
036 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。

風合いのあるエイジング加工や、アイアンの曲線が個性を演出するミラーと、天然石など
自然素材を組み合わせたコンソールからテーブル、アクセサリーまで。上質なヨーロピ
アンテイストを折り込んだ、一体感のあるアイテムでリビングから玄関までを彩ります。

Antinew
mirror/console/hanger/table

AK-03

AK-01	（ミラー）
●	W550×H650×厚15mm／
　6kg				
●	鏡面寸法：W410×H625mm
●	ロートアイアン（ブラック）／
　一部クラッキング塗装・ねじり加工		
●	スワロフスキービーズ付		●	吊り
¥36,000（本体価格）	

AK-03	（コンソール）
●	W765×D300×H870mm			
●	ロートアイアン（ブラック）／
　一部クラッキング塗装・ねじり加工
●	スワロフスキービーズ付		
●	天板：透明ガラス8mm／
　棚板：透明ガラス8mm／
　天板〜棚板まで240mm
¥43,000（本体価格）

※部分的に「ねじり加工」と
「クラッキング塗装」を施しています。

※同デザインのスタンドランプ
（AK-15）、テーブルランプ（AK-16）
がございます。本誌085ページに
て商品詳細をご確認ください。

AK-01



※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew  037

AK-08
●	W450×H1400×厚15mm
　9.7kg
●	鏡面寸法：W344×H1294mm
●	ロートアイアン（ブラック）
　一部ねじり加工
●	スワロフスキービーズ付		●	吊り
¥61,000（本体価格）	

AK-02
●	W510×H700×厚15mm／6.5kg
●	鏡面寸法：W398×H590mm
●	ロートアイアン（ブラック）
　一部クラッキング塗装・ねじり加工
●	スワロフスキービーズ付		●	吊り
¥37,000（本体価格）	
※画像はイメージです。掲載のような材質の
			壁面には吊り下げられません。

AK-10
●	W450×H1400×厚10mm／10kg		
●	鏡面寸法：W294×H1243mm
●	ロートアイアン（ブラック）／槌目加工		
●	吊り
¥66,000（本体価格）	

AK-09
●	W500×H700×厚10mm／6.3kg		●	鏡面寸法：W344×H544mm
●	ロートアイアン（ブラック）／槌目加工		●	吊り
¥48,000（本体価格）

フレームに「槌目加工」を施しています。
部分的に装飾ミラ−が入っています。



038 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。

NA(NAW)-197	（ミラー）
●	W500×H700×厚15mm／5.5kg	
●	鏡面寸法：W342×H542mm			
●	ロートアイアン（ブラック）		●	吊り
¥38,000（本体価格）

NA(NAW)-199	（コンソール）
●	W700×D300×H800mm	
●	フレーム：ロートアイアン（ブラック）
●	天板：透明ガラス8mm
			棚板：透明ガラス8mm
			天板〜棚板まで240mm
¥60,000（本体価格）

NA(NAW)-224
●	W550×H700×厚26mm／9.5kg
●	鏡面寸法：W515×H665mm		
●	ロートアイアン（ブラック）		●	吊り
¥42,000（本体価格）

NA(NAW)-198	
●	W370×H520×厚40mm
　	3.3kg
●	鏡面寸法：W335×H485mm
●	ロートアイアン（ブラック）		
●	吊り
¥36,000（本体価格）

NA(NAW)-229
●	W225×D135×H350mm／2kg
●	ロートアイアン（ホワイト）		●	スタンド
¥26,000（本体価格）

NA(NAW)-228
●	W225×D135×H350mm／2kg
●	ロートアイアン（ブラック）		●	スタンド
¥26,000（本体価格）

NA（NAW）-199

NA（NAW）-228

NA（NAW）-197



※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew 039

NA(NAW)-231	（吊り・スタンド兼用）
●	W460×H700×D15〜220mm／7kg
●	鏡面寸法：W322×H678mm
●	ロートアイアン（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）	
●	吊り・スタンド兼用
¥42,000（本体価格）

NA(NAW)-230	（吊り・スタンド兼用）
●	W460×H700×D15〜220mm／7kg
●	鏡面寸法：W322×H678mm
●	ロートアイアン（ブラック）		●	吊り・スタンド兼用
¥42,000（本体価格）
※画像はイメージです。掲載のような材質の壁面には
　吊り下げられません。 

