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BETWEEN 10th MAR 20
and 4th DEC 20

カタログ及び商品についてのご説明ですので必ずお読み下さい。

●当カタログ商品は期間・数量限定販売の為、品切れになり次第、終了とさせていただきます。

特記事項
商品は輸入品の為、品切れのある場合、入荷にお時間のかかる場合があります。予めご了承下さい。
カタログ中の表示寸法は、実物と多少の違いが出る場合があります。寸法は、余裕をもってご注文ください。特にハンドメ
イド商品につきましては、±10％程度の違いが出る場合があります。予めご了承下さい。
カタログの写真と実際の商品とは、多少の色の違い及びデザインが異なる場合があります。予めご了承下さい。
輸入・仕入先の事情により、予告無しに価格及び仕様・デザインの変更、または、廃番となる場合があります。予めご了承
下さい。尚、物件等へのご提案の際は必ず事前にご相談下さい。
入荷LOTにより多少の色の違い及びデザインが異なる場合があります。予めご了承下さい。
ガラス製品には、製造上多少の気泡及び流れ模様が入る場合があります。
※花器（ベース、ポット）は、初めてご使用される際、割れやヒビが生じていると水もれがおきる場合がありますので
　ご確認の上ご使用下さい。
ブリキ商品（ポット、ベース、ジョーロ）は、防水処理を施しておりません。設置場所や用途にはご注意下さい。
時計については、保証期間（購入から1年間）であれば交換致します。但し、廃番後は、対応出来ない場合があります。その
場合は、赤伝処理とさせて頂きますので予めご了承下さい。
全ての商品は玩具ではありません。小さなお子様やペットの手の届かない所でご使用下さい。
販売店様につきましては、必ず別紙「お取引条件」をお読みいただきご了承頂いた上でご発注下さい。
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安全上のご注意
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かべ掛け及び天吊り商品の取り付け上のご注意
・取り付け側の材質に適したビス・アンカーをご使用下さい。（かべ掛け商品には、取り付け用の専用ビス等は含まれて  
　おりません。）
・商品自体の重量及びそれに載せるものの重量、また、引っ掛けるものの総重量を考慮の上、お取り付け下さい。
※取り付け方が不適切だと落下し、破損やケガ・火災の原因となる場合があります。
商品は、ストーブ等の熱の近くでの、使用・据え付けはしないで下さい。過熱により、火災・変形及び破損の原因となる場
合があります。
組立商品や折りたたみ商品は、確実に組立てを行って下さい。また、組立時・開閉時には、指などはさまない様、充分ご注
意下さい。（棚板が自然に倒れてくるものもあります。）組立てが不充分だと、転倒・落下し、破損やケガの原因となる場合
があります。
商品の上に腰掛けたり、立ったり、跳んだり、踏み台代わりに使用しないで下さい。転倒し、破損やケガの原因となる場合
があります。
商品を移動する際、重量のある商品や割れやすい商品には充分気をつけて行って下さい。転倒・落下し、破損やケガの
原因となる場合があります。
重量物及び不安定な商品については、屋外でご使用の際はセメント等で完全に固定して下さい。また、室内でご使用の
際は設置する場所を充分考慮して必要であれば市販の固定金具等を使用し設置して下さい。不充分だと、地震や振動等
により、転倒・落下し、破損やケガの原因となる場合があります。
ガラス及び陶磁器の商品は、割れやすいので取扱いには充分注意して下さい。カケやヒビ割れた場合はご使用になら
ないで下さい。ケガや破損、水もれの原因となる場合があります。
 食器対応  表示の無い商品は、食器及び食品容器としてご使用頂けませんのでご注意下さい。
ステンドグラス（MDシリーズ）は室内インテリア用です。外壁、外装用としてはご使用頂けませんのでご注意下さい。
キャンドルスタンド及びランタンのご使用上の注意
・不安定な場所や燃えやすい物の近くでは、使用しないで下さい。
・火を灯している間は、そばを離れないで下さい。
・燃焼により、ホルダー本体が熱くなりますのでご注意下さい。
・ガラス製品をご使用の際、炎が一箇所に集中して当たると、割れる事がありますのでご注意下さい。
・不意の転倒には充分気をつけてご使用下さい。
・ローソクを立てる針には充分ご注意下さい。
※誤った方法でご使用されますと、火災やヤケドの原因となる場合があります。
アレンジスタンドやガラスポット・ガラスベースでキャンドルのご使用はしないで下さい。火災やヤケドの原因となる場
合があります。
商品によっては、先端が尖った部分がありますので、取扱い・設置場所には充分注意してご使用下さい。ケガの原因とな
る場合があります。
耐荷重を超えてのご使用はご遠慮下さい。破損や転倒しケガの原因となる場合があります。尚、耐荷重表示のないもの
で、ご判断しかねる場合はご相談下さい。
スクリーン製品は、設置の際充分安定した角度を保ってご使用下さい。不充分だと転倒し破損やケガの原因となる場合
があります。
照明器具については付属の「ご使用上の注意」をお守り下さい。

