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SCONE  スコーン

BUCKET DAYS SERIES  バケット

SOFA SOFA BEAD
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To Meet 〈トゥーミート〉

「気付いたら、ソファが家族みんなの定位置」

「食事が終わっても、いつまでも食卓で会話がはずむ」

居心地のよい家具には、きっとそんな引力がある。
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SOFA
ソファ
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お掃除ロボット可

クッション2個付き

スクエア型のフォルムとスチール脚でモダンに仕上げたソファ。

ハンドクッションが2個付いています。

F I NA TENORIS SERIES

フィナ

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：アイボリー、グレー

32.8才

肘幅：170　脚高：650
脚高：120

POI N T

お掃除ロボット使用可能
脚高が120㎜あるため、お掃除ロボッ
トもお使いいただけます。

3P
W1850×D830×H830（SH430）
SW1500×SD500

￥60,000 税抜（￥66,000 税込）

Ivory

Gray

T E NOR I S
S E R I E S
テノーリスシリーズは『空間をデザインする』というコンセプトのもと、

シンプルモダンに、少しのラグジュアリーをプラスしたコーディネートを提案。

スタンダードなデザインをベースに、トレンドをミックスすることで、

空間全体のブラッシュアップを目指すシリーズです。
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クッション3個付き

スクエア型のフォルムと大きなスチール脚が特徴のモダンなソファ。

クッションが3個付いています。

O Z TENORIS SERIES

オズ

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：オリーブ

46.4才

肘高：590　肘幅：180
脚高：110

COUCH
W2120×D910-1620×H750（SH430）
SW1760×SD500-1240

￥120,000 税抜（￥132,000 税込）

3P
W1950×D870×H670（SH390）
SW1670×SD560

￥76,000 税抜（￥83,600 税込）

背クッションが6個付いてるモダンなデザインのソファ。

背クッションの配置を変えてお好みの座り心地に調整することができます。

DARJ E E LYTENORIS SERIES

クッション6個付き
ダージリー

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：グレー、チャコール

41.9才

肘高：500　肘幅：150
脚高：40

Charcoal

Gray
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2P
W1640×D880×H800（SH420）
SW1330×SD590

￥64,000 税抜（￥70,400 税込）

3P
W1940×D880×H800（SH420）
SW1630×SD590

￥77,000 税抜（￥84,700 税込）

STOOL
W600×D700×H420

￥25,000 税抜（￥27,500 税込）

どんなお部屋にも合わせやすい、ベーシックでモダンなソファ。

肘の高さを低めに設計し、すっきりとしたデザインに仕上げました。

E L E NATENORIS SERIES

エレーナ

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：グレー、チャコール

2P：26.5才　3P：31.1才　ST：4.5才

肘高：520　肘幅：150　脚高：140

3P+STOOL / Charcoal

2P / Gray
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2.5P
W1700×D720×H725（SH390）
SW1510×SD520

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

BENCH
W1520×D370×H370

￥15,000 税抜（￥16,500 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック／レザーファブリック
木部：アッシュ無垢
脚：スチール

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
座面：ウレタンフォーム、ファイバーフィル、シリコンフィル

全1色：キャメル

2.5P：20.3才　ベンチ：5.3才

肘高：550　肘幅：95　脚高：155

3P
W2000×D860×H690（SH370）
SW1450×SD680

￥72,000 税抜（￥79,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック／PVC（合皮）
木部：アッシュ無垢

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：ホワイトグレー／ブルー

29.6才

肘高：480　肘幅：350
脚高：165

DAYS SERIES

背もたれ取り外し式

コンパクトサイズ

お掃除ロボット可

クッション2個付き

DAYS SERIES

お掃除ロボット可

クッション2個付き

2.5P

Bench

ユニークな形と、PVCとファブリックのコンビ張りが目を引く3人掛けソファ。

後からもサイドからも座れ、寝転がった際も肘を枕としてお使いいただけます。ABEL
エイベル

ヌバックテイストのファブリックを採用したソファ&ベンチ。

ソファの背もたれは取り外し式で移動の際にも便利です。LAMONE
ラモーン

3P 左肘

3P 右肘

DAYS
SERIES
飽きのこないベーシックなデザインの家具を提案する、

デイズシリーズのソファです。

日常に自然と馴染む落ち着いたデザインです。
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3P
W1820×D900×H860（SH440）
SW1660×SD420

￥96,000 税抜（￥105,600 税込）

CT100
W1000×D450×H400

￥31,000 税抜（￥34,100 税込）

材質

カラー

才数

備考

天板：オーク無垢
脚：オーク無垢

全1色：オーク

4才

脚間幅：870　脚間奥行：310
棚幅：820　棚奥行：210
棚上高さ：150　棚下高さ：210

デイズナチュラルシリーズはオーク無垢材を使った、リビングダイニングシリーズです。

DAYS
SERIES

DAYS NATURAL SERIES

ソファ組み立て式

ソファカバーリング仕様

ドライクリーニング可能

Green

Blue

Back / Blue

POINT

カバーリング仕様（ドライクリーニング可能）
ソファの背・座クッションはカバーリング仕様になっ
ており、ドライクリーニングが可能なため、ソファを
清潔に保つことができます。

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：天然木フレーム
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：グリーン、ブルー

33.9才

肘高：590　肘幅：100
脚高：190

TACT SOFA
タクト ソファ

TACT CENTER TABLE
タクト センターテーブル

DINING TABLE150
W1500×D850×H700

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

CHAIR
W435×D515×H810（SH440）
SW440×SD430

￥14,000 税抜（￥15,400 税込）

材質

塗装

カラー

才数

備考

［テーブル］
天板：オーク無垢
脚：オーク無垢
［チェア］
張地：ファブリック　座：ウレタンフォーム
木部：オーク無垢

ウレタン塗装

［テーブル］
全1色：オーク
［チェア］
木部全1色：オーク
座面全2色：グリーン、ブルー

DT150：6.5才　DC：5.2才

［DT150］
脚間幅：1330　脚間奥行：675
棚幅：1250　棚奥行：180
棚上高さ：80　棚下高さ：570
［DC］
脚間幅：370　脚間奥行：400

TACT DINING SET
タクト ダイニングセット

5-PIECE SET
DINING TABLE 150／CHAIR（座GN）

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）

5-PIECE SET
DINING TABLE 150／CHAIR（座BL）

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）
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2P
W1450×D890×H880（SH380）
SW920×SD500

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

3P
W1850×D890×H880（SH380）
SW1340×SD500

￥70,000 税抜（￥77,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全3色：アイボリー、ブラウン、ブラック

2P：29才　3P：37才

肘幅：330　脚高：75

2.5P
W1840×D930×H740（SH420）
SW1230×SD500

￥78,000 税抜（￥85,800 税込）

STOOL
W1100×D650×H420）

￥27,000 税抜（￥29,700 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：Aタイプ、Dタイプ

2.5P：38才　ST：8才

肘幅：170　脚高：160

背もたれにたっぷりとボリューム感を持たせたデザインの2P&3Pソファです。

背中を支え、長時間の着座でも快適な座り心地をサポートしてくれます。

ALMONDS
アーモンド

LEATHER│本革

ボリューム感たっぷり

座面ポケットコイル

2P / Black

3P / Brown

3P / Ivory

個性的な柄のパッチワークと、クラシックなろくろ脚が目を引くチェスター型ソファ&スツール。

2.5人掛けなので2人でゆったりとお使いいただけます。お掃除ロボットも使用可能です。

ADAM III
アダムⅢ

FABRIC│布

クッション1個付き

お掃除ロボット可

2.5P / A Type

2.5P / D Type

ST / D Type

POINT

❶背もたれのボリューム感が
　快適な座り心地をサポート
背もたれにたっぷりとボリューム感を持
たせデザインのため、背中を包み込むよ
うにしっかりと支え、長時間の着座でも快
適な座り心地をサポートしてくれます。

❷肌に触れる部分に本革を使用
肘・座面・背にはしっとりした手触りが特
徴的な本革を採用。高級感があり、応接
室などにもおすすめです。

POINT

お掃除ロボット使用可能
脚高が160㎜あるため、お掃除ロボッ
トもお使いいただけます。
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3P / Cloud Gray

2P
W1500×D970×H990（SH400）
SW1060×SD550

￥87,000 税抜（￥95,700 税込）

3P
W1980×D970×H990（SH400）
SW1540×SD550

￥104,000 税抜（￥114,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：ライトブラウン、ブラウン、レッド

2P：35.1才　3P：46.3才

肘高：580　肘幅：210
脚高：100

2P
W1550×D840×H940（SH420）
SW970×SD520

￥51,000 税抜（￥56,100 税込）

3P
W1850×D840×H940（SH420）
SW1270×SD520

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：モスグリーン、クラウドグレー

2P：28才　3P：30才

肘高：530　肘幅：280
脚高：180

FABRIC│布

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

お掃除ロボット可

クッション1個付き

1台で様々なレイアウトが楽しめるR5点セット。

くの字型やL字型などお部屋に合わせてレイアウトができます。

ELLERY
エラリー

SPL/PVC│合成皮革

組み替え自由

2P / Red

3P / Light Brown

POINT

1台で様々なレイアウト
配置を自由に変えることがで
きる組 み 替えタイプで す。右
コーナーも左コーナーも向き
を気にせずに設置できます。
※右はレイアウト例です

CA B

3P / Brown

LEATHER│本革

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

2P / Moss Green

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL（合皮）／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ダークブラウン、ダークグリーン

R5点：78才　右肘・左肘：18才
肘無：11才　コーナー：20才

肘高：530　肘幅：250

R5
／W770×D920×H870（SH380）
　SW450×SD450

／W770×D920×H870（SH380）
　SW450×SD450

／W570×D920×H870（SH380）
　SW520×SD450

／W1120×D1120×H870（SH380）

右 肘

左 肘

肘 無

コーナー

￥112,000 税抜（￥123,200 税込）

Dark Green

Dark Brown

しっとりとした質感が特徴の本革を使用した2P&3Pソファ。

背もたれハイバックのため全身を預けておくつろぎいただけます。ANCHOR
アンカー

背もたれハイバックで、首・頭部までしっかり支えてくれる2P&3Pソファ。

脚の高さが18㎝あり、ソファ下の掃除がしやすい設計です。INSTA
インスタ
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ボリューム感たっぷりのレザーファブリック※カウチソファ。

