074-013-006-1-2

b074-013-006-1-3

b074-013-006-1-4
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YELLOW WHITE BROWN

Dachs Cuckoo wall clock

￥20,000 (tax out)
W244 × D107 × H252mm
無機質系人造木材 スチール

b074-039-001

：  YELLOW

：  WHITE

：  BROWN

b074-039-001-1-1

b074-039-001-1-2

b074-039-001-1-3

GRAY WHITE BROWN

Bockoo hanging table clock

￥15,000 (tax out)
W89 × D128 × H182mm
スチール MDF ランバーコア合板

b074-040-001

：  GRAY

：  WHITE

：  BROWN

b074-040-001-1-1

b074-040-001-1-2

b074-040-001-1-3

NATURAL DARK BROWN BLACK

CUCU hanging table clock

￥22,000 (tax out)
W182 × D107 × H254mm
タモ

b074-041-001

：  NATURAL

：  DARK BROWN

：  BLACK

b074-041-001-1-1

b074-041-001-1-2

b074-041-001-1-3

WHITE NATURAL

Birdhouse Clock hanging table clock

￥17,000 (tax out)
W181 × D98 × H268mm
プライウッド

b074-042-001

：  WHITE

：  NATURAL

b074-042-001-1-1

b074-042-001-1-2
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NATURAL BROWN

PACE LC17-014 wall clock

￥20,000 (tax out)
φ 254 × D105mm
NT- プライウッド　BW- プライウッド ウォールナット突き板 MDF

b074-043-002

：  NATURAL

：  BROWN

b074-043-002-1-1

b074-043-002-1-2

NATURAL GRAY

CUCULO FELICE

￥30,000 (tax out)
W315 × D111 × H252mm
タモ、木枠オスモカラー仕上げ NT: クリア GY: 小石色

b074-049-001

：  NATURAL

：  GRAY

b074-049-001-1-1

b074-049-001-1-2

NATURAL BROWN

PACE PACE LC11-09 wall clock

￥22,000 (tax out)
φ 305 × D120mm
NT- プライウッド　BW- プライウッド ウォールナット突き板 MDF

b074-043-001

：  NATURAL

：  BROWN

b074-043-001-1-1

b074-043-001-1-2
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DROP DRAW TENSION FIRE WORKS

Kanae table clock

￥6,000 (tax out)
W116 × D50 × H113 mm
磁器

b074-008-001

：  DROP DRAW

：  TENSION

：  FIRE WORKS

b074-008-001-1-1

b074-008-001-1-2

b074-008-001-1-3

SILVER BLACK

JIJI alarm clock

￥8,000 (tax out)
W100 × D58 × H107mm
アルミニウム ガラス　

b074-036-002

：  SILVER

：  BLACK

b074-036-002-1-1

b074-036-002-1-2
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b204-004-002

CERAMIC CLOCK DESK CLOCK

￥6,000 (tax out)
W130 × D90 × H130mm
陶器

CHROME IVORY RED

YELLOW SAX BLUE

BLACK

Alarm clock

2400 (tax out)
W90 × D70 × H1100mm
スチール ガラス

b115-001-032

：  CHROME

：  IVORY

：  RED

：  YELLOW

：  SAX

：  BLUE

：  BLACK

b115-001-032-1-1

b115-001-032-1-2

b115-001-032-1-3

b115-001-032-1-4

b115-001-032-1-5

b115-001-032-1-6

b115-001-032-1-8

BLACK BROWN
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b077-043-001-1-1

Pivot clock WAL

￥10,000 (tax out)
W190 × D83 × H120mm

【WAL】ブラス、ウッド

b077-043-001-1-2

Pivot clock SX

￥12,000 (tax out)
W190 × D83 × H120mm

【SX】ブラス、スチール※ハンマートン塗装

b077-043-001-1-3

Pivot clock BK

￥12,000 (tax out)
W190 × D83 × H120mm

【BK】スチール※ハンマートン塗装

b204-006-001

NAVY COLLECTION BQ-38

￥22,000 (tax out)
W430mm × D110mm × H75mm
ABS PLASTIC

b204-006-002

NAVY COLLECTION AL-30

￥18,000 (tax out)
W200 × D105 × H75mm
ABS PLASTIC
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b195-003-001

FLIP CLOCK LUFT BLACK

￥9,000 (tax out)
W205 × D85 × H137 mm
PVC・アイアン

b195-003-002

FLIP CLOCK LUFT OLIVE

￥9,000 (tax out)
W205 × D85 × H137 mm
PVC・アイアン

b195-003-003

FLIP CLOCK LUFT WOOD

￥10,000 (tax out)
W205 × D85 × H137 mm
PVC・アイアン

b195-006-001

DESK CLOCK Bradham LED

￥7,700 (tax out)
W160 × H71 × D80mm
ABS 樹脂、スティール
AC アダプター

b195-006-002

DESK CLOCK Bradham FLIP

￥7,300 (tax out)
W160 × H71 × D80mm
ABS 樹脂、スティール
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b025-601-115

Hana tokei

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D52mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、アクリル、ポリエス
テル

b025-601-116

Kusa Tokei

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D52mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、アクリル、ポリエス
テル

b025-601-117

Rose / Cream

￥12,000 (tax out)
W425 × H425 × D55mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、ポリエステル、紙

b025-601-118

Orchid / White

￥12,000 (tax out)
W425 × H425 × D55mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、ポリエステル、紙

b025-601-119

Orchid / Yellow

￥12,000 (tax out)
W425 × H425 × D55mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、ポリエステル、紙
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b025-601-120

Yoshihito Takeuchi bear

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D55 mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、ポリエステル、紙

武内　祐人

b025-601-121

Yoshihito Takeuchi pug

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D55 mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、キャンバス

武内　祐人

b025-601-122

Yoshihito Takeuchi Animal A

￥8,000 (tax out)
W267 × H267 × D46 mm
天然木、ガラス、紙

武内　祐人

b025-601-123

Yoshihito Takeuchi monster

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D55 mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、キャンバス

武内　祐人

b025-601-124

Yoshihito Takeuchi rainbow

￥10,000 (tax out)
W320 × H320 × D55 mm
ＭＤＦ（化粧フィルム）、ガラス、キャンバス

武内　祐人

b025-601-125

Yoshihito Takeuchi Animal B

￥8,000 (tax out)
W267 × H267 × D46 mm
天然木、ガラス、紙

武内　祐人

b025-601-126

Yoshihito Takeuchi sea

￥8,000 (tax out)
W267 × H267 × D46 mm
天然木、ガラス、紙

武内　祐人

b025-601-127

Yoshihito Takeuchi sky

￥8,000 (tax out)
W267 × H267 × D46 mm
天然木、ガラス、紙

武内　祐人
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