※本カタログからの無断転写及び引用は禁止させて頂きます。

カタログ表示について

表示されている価格はすべて税抜価格です。
また、すべて希望小売価格（参考上代）です。
品番の右側の価格は税別の ｢本体価格｣ または ｢セット価格｣ です。
セット商品については、参考上代として各商品を税抜で表示しています。
φとは最大外径を表しています。
Wとは最大製品幅を表しています。Dとは最大製品奥行を表しています。
Hとは最大高さを表しています。口径とは口のおおよその内径を表しています。
内底径とは製品内部のおおよその底径を表しています。
かべ掛け、天吊り商品で1㎏以上、設置型の商品で10㎏以上については ｢商品重量：｣ で表
示しています。お取り扱いの目安としてお考え下さい。
（下記の安全上のご注意を参照下さい。）
ＭＤＦ（中質繊維板）とは、木繊維に接着剤などを配合して製造する板材です。
古びた風合いを出す為にデザイン上、色ムラ・ヒビ・ワレ・サビ等を施した商品です。品名及
びカタログ内にアンティークと書かれていますが、全てアンティーク調に新しく作られた商
品です。
LOT：２などの表記は、販売店様用の販売単位です。

1. 価格表示について

2. サイズ表示について

3. 商品重量について

4. ＭＤＦについて

5. アンティーク調について

6. ＬＯＴについて

当社ホームページのご案内
ホームページよりご登録いただくことにより、「Christmasコレクション」をはじめ、Webカタログの「2020レギュラー
カタログ」、季節ごとに発行される「New item」もご覧いただけます。尚、在庫もホームページ上よりご確認いただけ
ます。こちらもご利用ください。
〈ご登録手順〉
1. http://www.covent.jpを開き、Enterの下のinfo@covent.jpをクリックしてメール送信画面を表示してください。
   （メール画面が文字化けしている場合は、その下の文字化けする方はこちらからをご利用ください。）
2. 「お客様コード：」のすぐ後から、納品書等に記載のあるお客様コードを、「店名（社名）：」のすぐ後から、ご登録の
   社名もしくは店名をご入力の上、件名は変更せずにそのまま送信ください。
3. 5～10分以内に折り返しユーザー名とパスワードを返信いたします。
4. 返信メールを受け取りましたらhttp://www.covent.jpにあるEnterを押して、ユーザー名とパスワードを入力し、
   ログインしてください。尚、10分以上経っても返信が無い場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。