しっとりした手触りが特徴で、ボリューム感がありながらも背もたれが低く、圧迫感がありません。

HONESTLEATHER FABRIC│人工皮革

ボリューム感たっぷり

背もたれローバック
オネスト

Black

Camel

POINT

圧迫感を与えないローバックデザイン
ふっくらしたボリューム感たっぷりの存在感ある
カウチソファです。ですが背もたれを低くめの設
計にしているためお部屋に圧迫感を与えないサ
イジングがポイントです。

POINT

2P
W1480×D860×H930（SH400）
SW990×SD510

￥50,200 税抜（￥55,220 税込）

3P
W1680×D860×H930（SH400）
SW1180×SD510

￥58,200 税抜（￥60,020 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL（合皮）／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全2色：ダークブラウン、ダークグレー

2P：26.2才　3P：30.2才

肘高：540　肘幅：230
脚高：100

2P / Dark Gray

3P / Dark Brown

クッション1個付き

SPL/PVC│合成皮革

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

脚選べます

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：レザーファブリック（人工皮革）

内部：ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全2色：ブラック、キャメル

84.8才　2P右肘：42.5才
カウチ左肘：42.3才

肘高：600　肘幅：250
脚高：50

COUCH
／W2410×D1730×H850（SH420）
　SW1890×SD580/1310

／W1530×D980×H850（SH420）
　SW1270×SD580

／W880×D1730×H850（SH420）
　SW620×SD1310

全 体

2 P 右 肘

カウチ左肘

￥144,000 税抜（￥158,400 税込）

※レザーファブリック…表面が起毛しており、革に近いしっとりした手触りの人工皮革。通気性が高く、汗をかいてもベタつきに
くい素材です。合成皮革と違い、水などを吸収してしまうとシミになりやすいため、水こぼし等には十分お気をつけください。

〈スチール脚〉 〈木脚・角〉

ブラウンナチュラル

〈木脚・丸〉

ブラウンナチュラル

〈木・スチール脚〉

オーク ブラウン

脚の種類が選べます
スタイリッシュなスチール脚、柔らか
い印象の木脚丸、どんなお部屋にも合
わせやすい木脚角など全7タイプより
お好みの脚をお選びいただけます。
※脚の高さはすべて100㎜となっています。

背もたれ脱着式の2P&3Pハイバックソファ。

脚は4種類よりお好みのタイプをお選びいただけます。

ORACLE III
オラクル
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12㎝ 4本組 

￥2,800 税抜 
（ ￥3,080 税込 ）

12㎝

BR NA

15㎝ 4本組 

￥3,200 税抜 
（ ￥3,520 税込 ）

15㎝

BR NA

脚取り付け可能（別売り） ※全サイズ取り付け可能。全て各4本ずつ必要です。

2サイズ各2色の脚から、お好きなものをお選びいただけます。

1P
W880×D985×H820（SH250）

￥36,000 税抜（￥39,600 税込）

2P
W1470×D985×H820（SH250）

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

CORNER
W985×D985×H820（SH250）

￥33,000 税抜（￥36,300 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：ベージュ、グリーン、ブラウン、ブラック

1P：15才　2P：22才　コーナー：15才

脚高：120、150

組み合せてレイアウトができる背もたれハイバックのロータイプソファ。

別売りの脚を取り付けてお使いいただくことも可能です。

CARLOS II

POINT

FABRIC│布

10段階リクライニング

座面下収納付き

クッション2個付き3つの背もたれが独立して10段階にリクライニングできるカウチソファ。

1人掛け肘無しには座面下に収納スペースが備えられています。

CARONA II
カローナⅡカルロスⅡ

FABRIC│布

背もたれハイバック

クッション1個付き

お掃除ロボット可（脚取付け時）

脚取り付け可（別売り）

1P+2P+CORNER / Brown

1P+2P+CORNER / Beige

POINT

2P / Black（脚15㎝/NA）

1P+2P+CORNER / Green（脚15㎝/NA）

❶ 背もたれリクライニング式
３つの背もたれをそれぞれ独立してリクライニング
することができます。

❷座面下収納付き
1人掛け肘無しには便利な座面下収納がついています。
◎収納スペース内寸：W770×D585×H100-160

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ブラウン

2P：26.2才　3P：30.2才

肘高：570　肘幅：250
脚高：50

COUCH
／W2300×D1690×H950（SH440）
　SW1740×SD1310

／W1460×D850×H950（SH440）
　SW1190×SD470

／W840×D850×H950（SH440）
　SW550×SD470

／W950×D840×H660（SH440）
　SW950×SD550

全 体

2 P 右 肘

1 P 左 肘

1 P 肘 無

￥94,000 税抜（￥103,400 税込） Brown

Beige
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3P / Blue

2P / Blue

1P / Beige

2P RIGHT COUCH
W1640×D840×H840（SH400）
SW1390×SD540

￥47,000 税抜（￥51,700 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：グリーン、オレンジ
　　　ブラウン、スチールグレー

27才

肘高：570　肘幅：260
脚高：120

FABRIC│布

クッション1個付き

お掃除ロボット可

ポケット付き

Steel Gray

Orange

Green

Brown

1P
W740×D950-1650×H1040（SH460-530）
SW500×SD540-1000

￥42,000 税抜（￥46,200 税込）

2P
W1300×D950-1650×H1040（SH460-530）
SW1060×SD540-1000

￥74,000 税抜（￥81,400 税込）

3P
W1800×D950-1650×H1040（SH460-530）
SW1560×SD540-1000

￥91,000 税抜（￥100,100 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ブルー

1P：14.5才　2P：24.5才　3P：33.7才

肘幅：120

FABRIC│布

リクライニングソファ

背もたれハイバック

背もたれ取り外し式

3P
W1860×D980-1580×H1000-820（SH430）
SW1420×SD570-970

￥111,000 税抜（￥122,100 税込）

レザーファブリック※を使用した電動リクライニングソファ。

しっとりした手触りが特徴で、ボタン操作ひとつでお好みの位置にリクライニングができます。

GRACE LEATHER FABRIC│人工皮革

リクライニングソファ

背もたれハイバック

背もたれ取り外し式

グレイス

POINT

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：レザーファブリック（人工皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全2色：キャメル、ダークブラウン

43.4才

肘高：570　肘幅：220

※レザーファブリック…表面が起毛しており、革に近いしっとりした手触りの人工皮革。通気性が高く、汗をかいてもベタつきに
くい素材です。合成皮革と違い、水などを吸収してしまうとシミになりやすいため、水こぼし等には十分お気をつけください。※3人掛け中央のシートはリクライニングしません。

Dark Brown

Camel

❶ 背もたれハイバック
背もたれは首・頭部まで支えるハイバック仕様
です。体を預けておくつろぎいただけます。

❷ 電動リクライニング機能
両肘のボタンを操作することでフット・背もたれ
部分が可動するリクライニング機能付きです。

３サイズ展開のファブリック電動リクライングハイバックソファ。

コンパクトながらも肘がスマートな設計のためシート幅が広く使えます。CROON
クルーン

カラー展開豊富なコンパクトサイズの片肘ソファ。

片肘で一部背の開いた特徴のあるデザインです。CANDY II
キャンディーⅡ

2726



3P
W1800×D860×H870（SH410）
SW1700×SD540-700

￥62,000 税抜（￥68,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム

全2色：ブルー、グレー

31.5才

脚高：100

座面スライド式の3人掛けファブリックソファ。

肘がないデザインのためデイベッドとして、横になっても快適におくつろぎいただけます。

CONNECT
コネクト

FABRIC│布

座面スライド式

肘無しデザイン

Gray

Blue

POINT

❶広々使える座面スライド式
両座面は体重移動でスライドする仕
様です。あぐらをかいたり横になった
り、シーンによって奥行の広さを変え
てお使いただけます。

❷肘が無いすっきりデザイン
肘 が 無 い すっきりした デ ザ イン に
なっています。肘がない分座面の幅
が広く使えるため、デイベッドとして
横になる際にも大変便利です。

2P
W1470×D930×H970（SH410）
SD520

￥72,000 税抜（￥79,200 税込）

3P
W1960×D930×H970（SH410）
SW1430×SD520

￥86,000 税抜（￥94,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム、チップウレ
　　 タン、ポケットコイル

全2色：ダークブラウン、ライトブラウン

2P／30才　3P／43.7才

肘高：530　肘幅：260
脚高：30    背高：560

背もたれハイバックで首・頭部を預けてくつろげる2人掛け&3人掛けソファです。

背もたれは取り外しもできるため、お引越しや移動の際に大変便利です。

KENES
ケネス

LEATHER│本革

背もたれハイバック

背もたれ取り外し式

POINT

背もたれ取り外し可能
背もた れ は 取り外しでき
る仕様のため移動の際に
大変便利です。

Light Brown

Dark Brown
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2P
W1600×D855×H825（SH390）
SW1060×SD550

￥57,000 税抜（￥62,700 税込）

3P
W1910×D855×H825（SH390）
SW1300×SD550

￥66,000 税抜（￥72,600 税込）

レザーファブリック※を使用した2人掛け、3人掛けハイバックソファ。

しっとりした手触りが特徴で、ふっくらした掛け心地が特徴です。

COMODIFABRIC│布

背もたれハイバック
コモディ

POINT

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：レザーファブリック

内部：Sバネ
背：ウェービングベルト、ウレタンフォーム
　 シリコンフィル、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム、シリコンフィル
　　 チップウレタン

全2色：ブルー、ライトグリーン

2P：31.6才　3P：37.3才

肘高：460　肘幅：300
脚高：80

※レザーファブリック…表面が起毛しており、革に近いしっとりした手触りの人工皮革。通気性が高く、汗をかいてもベタつきに
くい素材です。合成皮革と違い、水などを吸収してしまうとシミになりやすいため、水こぼし等には十分お気をつけください。

