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I ¥170,000

H ¥240,000

B ¥270,000 ¥100,000

C ¥310,000 ¥140,000

D ¥350,000 ¥180,000

E ¥410,000 ¥240,000

I ¥170,000

H ¥240,000

B ¥270,000 ¥100,000

C ¥310,000 ¥140,000

D ¥350,000 ¥180,000

E ¥410,000 ¥240,000

I ¥150,000

H ¥200,000

B ¥220,000 ¥70,000

C ¥240,000 ¥90,000

D ¥270,000 ¥120,000

E ¥300,000 ¥150,000

I ¥150,000

H ¥200,000

B ¥220,000 ¥70,000

C ¥240,000 ¥90,000

D ¥270,000 ¥120,000

E ¥300,000 ¥150,000

I ¥330,000

H ¥440,000

B ¥500,000 ¥170,000

C ¥570,000 ¥240,000

D ¥630,000 ¥300,000

E ¥740,000 ¥410,000

I ¥330,000

H ¥440,000

B ¥500,000 ¥170,000

C ¥570,000 ¥240,000

D ¥630,000 ¥300,000

E ¥740,000 ¥410,000

I ¥380,000

H ¥490,000

B ¥570,000 ¥190,000

C ¥650,000 ¥270,000

D ¥720,000 ¥340,000

E ¥850,000 ¥470,000

I ¥380,000

H ¥490,000

B ¥570,000 ¥190,000

C ¥650,000 ¥270,000

D ¥720,000 ¥340,000

E ¥850,000 ¥470,000

I ¥510,000

H ¥670,000

B ¥800,000 ¥290,000

C ¥900,000 ¥390,000

D ¥1,000,000 ¥490,000

E ¥1,180,000 ¥670,000

I ¥510,000

H ¥670,000

B ¥800,000 ¥290,000

C ¥900,000 ¥390,000

D ¥1,000,000 ¥490,000

E ¥1,180,000 ¥670,000

アームチェア(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥8,000
重量：25kg
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ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥18,000
重量：70kg
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アームチェア(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション50×50cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥11,000
重量：30kg
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ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥16,000
重量：63kg
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アームチェア(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション50×50cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥11,000
重量：30kg

アームチェア(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥8,000
重量：25kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥16,000
重量：63kg

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 5 個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥30,000
重量：104kg

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥18,000
重量：70kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 5 個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥30,000
重量：104kg

NEXT 01

NEXT 01P

NEXT 05

NEXT 05P

NEXT 10

NEXT 10P

NEXT 12

NEXT 12P

NEXT 16

NEXT 16P
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I ¥200,000

H ¥290,000

B ¥340,000 ¥140,000

C ¥390,000 ¥190,000

D ¥440,000 ¥240,000

E ¥520,000 ¥320,000

I ¥200,000

H ¥290,000

B ¥340,000 ¥140,000

C ¥390,000 ¥190,000

D ¥440,000 ¥240,000

E ¥520,000 ¥320,000

I ¥60,000

H ¥75,000

B ¥90,000 ¥30,000

C ¥100,000 ¥40,000

D ¥120,000 ¥60,000

E ¥140,000 ¥80,000

I ¥75,000

H ¥95,000

B ¥115,000 ¥40,000

C ¥135,000 ¥60,000

D ¥155,000 ¥80,000

E ¥185,000 ¥110,000

I ¥4,000

H ¥12,000

B ¥15,000 ¥11,000

C ¥18,000 ¥14,000

D ¥26,000 ¥22,000

E ¥35,000 ¥31,000

I ¥4,000

H ¥12,000

B ¥15,000 ¥11,000

C ¥18,000 ¥14,000

D ¥26,000 ¥22,000

E ¥35,000 ¥31,000

I ¥7,000

H ¥14,000

B ¥18,000 ¥11,000

C ¥20,000 ¥13,000

D ¥30,000 ¥23,000

E ¥40,000 ¥33,000

I ¥7,000

H ¥14,000

B ¥18,000 ¥11,000

C ¥20,000 ¥13,000

D ¥30,000 ¥23,000

E ¥40,000 ¥33,000

¥160,000
アームチェア
マテリアル：ホワイトスチールフレーム、ラタン（ナチュラル）
重量：13kg

¥190,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥750,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：73kg

¥880,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：115kg

¥820,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：74kg

¥750,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：77kg

¥960,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：137kg

¥860,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：80kg

クッション (パイピング仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：パイピング変更 ¥2,000

クッション (ステッチ仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：ステッチ変更 ¥2,000

クッション (ステッチ仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：ステッチ変更 ¥2,000

クッション (パイピング仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：パイピング変更 ¥2,000

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥12,000
重量：38kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥12,000
重量：38kg

F

F

F

サイドチェア
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル、ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：ステッチ変更 ¥3,000
重量：8.5kg

アームチェア
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル、ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：ステッチ変更 ¥4,000
重量：9kg

NEXT 20

NEXT 20P

C.NEXT XS

C.NEXT XS P

C.NEXT PI

C.NEXT PI P

NEXT 27

NEXT 132

NEXT 136

NEXT 23

NEXT 24
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P1 ※価格は全て税抜表示です。
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I ¥170,000

