
■2023年1月17日「商品名」「配送区分」変更商品一覧 2022/12/27

「配送区分」の変更に伴い、商品番号および商品詳細ページURLが変更になる商品

商品番号 商品名 配送区分 配送料金 商品番号 商品名 配送区分
配送料金

(全国一律)

d51-0107-a [幅100cm] オーク材　ダイニングテーブル(ML-058) K 地帯別 d51-0107-a [幅100cm] KOOPA ダイニングテーブル(WFT-1） B 4,400円

d51-0107-b [幅135cm] オーク材　ダイニングテーブル(ML-058) L 地帯別 d51-0107-b [幅135cm] KOOPA ダイニングテーブル(WFT-1） C 7,150円

d51-0107-c [幅152cm] オーク材　ダイニングテーブル(ML-058) L 地帯別 d51-0107-c [幅152cm] KOOPA ダイニングテーブル(WFT-1） C 7,150円

d51-0108-a [幅100cm] パイン古材　ダイニングテーブル(ML-058) K 地帯別 d51-0108-a [幅100cm] KOOPA ダイニングテーブル(OLD-PINE） B 4,400円

d51-0108-b [幅135cm] パイン古材　ダイニングテーブル(ML-058) L 地帯別 d51-0108-b [幅135cm] KOOPA ダイニングテーブル(OLD-PINE） C 7,150円

d51-0108-c [幅152cm] パイン古材　ダイニングテーブル(ML-058) L 地帯別 d51-0108-c [幅152cm] KOOPA ダイニングテーブル(OLD-PINE） C 7,150円

d51-0109-a [幅100cm] FRANK ダイニングテーブル(OLD-PINE） B 4,400円

d51-0109-b [幅135cm] FRANK ダイニングテーブル(OLD-PINE） C 7,150円

d51-0109-c [幅152cm] FRANK ダイニングテーブル(OLD-PINE） C 7,150円

d51-0110-a [幅100cm] FRANK ダイニングテーブル(WFT-1） B 4,400円

d51-0110-b [幅135cm] FRANK ダイニングテーブル(WFT-1） C 7,150円

d51-0110-c [幅152cm] FRANK ダイニングテーブル(WFT-1） C 7,150円

d51-0114-a [直径103cm] DECKE ダイニングテーブル(ラウンド) B 4,400円

d51-0114-b [直径123cm] DECKE ダイニングテーブル(ラウンド) C 7,150円

d51-0117-a アッシュ材スポークチェア ML-009 L 地帯別 d51-0117-a KIKI チェア A 3,300円

d51-0118-a アッシュ材背面付きチェア(ライトブラウン) ML-037 K 地帯別 d51-0118-a Mark チェア(アッシュライトブラウン) B 4,400円

d51-0119-a アッシュ材背面付きチェア(ブラウン) ML-037 K 地帯別 d51-0119-a Mark チェア(アッシュブラウン) B 4,400円

d51-0120-a オーク材ラウンドアームチェア L 地帯別 d51-0120-a MARUKECH アームチェア B 4,400円

d51-0121-a オーク材スポークチェア K 地帯別 d51-0121-a MARUKECH チェア B 4,400円

d51-0132-a [幅156cm] 異素材コンビ シンプルソファ 2人掛け N 地帯別 d51-0132-a [幅156cm] FLEET ソファ 2人掛け C 7,150円

d51-0137-a オーク材 スチールレッグ サイドボード(幅160cm) N 地帯別 d51-0137-a [幅160cm] HOWL サイドボード(鉄脚) E 11,000円

d51-0138-a 杉古材サイドボード ML-033 (幅148cm) M 地帯別 d51-0138-a [幅148cm]Babel サイドボード C 7,150円