様々な配置でお使いいただけるファブリックカウチソファ。

2P部分とカウチ部分の配置を変えることで、複数のレイアウトをお楽しみいただけます。

KOMOR
コモル

FABRIC│布

お掃除ロボット可

組み替え可能

クッション6個付き

POINTLight Green

横になりやすい肘高
肘の高さが低く、座面と同じクッション材を使用している
ため、横になり枕がわりとしてもお使いいただけます。

❷お掃除ロボット使用可
脚高が150㎜あるため、お掃
除ロボットもお 使 い い た だ
けて便利です。

Blue

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：カーキ、ダークグレー

30.2才　2P片肘：14.5才
カウチ片肘：15.7才

肘幅：200　脚高：150

COUCH
／W2260×D840-1500×H620（SH380）
／W1410×D840×H620（SH380）
　SW1220×SD630

／W850×D1500×H620（SH380）
　SW1300×SD630-690

全 体
2 P 片 肘

カウチ片肘

￥66,000 税抜（￥72,600 税込）

COUCH（左） / Khaki

COUCH（右） / Dark Gray

❶様々なレイアウトで使用可能
通常のレイアウトに加えて、2P部分とカウチ
部分をそれぞれ単体で配置するなど、様々な
使い方が楽しめるデザインになっています。

3130



水洗い可能なフルカバーリング仕様のファブリックソファ。

本体、背・座・ハンドクッション全てのカバーがご自宅の洗濯機で洗えます。

CIRCUSFABRIC│布

フルカバーリング

水洗いOK

背もたれ取り外し式

クッション2個付き

サーカス

POINT

背もたれ取り外し式
背もたれが取り外し可能
なため、お引越しや模様
替えなどの移動の際にも
便利です。

2.5P+STOOL / Beige-Dark Brown

3P+STOOL / Gray-Black

2.5P
W1700×D915×H940（SH410）
SW1360×SD550

￥66,000 税抜（￥72,600 税込）

3P
W1980×D915×H940（SH410）
SW1660×SD550

￥76,000 税抜（￥83,600 税込）

STOOL
W710×D510×H410

￥16,000 税抜（￥17,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：ウェービングベルト
背：シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全2色：ベージュ/ダークブラウン、グレー/ブラック

2.5P：36才　3P：44才　ST：5.5才

肘高：490　肘幅：160
脚高：60

2P
W1290×D800×H950（SH400）
SW820×SD500

￥64,000 税抜（￥70,400 税込）

3P
W1740×D800×H950（SH400）
SW1250×SD500

￥78,000 税抜（￥85,800 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ダークブラウン

2P：21才　3P：36才

肘高：530　肘幅：235
脚高：130

COUCH
W1960×D840-1410×H990（SH430）
SW1670×SD520-1080
（スツール：W670×D560×H430）

￥84,000 税抜（￥92,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ブルー

40才

肘高：580　肘幅：150
脚高：100

LEATHER│本革

背もたれハイバック

背もたれ取り外し式

お掃除ロボット可

FABRIC│布

クッション2個付き

ヘッドレスト2個付き

組み替え可能

2P / Beige

3P / Dark Brown

1台で3通りの組み換えが可能なヘッドレスト付きカウチソファ。

カウチソファとしても、3人掛け+スツールとしてもお使いいただけます。SEEK
シーク

背もたれ脱着式のハイバック本革ソファ。

脚高が130㎜あるため、お掃除ロボットもお使いいただけます。SIMON II
サイモンⅡ

3P+STOOL / Beige

COUCH / Blue
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3P / Blue

2P
W1320×D900×H930（SH410）
SW890×SD490

￥48,000 税抜（￥52,800 税込）

3P
W1780×D900×H930（SH410）
SD490

￥60,000 税抜（￥66,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、ウレタンフォーム
座面：チップウレタン、ポケットコイル

全3色：ベージュ、グリーン、ブラック

2P：27才　3P：37才

肘高：530　肘幅：230
脚高：80

2P
W1500×D890×H920（SH410）
SW1000×SD510

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

3P
W1830×D890×H920（SH410）
SD510

￥60,000 税抜（￥66,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
　 チップウレタン
座面：ウレタンフォーム、チップウレタン

全2色：グリーン、ブルー

2P：29才　3P：36才

肘高：520　肘幅：260
脚高：前190　後130

FABRIC│布

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

お掃除ロボット可

ひっかきに強い

3P / Black

FABRIC│布

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

2P / Green

ハイバック仕様でゆったりくつろげるファブリックソファ。

包み込むような座り心地が特徴です。JARURU II
ジャルルⅡ

ひっかきに強い生地を採用した2P&3Pソファ。

背もたれハイバックで体をしっかり支えます。CHARLOT
シャルロ

3P / Beige

2P / Green

2P
W1560×D850×H800（SH400）
SD530

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

3P
W1800×D850×H800（SH400）
SW1600×SD530

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック
木部：ホワイトアッシュ

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、チップウレタン

全3色：ベージュ、ブルー、グレー

2P：25才　3P：28才

肘高：590　肘幅：100
脚高：160

ホワイトアッシュ材の前板が特徴のファブリックソファ。

脚の高さが160㎜あるためお掃除ロボットも使用可能です。

SHRIMP
シュリンプ

FABRIC│布

木飾り付き

お掃除ロボット可

2P / Gray

3P / Beige

3P / Blue

Blue

POINT

お掃除ロボット使用可
脚高が160㎜あるため、お掃
除ロボットもお 使 い い た だ
けて便利です。
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2P
W1320×D800×H770（SH400）
SW1050×SD470

￥49,000 税抜（￥53,900 税込）

3P
W1630×D800×H770（SH400）
SW1320×SD470

￥56,000 税抜（￥61,600 税込）

花柄クッションがアクセントのファブリックソファ。

肘部にあしらったナチュラル色の天然木が特徴です。

JOTYFABRIC│布

お掃除ロボット可

クッション2個付き
ジョティ

POINT

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック
木部：ラバーウッド

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：グリーン、オレンジ
　　　ダークブラウン

2P：19才　3P：23才

肘高：570　肘幅：130
脚高：150

3P / Green

3P / Orange

2P / Dark Brown

❷ お掃除ロボット対応
床下が150㎜空いているためソファ
下の掃除がしやすく、お掃除ロボット
もお使いいただけます。

❶ お部屋に彩りを添えるソファ
明るいカラーのファブリックに花柄
のクッションがアクセントになった
華やかなカジュアルソファです。

3P COUCH
W1980×D950-1540×H915（SH420）
SW1720×SD520

￥100,000 税抜（￥110,000 税込）

3通りの組み替えが可能なファブリックカウチソファ。

フルカバーリングで水洗いが可能なため、ソファをいつでも清潔に保つことができます。

SYMPHONY⑦
シンフォニー⑦

FABRIC│布

フルカバーリング（水洗いOK）

背もたれハイバック

クッション2個付き

肘取り外し式

POINT

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、ウレタンフォーム、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル
　　ファイバーフィル、チップウレタン

全5色：ベージュ／ダークブラウン、オーシャンブルー
　　  ホワイト／ブルー、ダークブラウン、グレー／ブラック

42才

肘高：610　肘幅：130　脚高：100

White-Blue

Ocean Blue

Gray-Black

Dark Brown

Beige-Dark Brown

❷2way仕様の背クッション
お好みに合わせて背クッションを上下に入れ替えて、2
通りの使用感で楽しめます。

❶脚の種類が選べます
スチール、木・スチール、木脚よりお選びいただけます。
※高さは全て100㎜です。

〈スチール脚〉 〈木脚・角〉

ブラウンナチュラル

〈木脚・丸〉

ブラウンナチュラル

〈木・スチール脚〉

オーク ブラウン
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背もたれと肘がお好きな角度に調整できる、ファブリック素材のリクライニングカウチソファ。

カウチ部分は大きめに設計しているため、あぐらをかくこともできます。

SYMBOLFABRIC│布

リクライニングソファ

組み替え可能

クッション3個付き

シンボル

POINT

COUCH+1P片肘+肘無し / Dark Gray

COUCH+1P片肘 / Dark Gray

組み替え可能
3つの配置を替えることで、右カウチ、
左カウチ、コーナーソファのような形
としてもお使いいただけます。

材質

構造

カラー

才数

張地：ファブリック

内部：ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全1色：ダークグレー

1P片肘：24.23才　肘無：14.5才
カウチ：50才

丸みのあるフォルムがかわいらしいコンパクトソファ。

背もたれもローバックなのでお部屋に圧迫感を与えません。

ZOOM II
ズームⅡ

FABRIC│布

背もたれローバック

コンパクトサイズ

POINT

2P
W1300×D740×H730（SH360）
SW980×SD500

￥31,000 税抜（￥34,100 税込）1P片肘
W890×D920×H870（SH390）

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

肘無し
W690×D920×H870（SH390）

￥37,600 税抜（￥41,360 税込）

COUCH
W1560×D1390×H870（SH390）

￥92,400 税抜（￥101,640 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：アイボリー、ピンク、ダークブラウン、グレー

18才

肘高：520　肘幅：140
脚高：100
アイボリー、ピンクは脚がナチュラル色
ダークブラウン、グレーは脚がブラウン色

❶ちょうどいいコンパクトサイズ
狭いお部屋や一人暮らしにちょうど良いコン
パクトサイズ。座面の奥行も500㎜あり、奥ま
でしっかり座ることができます。1人はもちろ
ん、2人で座ってもゆったりできます。

❷圧迫感のないロータイプ
背の高さが低いため、お部屋の空間が広く見
え、圧迫感を与えません。

Gray

Ivory

Pink

Dark Brown
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脚選べます

背もたれ取り外し式※

3.5P / Brown

豊富なバリエーションからサイズ・張地・脚を選べるソファシリーズです。

こだわり抜いた多層構造により、包み込むようなやさしい座り心地を実現しました。

1P
W980×D920×H910（SH430）

￥38,000 税抜（￥41,800 税込）

2P
W1500×D920×H910（SH430）

￥51,000 税抜（￥56,100 税込）

2.5P
W1680×D920×H910（SH430）

￥58,000 税抜（￥63,800 税込）

3P
W1850×D920×H910（SH430）

￥61,200 税抜（￥67,320 税込）

3.5P
W2050×D920×H910（SH430）

￥70,200 税抜（￥77,220 税込）

STOOL
W720×D550×H430

￥16,400 税抜（￥18,040 税込）

COUCH
W2180×D920-1530×H910（SH430）

￥101,000 税抜（￥111,100 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：シリコンフィル、ウレタンフォーム、　　 　　 
ポケットコイル、チップウレタン