H ¥240,000

B ¥270,000 ¥100,000

C ¥310,000 ¥140,000

D ¥350,000 ¥180,000

E ¥410,000 ¥240,000

I ¥170,000

H ¥240,000

B ¥270,000 ¥100,000

C ¥310,000 ¥140,000

D ¥350,000 ¥180,000

E ¥410,000 ¥240,000

I ¥150,000

H ¥200,000

B ¥220,000 ¥70,000

C ¥240,000 ¥90,000

D ¥270,000 ¥120,000

E ¥300,000 ¥150,000

I ¥150,000

H ¥200,000

B ¥220,000 ¥70,000

C ¥240,000 ¥90,000

D ¥270,000 ¥120,000

E ¥300,000 ¥150,000

I ¥330,000

H ¥440,000

B ¥500,000 ¥170,000

C ¥570,000 ¥240,000

D ¥630,000 ¥300,000

E ¥740,000 ¥410,000

I ¥330,000

H ¥440,000

B ¥500,000 ¥170,000

C ¥570,000 ¥240,000

D ¥630,000 ¥300,000

E ¥740,000 ¥410,000

I ¥380,000

H ¥490,000

B ¥570,000 ¥190,000

C ¥650,000 ¥270,000

D ¥720,000 ¥340,000

E ¥850,000 ¥470,000

I ¥380,000

H ¥490,000

B ¥570,000 ¥190,000

C ¥650,000 ¥270,000

D ¥720,000 ¥340,000

E ¥850,000 ¥470,000

I ¥510,000

H ¥670,000

B ¥800,000 ¥290,000

C ¥900,000 ¥390,000

D ¥1,000,000 ¥490,000

E ¥1,180,000 ¥670,000

I ¥510,000

H ¥670,000

B ¥800,000 ¥290,000

C ¥900,000 ¥390,000

D ¥1,000,000 ¥490,000

E ¥1,180,000 ¥670,000

アームチェア(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥8,000
重量：25kg
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ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥18,000
重量：70kg
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アームチェア(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション50×50cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥11,000
重量：30kg
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ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥16,000
重量：63kg
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アームチェア(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション50×50cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥11,000
重量：30kg

アームチェア(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥8,000
重量：25kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥16,000
重量：63kg

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 5 個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥30,000
重量：104kg

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 2個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥18,000
重量：70kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 5 個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥30,000
重量：104kg

NEXT 01

NEXT 01P

NEXT 05

NEXT 05P

NEXT 10

NEXT 10P

NEXT 12

NEXT 12P

NEXT 16

NEXT 16P
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I ¥200,000

H ¥290,000

B ¥340,000 ¥140,000

C ¥390,000 ¥190,000

D ¥440,000 ¥240,000

E ¥520,000 ¥320,000

I ¥200,000

H ¥290,000

B ¥340,000 ¥140,000

C ¥390,000 ¥190,000

D ¥440,000 ¥240,000

E ¥520,000 ¥320,000

I ¥60,000

H ¥75,000

B ¥90,000 ¥30,000

C ¥100,000 ¥40,000

D ¥120,000 ¥60,000

E ¥140,000 ¥80,000

I ¥75,000

H ¥95,000

B ¥115,000 ¥40,000

C ¥135,000 ¥60,000

D ¥155,000 ¥80,000

E ¥185,000 ¥110,000

I ¥4,000

H ¥12,000

B ¥15,000 ¥11,000

C ¥18,000 ¥14,000

D ¥26,000 ¥22,000

E ¥35,000 ¥31,000

I ¥4,000

H ¥12,000

B ¥15,000 ¥11,000

C ¥18,000 ¥14,000

D ¥26,000 ¥22,000

E ¥35,000 ¥31,000

I ¥7,000

H ¥14,000

B ¥18,000 ¥11,000

C ¥20,000 ¥13,000

D ¥30,000 ¥23,000

E ¥40,000 ¥33,000

I ¥7,000

H ¥14,000

B ¥18,000 ¥11,000

C ¥20,000 ¥13,000

D ¥30,000 ¥23,000

E ¥40,000 ¥33,000

¥160,000
アームチェア
マテリアル：ホワイトスチールフレーム、ラタン（ナチュラル）
重量：13kg

¥190,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥750,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：73kg

¥880,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：115kg

¥820,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：74kg

¥750,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：77kg

¥960,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：137kg

¥860,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：80kg

クッション (パイピング仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：パイピング変更 ¥2,000

クッション (ステッチ仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：ステッチ変更 ¥2,000

クッション (ステッチ仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：ステッチ変更 ¥2,000

クッション (パイピング仕様 )
マテリアル：ダウン・ダクロン
オプション：パイピング変更 ¥2,000

ソファ(パイピング仕様、マジックテープ付）
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　パイピング変更 ¥12,000
重量：38kg

ソファ(ステッチ仕様 )
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル）・ビーチ（ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
付属品：バッククッション60×60cm 1個
オプション：アルミニウム脚 ¥30,000　ステッチ変更 ¥12,000
重量：38kg

F

F

F

サイドチェア
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル、ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：ステッチ変更 ¥3,000
重量：8.5kg

