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手軽に取り入れられる「サイズ感」にこだわったラタン

ヨーロッパテイストのラタン家具を、日本の家庭向けにサイジングした J UGL A S（ユグラ）のラタン家具シリーズ。

経年変化を楽しめ、長年ご愛用いただけます。

-  撮 影 協力 BANSE -



JUGLAS
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※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。ご了承ください。

9191-0018
JUGLAS(ユグラ)ベンチ

¥24,000+tax
別途家具送料 ¥1,000

w900*d340*h490 
（座面h420）

9191-0019
JUGLAS(ユグラ)
ダイニングチェア

¥16,800+tax
別途家具送料 ¥1,000

w425*d500*h800 
（座面h420）



JUGLAS
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9191-0017
JUGLAS(ユグラ)

ラウンドセンターテーブル
¥24,800+tax

別途家具送料 ¥1,000
w700*d700*h410

9191-0020
JUGLAS(ユグラ)

キャビネット
¥36,000+tax

別途家具送料 ¥1,000
w800*d350*h700

9191-0021
JUGLAS(ユグラ)

ローパーテーション
¥16,800+tax

別途家具送料 ¥1,000
開：w1210*d18*h1200 
閉：w410*d55*h1200

アイコンについて詳しくはカタログ最 終 ページ 3.直 送サービスについて をご覧ください。



JUGLAS
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9191-0025
JUGLAS(ユグラ)

マーケットバスケット
¥4,800+tax

w395*d275*h205

9191-0026
JUGLAS(ユグラ)
マガジンラック

¥8,900+tax
w480*d270*h450

9191-0027
JUGLAS(ユグラ)

サイドテーブルラック
¥13,800+tax

別途家具送料 ¥800
w405*d325*h600

アイコンについて詳しくはカタログ最 終 ページ 3.直 送サービスについて をご覧ください。



JUGLAS
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※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。ご了承ください。

9191-0022
JUGLAS(ユグラ)ラウンドミラー

¥3,500+tax
w270*d23*h355

9191-0023
JUGLAS(ユグラ)リーフミラー

¥4,800+tax
w310*d22*h405

9191-0024
JUGLAS(ユグラ)フラワーミラー

¥5,800+tax
φ450*d18



9190-0002
ライティングテーブル

¥16,000+tax
別途家具送料 ¥1,000

w650*d350*h720

9190-0003
サイドキャビネット

¥24,000+tax
別途家具送料 ¥1,000

w600*d300*h650

9190-0004
スリムワゴン
¥8,900+tax

w545*d205*h685
仕切り板の高さは調整ができます。

脚は取り外し式です。

INTERIOR
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※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。ご了承ください。

省スペースでも楽しめる小型家具
省スペースを活かしたレイアウトを楽しめる、実用性にこだわった小型家具。

アイコンについて詳しくはカタログ最 終 ページ 3.直 送サービスについて をご覧ください。



9190-0005
ドロワーシェルフA

¥7,800+tax
w600*d205*h200

9190-0006
ドロワーシェルフB

¥7,800+tax
w600*d205*h120

9190-0007
シェルフボード

¥4,500+tax
w600*d200*h20

9195-0014
ウォールサポートブラケットS

（左右セット）
アンティークブラック

¥800+tax
w20*d13*h40

BACK

WALL UNIT
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1.ウォールサポートステイを壁に取り付けます。 2.ウォールサポートブラケットS/ Lをお 好みの家具の裏 面に取り付けます。
※家具の大きさや 形 状に合わせて、ブラケットのサイズをお選びください。※壁面の構 造をご確 認の上、
適切な位置に安 全に取り付けてください。 ※石膏ボードの 壁面には下地処 理や専用のアンカーなどで補強が必 要です。
※取り付け用のビスは付属しておりませんので、お客 様ご自身で壁面に適したビスをご用意をお願いいたします。
※取り付け位置の条 件により耐荷重が変 動 致します。目安としての耐荷重のため、安 全を保 証するものではございません。