http://www.covent.jp

カタログの有効期間
商品発送期間

２０２０.３.１０～２０２０.１２.４
２０２０.９.７～２０２０.１２.７



JAN：4573166645652
LOT：6

KM-54
ダマドール・スノーマン

￥780
サイズ：φ5×H7.5cm
材質：木

※撮影用小物は含まれておりません。JAN：4573166645591
LOT：4

AB-04
カージナル・スノーマンペア

￥1,300
サイズ：W7×D3.5×H9.5cm
材質：ポリレジン・ポリエステル
2種アソート
参考上代：1種あたり￥650

JAN：4573166645607
LOT：4

AB-05
ニットレッグ・Xmasペア

￥1,800
サイズ：W8×D8×H26cm
材質：ポリレジン・ポリエステル
2種アソート
参考上代：1種あたり￥900

JAN：4573166645614
LOT：2

AB-06
カーニバル・トレイン

￥2,900
サイズ：W24.5×D3×H6cm
材質：ポリレジン

JAN：4573166645621
LOT：2

KM-51
フロッキーサンタクロース

￥2,300
サイズ：W6×D4.5×H24cm
材質：ポリレジン
フロッキー仕上げ

JAN：4573166645638
LOT：4

KM-52
ベルシット・スノーマン

￥1,300
サイズ：W4×D4.5×H5.5cm
材質：木・ブリキ・ポリエステル

JAN：4573166645645
LOT：4

KM-53
ベルシット・サンタ

￥1,300
サイズ：W6.5×D5.3×H19cm
材質：木・ブリキ

JAN：4573166645669
LOT：6

KM-55
ダマドール・サンタ

￥780
サイズ：φ5×H9cm
材質：木

JAN：4573166645676
LOT：2

KM-56
ウッディ・Xmasファミリー

￥2,600
サイズ：W19.5×D3×H12cm
材質：木
7種木製オブジェ入り

JAN：4573166645881
LOT：6

WZ-42
Xmasフロッキーサイン

￥800
サイズ：W32.5×D4×H14cm
材質：MDF・合成繊維
フロッキー仕上げ

※写真はイメージです。
　使用商品
　AB-05：P-1
　OE-33：P-4
　LD-36：P-7
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※撮影用小物は含まれておりません。

JAN：4573166645560
LOT：4

AB-01
メリーサイドカー

￥1,300
サイズ：W9.5×D7×H8.5cm
材質：ブリキ・ポリレジン

JAN：4573166645577
LOT：4

AB-02
エアシップ・ゴンドラ

￥1,100
サイズ：W11×D10×H9cm（ヒモ含まず）
材質：ブリキ・ポリレジン

JAN：4573166645584
LOT：4

AB-03
Xmasペアカート

￥1,800
サイズ：W7.5×D4×H10cm
材質：ブリキ・ポリレジン
2種アソート
参考上代：1種あたり￥900

JAN：4573166646116
LOT：2

NY-24
Xmasメッセージリース

￥3,200
サイズ：W41×D7×H43cm
材質：ブリキ・綿・松笠・合成樹脂

JAN：4573166645805
LOT：4

PD-16
プレーンライド・ムース

￥1,700
サイズ：W12.5×D10×H11cm
材質：ブリキ・木・合成樹脂

JAN：4573166645836
LOT：6

PD-19
ブリキコーン・スノーマン

￥850
サイズ：W6×D6×H13.5cm
材質：ブリキ・ポリレジン・合成繊維
　　 アンティーク調

JAN：4573166645843
LOT：4

PD-20
ブリキ・ツリーポール

￥1,600
サイズ：W14.5×D6×H36cm
材質：ブリキ・木、アンティーク調

JAN：4573166645812
LOT：4

PD-17
プレーンライド・スノーマン

￥1,700
サイズ：W12×D11×H11cm
材質：ブリキ・木・合成樹脂

JAN：4573166645751
LOT：1

OE-33
Xmasライドスレッド

￥6,500
サイズ：W38×D15×H27cm
内側サイズ：W33×D14.5×深さ8cm
材質：スチール、アンティーク調

数量限定品

JAN：4573166645768
LOT：1

OE-34
サンタリプライ・ポスト

￥5,700
サイズ：W16.5×D15.5×H34cm
取出口サイズ：W11×H15.5cm
材質：スチール、アンティーク調

数量限定品

JAN：4573166645775
LOT：4

OE-35
Xmasミニプレート

￥650
サイズ：W20×D0.5×H8.5cm（ヒモ含まず）
材質：スチール・麻ヒモ、アンティーク調

数量限定品

JAN：4573166645829
LOT：6

PD-18
ブリキコーン・ムース

￥850
サイズ：W7×D6×H13cm
材質：ブリキ・ポリレジン・木・合成繊維
　　 アンティーク調

3 4
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※撮影用小物は含まれておりません。

JAN：4573166646031
LOT：2

BK-56
ガーディーオウル・トレイ

￥2,000
サイズ：W14×D11×H11cm
トレイサイズ：W9.5×D5cm
材質：ポリレジン、アンティーク調

JAN：4573166645683
LOT：4

KN-28
LEDシャインツリーカップ

￥1,400
サイズ：φ8.2×H14.5cm
材質：LED・ガラス・合成樹脂・ワイヤー
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　単4乾電池は含まれておりません。