アームチェア
マテリアル：ウォルナット（ナチュラル、ホワイト、グレー、ブルー、ブラック）・ポリウレタン
オプション：ステッチ変更 ¥4,000
重量：9kg

NEXT 20

NEXT 20P

C.NEXT XS

C.NEXT XS P

C.NEXT PI

C.NEXT PI P

NEXT 27

NEXT 132

NEXT 136

NEXT 23

NEXT 24
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P2※価格は全て税抜表示です。
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F ¥180,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：22kg

F ¥125,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：14kg

F ¥110,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：13kg

¥145,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：17kg

¥175,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥165,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：21kg

¥200,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥190,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：24kg

¥230,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥95,000
ペンダントランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m（引掛けシーリング対応）
重量：1.5kg

¥115,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥115,000
ペンダントランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m（引掛けシーリング対応）
重量：2kg

¥135,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

F

F

F

F

F

NEXT 141

NEXT 142

NEXT 144

SPIN S

SPIN M

SPIN L

SPIN 95

SPIN 96

¥800,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：85kg

¥1,080,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：151kg

¥960,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：88kg

¥780,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：71kg

¥1,000,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：126kg

¥900,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量73kg

F

F

NEXT 137

NEXT 138
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F ¥120,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：19kg

F ¥180,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：20ｋg

F ¥150,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：20kg

F ¥190,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：21kg

F ¥170,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：26kg

F ¥160,000

ペンダントランプ
マテリアル：真鍮
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m ( 引掛けシーリング対応 )
重量：4kg

F ¥250,000

アームチェア
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥15,000
重量：17kg

F ¥90,000

サイドテーブル/スツール
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥7,000
重量：6kg

F ¥100,000

サイドテーブル/スツール
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：7kg

F ¥130,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：7kg

������������������������������������������������������������������������

F ¥140,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：8kg

BRASS 43

BRASS 44

BRASS 45

BRASS 46

BRASS 47

BRASS 96

CORK 05

CORK 41

CORK 42

CORK 44

CORK 45

�� ������������� ��� ������

P3 ※価格は全て税抜表示です。
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F ¥180,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：22kg

F ¥125,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：14kg

F ¥110,000
コーヒーテーブル
マテリアル：アルミニウム
重量：13kg

¥145,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：17kg

¥175,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥165,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：21kg

¥200,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥190,000
フロアランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球
重量：24kg

¥230,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥95,000
ペンダントランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m（引掛けシーリング対応）
重量：1.5kg

¥115,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

¥115,000
ペンダントランプ
マテリアル：ラタン（ナチュラル )
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m（引掛けシーリング対応）
重量：2kg

¥135,000 ラタン (ホワイト/グレー/ブルー/ブラック)

F

F

F

F

F

NEXT 141

NEXT 142

NEXT 144

SPIN S

SPIN M

SPIN L

SPIN 95

SPIN 96

¥800,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：85kg

¥1,080,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：151kg

¥960,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量：88kg

¥780,000
テーブル
マテリアル：ウォルナットトップ（ナチュラル/ホワイト/グレー/ブルー/ブラック）
　　　            アルミニウムベース　天板：厚さ30mm　H750mm
重量：71kg

¥1,000,000 ホワイト大理石トップ　アルミニウムベース　天板：厚さ20mm　H740mm　重量：126kg

¥900,000 HPLトップ　アルミニウムベース　天板：厚さ12mm　H732mm　重量73kg

F

F

NEXT 137

NEXT 138
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F ¥120,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：19kg

F ¥180,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：20ｋg

F ¥150,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：20kg

F ¥190,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：21kg

F ¥170,000

テーブル
マテリアル：天板：真鍮　支柱部：木　脚：鉄
重量：26kg

F ¥160,000

ペンダントランプ
マテリアル：真鍮
仕様：E26 60W 白熱球　コード長2m ( 引掛けシーリング対応 )
重量：4kg

F ¥250,000

アームチェア
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥15,000
重量：17kg

F ¥90,000

サイドテーブル/スツール
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥7,000
重量：6kg

F ¥100,000

サイドテーブル/スツール
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：7kg

F ¥130,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：7kg
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F ¥140,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：コルク
オプション：プロテクションカバー¥9,000
重量：8kg

BRASS 43

BRASS 44

BRASS 45

BRASS 46

BRASS 47

BRASS 96

CORK 05

CORK 41

CORK 42

CORK 44

CORK 45
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P4※価格は全て税抜表示です。



I ¥380,000

アウトドア用カウチソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 1個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥10,000

重量：50kg

H ¥430,000

B ¥470,000 ¥90,000

C ¥520,000 ¥140,000

D ¥580,000 ¥200,000

E ¥660,000 ¥280,000

¥350,000

アウトドア用モジュラーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 3個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥30,000・ステッチ変更 ¥14,000

重量：55kg

¥420,000

¥480,000 ¥130,000

¥530,000 ¥180,000

¥610,000 ¥260,000

¥730,000 ¥380,000

¥420,000

アウトドア用モジュラーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 4 個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥15,000

重量：56kg

¥480,000

¥550,000

¥610,000

¥700,000

¥830,000

¥70,000

アウトドア用チェア

マテリアル：防水ポリウレタン

オプション：プロテクションカバー¥11,000・ステッチ変更 ¥3,000

重量：5kg

¥80,000

¥100,000

¥110,000

¥120,000

¥150,000

アウトドア用オットマン

マテリアル：防水ポリウレタン

オプション：プロテクションカバー¥11,000・ステッチ変更 ¥3,000

重量：20kg

GHOSTOUT 20L/R

GHOSTOUT 21L/R

GHOSTOUT 22L/R

GHOSTOUT 23

GHOSTOUT 26P

������������������������������������������������������������������������

¥160,000

アウトドア用コーナーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥22,000・ステッチ変更 ¥7,000