裏 面に補強 用のアイアン板を使 用しています。

ウォールユニット化で壁面を活かした収納
アンティークブラック色のサポートステイが他には無い雰囲気を演出します。

9195-0015
ウォールサポートブラケットL

（左右セット）
アンティークブラック

¥1,500+tax
w150*d23*h65

9195-0013
ウォールサポートステイ

（1本）
アンティークブラック

¥1,500+tax
w8*d8*h900

ドロワーシェルフA / Bをイメージ写 真のようにご使 用いただく際は、別売のウォールサポートステイと
ブラケットが必 要です。単体でサイドボードやテーブル、棚に置いてもご使 用できます。

■ご使 用例

耐荷重: 約 4kg 耐荷重: 約5kg

耐荷重: 約 6 kg

上下の左右4箇 所に取り付け

上下の左右4箇 所に取り付け

下部の左右2箇 所に取り付け

＋

＋

＋＋

＋

For DI Y



9195-0017
アイアン ナローハンドル
アンティークゴールド

¥680+tax
w125*d20*h5

9195-0016
アイアン ナローハンドル
アンティークブラック

¥680+tax
w125*d20*h5

New New

New New

NewNew

NewNew

9195-0009
アイアンハンギング
ブラケットS BK
¥700+tax

w11*d192*h150

9195-0010
アイアンハンギング
ブラケットS WH
¥700+tax

w11*d192*h150

9195-0011
アイアンハンギング
ブラケットL BK
¥900+tax

w11*d252*h185

9195-0012
アイアンハンギング
ブラケットL WH
¥900+tax

w11*d252*h185

9195-0007
アイアンシェルフ
アンティークブラック
¥1,900+tax

w380*d130*h120

9195-0008
アイアンシェルフ

アンティークゴールド
¥1,900+tax

w380*d130*h120

9195-0005
アイアンペーパーホルダー 
アンティークブラック
¥2,500+tax

w150*d112*h50

9195-0006
アイアンペーパーホルダー 
アンティークゴールド

¥2,500+tax
w150*d112*h50

植物を壁から離してハンギングできるちょうど良いサイズのブラケットが新登場です。

植物だけでなく、バッグや傘、オーナメントなど‥さまざまな用途に活躍！

フタ付きで使いやすいトイレットペーパーホルダーと、華奢なシルエットが無骨になりすぎないシェルフ。

アイアンタオルハンガー380（9185-0003/04）と同じサイズのため、合わせてのご使用もオススメです。

KITCHEN CABINET

9190-0012
パインキッチン
スタッキングキャビネット
¥4,900+tax
w400*d150*h175

9190-0013
パインキッチン
ロングキャビネット
¥7,900+tax
w600*d170*h200

9190-0014
パインキッチン
ワイドラック
¥9,800+tax
w500*d230*h280

STACKABLE

BACK

上下どちらの向きでも
ご使用いただけます。
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※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。ご了承ください。