全6色※：ミルクホワイト、ダークブラウン、ブラック
　　　  グレー、レッド、ブラウン
※1P、3.5P、スツール、カウチはミルクホワイト、
　ダークブラウン、ブラックの3色のみです

1P：19才　2P：27才　2.5P：32才　3P：36才
3.5P：43才　ST：4.7才　カウチ：47才

肘高：530　肘幅：260　脚高：150

SPL
合成皮革

SWEET⑦ SERIES│シリーズ

スイート⑦シリーズ

2人掛け1人掛け 2.5人掛け 3人掛け

3.5人掛け スツール カウチ（右・左）

※1P、カウチは除く

グレー レッド ブラウン ダーク
ブラウン ブラック ミルク

ホワイト
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2P / Beige

2.5P / Green

3P / Silver

2P
W1500×D920×H910（SH430）

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

2.5P
W1680×D920×H910（SH430）

￥61,000 税抜（￥67,100 税込）

3P
W1850×D920×H910（SH430）

￥65,200 税抜（￥71,720 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：シリコンフィル、ウレタンフォーム、　　 
　　 ポケットコイル、チップウレタン

全3色：ベージュ、グリーン、シルバー

2P：27才　2.5P：32才　3P：36才

肘高：530　肘幅：260　脚高：150

FABRIC
布

2P
W1500×D920×H910（SH430）

￥75,000 税抜（￥82,500 税込）

2.5P
W1680×D920×H910（SH430）

￥85,000 税抜（￥93,500 税込）

3P
W1850×D920×H910（SH430）

￥90,000 税抜（￥99,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：シリコンフィル、ウレタンフォーム、　　 　
　 　ポケットコイル、チップウレタン

全3色：アイボリー、ライトブラウン、ダークブラウン

2P：27才　2.5P：32才　3P：36才

肘高：530　肘幅：260　脚高：150

LEATHER
本革

3P / Light Brown

3P / Ivory

3P / Dark Brown

POINT

❶脚の種類が選べます
3タイプ（全5種）の中からお好きな脚をお選びいただけます。

❷背もたれ取り外し式※

背もたれ取り外し式のため、お引越しや模様替えの移動の際
に便利です。
※1P、カウチは背もたれ取り外し不可

ブラウンナチュラル ブラウンナチュラルＡタイプ

〈スチール脚〉 〈木脚・角〉 〈木脚・丸〉
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2P
W1260×D870×H970（SH410）
SD520

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

3P
W1730×D870×H970（SH410）
SW1330×SD520

￥64,000 税抜（￥70,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック
木部：タモ材

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ブラウン

2P：21才　3P：28.7才

肘高：520　肘幅：200
脚高：130

頭をしっかり支えてくれるハイバック仕様のファブリックソファ。

肘掛けの下に高級感のある木飾りをあしらったデザインが特徴です。

TENOR⑥
テノール⑥

FABRIC│布

背もたれハイバック

クッション1個付き

POINT

お掃除ロボット使用可能
脚高が130㎜あるため、お掃除ロボッ
トもお使いいただけます。

Orange

Purple

Blue

Green

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：ウェービングベルト、ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：ブラック／ブラック

42才　2P：21才　カウチ：21才

脚高：前120

3P
W1680×D960×H950（SH420）
SW1670×SD600

￥43,000 税抜（￥47,300 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム

全4色：パープル、グリーン、オレンジ、ブルー

30.5才

クッション（大）：W820×H630
ランバークッション：W750×H320
クッション無し時座面奥行き：800
脚高：130

FABRIC│布

ランバークッション2個付き

FABRIC│布

PVC│合成皮革

左右組み替え可能

ランバークッション3個付き

ファブリックとPVCを組み合わせたツートンのモダンデザインカウチソファ。

ランバークッションが3個ついており腰当たりをサポートします。DERBY
ダービー

座面広々でカラー展開が豊富なファブリック3Pソファ。

あぐらがかけるほどの広い奥行が特徴です。TAPIOCA
タピオカ

COUCH
／W2120×D1480×H860（SH430）
　SW2120×SD440-990

／W1330×D880×H860（SH430）
　SW1330×SD440

／W790×D1480×H960（SH430）
　SW790×SD990

全 体

2 P

カ ウ チ

￥72,000 税抜（￥79,200 税込）

3P / Beige

2P / Brown
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2P
W1450×D890×H920（SH420）
SW880×SD540

￥58,000 税抜（￥63,800 税込）

3P
W1750×D890×H920（SH420）
SW1180×SD540

￥70,000 税抜（￥77,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：キャメル、ダークブルー

2P：33才　3P：40才

脚高：155

背もたれ脱着式、本革仕様のハイバックソファ。

背もたれがハイバックなので頭部までリラックスすることができます。

HAMILTON
ハミルトン

LEATHER│本革

背もたれハイバック

背もたれ脱着式

お掃除ロボット可

POINT

背もたれ取り外し可能
背は脱着式のため取り外して移動が
でき、大変便利です。

座面を組み替えて3人掛け+スツールとしても使えるカウチソファ。

背・座クッションがカバーリングでドライクリーニングが可能です。

NILE IIIFABRIC│布

組み替え可能

背・座カバーリング

ドライクリーニング可能

クッション2個付き

ナイルⅢ

POINT

背・座カバーリングのためドライクリーニング可能
背クッション、座クッションはカバーリング仕様のため、汚
れたらドライクリーニングをしてソファをいつでも清潔に
保てます。

COUCH / Cafe

3P+STOOL / Dark Brown

COUCH+HEAD REST / Two Tone

COUCH
W1840×D840-1390×H850（SH400）
SW1630×SD470-1080

￥50,000 税抜（￥55,000 税込）

HEAD REST
W500×D150×H600

￥5,600 税抜（￥6,160 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全3色：ツートン、カフェ、ダークブラウン

カウチ：40.6才　ヘッドレスト：0.5才

肘高：560　肘幅：110
脚高：100

3P / Camel

2P / Dark Blue
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LEATHER│本革

背もたれ取り外し式

木飾り付き

2P / Brown

3P / Dark Brown

3P / Beige

2P
W1550×D930×H850（SH390）
SW940×SD490

￥66,000 税抜（￥72,600 税込）

3P
W1950×D930×H850（SH390）
SD490

￥80,000 税抜（￥88,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：厚革／PVC（合皮）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全3色：ベージュ、ブラウン、ダークブラウン

2P：33才　3P：42才

肘高：520　肘幅：280
脚高：50

L3 SOFA
1 P 右 肘／W  930×D940×H720（SH430）
　　　   　SW600×SD500
1 P 肘 無／W  810×D940×H720（SH430）
　　　   　SW810×SD500
カウチ左／W1710×D940×H720（SH430）
　　　   　SW1280×SD500

￥162,000 税抜（￥178,200 税込）

STOOL
W880×D720×H430

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
座面：ウレタンフォーム、ファイバーフィル

全1色

1P右肘:24才　1Ｐ肘無:20.3才
カウチ左：42.8才　ST：10.6才

肘高：590　肘幅：280
背高:370

一体型になった背クッション+背もたれに包み込まれる座り心地のL3点ソファ＆スツール。

アクセントのリボンと高級感のある生地でフレンチシャビーな雰囲気を演出。

HALS
ハルス

FABRIC│布

フロアソファ

POINT

❶背もたれ一体型デザイン
背もたれと背クッションが一体型に
なった デ ザ イン が 特 徴 的で す。ボ
リューミーで包み込まれます。

❷別売りスツールで
　広がるレイアウトパターン
スツールを合わせるとロングカウチ
やダブルカウチにできます。

L3+Stool

3P
W2000×D970-1640×H970-800（SH470）
SW1620×SD530-1030

￥140,000 税抜（￥154,000 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム、フィリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全2色：グレー、ブラウン

43.8才

肘高：610　肘幅：170　脚高：130

BAKE
ベイク

2シーターで座面が広く使えるハイバック仕様の電動ソファ。

ヘッド部とフット部をそれぞれお好みの角度にリクライニングすることができます。
FABRIC│布

PVC│合成皮革

リクライニングソファ

Gray

POINT

ヘッドもリクライニング可能
フット部だけでなくヘッド部にも
モーターを内蔵。ボタン操作で
お好みの角度に変更できます。

高級感のある木飾りをあしらった革張りソファ＆スツール。

背もたれ脱着式のため、模様替えなど移動の際に大変便利です。VIRGO III
バルゴⅢ

Brown
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背もたれハイバック

2P
W1590×D870×H990（SH400）
SW1080×SD510

￥68,000 税抜（￥74,800 税込）

3P
W1890×D870×H990（SH400）
SW1380×SD510

￥80,000 税抜（￥88,000 税込）

LEATHER│本革

背もたれや肘掛け、座面に滑らかな手触りの本革を使った2P&3Pソファ。

背もたれハイバックのため、首や頭部までリラックスできます。

MARIAN
マリアン

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ブラック、ライトブラウン

2P：29才　3P：37才

肘高:540　肘幅:260
脚高:170　背高:610

背もたれ取り外し式

2P / Black

3P / Light BrownPOINT

背もたれ取り外し式
背もたれが取り外し可能なため、
お引越しや模様替えなどの移動
の際に大変便利です。

L2 SOFA
全　　体／W2520×D890-1980×H670-820（SH410）
2 P 右 肘／W1650×D890×H670-820（SH410）
                   SW1350×SD520
カウチ左／W870×D1980×H670-820（SH410）
                   SW520×SD1610

￥102,000 税抜（￥112,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック　脚：プラスチック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム、ポケットコイル