JAN：4573166645690
LOT：4

KN-29
LEDダングルボール

￥1,200
サイズ：φ10×H10cm
材質：LED・ガラス・ラインストーン
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645706
LOT：4

KN-30
LEDフロスト・ガラスツリー

￥1,600
サイズ：φ8×H18cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645713
LOT：4

KN-31
LEDジャッグ・ガラスツリー S

￥1,700
サイズ：φ8×H23cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645720
LOT：2

KN-32
LEDジャッグ・ガラスツリー L

￥2,300
サイズ：φ9.5×H32cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166646079
LOT：2

LY-16
フェザーリース・ライト L

￥4,300
サイズ：W34×D8×H34cm（ヒモ含まず）
材質：羽根・合成樹脂・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646086
LOT：2

LY-17
フェザーリース・ライト S

￥2,800
サイズ：W26×D8×H26cm（ヒモ含まず）
材質：羽根・合成樹脂・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646093
LOT：2

LY-18
フェザーリース・フーガ L

￥4,300
サイズ：W34×D8×H34cm（ヒモ含まず）
材質：羽根・合成樹脂・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646109
LOT：2

LY-19
フェザーリース・フーガ S

￥2,800
サイズ：W25×D8×H25cm（ヒモ含まず）
材質：羽根・合成樹脂・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646017
LOT：2

BK-54
ノーブルラビット・ボックス

￥3,000
サイズ：W12×D7×H17cm
内側サイズ：W9.5×D5×深さ4.5cm
材質：ポリレジン、アンティーク調

JAN：4573166646024
LOT：2

BK-55
セイント・オウル

￥1,900
サイズ：W7.5×D7×H12cm
材質：ポリレジン、アンティーク調

リースに使用しているイーゼルは
レギュラーカタログ160ページに
掲載の「XZ-13」です。5 6



※撮影用小物は含まれておりません。

JAN：4573166646031
LOT：2

BK-56
ガーディーオウル・トレイ

￥2,000
サイズ：W14×D11×H11cm
トレイサイズ：W9.5×D5cm
材質：ポリレジン、アンティーク調

JAN：4573166645683
LOT：4

KN-28
LEDシャインツリーカップ

￥1,400
サイズ：φ8.2×H14.5cm
材質：LED・ガラス・合成樹脂・ワイヤー
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　単4乾電池は含まれておりません。

JAN：4573166645690
LOT：4

KN-29
LEDダングルボール

￥1,200
サイズ：φ10×H10cm
材質：LED・ガラス・ラインストーン
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645706
LOT：4

KN-30
LEDフロスト・ガラスツリー

￥1,600
サイズ：φ8×H18cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645713
LOT：4

KN-31
LEDジャッグ・ガラスツリー S

￥1,700
サイズ：φ8×H23cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645720
LOT：2

KN-32
LEDジャッグ・ガラスツリー L

￥2,300
サイズ：φ9.5×H32cm
材質：LED・ガラス
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。
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LOT：2
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LOT：2

LY-17
フェザーリース・ライト S

￥2,800
サイズ：W26×D8×H26cm（ヒモ含まず）
材質：羽根・合成樹脂・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646093
LOT：2
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※撮影用小物は含まれておりません。

JAN：4573166646048
LOT：2

LD-35
スノーファー・リース

￥2,900
サイズ：W40×D9×H40cm
材質：合成樹脂・クラフト・松笠・枝
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166646055
LOT：2