木の温もりを感じるガラスキャビネット
ディスプレイにも最適なガラスキャビネットは見た目も収納力も兼ね備えた優れもの。

キッチン雑貨がかわいく収まります。



9195-0017
アイアン ナローハンドル
アンティークゴールド

¥680+tax
w125*d20*h5

9195-0016
アイアン ナローハンドル
アンティークブラック

¥680+tax
w125*d20*h5

New New

New New

NewNew

NewNew

9195-0009
アイアンハンギング
ブラケットS BK
¥700+tax

w11*d192*h150

9195-0010
アイアンハンギング
ブラケットS WH
¥700+tax

w11*d192*h150

9195-0011
アイアンハンギング
ブラケットL BK
¥900+tax

w11*d252*h185

9195-0012
アイアンハンギング
ブラケットL WH
¥900+tax

w11*d252*h185

9195-0007
アイアンシェルフ
アンティークブラック
¥1,900+tax

w380*d130*h120

9195-0008
アイアンシェルフ

アンティークゴールド
¥1,900+tax

w380*d130*h120

9195-0005
アイアンペーパーホルダー 
アンティークブラック
¥2,500+tax

w150*d112*h50

9195-0006
アイアンペーパーホルダー 
アンティークゴールド

¥2,500+tax
w150*d112*h50

植物を壁から離してハンギングできるちょうど良いサイズのブラケットが新登場です。

植物だけでなく、バッグや傘、オーナメントなど‥さまざまな用途に活躍！

フタ付きで使いやすいトイレットペーパーホルダーと、華奢なシルエットが無骨になりすぎないシェルフ。

アイアンタオルハンガー380（9185-0003/04）と同じサイズのため、合わせてのご使用もオススメです。

WALL UNIT
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※すべて、取付用ネジが 付属されています。



9190-0010
CAMPAS （キャンパス）
ウォールクロックL WH

¥5,800+tax
φ310*d42

9190-0008
CAMPAS （キャンパス）
ウォールクロックS WH

¥3,800+tax
φ220*d42

9190-0011
CAMPAS （キャンパス）
ウォールクロックL GY

¥5,800+tax
φ310*d42

9190-0009
CAMPAS （キャンパス）
ウォールクロックS GY

¥3,800+tax
φ220*d42

10

※スイープムーブメントを使 用しています。 ※電波時計ではございません。 ※単三電池一本使 用します。（ 別売）
※保 証 期 限は1年間となります。ご了承下さい。

木製の針が上質感とぬくもりを演出するCAMPA S（キャンパス）の掛け時計です。

曲木のシンプルなフレームで、定番のホワイトとグレージュの2色は

どちらもインテリアに合わせやすいデザインです。

WALL CLOCK
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※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレやシルエットにも違いがございます。ご了承ください。

ウォールデコレーションをマクラメ編みのタペストリーで。

ひとつずつ丁寧に手編みされたタペストリーは存在感があり、

ポケット付きタイプは、お気に入りの本や郵便物をかわいく飾って収納できます。

A LIFE
WITH 
THEM .

9193-0003
マクラメ

タペストリー
¥2,000+tax

w400*d25*h900

9193-0004
マクラメ１ポケット

タペストリー
¥2,300+tax

w320*d25*h600

9193-0005
マクラメ2ポケット

タペストリー
¥2,300+tax

w280*d25*h740

MACRAME



S c e n e r y （シナリー）シリーズにミラーが登場です。

真鍮を施した大人っぽいミラーは、壁掛けと卓上どちらでも使用でき場所を選びません。

9198-0008
ウッド＆ブラスミラー
オクタゴン
￥3,200+tax
w190*d17*h190

1

1 2

3 4

9198-0009
ウッド＆ブラス
ミラーL
￥3,900+tax
w235*d17*h325

2
9198-0010
ボーン
フラワーミラー
￥3,200+tax
w205*d18*h215

3
9198-0011
ボーン＆ブラス
ミラーオクタゴン
￥3,900+tax
w220*d18*h245

4

※手作りの商品のため、ミラーに若干の傷がある場合がございます。ご了承ください。
※全て壁掛け・立て掛けどちらにも対応しております。

Scenery    mirror

9198-0001
ボーンカービング
フラワーフレームWH
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0002
ボーンカービング
フラワーフレームYE
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0003
ボーンカービング
フラワーフレームPI
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0004
ボーンカービング
フラワーフレームBL
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

ボーンやホーンを使用した人気のSc e n e r y （シナリー）フレームに、カラフルな新商品が登場です！

細かなカービングが施されたフラワーフレームは、インテリアのアクセントに。

9198-0005
ボーンダイヤ
フレーム スクエア
￥1,900+tax
w140*d18*h140 
中紙：w80*h80

9198-0006
ボーンダイヤ
フレーム L判
￥2,200+tax
w150*d19*h188 
中紙：L判

9198-0007
ホーンシャイニー
フレーム
￥2,200+tax
w136*d19*h170 
中紙：w80*h115

※手作りの商品のため、ガラスに若干の傷がある場合がございます。ご了承ください。
※全て壁掛け・立て掛けどちらにも対応しております。

Scenery    frame
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SCENERY FRAME