重量：27kg

¥190,000

¥230,000 ¥70,000

¥260,000 ¥100,000

¥310,000 ¥150,000

¥380,000 ¥220,000

GHOSTOUT 27

¥100,000

¥110,000

¥120,000

¥130,000

¥150,000

¥170,000

¥20,000

¥30,000

¥50,000

¥70,000

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

¥30,000

¥40,000

¥50,000

¥80,000

¥130,000

¥190,000

¥280,000

¥410,000
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F ¥85,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥8,000
重量：7kg

F ¥110,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：10kg

F ¥130,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥10,000
重量：8kg

F ¥150,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥10,000
重量：14kg

¥200,000

コーヒーテーブル
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：19ｋｇ

¥230,000 ホワイト大理石トップ　重量：40kg

I ¥466,000

デイベッド
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個、ロールクッション20×78cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥22,000
重量：40kg

H ¥506,000

B ¥546,000 ¥80,000

C ¥576,000 ¥110,000

D ¥636,000 ¥170,000

E

I

H

B

C

D

E

¥696,000 ¥230,000

ラブシート
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 2個、60×60cm 2個、80×80cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥18,000
重量：45kg

F

INOUT S

INOUT M

INOUT L

INOUT XL

INOUT 14

INOUT 20 L/R

INOUT 21 L/R ¥471,000

¥511,000

¥561,000

¥591,000

¥661,000

¥731,000

¥90,000

¥120,000

¥190,000

¥260,000

�� ������������� ��� ������

チーク

ホワイト大理石

P5 ※価格は全て税抜表示です。



I ¥380,000

アウトドア用カウチソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 1個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥10,000

重量：50kg

H ¥430,000

B ¥470,000 ¥90,000

C ¥520,000 ¥140,000

D ¥580,000 ¥200,000

E ¥660,000 ¥280,000

¥350,000

アウトドア用モジュラーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 3個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥30,000・ステッチ変更 ¥14,000

重量：55kg

¥420,000

¥480,000 ¥130,000

¥530,000 ¥180,000

¥610,000 ¥260,000

¥730,000 ¥380,000

¥420,000

アウトドア用モジュラーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 4 個、50×50cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥15,000

重量：56kg

¥480,000

¥550,000

¥610,000

¥700,000

¥830,000

¥70,000

アウトドア用チェア

マテリアル：防水ポリウレタン

オプション：プロテクションカバー¥11,000・ステッチ変更 ¥3,000

重量：5kg

¥80,000

¥100,000

¥110,000

¥120,000

¥150,000

アウトドア用オットマン

マテリアル：防水ポリウレタン

オプション：プロテクションカバー¥11,000・ステッチ変更 ¥3,000

重量：20kg

GHOSTOUT 20L/R

GHOSTOUT 21L/R

GHOSTOUT 22L/R

GHOSTOUT 23

GHOSTOUT 26P
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¥160,000

アウトドア用コーナーソファ

マテリアル：防水ポリウレタン

付属品：バッククッション　60×60cm 2個

オプション：プロテクションカバー¥22,000・ステッチ変更 ¥7,000

重量：27kg

¥190,000

¥230,000 ¥70,000

¥260,000 ¥100,000

¥310,000 ¥150,000

¥380,000 ¥220,000

GHOSTOUT 27

¥100,000

¥110,000

¥120,000

¥130,000

¥150,000

¥170,000

¥20,000

¥30,000

¥50,000

¥70,000

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

¥30,000

¥40,000

¥50,000

¥80,000

¥130,000

¥190,000

¥280,000

¥410,000
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F ¥85,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥8,000
重量：7kg

F ¥110,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：10kg

F ¥130,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥10,000
重量：8kg

F ¥150,000

サイドテーブル/オットマン
マテリアル：アルミニウムフレーム・ポリエチレン (ホワイト)
オプション：プロテクションカバー¥10,000
重量：14kg

¥200,000

コーヒーテーブル
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：19ｋｇ

¥230,000 ホワイト大理石トップ　重量：40kg

I ¥466,000

デイベッド
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個、ロールクッション20×78cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥22,000
重量：40kg

H ¥506,000

B ¥546,000 ¥80,000

C ¥576,000 ¥110,000

D ¥636,000 ¥170,000

E

I

H

B

C

D

E

¥696,000 ¥230,000

ラブシート
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 2個、60×60cm 2個、80×80cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥18,000
重量：45kg