NA（NAW）-230

裏面スタンド使用時（写真はNA-230）

NA(NAW)-202	
●	W450×H1400×厚26mm／10.2kg
●	鏡面寸法：W315×H1260mm
●	ロートアイアン（ブラック）		●	吊り
¥55,000（本体価格）

※同デザインのティー
テーブル（NA-203）と
チェア（NA-239）がご
ざいます。本誌043、
121ページにて商品
詳細をご確認ください。

NA(NAW)-227
●	W225×D135×H350mm／2.7kg
●	ロートアイアン（ホワイト）		●	スタンド
¥26,000（本体価格）

NA(NAW)-226
●	W225×D135×H350mm／2.7kg
●	ロートアイアン（ブラック）	●	スタンド
¥26,000（本体価格）

NA（NAW）-226



NA(NAW)-209	
●	W550×H1400×厚10mm／14kg
●	鏡面寸法：W425×H1280mm
●	スチール（ブラック）／天然石（マクタンストーン）
●	吊り
¥66,000（本体価格）

NA(NAW)-210	
●	W550×H1400×厚10mm／14kg
●	鏡面寸法：W425×H1280mm
●	スチール
　（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）
　天然石（マクタンストーン）
●	吊り
¥66,000（本体価格）

NA(NAW)-140	
●	W400×H780×厚70mm／6.4kg	
●	鏡面寸法：W348×H703mm
●	フレーム：ロートアイアン（アンティークピューター色）			
●	吊り
¥24,000（本体価格）スチール（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）スチール（ブラック）

040 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。

NA（NAW）-209



NA(NAW)-211	（ミラー）
●	W500×H700×厚10mm／7kg	
●	鏡面寸法：W378×H578mm
●	スチール（ブラック）／天然石（マクタンストーン）
●	吊り
¥39,000（本体価格）

NA(NAW)-212	（ミラー）
●	W500×H700×厚10mm／7kg	
●	鏡面寸法：W378×H578mm
●	スチール（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）
　天然石（マクタンストーン）
●	吊り
¥39,000（本体価格）	

NA(NAW)-213	（コンソール）
●	W750×D300×H800mm	
●	スチール（ブラック）／天然石（マクタンストーン）
●	天板：透明ガラス8mm／棚板：透明ガラス8mm
　天板〜棚板まで255mm
¥69,000（本体価格）

NA(NAW)-214	（コンソール）
●	W750×D300×H800mm	
●	スチール
　（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）
　天然石（マクタンストーン）
●	天板：透明ガラス8mm
　棚板：透明ガラス8mm
　天板〜棚板まで255mm
¥69,000（本体価格）	

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew  041

※同デザインのティーテーブル（NA-223）がございます。
本誌042ページにて商品詳細をご確認ください。

NA（NAW）-211

NA（NAW）-214

NA（NAW）-212

NA（NAW）-213



NA(NAW)-223
●	W1100×D550×H400mm／総重量35kg
●	フレーム：スチール（ブラック）
●	天板：透明ガラス8mm／棚板：透明ガラス8mm
　天板〜棚板まで290mm
¥85,000（本体価格）	

※ 同デザインのミラー（NA-209、
NA-211、NA-212）とコンソール（NA-
213、NA-214）がございます。本誌040
〜041ページにて商品詳細をご確認くだ
さい。

NA(NAW)-225
●	W488×D426×H500mm
　総重量10.2kg
●	フレーム：スチール（ブラック）
●	天板：透明ガラス8mm
　棚板：天然石（マクタンストーン）
¥50,000（本体価格）	

042 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。



NA(NAW)-203
●	W1035×D590×H380mm
　総重量37kg
●	フレーム：ロートアイアン（ブラック）
●	天板：透明ガラス10mm
　棚板：フロストガラス8mm
　天板〜棚板まで270mm
¥59,000（本体価格）	

※同デザインのミラーやコンソール、
ウォールフックなどのシリーズがござい
ます。本誌038〜039、044〜045ページ
にて商品詳細をご確認ください。

NA(NAW)-215	（コンソール）
●	W800×D400×H800mm	
●	ロートアイアン（ブラック）
●	天板：透明ガラス8mm
　棚板：透明ガラス8mm
　天板〜棚板まで192mm
¥70,000（本体価格）	