d51-0218-a 北欧 スチールレッグ アームチェア L 地帯別 d51-0218-a SHEEVE チェア A 3,300円

d51-0222-a オーク材 クロスレッグ チェア L 地帯別 d51-0222-a ZETT チェア B 4,400円

d51-0223-a オーク材 クロスレッグ アームチェア L 地帯別 d51-0223-a ZETT アームチェア B 4,400円

d51-0228-a 北欧 アッシュ材 ファブリックチェア K 地帯別 d51-0228-a APE チェア B 4,400円

d51-0230-a オーク材 TVボード(High/Low) L 地帯別 d51-0230-a SLAT テレビボード(low/high) C 7,150円

d51-0231-a オーク材 壁面マグネット式 ダイニングボード(幅120cm) R 地帯別 d51-0231-a [幅120cm]GALVA ダイニングボード F 13,200円

d51-0232-a オーク材 壁面マグネット式 ダイニングボード(幅140cm) S 地帯別 d51-0232-a [幅140cm]GALVA ダイニングボード F 13,200円

d51-0233-a オーク材 壁面マグネット式 ダイニングボード(幅160cm) T 地帯別 d51-0233-a [幅160cm]GALVA ダイニングボード F 13,200円

d51-0239-a 北欧 スチールレッグ チェア(ML-141) J 地帯別 d51-0239-a ATOM チェア B 4,400円

d51-0240-a [幅140cm] CAIN ダイニングテーブル D 9,350円

d51-0240-b [幅150cm] CAIN ダイニングテーブル D 9,350円

d51-0240-c [幅165cm] CAIN ダイニングテーブル E 11,000円

d51-0241-a リビングダイニング/回転式チェア(ひじ無し) K 地帯別 d51-0241-a CAIN 回転チェア(肘無し) A 3,300円

d51-0242-a リビングダイニング/オーク材 回転式アームチェア(選べる2色) L 地帯別 d51-0242-a CAIN 回転チェア A 3,300円

d51-0243-a [幅145cm] CAIN 木肘 ベンチ C 7,150円

d51-0243-b [幅160cm] CAIN 木肘 ベンチ D 9,350円

d51-0244-a [幅140cm] リビングダイニング/ひじ無しベンチ M 地帯別 d51-0244-a [幅140cm] CAIN ベンチ(肘無し) C 7,150円

d51-0245-a [幅141cm] リビングダイニング/サイドアームベンチ(右ひじ/左ひじ) M 地帯別 d51-0245-a [幅141cm] CAIN ベンチ(片肘) C 7,150円

d51-0255-a オーク材 サイドチェスト I 地帯別 d51-0255-a NOM サイドチェスト A 3,300円

※価格は全て税込です。

※北海道・沖縄県・一部離島へのお届けは別途料金とさせていただきます。

お客さま窓口 にて配送料金のお見積を承っております。

[直径103cm/直径123cm] オーク材　ラウンド型ダイニングテーブル ML-019

2023年1月17日 午前11：00～変更

d51-0240-a [幅140cm/幅150cm/幅165cm] リビングダイニング/オーク材2本脚テーブル

d51-0109-a [幅100cm/幅135cm/幅152cm] パイン古材　ダイニングテーブル(ML-059)

変更前

※配送先は日本国内に限らせていただきます。海外への発送は承っておりませんのであらかじめご了承くださ

い。

d51-0243-a [幅145cm/幅160cm] リビングダイニング/オーク材ウッドアームベンチ（選べる2サイズ）

J

J

地帯別

地帯別

K 地帯別

N 地帯別

L 地帯別

d51-0110-a [幅100cm/幅135cm/幅152cm] オーク材　ダイニングテーブル(ML-059)

d51-0114-a

https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0107-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0107-b
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0107-c
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0108-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0108-b
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0108-c
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0117-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0118-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0119-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0120-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0121-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0132-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0137-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0138-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0218-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0222-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0223-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0228-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0230-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0231-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0232-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0233-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0239-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0241-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0242-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0244-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0245-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0255-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/inquiry/index.html
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0114-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0240-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0109-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0243-a
https://www.onlineshop.doubleday.jp/dd/shop/goods/index.html?ggcd=d51-0110-a