F

INOUT S

INOUT M

INOUT L

INOUT XL

INOUT 14

INOUT 20 L/R

INOUT 21 L/R ¥471,000

¥511,000

¥561,000

¥591,000

¥661,000

¥731,000

¥90,000

¥120,000

¥190,000

¥260,000

�� ������������� ��� ������

チーク

ホワイト大理石

P6※価格は全て税抜表示です。
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F ¥80,000

チェア
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥11,000
重量：8.5kg

¥265,000

モジュラーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：28kg

¥285,000

¥305,000 ¥40,000

¥335,000 ¥70,000

¥365,000 ¥100,000

¥395,000 ¥130,000

¥283,000

モジュラーコーナーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：30kg

¥303,000

¥323,000 ¥40,000

¥343,000 ¥60,000

¥373,000 ¥90,000

¥403,000 ¥120,000

¥160,000

オットマン/コーヒーテーブル
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：19kg

¥200,000 ホワイト大理石トップ　重量：40kg

I ¥38,000

H ¥53,000

B ¥65,000 ¥27,000

C ¥78,000 ¥40,000

D ¥96,000 ¥58,000

E ¥116,000 ¥78,000

I ¥305,000

モジュラーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：32kg

H ¥325,000

B ¥345,000 ¥40,000

C ¥355,000 ¥50,000

D ¥385,000 ¥80,000

E ¥415,000 ¥110,000

F ¥95,000
サイドテーブル/スツール
マテリアル：アルミニウム
重量：13kg

F ¥75,000
サイドテーブル/スツール
マテリアル：アルミニウム
重量：10kg

ルーズクッション

F

INOUT 24

INOUT 26

INOUT 26AN

INOUT 26P

INOUT 27 L/R

INOUT 45IN

INOUT 46IN

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E
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チーク

ホワイト大理石
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I ¥828,000

モジュラーデイベッド
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 2個、60×60cm 2個、80×80cm 1個
　　　　ロールクッション 20×160cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥40,000
重量：70kg

H ¥938,000

B ¥1,058,000 ¥230,000

C ¥1,178,000 ¥350,000

D ¥1,348,000 ¥520,000

E ¥1,548,000 ¥720,000

I ¥384,000

デイベッド
マテリアル：オクメ(ホワイト)・防水ポリウレタン
付属品：調整可能なスラット、キャスター 2個
オプション：プロテクションカバー¥18,000
重量：45kg

H ¥434,000

B ¥454,000 ¥70,000

C ¥474,000 ¥90,000

D ¥504,000 ¥120,000

E ¥524,000 ¥140,000

¥95,000

スタッキングチェア
マテリアル：アルミニウム (マットホワイト/グレー)・チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：7.5kg

¥80,000 ポリウッド　重量：7.5kg

F 110,000

スタッキングアームチェア
マテリアル：アルミニウム (マットホワイト/グレー)・チーク
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：10kg

¥95,000 ポリウッド　重量：10kg

¥700,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥40,000
重量：73kg

¥440,000 ホワイト大理石トップ　重量：175kg

¥530,000 コンクリートトップ　重量：175kg

¥520,000 ポリウッドトップ　重量：73kg

¥780,000 チークスラットエクステンショントップ　重量：73kg

¥600,000 ポリウッドエクステンショントップ　重量：73kg

F ¥550,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥35,000
重量：チーク60kg

¥400,000 ホワイト大理石トップ　重量：137kg

¥460,000 コンクリートトップ　重量：137kg

¥450,000 ポリウッドトップ　重量：60kg

¥660,000 チークスラットエクステンショントップ　重量：60kg

¥540,000 ポリウッドエクステンショントップ　重量：60kg

F ¥300,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥15,000
重量：チーク46kg

¥280,000 ホワイト大理石トップ　重量：69kg

¥290,000 コンクリートトップ　重量：69kg

¥270,000 ポリウッドトップ　重量：46kg

F

F

INOUT 83L/R

INOUT 107

INOUT 123

INOUT 124

INOUT 133

INOUT 134

INOUT 137
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チーク / ポリウッド

ホワイト大理石 / コンクリート

ホワイト大理石 / コンクリート

ホワイト大理石 / コンクリート

チーク / ポリウッド

チーク / ポリウッド

P7 ※価格は全て税抜表示です。
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F ¥80,000

チェア
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥11,000
重量：8.5kg

¥265,000

モジュラーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：28kg

¥285,000

¥305,000 ¥40,000

¥335,000 ¥70,000

¥365,000 ¥100,000

¥395,000 ¥130,000

¥283,000

モジュラーコーナーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：30kg

¥303,000

¥323,000 ¥40,000

¥343,000 ¥60,000

¥373,000 ¥90,000

¥403,000 ¥120,000

¥160,000

オットマン/コーヒーテーブル
マテリアル：チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：19kg

¥200,000 ホワイト大理石トップ　重量：40kg

I ¥38,000

H ¥53,000

B ¥65,000 ¥27,000

C ¥78,000 ¥40,000

D ¥96,000 ¥58,000

E ¥116,000 ¥78,000

I ¥305,000

モジュラーチェア
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 1個、60×60cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：32kg

H ¥325,000

B ¥345,000 ¥40,000

C ¥355,000 ¥50,000

D ¥385,000 ¥80,000

E ¥415,000 ¥110,000

F ¥95,000
サイドテーブル/スツール
マテリアル：アルミニウム
重量：13kg

F ¥75,000
サイドテーブル/スツール
マテリアル：アルミニウム
重量：10kg

ルーズクッション

F

INOUT 24

INOUT 26

INOUT 26AN

INOUT 26P

INOUT 27 L/R

INOUT 45IN

INOUT 46IN

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

�� ������������� ��� ������

チーク

ホワイト大理石
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I ¥828,000

モジュラーデイベッド
マテリアル：チーク・防水ポリウレタン
付属品：バッククッション 40×40cm 2個、60×60cm 2個、80×80cm 1個
　　　　ロールクッション 20×160cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥40,000
重量：70kg