全3色：ブラウニー、ガーゴイル、カプチーノ

56才

脚高：100

3つのヘッドレストが独立して6段階リクライニングするL2点ソファです。

足を伸ばしてゆったりとおくつろぎいただけます。

FONT III
フォントⅢ

FABRIC│布

ヘッド可動式

クッション1個付き

Brownie

Gargoyle

Cappuccino

POINT

ヘッド部6段階調整可能
3つのヘッドレストは6段階にリクライ
ニングできます。

5150



COUCH BIG（右） / Brown

3P / Black STOOL / Blue

2P / Red2P / White

COUCH BIG（左） / Light Brown

※カウチビッグはライトブラウン、ブラウンの2色展開のみ

2P
W1570×D880×H970（SH420）
SW950×SD490

￥74,000 税抜（￥81,400 税込）

3P
W1890×D880×H970（SH420）
SW1300×SD490

￥88,000 税抜（￥96,800 税込）

STOOL
W670×D570×H420

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

COUCH BIG
W2350×D1460×H970（SH420）
SW1770×SD490-1070

￥164,000 税抜（￥180,400 税込）

背もたれハイバックの本革仕様ソファ＆スツール。

ハイバックタイプのため頭部までサポートしてゆったりおくつろぎいただけます。

MIRAGE IIISERIES│シリーズ

背もたれ取り外し式

背もたれハイバック

木飾り付き

ミラージュⅢ

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合皮）

内部：Sバネ　背：ウレタンフォーム　座面：ウレタンフォーム

全6色：ホワイト、ブルー、レッド、ライトブラウン、ブラウン、ブラック

2P：32才　3P：40才　ST：5才　カウチビッグ：57才

肘高：540　肘幅：300　脚高：85

POINT

〈木・スチール脚〉
脚の種類が選べます
モダンなスチール脚、柔らかい印象の
木脚丸、テイストを選ばない木脚角な
ど全8種類からお選びいただけます。
※脚の高さはすべて同じです。

COUCH
全    体／W2330×D1780×H910（SH410）
2P片肘／W1420×D   880×H910（SH410）
               SW1150×SD480
カウチ／W910×D1780×H910（SH410）
               SW570×SD1420

￥116,000 税抜（￥127,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：アイボイリー、ブラウン

51.2才

肘高：540　肘幅：280
脚高：150　背高：520
カウチ向きは左右ご用意

スチール脚、木脚などお好みに合わせて4タイプから脚を選べるカウチソファです。

ハイバックのため首・頭部を預けてリラックスできます。

MARIEANNE
メリーアン

クッション2個付き

FABRIC│布

脚選べます

お掃除ロボット可

COUCH（左） / Ivory（木脚角NA）

COUCH（右） / Brown（スチールA脚）

〈スチール脚〉

Aタイプ Bタイプ

〈木脚・角〉

ブラウンナチュラルオーク ブラウン

〈木脚・丸〉

ブラウンナチュラル
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LD SOFA
全    体／W1910×D1400×H700（SH420）
2P右肘／W1400×D  700×H700（SH420）
            　SW1210×SD540
2P肘無／W1210×D  700×H700（SH420）
            　SW1210×SD540

￥47,000 税抜（￥51,700 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ダークブラウン、キャメル

2P肘無:12才　2Ｐ右肘:19才

肘高：700　肘幅：160
脚高:150　背高:330 

アンティーク調の張地を採用したリビングダイニングソファです。

背もたれはローバックでお部屋に圧迫感を与えません。

MOSES III
モーゼスⅢ

PVC│合成皮革

背もたれローバック

クッション1個付き

POINT

❶クッション1個付き
❷背もたれローバック
背もたれがローバックタイプなので
お部屋に圧迫感を与えません。

お掃除ロボット可

Dark Brown

Camel B type

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：アイボリー、ダークブラウン

2P：29.3才　3P：34.7才

肘高：640　肘幅：270
背高：430-590

2P
W1640×D840×H840（SH400）
SW1390×SD540

￥52,000 税抜（￥57,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：Aタイプ、Bタイプ

27才

肘高：570　肘幅：260
脚高：120

LEATHER│本革

リクライニングソファ
RAIDEL
ライデル

座面が広く使える２シーターの本革張り電動ソファです。

お好みの角度にリクライニングしておくつろぎいただけます。

LOUIS
ルイス

個性的な生地を使ったパッチワークデザインが特徴の2P人掛けソファです。

片肘で背が開いているためサイドからも座りやすく足をのばすこともできます。

3P / Ivory

2P / Dark Brown

2P
W1610×D940-1630×H1030-830（SH470）
SW1060×SD530

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）

3P
W1910×D940-1630×H1030-830（SH470）
SW1340×SD530

￥120,000 税抜（￥132,000 税込）

FABRIC│布

クッション1個付き

お掃除ロボット可

A type
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L2 CORNER SOFA
全　体／W2155×D1580×H855（SH415）
2P片肘／W1580×D  845×H855（SH415）
   　　 　SW1290×SD480
2P肘無／W1310×D  845×H855（SH415）
　　　　SW1310×SD480

￥88,000 税抜（￥96,800 税込）

ヘッド部可動式のリビングダイニングソファです。セパレート仕様になっているため、

コーナータイプや対面タイプなどシーンに合わせてレイアウトができます。

LIPTON
リプトン

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：チップウレタン、ファイバーフィル
座面：チップウレタン、ファイバーフィル

全2色：クラウドグレー、ベージュ

47才

脚高:150　背高:470-580

ヘッド可動式

FABRIC│布

お掃除ロボット可

L2 CORNER SOFA（右） / Cloud Gray

POINT

❶ヘッドレスト可動式
ヘッド部可動式のため、倒すと圧迫
感なくすっきりし、立てるとハイバッ
クになり頭を預けることができます。

❷シーンに合わせてレイアウト
セパレート仕様になっているため、
コーナーだけでなく、対面のレイア
ウトなどもお楽しみいただけます。

L2 CORNER SOFA（左） / Beige

3P
W2050×D920-1570×H990-780（SH460-500）
SW1520×SD510-960

￥164,000 税抜（￥180,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：チップウレタン、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全3色：ブラック、ブラウン、
ライトブラウン

51.9才

肘高：580　肘幅：250
背高：620-430

座面中央に収納式の簡易テーブルが付いた電動ソファです。

ボタン操作でお好みの角度にリクライニングすることができます。

RAFFLE
ラッフル

LEATHER│本革

リクライニングソファ

簡易テ―ブル付き

POINT

簡易テーブル付き
座 面 中 央 の 背もた れ を 倒 すと簡 易
テ ーブ ル に なります 。ドリンクホ ル
ダーとして映画鑑賞などに最適です。

Brown

Black

Light Brown
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COUCH
全　　   体／W2470×D890-1220×H610-750（SH380）
カウチ片肘／W1420×D1220×H750（SH380）
　　　　   　SW1160×SD1020
肘    無    し／W1050×D890×H610（SH380）
　　　　　　SW1050×SD680

￥86,000 税抜（￥94,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル、
　 チップウレタン
座面：ウレタンフォーム

全2色：ライトグレー、ダークグレー

63.2才

肘高：750　肘幅：140
脚高:100
カウチ向きは左右ご用意

肘付き部分をハイバック、肘無し部分をローバックにすることで圧迫感を抑えたカウチソファです。

カウチ片肘の背・座がラウンド状になっており、あぐらをかいても広く、横に足を伸ばしても座りやすい設計です。

LOOP
ループ

FABRIC│布

クッション3個付き

COUCH（左） / Light Gray

COUCH（右） / Dark Gray

BACK / Dark Gray

POINT

❶圧迫感を抑えたデザイン
カウチ部がハイバック、肘無し
部がローバックのため、大型サ
イズながらも圧迫感を抑えたデ
ザインになっています。

❷くつろぎの形状
カウチ片肘の背・座面はラウン
ド形状になっています。あぐらを
かいたり、足を横にのばしたり、
お好きな座り方を楽しめます。

3P
W2020-2220×D1150-1190×H910（SH420）
SW1700×SD530-850

￥86,000 税抜（￥94,600 税込）

肘と背もたれが可動することで座面が広々使える3人掛けソファです。

腰をサポートしてくれるランバークッション2個付き。

LUSIC
ルジック

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：シリコンフィル、チップウレタン
座面：ウレタンフォーム

全2色：ベージュ、ブラウン

53.6才

脚高：140　背高：520

Beige

Brown

POINT

❶背もたれ前後可動式
背もたれは前後に2段階可動できま
す。後ろに倒すと850㎜の奥行にな
り、あぐらをかいて座ったり、寝転ん
でソファベッドとしても活躍します。

❷肘可動式
肘は無段階でリクライニングができ
ます。横になって頭を乗せやすいよ
うに、お好みの角度でお使いいただ
けます。

背もたれ可動式

FABRIC│布

肘可動式

クッション2個付き
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FABRIC│布

LEATHER FABRIC│人工皮革

SPL│合成皮革

ハンドクッション2個付き

組み替え可能

COUCH
W1950×D870-1460×H910（SH430）
SW1650×SD550

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック、SPL（合成皮革）、
レザーファブリック（人工皮革）

内部：ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、チップウレタン

全7色：〈布〉ブルー、ダークブラウン、
グリーン　〈SPL〉アイボリー、ブラック

〈レザーファブリック〉ベージュ、ダーク
ブラウン

27才

肘高：550　肘幅：140
脚高：130　背高:500

※レザーファブリック…表面が起毛しており、革に近いしっとりした手触りの人工皮革。通気性が高く、汗をかいてもベタつきに
くい素材です。合成皮革と違い、水などを吸収してしまうとシミになりやすいため、水こぼし等には十分お気をつけください。

