
コ ーナーソ フ ァ ー162R ,スツール57 , コ ーナーソ フ ァ ー162R WNT

RIVA
リーヴァ



コーナーソファー162R ,コーナーソファー162R ,スツール57 

コーナーソファー162R ,スツール57 , コーナーソファー162R

(張地：アラスカ11021/アラスカ2581/エスキモー8115)　

(張地：アラスカ11021/アラスカ2581/エスキモー8115)　



コーナーソファー162R , レスソファー , コーナーソファー202R , スツール57

コーナーソファー162R , スツール94 , コーナーソファー202L

(張地：アラスカ11021/アラスカ2581)　

(張地：アラスカ11021/アラスカ8115/エスキモー8033)　



.

(張地：アラスカ2581/アラスカ11021)　

コーナーソファー162R , スツール57 

(張地：アラスカ11021/アラスカ2581)　

ソファー221



□ 分割して搬入できる本体

ソファ本体は、カバーと前面の幕
板を取り外し、分割しての搬入が
可能です。

商品仕様

木部

張り材

塗装

リーヴァ

ウォルナット/オーク無垢材

布　（カバーリング）

オイル塗装

脚 木製　高さ5cm

クッション材
背クッション：スモールフェザー(100%)

□

カバー張地は、40色以上の張地よ
りお選びいただけます。
(※付属のクッション２ケは同生
地・同色での承りとなります。)

選べる樹種
無垢材に素材感を生かしたオイル
塗装を施すことで、シンプルな形
状でも豊かな表情を持つソファー
に仕上げました。

木部分は、WNT（ウォルナット）
OAK(オーク）よりお選びいただく
ことができます。（※コーナーソ
ファ142はOAK・WNTともに納期2ヶ
月、他アイテムはOAKのみ納期２ヵ
月となります。）

無垢の素材感を生かした木部

バネ材 ー

□

□

高密度ウレタンを使用した
上質なシート

座クッションには、低反発ウレタンを
始めとした高密度ウレタンを使用しま
した。ウレタンフォームの各層が荷重
を受け止めることで、疲れにくい快適
な座り心地に仕上げています。

上がり込んでくつろぐ
こだわりの座り心地

□

豊富なサイズバリエーション

シート高さを低めに設定し、沈み
込みを抑えたクッションにするこ
とで、ソファーに上がり込んで自
由な姿勢を取りやすい座り心地に
仕上げました。

40色以上の生地より選べる張地

□

フィットする背クッション

品名

フルカバーリング
カバーは、クッション・本体全て
取り外してのお手入れが可能で
す。

お部屋にぴったりのサイズをお選
びいただけるよう、20cm刻みでの
サイズバリエーションを取り揃え
ました。

□

座クッション：積層ウレタン

背クッションにはスモールフェ
ザーをふんだんに使用しました。
身体を包み込むようなスモール
フェザー独特のフィット感が特徴
です。

□

□

WALNUT OAK



（脚４ケ付属） （脚４ケ付属）

※付属する背クッション２ケは、同
生地・同色での承りとなります。別
生地でのご注文は、オプション料金
となりますので、ご注意ください。

※ソファータイプは、カバー及び無
垢材パーツ(幕板)を取り外すこと
で、２分割して搬入していただくこと
ができます。

※レスソファ・スツールには、無垢材パーツ(幕板)は付属しません。

ズック ¥145,300+税

ウネ

ズック

※納期は、受注確定から出荷までの期間となります。コーナーソファ142はOAK・WNT共に2カ月後、そ
の他アイテムはOAKのみ２ヵ月後の出荷です。

ズック ¥92,700+税

ウネ ¥33,700+税

ズック ¥32,900+税

¥117,300+税

¥116,200+税

Bランク

ウネ ¥90,100+税

¥29,500+税

Cランク ¥140,400+税 Cランク ¥113,300+税 Cランク ¥87,200+税 Cランク ¥31,500+税

Aランク ¥82,900+税 Aランク ¥28,000+税

Bランク ¥135,300+税 Bランク ¥110,100+税 Bランク ¥84,400+税

20

税抜き価格 税抜き価格 税抜き価格 税抜き価格

340 340 570

D H

700 940 810 340 940 940 520

W D H SH W D H SH

RIVA ITEM LIST

レスソファー70 スツール94 スツール57 別売り背ｸｯｼｮﾝ

（背クッション１ケ・脚４ケ付属）

ウネ ¥409,300+税

ズック ¥414,700+税

ウネ ¥144,700+税

Aランク ¥132,200+税 Aランク ¥108,700+税

940 340 340 620

W D H SH W

ウネ ¥426,500+税

ズック ¥430,200+税

ウネ ¥386,700+税

ズック ¥391,600+税

Cランク ¥356,700+税 Cランク ¥378,700+税 Cランク ¥395,000+税

Bランク ¥344,700+税 Bランク ¥366,100+税 Bランク ¥382,100+税

340 2410 940 810 340

税抜き価格 税抜き価格 税抜き価格

D H SH

2010 940 810 340 2210 940 810

W D H SH W D H SH W

ウネ ¥369,800+税

ズック ¥376,100+税

ソファー201 ソファー221 ソファー241

ウネ ¥347,500+税

ズック ¥358,700+税

Aランク ¥337,800+税 Aランク ¥359,300+税 Aランク

（背クッション２ケ・脚８ケ付属） （背クッション２ケ・脚８ケ付属）

¥374,700+税

（背クッション２ケ・脚８ケ付属）

ウネ ¥270,900+税 ウネ ¥330,600+税

¥273,200+税 ズック ¥333,800+税 ズック

コーナーソファー142（L/R) コーナーソファー202 （L/R)

W W D H SH

340

Aランク ¥286,600+税

1620 940

SH

940 810 340

SH

940 810

Bランク ¥243,400+税

税抜き価格

Aランク ¥302,600+税

810

Aランク

Cランク ¥251,400+税

2020

Aランク ¥323,200+税

Cランク

¥238,500+税

Bランク

1420 940 340

¥318,900+税

Bランク ¥292,000+税

税抜き価格 税抜き価格税抜き価格

Bランク ¥328,400+税¥308,600+税

Cランク ¥340,700+税Cランク ¥302,000+税

コーナーソファー162（L/R) コーナーソファー182（L/R)

810 340

W D H

1820

W D H SH

（背クッション２ケ・脚５ケ付属）（背クッション１ケ・脚４ケ付属） （背クッション１ケ・脚４ケ付属） （背クッション２ケ・脚５ケ付属）

D H

※納期:WNT・OAK2カ月後出荷

※納期:OAK２カ月後出荷

※納期:OAK２カ月後出荷 ※納期:OAK２カ月後出荷 ※納期:OAK２カ月後出荷

※納期:OAK２カ月後出荷 ※納期:OAK２カ月後出荷



LAYOUT SAMPLE

コーナーソファー162R

コーナーソファー162R

スツール57

コーナーソファー162R

コーナーソファー202R

スツール57

コーナーソファー162R

スツール57

コーナーソファー162L

コーナーソファー202R

コーナーソファー162R

レスソファー

コーナーソファー162R

コーナーソファー162L

コーナーソファー202R

スツール57

スツール94

コーナーソファー162L

コーナーソファー162R

スツール57