NA(NAW)-226	（デスクミラー）
※詳しくは本誌039ページをご覧ください。

※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew  043

NA（NAW）-226

NA（NAW）-215



044 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。

◎NA-232
●	W800×H700×D26〜170mm／12kg
　鏡面寸法（センターミラー）W380×H622mm
●	ロートアイアン（ブラック）		
●	両サイドミラー開き角度45°		●	吊り
¥60,000（本体価格）

◎NA-234
●	W800×H700×D26〜170mm／12kg
　鏡面寸法（センターミラー）W380×H622mm
●	ロートアイアン（ブラック）		
●	両サイドミラー開き角度45°		●	吊り
¥60,000（本体価格）	

◎NA-233
●	W800×H700×D26〜170mm／12kg
　鏡面寸法（センターミラー）W380×H622mm
●	ロートアイアン（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）		
●	両サイドミラー開き角度45°		●	吊り
¥60,000（本体価格）

三面鏡の可動部分について　左右の鏡は	［①壁に水平］と［②角度	約45°］のみに
固定可能です。（鏡本体の内側に閉じることは出来ません。）角度を［①壁に水平	］から［②
角度	約45°］に変更する場合は、サイドの鏡を少し上に持ち上げ（片方ずつご対応ください。）、
角度を変え、再度蝶番部分が収まるように下にしてしっかりと固定してください。（②から①への変
更の場合も同様）※鏡を壁面に吊る際には、センターのミラー枠を持って吊ってください。

①①

②②
※約45度の位置に
　ストッパーで止まります。

壁

45°

◎NA-235
●	W800×H700×D26〜170mm／12kg／鏡面寸法（センターミラー）W380×H622mm
●	ロートアイアン（ピューター色ヴィンテージ風仕上げ）		●	両サイドミラー開き角度45°		●	吊り
¥60,000（本体価格）	



※品番に◎が付いている商品は在庫限りで廃番になります。在庫をご確認ください。	※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew 045

NA(NAW)-221	（ウォールフック）
●	W420×D25×H110mm／0.6kg
●	ロートアイアン（ブラック）
¥19,000（本体価格）

NA(NAW)-222	（ウォールフック）
●	W390×D25×H110mm／0.6kg
●	ロートアイアン（ブラック）
¥19,000（本体価格）

NA(NAW)-236	（ウォールタオルハンガー）
●	W470×D50×H130mm／0.9kg
●	ロートアイアン（ブラック）
¥21,000（本体価格）

NA(NAW)-237	（ウォールタオルハンガー）
●	W470×D85×H155mm／1.6kg
●	ロートアイアン（ブラック）、天然石（マクタンストーン）		
※棚部分に重いものは乗せないでください。
¥28,000（本体価格）

NA(NAW)-238	（ウォールタオルハンガー）
●	W470×D65×H100mm／0.7kg
●	ロートアイアン（ブラック）
¥21,000（本体価格）

NA（NAW）-238

NA（NAW）-221

NA（NAW）-222

NA（NAW）-237

NA（NAW）-236

NA（NAW）-238

NA（NAW）-237

NA（NAW）-221



046 Antinew　　●海外生産のため在庫欠品時には、納期が数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。	●各商品は天然素材を使用し、手加工のため、サイズや色が多少異なる場合がございます。

NA(NAW)-216 （コートハンガー）
●	W400×D400×H1650mm	
●	ロートアイアン（ブラック・ピューター色）
　	天然石（マクタンストーン）
¥49,000（本体価格）



※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Antinew  047

NA(NAW)-219	（タオルハンガー）
●	W660×D230×H900mm			●	ロートアイアンブラック）
¥25,000（本体価格）

NA(NAW)-218	（タオルハンガー）
●	W660×D260×H1200mm			●	ロートアイアン（ブラック）／天然石（マクタンストーン）
¥29,000（本体価格）

NA(NAW)-220	（スリッパラック）
●	W260×D220×H690mm		●	ロートアイアン（ブラック）
¥25,000（本体価格）

NA(NAW)-217	（レインラック）
●	W250×D270×H655mm			●	ロートアイアン（ブラック・ピューター色）
¥21,000（本体価格）