LD-36
スノーファー・LEDツリー

￥2,300
サイズ：W15×D15×H36cm
材質：LED・合成樹脂・クラフト
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　単4乾電池は含まれておりません。

JAN：4573166646062
LOT：4

LD-37
バッグインツリー

￥1,300
サイズ：W14×D13×H19cm
材質：合成樹脂・クラフト・松笠・リネン・麻ヒモ

JAN：4573166646178
LOT：4

LD-38
ペーパーポットツリー

￥1,500
サイズ：W16×D17×H34cm（ヒモ含まず）
材質：合成樹脂・クラフト・松笠
　　 スチレンフォーム

JAN：4573166645850
LOT：4

RN-09
ジャッグル・モンキー

￥1,300
サイズ：W14.5×D5.5×H7cm（ヒモ含まず）
材質：合成繊維・麻ヒモ・ボール紙

数量限定品

JAN：4573166645867
LOT：4

RN-10
ポータードッグ

￥1,300
サイズ：W14.5×D4×H11cm
材質：合成繊維・ボール紙

数量限定品

JAN：4573166645874
LOT：4

RN-11
フューリー・レインディア

￥1,200
サイズ：W8×D8×H18cm（ヒモ含まず）
材質：合成繊維・合成樹脂・ボール紙

数量限定品

JAN：4573166645737
LOT：2

NH-20
パイルアップ・スノーマン

￥2,600
サイズ：W16.5×D11×H31cm
材質：陶器・木・合成樹脂、アンティーク調

数量限定品
JAN：4573166645799

LOT：2

OE-37
スノーマン・サインボード

￥2,700
サイズ：W20×D8×H41cm
材質：木、アンティーク調

数量限定品

JAN：4573166645782
LOT：2

OE-36
スノーマン・サインポール

￥2,900
サイズ：W13.5×D10×H41cm
材質：スチール・木、アンティーク調

数量限定品

JAN：4573166645744
LOT：2

NH-21
グレートキング・パグ

￥2,400
サイズ：W15×D11×H19.5cm
材質：ポリレジン、アンティーク調
フロッキー仕上げ

数量限定品
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※撮影用小物は含まれておりません。

JAN：4573166646123
LOT：2

NY-25
ブライトLEDスノーマン

￥2,400
サイズ：W11.5×D9.5×H17cm
材質：LED・陶器
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　テスト用ボタン電池がセットされております。

JAN：4573166645904
LOT：6

WZ-44
アイビーバイン オーナメントアソート

￥840
サイズ：W5.5～7×D1×H6～7.5cm
　　　（ヒモ含まず）
材質：スチール・合成樹脂・綿ヒモ
3種アソート
参考上代：1種あたり￥280

JAN：4573166645911
LOT：6

WZ-45
アルラス・ボールオーナメントセット

￥900
サイズ：φ4×H4.5cm（ヒモ含まず）
材質：合成樹脂
2種アソート×6ヶ
参考上代：1ヶあたり￥75

JAN：4573166645928
LOT：6

WZ-46
アル・ティンクルベル S

￥600
サイズ：φ4×H3cm（ヒモ含まず）
材質：スチール・合成繊維
6ヶ入
参考上代：1ヶあたり￥100

JAN：4573166645935
LOT：6

WZ-47
アル・ティンクルベル L

￥960
サイズ：φ5×H4.5cm（ヒモ含まず）
材質：スチール・合成繊維
6ヶ入
参考上代：1ヶあたり￥160

JAN：4573166646147
LOT：1

VI-44
アウルフレーム・LEDツリー

￥5,400
サイズ：W26×D9×H55cm
材質：LED・スチール、アンティーク調
※LEDが点灯します。屋内用商品です。
　単4乾電池は含まれておりません。