3種類の張地から選べ座面組み替えができるカウチソファです。

背中のクッションを上下入れ替えることで2種類の座り心地を楽しめます。

RUPIA III
ルピアⅢ

布 / Green

布 / Dark Brown 布 / Blue

LF / Dark BrownLF / Beige

SPL / Black SPL / Ivory

POINT

❶座面組み替え可能
座面の組み換えでカウチソファ
として、3人掛け+スツールとし
てもお使いいただけます。

❷お掃除ロボット対応

❸背もたれ上下入替OK
背クッションを上下入れ替えるこ
とで、姿勢よく座れる座り心地と、
ふんわりした座り心地の2つの使
い方をお楽しみいただけます。

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：カフェ

65才

肘高：470　肘幅：180
脚高：15    背高：500

COUCH
W1900×D880-1440×H710（SH410）
SW1610×SD520-1020

￥53,000 税抜（￥58,300 税込）

HEADREST
W570×D150×H550

￥5,000 税抜（￥5,500 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：シリコンフィル

全1色

42才

肘高：580　肘幅：140
脚高：120　背高：450

REAL⑥
レアル⑥

ボリューム感のあるコーナー5点ソファです。肘無しソファの１つは背もたれを

倒すとカップホルダー付きの簡易テーブルとしてもお使いいただけます。

ROBERT II
ロバートⅡ

赤いステッチがアクセントになったデニムカウチソファ。座面を

組み替えると3P+スツールとしてもカウチとしても使用可能です。

R5
全　　体／W2700×D1690×H850（SH380）
右　　肘／W  740×D  960×H850（SH380）
　　　　　SW500×SD510
左　　肘／W  740×D  960×H850（SH380）
　　　　　SW500×SD510
肘　　無／W  540×D  960×H850（SH380）
　　　　　SW540×SD510
コーナー／W1430×D  980×H850（SH380）
　　　　　SW860×SD540

￥86,000 税抜（￥94,600 税込）

SPL/PVC│合成皮革

簡易テーブル付き

木飾り付き

POINT

1台で様々なレイアウト
セパレート仕様のため肘無しやコー
ナーの配置を変えたり、単品で分ける
など様々なレイアウトが楽しめます。

FABRIC│布

組み替え可能

クッション2個付き

お掃除ロボット可

※デニム生地の特性上、色落ち・色移りしますので、白っぽい服装などでの使用はご遠慮ください。

POINT

別売りでヘッドレストもご用意
別売りでヘッドレストを追加できま
す。首・頭部を預けておくつろぎい
ただけます。
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L2 SOFA
2P肘無右／W1420×D910×H720（SH440）
                    SW1420×SD530
カ ウ チ 左／W920×D1660×H720（SH440）
　　　　 　SW700×SD1240

￥101,000 税抜（￥111,100 税込）

ドライクリーニングOKなフルカバーリング仕様のL2点ソファです。

脚はモダンな鉄脚とお部屋に合わせやすい木脚（BR、NA）の3種類をご用意。

RAYMONDS
レイモンズ

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム、フェザー

全3色：ライトグレー、ダークグレー、ブルー

L2点：56才　脚：0.2才

肘高：720　肘幅：200
脚高:130

FABRIC│布

クッション2個付き

フルカバーリング

ドライクリーニングOK

脚選べます

Dark Gary / 鉄脚BK

POINT

❶3種類より脚が選べます  ※全て同じ高さです

❷フルカバーリング+ドライクリーニングOK
フルカバーリング＆ドライクリーニング可能なた
め、ソファを清潔に保つことができます。

〈鉄脚BK〉 〈木脚BR〉 〈木脚NA〉

Blue / 鉄脚BK

Light Gray / 木脚NA

2P
W1480×D900×H950（SH410）
SW1010×SD500

￥76,000 税抜（￥83,600 税込）

3P
W1960×D900×H950（SH410）
SW1500×SD500

￥98,000 税抜（￥107,800 税込）

STOOL
W670×D580×H400

￥24,000 税抜（￥26,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：高密度ウレタンフォーム

全3色：レッド、ブラウン、ライトブラウン

2P:33才　3Ｐ:44才　ST：3才

肘高：560　肘幅：240
脚高:50     背高:590 

ボリュームのある背クッションとバケット座面で包み込む、本革仕様のソファです。

ハイバックのため体を預けてくつろいでいただけます。

ROSETTE II
ロゼットⅡ

LEATHER│本革

背もたれハイバック

背もたれ取り外し式

POINT

❶背もたれ取り外し式
❷背もたれハイバック
背もたれハイバックのため首・頭部ま
で預けてくつろぐことができます。

2P / Red

3P+STOOL / Brown

3P / Light Brown
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COUCH
全　　　体／W2280×D920-1570×H980（SH490）
2  P  右   肘／W1450×D920×H980-800（SH490）
　　　 　　　SW1280×SD520
カウチ左肘／W 830×D1570×H980（SH490）
　　　 　　　SW640×SD1200

￥110,000 税抜（￥121,000 税込）

右肘側が電動リクライニングのハイバックカウチソファです。

カウチ側の座面下は大容量の収納スペースとなっています。

LOPES
ロペス

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、シリコンフィル
座面：ウレタンフォーム

全2色：グリーン、ベージュ

56.8才

肘高：600　肘幅：200
収納：W560×D1160×H130-180

片側リクライニング

FABRIC│布

座面下収納付き

Beige

Green

POINT

❶右肘電動リクライニング
右肘シートのみ、ボタン操作で電動
リクライニングします。 ※座面中央とカ

ウチはリクライニングしません。

❷座面下収納付き
カウチ部座面下には大容量の収納
を完備。リビング周りの小物をすっ
きりまとめることができます。

SOFA BED
ソファベッド
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SOFA BED
W1840×D830-1080×H750（SH350）
SD550

￥36,000 税抜（￥39,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：ボンネルコイル
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：ブルー、ライトブラウン、
チャコールブラック

19才

脚高：100　背高：430

背中央を空けることでベッド時に割れ目が背中に当たらないように設計されたソファベッド。

座面内部にはマットレスに多く使用されるボンネルコイルを採用しています。

ARC
アーク

FABRIC│布

3段階リクライニング

クッション2個付き

POINT

快適な寝心地を追求した構造です
ベッドマットレスに採用されるボンネルコイルを座面に
使うことで適度な硬さになり、体をしっかり支えます。
さらに、背もたれ中央を空けたデザインのためベッド時
に割れ目が中央に来ず、快適に横になることができます。

Light Brown

Charcoal Black 

Blue

SOFA BED
W1960×D810-1000×H720（SH440）
SW1770×SD520

￥65,000 税抜（￥71,500 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：A、B、C

22才

脚高：100
収納：W1600×D630×H140-90

A type

C type

FABRIC│布

座面下収納付き

ローリング式

B type

パッチワーク柄がお部屋のアクセントになるソファベッドです。

座面下には便利な収納スペースがあります。CUBIC
キュービック

クッション2個付き

肘取り外し式

SOFA BED
W1780×D850-980×H770（SH380）
SD510

￥25,000 税抜（￥27,500 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック、PVC（合成皮革）

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：〈PVC〉バイキャストブラウン、
オレンジ　〈布〉ベージュ、ブラウン

15才

脚高：180

PVC / バイキャストBrown

FABRIC│布

3段階リクライニング

お掃除ロボット可

APACHE
アパッチ

カラフルなボタンとパイピングがアクセントのソファベッドです。

張地は優しい肌触りの布とハリのあるPVC（合皮）の2種類展開。
PVC│合成皮革

PVC / Orange

布 / Beige

布 / Brown

AREA LIMITED│地域限定
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背が前に倒れてフラットになる、省スペースでお使いいただけるソファベッドです。

本体同生地のクッションが2個付いています。

KYLE II
カイルⅡ

Brown

POINT

省スペースで使いやすい
背もたれを前に倒すことでベッドの状態にな
る構造のため、省スペースでスムーズに切り
替えてお使いいただけます。

Beige

SOFA BED
W1820×D920-1170×H760（SH420）
SD600

￥48,000 税抜（￥52,800 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ、ウェービングベルト
背：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
座面：ウレタンフォーム、チップウレタン

全2色：ベージュ、ブラウン

23才

脚高：150　背高：380

RUSSELL II
ラッセルⅡ

座面の両サイドに高級感のある木飾りをあしらった

ソファベッドです。座面下収納スペース付き。
座面下収納付き

ローリング式

SPL/PVC│合成皮革

クッション2個付き

SOFA BED
W1870×D890-1150×H840（SH380）
SD520

￥42,000 税抜（￥46,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL/PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：グリーン、アイボリー、
ダークブラウン

33才

収納：W1670×D710×H120

Green

Ivory

Dark Brown

FABRIC│布

クッション2個付き

お掃除ロボット可

SOFA BED
W1650×D800-950×H700（SH315）
SD470

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：レッド、ブラウン、ブラック

12才

脚高：140

PVC│合成皮革

3段階リクライニング

レトロでシンプルなデザインのソファベッドです。

一般的なソファベッドに比べてコンパクトで一人暮らしのお部屋にも最適です。NERO
ネロ

コンパクトサイズ

お掃除ロボット可

Red

Brown

Black
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SOFA BED
W1980×D860-1000×H710（SH370）
SW1780×SD500

￥60,000 税抜（￥66,000 税込）

アッシュ材の前板とボタン止めがアクセントになった北欧デザインのソファベッドです。

ヘッド時割れ目が中央に来ないため快適に横になれます。

NOIN
ノイン

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック
前板：アッシュ材

内部：Sバネ、ウェービングベルト
座：ウレタンフォーム、ファイバーフィル
背面：ウレタンフォーム、ファイバーフィル

全2色：ブルー、ライトグレー

26.1才

肘高：550　肘幅：100
脚高：135　瀬高：310

Light Gray

Blue

POINT

左右側面ポケット付き
左右の肘側面には小物をすっきり収
納できるポケットがついています。

FABRIC│布

ポケット付き

クッション2個付き

肘取り外し式

3段階リクライニング

SOFA BED
W1960×D810-1000×H720（SH440）
SW1770×SD520

￥55,000 税抜（￥60,500 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：ブラック、ライトブラウン、
ダークブラウン、ブルー