H ¥938,000

B ¥1,058,000 ¥230,000

C ¥1,178,000 ¥350,000

D ¥1,348,000 ¥520,000

E ¥1,548,000 ¥720,000

I ¥384,000

デイベッド
マテリアル：オクメ(ホワイト)・防水ポリウレタン
付属品：調整可能なスラット、キャスター 2個
オプション：プロテクションカバー¥18,000
重量：45kg

H ¥434,000

B ¥454,000 ¥70,000

C ¥474,000 ¥90,000

D ¥504,000 ¥120,000

E ¥524,000 ¥140,000

¥95,000

スタッキングチェア
マテリアル：アルミニウム (マットホワイト/グレー)・チーク
オプション：プロテクションカバー¥12,000
重量：7.5kg

¥80,000 ポリウッド　重量：7.5kg

F 110,000

スタッキングアームチェア
マテリアル：アルミニウム (マットホワイト/グレー)・チーク
オプション：プロテクションカバー¥16,000
重量：10kg

¥95,000 ポリウッド　重量：10kg

¥700,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥40,000
重量：73kg

¥440,000 ホワイト大理石トップ　重量：175kg

¥530,000 コンクリートトップ　重量：175kg

¥520,000 ポリウッドトップ　重量：73kg

¥780,000 チークスラットエクステンショントップ　重量：73kg

¥600,000 ポリウッドエクステンショントップ　重量：73kg

F ¥550,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥35,000
重量：チーク60kg

¥400,000 ホワイト大理石トップ　重量：137kg

¥460,000 コンクリートトップ　重量：137kg

¥450,000 ポリウッドトップ　重量：60kg

¥660,000 チークスラットエクステンショントップ　重量：60kg

¥540,000 ポリウッドエクステンショントップ　重量：60kg

F ¥300,000

テーブル
マテリアル：脚部：アルミニウム (マットホワイト/グレー)
天板：チークスラット
オプション：プロテクションカバー¥15,000
重量：チーク46kg

¥280,000 ホワイト大理石トップ　重量：69kg

¥290,000 コンクリートトップ　重量：69kg

¥270,000 ポリウッドトップ　重量：46kg

F

F

INOUT 83L/R

INOUT 107

INOUT 123

INOUT 124

INOUT 133

INOUT 134

INOUT 137
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チーク / ポリウッド

ホワイト大理石 / コンクリート

ホワイト大理石 / コンクリート

ホワイト大理石 / コンクリート

チーク / ポリウッド

チーク / ポリウッド

P8※価格は全て税抜表示です。
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I ¥380,000

パーソナルソファ
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 110×45cm 2個、45×45cm 2個、60×45cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥20,000・ステッチ変更 ¥8,000・防水フォーム¥38,000
重量：35kg

H ¥420,000

B ¥460,000 ¥80,000

C ¥490,000 ¥110,000

D ¥540,000 ¥160,000

E ¥640,000 ¥260,000

I ¥760,000

ソファ
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 110×45cm 5 個、45×45cm 3個、60×45cm 2個
オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥15,000・防水フォーム¥80,000
重量：64kg

H ¥830,000

B ¥900,000 ¥140,000

C ¥960,000 ¥200,000

D ¥1,080,000 ¥320,000

E ¥1,280,000 ¥520,000

I ¥350,000

ラウンジチェア
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 45×45cm 1個、60×45cm 2個
オプション：プロテクションカバー¥15,000・ステッチ変更 ¥6,000・防水フォーム¥25,000
重量：22kg

H ¥380,000

B ¥400,000 ¥50,000

C ¥420,000 ¥70,000

D ¥460,000 ¥110,000

E ¥520,000 ¥170,000

I ¥410,000

ロッキングチェア
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 60×76cm 1個、60×45cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥25,000・ステッチ変更 ¥5,000・防水フォーム¥25,000
重量：29kg

H ¥430,000

B ¥450,000 ¥40,000

C ¥470,000 ¥60,000

D ¥510,000 ¥100,000

E ¥560,000 ¥150,000

F ¥55,000

スタッキングチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

              エラスティックベルト（ブルー、グレー、ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥6,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：3.5kg

F ¥62,000

スタッキングアームチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥6,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：4.5kg

F ¥73,000

バースツール
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥8,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：6.5kg

INOUT 701IR

INOUT 703IR

INOUT 707IR

INOUT 709IR

INOUT 823C

INOUT 824C

INOUT 828C
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アームチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 1個、40×40cm 1個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥14,000プロテクションカバー¥16,000
重量：10.5kg

¥39,000

¥50,000

¥80,000

¥110,000

ラブシート
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 2個、40×40cm 2個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥22,000プロテクションカバー¥18,000
重量：14kg

¥67,000

¥80,000

¥120,000

¥160,000

ソファ
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 3個、40×40cm 3個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥28,000プロテクションカバー¥22,000
重量：17.5kg

¥90,000

¥96,000

¥200,000

¥270,000

チェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥9,000・プロテクションカバー¥15,000
重量：6.5kg

ラウンジチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥13,000・プロテクションカバー¥15,000
重量：8kg

デイベッド
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥30,000・プロテクションカバー¥20,000
重量：29kg

デイベッド
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥22,000プロテクションカバー¥20,000
重量：12.5kg

INOUT 851

INOUT 852

INOUT 853

INOUT 855

INOUT 856

INOUT 882C

INOUT 884

¥180,000

¥200,000

¥219,000

¥230,000

¥290,000

¥260,000

¥280,000

¥310,000

¥347,000

¥360,000

¥400,000

¥440,000

¥390,000

¥430,000

¥480,000

¥486,000

¥590,000

¥660,000

¥90,000

¥130,000

¥260,000

¥250,000

¥280,000

¥310,000

¥340,000

¥380,000

¥430,000

I

I

H

B

C

D

E

H

B

C

D

E

F

F

F

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

¥60,000

¥90,000

¥130,000

¥180,000
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P9 ※価格は全て税抜表示です。
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I ¥380,000

パーソナルソファ
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 110×45cm 2個、45×45cm 2個、60×45cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥20,000・ステッチ変更 ¥8,000・防水フォーム¥38,000
重量：35kg

H ¥420,000

B ¥460,000 ¥80,000

C ¥490,000 ¥110,000

D ¥540,000 ¥160,000

E ¥640,000 ¥260,000

I ¥760,000

ソファ
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 110×45cm 5 個、45×45cm 3個、60×45cm 2個
オプション：プロテクションカバー¥35,000・ステッチ変更 ¥15,000・防水フォーム¥80,000
重量：64kg

H ¥830,000

B ¥900,000 ¥140,000

C ¥960,000 ¥200,000

D ¥1,080,000 ¥320,000

E ¥1,280,000 ¥520,000

I ¥350,000

ラウンジチェア
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 45×45cm 1個、60×45cm 2個
オプション：プロテクションカバー¥15,000・ステッチ変更 ¥6,000・防水フォーム¥25,000
重量：22kg

H ¥380,000

B ¥400,000 ¥50,000

C ¥420,000 ¥70,000

D ¥460,000 ¥110,000

E ¥520,000 ¥170,000

I ¥410,000

ロッキングチェア
マテリアル：イロコ
付属品：ルーズクッション 60×76cm 1個、60×45cm 1個
オプション：プロテクションカバー¥25,000・ステッチ変更 ¥5,000・防水フォーム¥25,000
重量：29kg

H ¥430,000

B ¥450,000 ¥40,000

C ¥470,000 ¥60,000

D ¥510,000 ¥100,000

E ¥560,000 ¥150,000

F ¥55,000

スタッキングチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

              エラスティックベルト（ブルー、グレー、ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥6,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：3.5kg

F ¥62,000

スタッキングアームチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥6,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：4.5kg

F ¥73,000

バースツール
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥8,000・プロテクションカバー¥18,000
重量：6.5kg

INOUT 701IR

INOUT 703IR

INOUT 707IR

INOUT 709IR

INOUT 823C

INOUT 824C

INOUT 828C
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アームチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 1個、40×40cm 1個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥14,000プロテクションカバー¥16,000
重量：10.5kg

¥39,000

¥50,000

¥80,000

¥110,000

ラブシート
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 2個、40×40cm 2個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥22,000プロテクションカバー¥18,000
重量：14kg

¥67,000

¥80,000

¥120,000

¥160,000

ソファ
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
　　　　バッククッション：60×60cm 3個、40×40cm 3個
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥28,000プロテクションカバー¥22,000
重量：17.5kg

¥90,000

¥96,000

¥200,000

¥270,000

チェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥9,000・プロテクションカバー¥15,000
重量：6.5kg

ラウンジチェア
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥13,000・プロテクションカバー¥15,000
重量：8kg

デイベッド
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥30,000・プロテクションカバー¥20,000
重量：29kg

デイベッド
マテリアル：アルミニウム（マットホワイト）

　　　　　　　エラスティックベルト（ブルー/グレー/ブラック）
付属品：シートクッション：ポリウレタン 厚さ3cm   ※OUTDOOR3Dファブリックの場合はブレスエア
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥22,000プロテクションカバー¥20,000
重量：12.5kg

INOUT 851

INOUT 852

INOUT 853

INOUT 855

INOUT 856

INOUT 882C

INOUT 884

¥180,000

¥200,000

¥219,000

¥230,000

¥290,000

¥260,000

¥280,000

¥310,000

¥347,000

¥360,000

¥400,000

¥440,000

¥390,000

¥430,000

¥480,000

¥486,000

¥590,000

¥660,000

¥90,000

¥130,000

¥260,000

¥250,000

¥280,000

¥310,000

¥340,000

¥380,000

¥430,000

I

I

H

B

C

D

E

H

B

C

D

E

F

F

F

I

H

B

C

D

E

I

H

B

C

D

E

¥60,000

¥90,000

¥130,000

¥180,000
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P10※価格は全て税抜表示です。



サーモアッシュ / チーク
ラバーストーン / ポリウッド
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¥680,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・サーモアッシュ
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥25,000プロテクションカバー¥40,000
重量：117kg