S c e n e r y （シナリー）シリーズにミラーが登場です。

真鍮を施した大人っぽいミラーは、壁掛けと卓上どちらでも使用でき場所を選びません。

9198-0008
ウッド＆ブラスミラー
オクタゴン
￥3,200+tax
w190*d17*h190

1

1 2

3 4

9198-0009
ウッド＆ブラス
ミラーL
￥3,900+tax
w235*d17*h325

2
9198-0010
ボーン
フラワーミラー
￥3,200+tax
w205*d18*h215

3
9198-0011
ボーン＆ブラス
ミラーオクタゴン
￥3,900+tax
w220*d18*h245

4

※手作りの商品のため、ミラーに若干の傷がある場合がございます。ご了承ください。
※全て壁掛け・立て掛けどちらにも対応しております。

Scenery    mirror

9198-0001
ボーンカービング
フラワーフレームWH
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0002
ボーンカービング
フラワーフレームYE
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0003
ボーンカービング
フラワーフレームPI
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

9198-0004
ボーンカービング
フラワーフレームBL
￥2,300+tax
φ170*d20
中紙：φ90

ボーンやホーンを使用した人気のSc e n e r y （シナリー）フレームに、カラフルな新商品が登場です！

細かなカービングが施されたフラワーフレームは、インテリアのアクセントに。

9198-0005
ボーンダイヤ
フレーム スクエア
￥1,900+tax
w140*d18*h140 
中紙：w80*h80

9198-0006
ボーンダイヤ
フレーム L判
￥2,200+tax
w150*d19*h188 
中紙：L判

9198-0007
ホーンシャイニー
フレーム
￥2,200+tax
w136*d19*h170 
中紙：w80*h115

※手作りの商品のため、ガラスに若干の傷がある場合がございます。ご了承ください。
※全て壁掛け・立て掛けどちらにも対応しております。

Scenery    frame
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SCENERY MIRROR



カラーボックス収納サイズ カラーボックス収納サイズ

o r i e （オリエ）の商品は、パンダンを主材として使用しています。

パンダンとは東南アジアに分布するタコノキ科の植物で、成長力が高く、エコロジーな材料として注目されています。

葉を乾燥させて色付けし、ひとつずつ丁寧に編むことで

レザーのような質感に仕上がるため、上品で存在感のある風合いが特徴です。

14

9192-0001
オリエ 

コンテナボックスSS
¥1,800+tax

w140*d270*h120

9192-0002
オリエ

コンテナボックスS
¥2,400+tax

w165*d270*h155

9192-0010
オリエ

コンテナボックスL
¥3,100+tax

w185*d280*h200

9192-0011
オリエ

コンテナボックスLL
¥4,600+tax

w380*d280*h200

9192-0003
オリエ

コンテナボックスM
¥2,600+tax

w230*d270*h120

ORIE

※手 作りの商品の為、サイズや 色合いに若 干の 個 体差がございます。ご了承ください。
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ORIE