JAN：4573166646154
LOT：1

VI-45
ビッグサイン・スノーマン

￥5,400
サイズ：W50×D14×H47cm
材質：ポリレジン・合成樹脂、アンティーク調
組立式

JAN：4573166646130
LOT：2

VI-43
ウォブリング・サンタ

￥2,700
サイズ：W10×D8×H29cm
材質：ブリキ、アンティーク調

JAN：4573166646161
LOT：2

VI-46
テンタクル・スノーマン

￥2,500
サイズ：W15.5×D9×H26cm
材質：ブリキ・フェイクファー、アンティーク調

JAN：4573166645898
LOT：4

WZ-43
プランプ・プチオーナメントアソート

￥1,350
サイズ：W4.5～5×D1.5×H4.5～5.5cm
　　　（ヒモ含まず）
材質：スチール・麻ヒモ
3種アソート×3ヶ
参考上代：1ヶあたり￥150
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2020

BETWEEN 10th MAR 20
and 4th DEC 20

カタログ及び商品についてのご説明ですので必ずお読み下さい。

●当カタログ商品は期間・数量限定販売の為、品切れになり次第、終了とさせていただきます。

特記事項
商品は輸入品の為、品切れのある場合、入荷にお時間のかかる場合があります。予めご了承下さい。
カタログ中の表示寸法は、実物と多少の違いが出る場合があります。寸法は、余裕をもってご注文ください。特にハンドメ
イド商品につきましては、±10％程度の違いが出る場合があります。予めご了承下さい。
カタログの写真と実際の商品とは、多少の色の違い及びデザインが異なる場合があります。予めご了承下さい。
輸入・仕入先の事情により、予告無しに価格及び仕様・デザインの変更、または、廃番となる場合があります。予めご了承
下さい。尚、物件等へのご提案の際は必ず事前にご相談下さい。
入荷LOTにより多少の色の違い及びデザインが異なる場合があります。予めご了承下さい。
ガラス製品には、製造上多少の気泡及び流れ模様が入る場合があります。
※花器（ベース、ポット）は、初めてご使用される際、割れやヒビが生じていると水もれがおきる場合がありますので
　ご確認の上ご使用下さい。
ブリキ商品（ポット、ベース、ジョーロ）は、防水処理を施しておりません。設置場所や用途にはご注意下さい。
時計については、保証期間（購入から1年間）であれば交換致します。但し、廃番後は、対応出来ない場合があります。その
場合は、赤伝処理とさせて頂きますので予めご了承下さい。
全ての商品は玩具ではありません。小さなお子様やペットの手の届かない所でご使用下さい。
販売店様につきましては、必ず別紙「お取引条件」をお読みいただきご了承頂いた上でご発注下さい。

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

安全上のご注意
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

かべ掛け及び天吊り商品の取り付け上のご注意
・取り付け側の材質に適したビス・アンカーをご使用下さい。（かべ掛け商品には、取り付け用の専用ビス等は含まれて  
　おりません。）
・商品自体の重量及びそれに載せるものの重量、また、引っ掛けるものの総重量を考慮の上、お取り付け下さい。
※取り付け方が不適切だと落下し、破損やケガ・火災の原因となる場合があります。
商品は、ストーブ等の熱の近くでの、使用・据え付けはしないで下さい。過熱により、火災・変形及び破損の原因となる場
合があります。
組立商品や折りたたみ商品は、確実に組立てを行って下さい。また、組立時・開閉時には、指などはさまない様、充分ご注
意下さい。（棚板が自然に倒れてくるものもあります。）組立てが不充分だと、転倒・落下し、破損やケガの原因となる場合
があります。
商品の上に腰掛けたり、立ったり、跳んだり、踏み台代わりに使用しないで下さい。転倒し、破損やケガの原因となる場合
があります。
商品を移動する際、重量のある商品や割れやすい商品には充分気をつけて行って下さい。転倒・落下し、破損やケガの
原因となる場合があります。
重量物及び不安定な商品については、屋外でご使用の際はセメント等で完全に固定して下さい。また、室内でご使用の
際は設置する場所を充分考慮して必要であれば市販の固定金具等を使用し設置して下さい。不充分だと、地震や振動等
により、転倒・落下し、破損やケガの原因となる場合があります。
ガラス及び陶磁器の商品は、割れやすいので取扱いには充分注意して下さい。カケやヒビ割れた場合はご使用になら
ないで下さい。ケガや破損、水もれの原因となる場合があります。
 食器対応  表示の無い商品は、食器及び食品容器としてご使用頂けませんのでご注意下さい。
ステンドグラス（MDシリーズ）は室内インテリア用です。外壁、外装用としてはご使用頂けませんのでご注意下さい。
キャンドルスタンド及びランタンのご使用上の注意
・不安定な場所や燃えやすい物の近くでは、使用しないで下さい。
・火を灯している間は、そばを離れないで下さい。
・燃焼により、ホルダー本体が熱くなりますのでご注意下さい。
・ガラス製品をご使用の際、炎が一箇所に集中して当たると、割れる事がありますのでご注意下さい。
・不意の転倒には充分気をつけてご使用下さい。
・ローソクを立てる針には充分ご注意下さい。
※誤った方法でご使用されますと、火災やヤケドの原因となる場合があります。
アレンジスタンドやガラスポット・ガラスベースでキャンドルのご使用はしないで下さい。火災やヤケドの原因となる場
合があります。
商品によっては、先端が尖った部分がありますので、取扱い・設置場所には充分注意してご使用下さい。ケガの原因とな
る場合があります。
耐荷重を超えてのご使用はご遠慮下さい。破損や転倒しケガの原因となる場合があります。尚、耐荷重表示のないもの
で、ご判断しかねる場合はご相談下さい。
スクリーン製品は、設置の際充分安定した角度を保ってご使用下さい。不充分だと転倒し破損やケガの原因となる場合
があります。
照明器具については付属の「ご使用上の注意」をお守り下さい。