¥740,000 チークトップ　重量：117kg

¥500,000 ホワイト大理石トップ　重量：219kg

¥880,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：223kg

¥580,000 コンクリートトップ　重量：219kg

¥570,000 ポリウッドトップ　重量：117kg

¥550,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・サーモアッシュ
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥25,000プロテクションカバー¥35,000
重量：102kg

¥680,000 チークトップ　重量：102kg

¥450,000 ホワイト大理石トップ　重量：173kg

¥700,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：177kg

¥490,000 コンクリートトップ　重量：173kg

¥480,000 ポリウッドトップ　重量：102kg

¥800,000 サーモアッシュエクステンショントップ (+30cm＋30cm）　重量：135kg

¥860,000 チークスラットエクステンショントップ (+30cm＋30cm）　重量：135kg

¥600,000 ポリウッドトップエクステンション　重量：102kg

¥540,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・チーク
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥15,000プロテクションカバー¥20,000
重量：68kg

¥400,000 ホワイト大理石トップ　重量：147kg

¥560,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：128kg

¥380,000 コンクリートトップ　重量：147kg

¥370,000 ポリウッドトップ　重量：68kg

F

F

F

INOUT 933

INOUT 938

INOUT 955

ホワイト大理石 / コンクリート

サーモアッシュ / チーク
ラバーストーン / ポリウッド

ホワイト大理石
 コンクリート

チーク / ラバーストーン
ポリウッド

ホワイト大理石 / コンクリート
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P11

　　　　　　　  PRICE LIST
製品改良のため、予告なくデザイン及び仕様を変更する場合があります。

製品につきましては、その性質上、カタログの写真や展示品などと、木目や色合、柄、ツヤ、質感等が異なる場合がございます。

廃番アイテム
・BRICK 41
・BRICK 79E/G
・INOUT 45
・INOUT 46
・INOUT 47
・INOUT 109
・INOUT 200 番台（ココアカラーのみ）
・INOUT 601
・INOUT 602
・INOUT 610
・INOUT 611
・INOUT 612
・INOUT 832
・INOUT 841
・INOUT 904L
・INOUT 955（サーモアッシュのみ）
・SWEET 39
・WE 37 ZN 240
・WE 37 ZN 220
・WE 38 ZN
・WE 42 ZN 
・WE 45 ZN

製品のサイズは製造ロット等により若干の誤差が生じることがございます。

掲載価格は2016年10月現在の税別価格です。本価格を予告なく変更する場合がございます。

※価格は全て税抜表示です。



サーモアッシュ / チーク
ラバーストーン / ポリウッド
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¥680,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・サーモアッシュ
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥25,000プロテクションカバー¥40,000
重量：117kg

¥740,000 チークトップ　重量：117kg

¥500,000 ホワイト大理石トップ　重量：219kg

¥880,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：223kg

¥580,000 コンクリートトップ　重量：219kg

¥570,000 ポリウッドトップ　重量：117kg

¥550,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・サーモアッシュ
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥25,000プロテクションカバー¥35,000
重量：102kg

¥680,000 チークトップ　重量：102kg

¥450,000 ホワイト大理石トップ　重量：173kg

¥700,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：177kg

¥490,000 コンクリートトップ　重量：173kg

¥480,000 ポリウッドトップ　重量：102kg

¥800,000 サーモアッシュエクステンショントップ (+30cm＋30cm）　重量：135kg

¥860,000 チークスラットエクステンショントップ (+30cm＋30cm）　重量：135kg

¥600,000 ポリウッドトップエクステンション　重量：102kg

¥540,000

テーブル
マテリアル：スチール（マットホワイト）・チーク
オプション：フレーム色変更 (グレー/ブルー)¥15,000プロテクションカバー¥20,000
重量：68kg

¥400,000 ホワイト大理石トップ　重量：147kg

¥560,000 ラバストーントップ (ホワイト/ターコイズ )　重量：128kg

¥380,000 コンクリートトップ　重量：147kg

¥370,000 ポリウッドトップ　重量：68kg

F

F

F

INOUT 933

INOUT 938

INOUT 955

ホワイト大理石 / コンクリート

サーモアッシュ / チーク
ラバーストーン / ポリウッド

ホワイト大理石
 コンクリート

チーク / ラバーストーン
ポリウッド

ホワイト大理石 / コンクリート
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　　　　　　　  PRICE LIST
製品改良のため、予告なくデザイン及び仕様を変更する場合があります。

製品につきましては、その性質上、カタログの写真や展示品などと、木目や色合、柄、ツヤ、質感等が異なる場合がございます。

廃番アイテム
・BRICK 41
・BRICK 79E/G
・INOUT 45
・INOUT 46
・INOUT 47
・INOUT 109
・INOUT 200 番台（ココアカラーのみ）
・INOUT 601
・INOUT 602
・INOUT 610
・INOUT 611
・INOUT 612
・INOUT 832
・INOUT 841
・INOUT 904L
・INOUT 955（サーモアッシュのみ）
・SWEET 39
・WE 37 ZN 240
・WE 37 ZN 220
・WE 38 ZN
・WE 42 ZN 
・WE 45 ZN

製品のサイズは製造ロット等により若干の誤差が生じることがございます。

掲載価格は2016年10月現在の税別価格です。本価格を予告なく変更する場合がございます。