9192-0028
オリエ

ペーパータオルケース
¥1,900+tax

w250*d140*h80

9192-0005
オリエ

ティッシュケース
¥1,900+tax

w270*d145*h75

9192-0006
オリエ スクエア
ダストボックス

¥3,600+tax
w175*d280*h300

9192-0014
オリエ ラウンド
ダストボックスS

¥3,100+tax
φ225*h300

9192-0009
オリエ ラウンド
ダストボックスL

¥3,700+tax
φ240*h400

9192-0007
オリエ

ポストカードトレイ
¥1,200+tax

w140*d190*h60

9192-0004
オリエ

A4トレイ
¥2,400+tax

w250*d340*h80

9192-0027
オリエ

カトラリートレイS   
¥1,200+tax

w90*d270*h50

9192-0012
オリエ

カトラリートレイL
¥2,000+tax

w235*d275*h65

9192-0008
オリエ

リモコンボックス
¥1,800+tax

w150*d120*h130
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ORIE

9192-0020
オリエ 

フタ付きボックスL
¥4,500+tax

w350*d250*h200

9192-0016
オリエ 

フタ付きボックスM
¥3,700+tax

w350*d250*h130

9192-0015
オリエ 

フタ付きボックスS
¥2,700+tax

w170*d250*h170

9192-0019
オリエ 

リモコン＆レターボックス
¥2,800+tax

w230*d130*h160

9192-0021
オリエ スタッキング

スリムトレイ
¥1,600+tax

w120*d240*h55

9192-0018
オリエ スタッキング

A5トレイ
¥1,900+tax

w175*d240*h65

9192-0017
オリエ スタッキング

A4トレイ
¥2,800+tax

w345*d240*h85



9192-0025
オリエ コスメボックス

ブラウン
¥5,500+tax

w200*d175*h230 （h290）

9192-0026
オリエ  コスメボックス

ブラック
¥5,500+tax

w200*d175*h230 （h290）

9192-0013
オリエ

コレクターズケース
¥3,300+tax

w280*d200*h80
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ORIE

9192-0032
オリエ コスメボックス

リネン
¥5,800+tax

w200*d175*h230 （h290）

9192-0030
オリエ スタッキング

ミニトレイ
¥1,300+tax

w240*d90*h35

9192-0024
オリエ A5トレイ

ブラック
 ¥1,600+tax

w230*d170*h35

9192-0029
オリエ A5トレイ

ブラウン
 ¥1,600+tax

w230*d170*h35

9192-0033
オリエ A5トレイ
ブラックレザー

¥1,600+tax
w230*d170*h35



※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレがございます。ご了承ください。
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シンプルで実用的な保冷バッグ

内部に保冷機能を備えた柳とキャンバス生地のランチバッグ。

大容量のLサイズと、Sサイズは小さいながらも50 0m lのペットボトルが6本ぴったり収納できます。

中には保冷剤ポケット付きで、長時間のご使用にもおすすめです。

L U N C H  B A G

 CARMELINA



2

21
9191-0031
柳キャンバスランチバッグL BK
¥3,800+tax
w380*d170*h320 (持ち手h200)

9191-0030
柳キャンバスランチバッグS BK
¥2,400+tax
w250*d150*h220 (持ち手h100)

1

1
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 CARMELINA

2

21
9191-0029
柳キャンバスランチバッグL WH
¥3,800+tax
w380*d170*h320 (持ち手h200)

9191-0028
柳キャンバスランチバッグS WH
¥2,400+tax
w250*d150*h220 (持ち手h100)



※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレがございます。ご了承ください。

20

毎日使いたくなる2WAYバッグ

 CARMELINA

C A N VA S

キャンバス生地に柳を合わせた2WAYバッグは、実用的で持ちやすいベーシックなデザインです。

内布にはさりげないストライプのプリントが施されています。



21
9191-0035
柳キャンバスバッグL BK
¥2,900+tax
w300*d190*h330
(ショルダーh300)

9191-0034
柳キャンバスバッグS BK
¥2,300+tax
w240*d170*h270
(ショルダーh230)

1 2

21

 CARMELINA

21

21
9191-0033
柳キャンバスバッグL WH
¥2,900+tax
w300*d190*h330
(ショルダーh300)

9191-0032
柳キャンバスバッグS WH
¥2,300+tax
w240*d170*h270
(ショルダーh230)



※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレがございます。ご了承ください。
※C ar m e l ina （カルメリーナ）のタグが 付きます。

9191-0036
八ツ目編みカゴバッグ
サークルハンドル
¥6,800+tax
w250*d140*h205
(持ち手h120)

9191-0037
八ツ目編みカゴバッグ
ロング
¥7,800+tax
w355*d135*h165
(持ち手h100)