22才

脚高：100
収納：W1600×D630×H140-90

座面下に便利な収納スペースを設けたソファベッドです。

背もたれはローバックタイプでお部屋に圧迫感を与えません。

BASARA II
バサラⅡ

Light Brown / 脚NA

Black / 脚NA

Dark Brown / 脚BR Blue / 脚BR

POINT

❶座面下収納スペース付き
座面を持ち上げると幅1600㎜の座面下
に収納スペースが現れます。雑誌やブラ
ンケットなどたくさん収納できます。

❷ソファ→ベッドはローリング式
ソファとベッドの切り替えは省スペース
で切り替えが行えるローリング式になっ
ています。

FABRIC│布

座面下収納付き

ローリング式

クッション2個付き

肘取り外し式
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SOFA BED
W1810×D790-990×H790（SH420）
SD480

￥26,000 税抜（￥28,600 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：ファブリック

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：ブルー、ブラウン、グレー

14才

脚高：190　※床下スペース：H150

左右の背もたれが独立してリクライニングできるソファベッドです。

背・座面にあしらったカラフルなポタンがアクセントになっています。

METRE
メートル

 Blue

Brown

Gray

POINT

左右独立リクライニング
2分割された背もたれが独立してリク
ライニングできるため、座る人のくつろ
ぎ方に合わせて角度を変更できます。

FABRIC│布

3段階リクライニング

お掃除ロボット可

RECLINER
CENTER TABLE

リクライナー / センターテーブル
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RECLINER
W750×D780-1170×H1060-880（SH445-490）
SW435×SD490-540

￥80,000 税抜（￥88,000 税込）

SIDE TABLE T-026
φ270

￥3,200 税抜（￥3,520 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：ルビーレッド、ココアブラウン
バニラクリーム、チャコールブラック

13才　T-026：0.4才

肘高：550　肘幅：150
スツール：W460×D415×H440
ST内寸：W330-350×D300×H35

RECLINER
W780×D840-1160×H1040-870（SH460-500）
SW520×SD510-550

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ブラウン、ブラック

9.7才

スツール：W490×D410×H400

LEATHER│本革

回転式

PVC│合成皮革

回転式
CARRY
キャリー

体重移動でリクライニング可能、レバーでお好みの位置にロックをかけて

ゆったりくつろげるリクライナーです。360度回転式。

360度回転可能な本革仕様のリクライナーです。

体重移動でリクライニングでき、お好みの角度でロックできます。PALEL
パレル

ヘッドレストの高さ・角度と背もたれの角度をお好みに合わせて調整できるリクライナー。

スツールは収納スペース付きです。別売りで取り付け可能なサイドテーブルもご用意。

ANITA
アニータ

LEATHER│本革

回転式

ヘッド高さ・角度調整可

座面下収納付き

別売サイドテーブル取付可

POINT

❶ヘッド部高さ・角度調整可能
❷スムーズにリクライニング
座面下の取っ手をゆるめて簡単にリ
クライニングができます。

❸収納スペース付きスツール
❹別売りサイドテーブル有り
左右どちらの肘にも取り付けできる
サイドテーブル（T-026）もご用意。

Vanilla CreamCharcoal Black

Cocoa Brown
別売T-026サイドテーブル付

Ruby Red

Brown

Black

POINT

❶360度回転式
本体が360度回転するため、省スペー
スで立ち座りが行えます。

❷レバー操作で調整可能
座面下の取っ手を絞ると角度を固定
でき、緩めると角度を変更できます。

Dark Brown

Light Brown

RECLINER
W790×D980-1190×H990-850（SH390-420）

￥44,000 税抜（￥48,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

8.9才

スツール：W470×D400×H420

POINT

❶360度回転式
本体が360度回転するため、省スペー
スで立ち座りが行えます。

❷レバー操作で調整可能
座面下の取っ手を絞ると角度を固定
でき、緩めると角度を変更できます。
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RECLINER
W795×D805-1320×H1070-670（SH430-490）
SW520×SD480-550

￥54,000 税抜（￥59,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：レザーファブリック（人工皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：ベージュ

13.6才

スツール：W480×D445×H420

SPEECH
スピーチ

張地にレザーファブリックを採用した回転式のリクライナー。

ヘッドレストの角度も調整できます。

SELINA
セリーナ

本革仕様の回転式リクライナーです。ヘッドレストの高さと角度を

お好みに合わせて調整してお使いいただけます。

POINT

❶ヘッド部角度調整可
ヘッドの角度調整ができるためお好
みの角度でおくつろぎいただけます。

❷レバーでリクライニング調整
座面下左右にあるレバーを下に降ろ
すとお好みの角度で固定ができます。

RECLINER
W820×D820-1300×H990-650（SH390-450）

￥78,000 税抜（￥85,800 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全1色：ダークブラウン

15.6才

スツール：W490×D450×H370

回転式

LEATHER FABRIC│人工皮革

ヘッド角度調整可

AREA LIMTED│地域限定

※レザーファブリック…表面が起毛しており、革に近いしっとりした手触りの人工皮革。通気性が高く、汗をかいてもベタつきに
くい素材です。合成皮革と違い、水などを吸収してしまうとシミになりやすいため、水こぼし等には十分お気をつけください。

回転式

LEATHER│本革

ヘッド高さ・角度調整可

AREA LIMTED│地域限定

POINT

❶ヘッド部高さ・角度調整可
ヘッドの角度と高さをお好みに調整
してお使いいただけます。

❷レバーでリクライニング調整
座面下左右にあるレバーを下に降ろ
すとお好みの角度で固定ができます。

RECLINER
W840×D820-1750×H1110-840（SH450-540）
SW500×SD550-640

￥61,000 税抜（￥67,100 税込）

材質

構造

カラー

才数

張地：SPL／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全2色：アイボリー、ダークブラウン

21才

アームレストとフットレストの角度調整可能な機能が充実したリクライナーです。

回転式+フットレスト一体型のため省スペースでお使いいただけます。

FRANK II
フランクⅡ

POINT

❶無段階リクライニング
無段階リクライニングなのでお好み
の位置でお使いいただけます。座面
左右のレバーを下に降ろすと固定
ができます。

❷フットレスト角度調整可
肘内側のヒモを引くとフットレスト
が上がり、お好みの位置で離すと固
定されます。

❸アームレスト6段階調整
アームレストは6段階で調整が可能
です。カチッと音がする位置まで引
き上げ、戻す際は一番高い位置まで
上げてから押し下げます。

回転式

SPL/PVC│合成皮革

アームレスト6段階調整可

フッドレスト角度調整可

Ivory

Dark Brown
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RECLINER
W830×D860-1210×H980-850（SH420-450）
SW520×SD540

￥44,000 税抜（￥48,400 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：SPL／PVC（合成皮革）

内部：スチールフレーム
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全4色：ブラウン、ダークブラウン、
ブラック、ダークグリーン