※本カタログからの無断転写及び引用は禁止させて頂きます。

カタログ表示について

表示されている価格はすべて税抜価格です。
また、すべて希望小売価格（参考上代）です。
品番の右側の価格は税別の ｢本体価格｣ または ｢セット価格｣ です。
セット商品については、参考上代として各商品を税抜で表示しています。
φとは最大外径を表しています。
Wとは最大製品幅を表しています。Dとは最大製品奥行を表しています。
Hとは最大高さを表しています。口径とは口のおおよその内径を表しています。
内底径とは製品内部のおおよその底径を表しています。
かべ掛け、天吊り商品で1㎏以上、設置型の商品で10㎏以上については ｢商品重量：｣ で表
示しています。お取り扱いの目安としてお考え下さい。
（下記の安全上のご注意を参照下さい。）
ＭＤＦ（中質繊維板）とは、木繊維に接着剤などを配合して製造する板材です。
古びた風合いを出す為にデザイン上、色ムラ・ヒビ・ワレ・サビ等を施した商品です。品名及
びカタログ内にアンティークと書かれていますが、全てアンティーク調に新しく作られた商
品です。
LOT：２などの表記は、販売店様用の販売単位です。

1. 価格表示について

2. サイズ表示について

3. 商品重量について

4. ＭＤＦについて

5. アンティーク調について

6. ＬＯＴについて

当社ホームページのご案内
ホームページよりご登録いただくことにより、「Christmasコレクション」をはじめ、Webカタログの「2020レギュラー
カタログ」、季節ごとに発行される「New item」もご覧いただけます。尚、在庫もホームページ上よりご確認いただけ
ます。こちらもご利用ください。
〈ご登録手順〉
1. http://www.covent.jpを開き、Enterの下のinfo@covent.jpをクリックしてメール送信画面を表示してください。
   （メール画面が文字化けしている場合は、その下の文字化けする方はこちらからをご利用ください。）
2. 「お客様コード：」のすぐ後から、納品書等に記載のあるお客様コードを、「店名（社名）：」のすぐ後から、ご登録の
   社名もしくは店名をご入力の上、件名は変更せずにそのまま送信ください。
3. 5～10分以内に折り返しユーザー名とパスワードを返信いたします。
4. 返信メールを受け取りましたらhttp://www.covent.jpにあるEnterを押して、ユーザー名とパスワードを入力し、
   ログインしてください。尚、10分以上経っても返信が無い場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。

http://www.covent.jp

カタログの有効期間
商品発送期間

２０２０.３.１０～２０２０.１２.４
２０２０.９.７～２０２０.１２.７