1

1
22

22

CARMELINA

八ツ目編みのカゴバッグ

ラタンの皮で八ツ目に編まれた透かし模様は、ひとつずつ職人が編んだとても繊細なデザインです。

便利な内布が付き、実用性も兼ね備えています。

R A T T A N



9193-0001
ジュート
トートバッグ　
¥3,400+tax
w265*d155*h235
(持ち手h105)

9193-0002
ジュート
オーバルバッグ
¥3,600+tax
w400*d145*h170
(持ち手h105)

1

2

※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレがございます。ご了承ください。

1 2

23

CARMELINA

風合いのあるジュートバッグ

ジュートで編まれた丈夫でベーシックなデザイン。

ジュート特有の細かな毛羽立ちを抑える処理をしているため、洋服に繊維が付きにくく、使い心地の良いカゴバッグです。

9179 - 0 0 01 リアルレザーハンドルブラック / 9189 - 0 0 0 6 リネンストールカバーグレー 使 用 9189 - 0 0 01 あずま袋 ベージュ使 用

J U T E



※手 作りの商品の為、サイズに若 干の 個 体差がございます。また天 然 素 材の為、入荷時期の違いによる色ブレがございます。ご了承ください。
※C ar m e l ina （カルメリーナ）のタグが 付きます。

24

人気のマクラメ編みバッグ

 CARMELINA

コットンロープの柔らかな風合いが特徴的なバッグです。

一点一点丁寧に編まれたデザインが魅力です。

M A C R A M E

9189 - 0 0 01 あずま袋 ベージュ使 用



4
3

4

3

9193-0009
マクラメラタンハンドル
メッシュバッグ
¥3,200+tax
w310*d20*h250 
(持ち手h130)

9193-0008
マクラメ
スクエアトートバッグ
¥3,200+tax
w290*d30*h300
(持ち手h100)

25

 CARMELINA

1

2

2

1

9193-0007
マクラメ
ショルダーバッグ
¥2,800+tax
w220*d30*h320
(ショルダーh510）

9193-0006
マクラメメッシュ
トートバッグ
¥3,800+tax
w350*d30*h400 
(持ち手h210)



1 .ご注文方法

カタログ掲載商品について

http://www.creer-web.co.jp/

http://500works.com/

ホームページで最新のカタログをご覧になれます。在庫表・発注書フォーマットをご用意しております。

自社卸サイトでもカタログ商品をご注文頂けます。

会員登録頂きまして承認完了いたしましたら、メールにてご連絡いたします。

商品違いや数量違いのミスを防ぐためFAXでお願いいたします。

りそな銀行　東大阪支店　普通0290179
口座名義　株式会社クレエ

2 .送料について

出荷下代金額が20,000円未満の場合は別途送料を頂きます。

3 .直送サービスについて

店舗様及びエンドユーザー様宅へ送料一律価格にて（沖縄・離島・一部の地域は除く）配送いたします。

対象商品は本誌に別途家具送料の記載があるものに限ります。

出荷下代金額が20,000円以上の場合でも、対象商品には1台につき別途家具送料が発生いたします。

4 .返品・交換

到着時に必ず数量・破損のご確認をお願いいたします。不良品・破損品は2週間以内にご連絡ください。返品もしくは交換いたします。

到着2週間を過ぎた商品の返品・交換はお受けできませんのでご注意ください。また、お客様のご都合での返品、交換はお受けできません。

5 .その他

・価格及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

・商品の多くは輸入品のため、万一品切れの場合は次回入荷までに多少の時間がかかります。

・写真の色は印刷等の都合で、実際の色と異なる場合があります。

  またカタログの撮影で使用した小物は付属されませんのでご了承ください。

・商品のサイズや質感は実際の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

・商品の出荷単位は設けておりません。

・JANコードがご入用の場合は、当社ホームページに記載しております。

・表示価格は本体価格（上代）となります。別途、消費税が必要となります。

・在庫状況につきましては、ホームページの在庫表をご覧ください。

当

ファミリーマート

2019年9月発行
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