18.5才

スツール：W550×D480×400

ヘッドレストの高さ調整ができる回転式のリクライナー。

背もたれの角度は約102～120度で無段階リクライニングができます。

PRIMERA④
プリメーラ④

SPL/PVC│合成皮革

回転式

ヘッド高さ調整可

Black Brown

Dark Brown Dark Green

POINT

❶無段階リクライニング
背もたれは角度102～120度でリク
ライニングできます。側面のレバー
を外側に倒すと固定されます。

❷ヘッドレスト高さ調整可
ヘッドレストは上下に上げ下げする
ことで5段階の高さ調整ができます。

RECLINER
W810×D830-1220×H1070-910（SH440-490）
SW500×SD520

￥68,000 税抜（￥74,800 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

張地：本革／PVC（合成皮革）

内部：Sバネ
背：ウレタンフォーム
座面：ウレタンフォーム

全3色：ブラウン、ダークブラウン、
ダークグリーン

13才

スツール：W490×D460×H420

VENEER│突板

昇降式

LEATHER│本革

回転式
REGINA
レジーナ

本革仕様の360度回転式リクライナーです。

ヘッド部分はボリュームがあり頭をしっかりと支えてくれます。

リクライナーとセットでお使いいただける昇降式のサイドテーブルです。

天板可動式で本などを読みやすい角度に調整することができます。YOKE
ヨーク

Brown

POINT

❶360度回転式
本体が360度回転するため、省スペー
スで立ち座りが行えます。

❷レバー操作で調整可能
座面下の取っ手を絞るとリクライニン
グ角度をお好みで固定できます。

SIDE TABLE
W745×D380×H620-840

￥9,000 税抜（￥9,900 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

天板：シナ突板+MDF
脚：スチール

天板：ウレタン塗装
脚：粉体塗装

全2色：ライトブラウン、ダークブラウン

1才

天板：W570×D350×H12
天板耐荷重6kg

POINT

❶昇降式
高さを620～840㎜まで調整してお使
いいただけます。

❷天板可動式
天板可動式のため、本などを読みや
すい角度に調整できます。縁にストッ
パーも付いています。

天板可動式

Light Brown

Dark Brown

Dark Brown

Dark Green
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引き出し1杯付き

SOLIDWOOD│無垢

無垢材をブロック状に張り合わせたセンターテーブルです。

便利な引き出しが1杯付きで小物をスッキリ収納できます。

ORZ III
オーズⅢ

材質

塗装

カラー

才数

備考

オーク無垢材、ウォールナット無垢材

ウレタン塗装

全2色：ナチュラル（オーク）、
ブラウン（ウォールナット）

2.4才

引き出し内寸：W250×D320×H60

Natural（oak）

POINT

同シリーズのダイニングセットもご用意
豊富なサイズ、バリエーションからお部屋の
広さや人数に応じて組み合わせができるダイ
ニングシリーズも展開しています。

Brown（wn）

CENTER TABLE 105 
W1050×D500×H380

│ O a k │
│Walnut│

￥29,000 税抜（￥31,900 税込）

￥32,000 税抜（￥35,200 税込）

CENTER TABLE 105
W1050×D550×H380

￥21,000 税抜（￥23,100 税込）

CENTER TABLE 120
W1200×D600×H380

￥23,000 税抜（￥25,300 税込）

材質

構造

カラー

才数

備考

天板：オーク突板　脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全1色

105：3.9才　120：4.8才

105脚間：W800×D410㎜
棚板内寸：W800×D300×H110㎜
120脚間：W950×D410㎜
棚板内寸：W950×D300×H110㎜

CENTER TABLE
W1000×D450×H400

￥31,000 税抜（￥34,100 税込）

材質

塗装

カラー

才数

備考

オーク無垢

ウレタン塗装

全1色

4才

脚間：W870×D310
棚板内寸：W820×D210×H150

収納棚付き

CT105

VENEER│突板

収納棚付き
OAK STYLE
オークスタイル

節有りオーク突板の木目が美しいセンターテーブルです。

便利な収納棚が天板下についています。

TACT
タクト

オーク材総無垢のセンターテーブルです。

コンパクトながらも収納棚付きのため広々とお使いただけます。

CT120

SOLIDWOOD│無垢

DAYS SERIES

DAYS NATURAL SERIES

8180



VENEER│突板

MIDDLE CT 110
W1100×D550×H550

￥22,000 税抜（￥24,200 税込）

MIDDLE CT 140
W1400×D550×H550

￥28,000 税抜（￥30,800 税込）

ソファに座ってちょうど良い高さのミドルセンターテーブルです。

収納棚が付いており小物をすっきりまとめることができます。

BUCKET
バケット

材質

塗装

カラー

才数

備考

天板：オーク突板
脚：ラバーウッド無垢

ウレタン塗装

全1色

110：3.2才　140：4才

110脚間：850　140脚間：1150
110棚内寸：W810×D143×H50
140棚内寸：W1110×D143×H50

4種類の材を貼り合わせたデザインが特徴的なセンターテーブルです。

折りたたみ式の楕円タイプと、便利な収納棚付きの角タイプの2種類をご用意。

SCONE
スコーン

CENTER TABLE 楕円
W1000×D475×H355

￥13,400 税抜（￥14,740 税込）

CENTER TABLE 角
W1000×D475×H355

￥15,400 税抜（￥16,940 税込）

材質

塗装

カラー

才数

天板：ウォールナット、桃、バーチ、マコレ突板
脚：パイン

ラッカー塗装

全1色

楕円：2.4才　角：3.2才

楕円 type

角 type

POINT

❶楕円タイプは折りたたみ式
楕円タイプは脚を折りたたむことができ
ます。折りたたむと高さが約100㎜にな
り、収納や移動の際に便利です。

❷ 角タイプは収納棚付き
角タイプは便利な収納ラックがついてい
ます。雑誌やリモコンなどの小物がすっ
きり収納できます。

VENEER│突板

収納棚付き

DAYS SERIES

POINT

ちょうどいい高さが嬉しいミドルサイズ
パソコン作業やお食事がしやすく、何かとちょ
うど良い高さで設計しています。収納棚には
小物をすっきりまとめることができます。

CT110

CT140

8382



〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1

TEL：0944-88-3515  FAX：0944-87-3258  http://www.sekikagu.co.jp/

家具の置き方について
・水平で平らな床面に設置して下さい。ガタツキ、変形、転倒の原因になります。
・高温多湿の場所には設置しないで下さい。カビやダニの発生、また木部の反りや割れの原因になります。
・冷暖房器具の吹き出し風があたる場所、直射日光があたる場所等に置くと、木部の反り、ひび割れ、変

形、変色の原因になります。
・フローリングや畳に置く場合、床面へのキズ防止として、カーペット等の保護材を敷いて下さい。または

家具の設置面に保護材（市販のフェルト等）を貼るなどして床面を保護して下さい。床面に対する保護
はお客様の管理責任となります。

・地震などで家具が倒れたり、家具の上に物を置くと、落ちてケガをすることがあります。置き方にご注意下さい。
・商品を壁、壁紙等に密着させないで下さい。壁、壁紙等が変色することがあります。
・商品と壁、壁紙の間の空間に余裕をとって下さい。変色だけでなく結露やカビの防止にもなります。

使用上のご注意
・連結金具や付属金具の取り付けなど、組み立ては確実に行って下さい。部品などが破損したりケガの

原因になります。
・家具を移動する際には床面を引きずらないで必ず大人２人以上で持ち上げてください。床面のキズ、ケ
ガの原因になります。

・家具には強い衝撃を与えないで下さい。家具の破損、ケガの原因になります。
・家具（椅子を含む）の上に立ったり、踏んだり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けたり
しないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因になります。

・椅子の肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因
になります。

・座った状態で椅子を傾けないで下さい。転倒してケガをしたり、破損の原因になります。
・ケバやササクレの除去は特に念を入れていますが、ご使用いただく際には、もう一度お確かめいただき、

万一残っている時はハサミなどで切り取って下さい。指や衣服を傷つけることがあります。
・キャスター付き家具はその上に立ったり、座ったままで移動したり、押して遊んだりしないで下さい。他の
ものを壊したり、ケガの原因になります。

・テーブル等の天板の上に、底のザラついている陶磁器などを置いて滑らせるような使い方をしないで下
さい。天板表面にキズがつく原因になります。

・テーブル等の天板の上に鍋やヤカンの熱いものを直接置いたり、お茶やお酒で濡れたまま放置しない
で下さい。

・テーブル等の天板の上で調理器を使用した後、煮こぼれ、油汚れ等を放置しないで下さい。変色の原
因になります。

・引出しや引き手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないで下さい。また扉
や引出しを同時にいくつも開けたり引き出したりしないで下さい。家具が倒れてケガをする原因になります。

・取り外しできる棚板は、取りつけ金具を確実に取り付けて下さい。中途半端な取り付けでは、棚板が外
れて物が落ち破損やケガの原因になります。

・コンセントは決められた容量以上の電気器具は使用しないで下さい。火災の原因になります。
・箱物家具に家電製品などを収納される時は、十分な隙間をとって通気をよくして下さい。発熱による火

傷や火災、家電製品の故障の原因になります。（収納する家電製品のマニュアルをご覧下さい。）
・安全のため、破損、変形した家具は使用しないで下さい。
・長時間、冷暖房のあたる場所や直射日光のあたる場所でのご使用は避けて下さい。
・濡れた物を置いた場合や、水気のある物をこぼした場合シミになりやすいので、速やかに拭き取って下さい。
・製品に高温の物を置きますと、熱により表面が変化する恐れがありますので、敷物を敷くなどしてお気を
つけ下さい。

・木材には、環境に合わせて縮んだり膨張したりと自然に動く特徴があります。そのため過度な乾燥や湿
気は反り・割れの原因となりますので、冷暖房器具や加湿器が直接あたる場所、熱をもった家電製品
などの隣には置かないで下さい。

・定期的に接合部や金具に緩みが無いか等チェックしてください。破損したり、ケガの原因になります。

無垢材の製品について
無垢材の製品は、素材の良さを最大限に活かしたものづくりを心がけ、自然に仕上げています。
木そのものの色の濃淡や、節の数など、その仕上がりはひとつひとつ違います。長く使えば使うほど風合いが増し、愛着が湧いてきます。それは日に焼けたりしながら自然に変わっていくのと同時に、飾り物ではなく、
使う人の生活が刻まれ、家具本来の道具としての風合いが残っていき、記憶（思い出）となるからです。その人の使い方によっても風合いが変わり、その人、その家族だけの家具となっていきます。

ご購入の前に

【搬入について】サイズの大きいものは搬入できない場合がございます。ご購入の際は、事前に搬入経路等のご確認をお願い致します。
【注文後の変更について】ご注文後の色変更・サイズ変更はご注文後１週間までとさせていただきます。（※在庫している商品に限ります。受注生産品は変更できませんので十分ご注意下さい）
納品前１０日を過ぎたキャンセルはお受けできません。（※在庫している商品に限ります。１０日を過ぎた場合キャンセル料が発生することもありますので、予めご了承下さい。）

【キャンセルについて】受注生産品のキャンセルは一切お受けできません。（ご注文の際は色や素材など十分ご確認いただきますようお願い致します。）
イメージ違いなどによるキャンセルは一切お受けできません。配送当日、お客様の都合（ご不在のため持ち帰り等）により再配送になる場合は、再配送の料金が発生いたしますので十分にご注意下さい。

日常のお手入れは、柔らかいブラシや、掃除機などで縫い目や隙間のゴミを取り除いてください。汚れが
ひどい場合はぬるま湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、それを固く絞って表面をたたくようにして
ください。（汚れを布に写し取るようにたたき拭きしてください。）仕上げに水に浸して固く絞った布で綺麗
に拭きとり、自然乾燥させてください。カバーリング製品の場合は、クリーニング店にてドライクリーニング
をしてください。

●ファブリック

普段は乾拭きで結構です。水気のものをこぼした場合は、固くしぼったふきんで水拭きした後、再度乾拭きしてください。水気が残っていると、表面に亀裂が入ったりシミになる場合があります。
卓上コンロ等を使用される場合は、テーブルクロス等をかけてください。時々、乾いた柔らかい布で拭いてください。
汚れのひどい時は中性洗剤を薄めタオルを浸してよく絞ってから拭き取り､ その後ぬるま湯で拭き取ってから乾拭きしてください。（オイル塗装は除く）
塗装面のつやが変わる場合がありますので化学ぞうきんは使用しないでください。また、塗装面がこすれて薄くなる恐れがありますので、磨きすぎや硬い布は使用しないでください。

●ポリウレタン（PU）塗装/ラッカー塗装

●革/合成皮革
日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。事前に色落ちやシミにならないかを確認し、
表面のホコリを掃除機で吸い取ります。汚れがついた場合は、ぬるま湯に柔らかい布を浸し、それをよく
絞って拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で磨いてください。この時、部分的に磨かず、汚れ周
辺もまんべんなく磨いてください。
市販のレザークリーナーや界面活性剤を含んだものはシミ・変色・表面のはがれ等、素材に悪影響を及
ぼす可能性があるため、合成皮革には使用しないでください。熱源や直射日光を避けて御利用下さい。

家具のお手入れについて

家具と一緒に過ごし、家具と一緒に歳をとる。生活の道具となり、人の生き方が刻まれていく。そんな家具を少しでも長く使っていただけるよう、簡単なお手入れ方法などをご紹介します。

○カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合がございます。　○仕様及び外側は改良のため変更する場合がございますのでご了承ください。　○価格の有効期限は、3ヶ月以内になります。
○2021年7月1日現在

株式会社 関家具
〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1　
www.sekikagu.co.jp
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