
BOLD



3Pカウチは、座クッションを組み替えることで、右カウチ・左カウチ・３Ｐソファ＋スツールの３パターンのレイアウト
にてご使用いただくことができます。

3PSOFA OAK (HBB) ,STOOL OAK　(ウネ　カーキ）

3PCOUCH OAK (HBB) (ウネ　カーキ）

フレームはウォルナットとオークよりお選びいただけます。
（※オークフレーム納期は「２ヶ月後出荷」となります。ご注意下さい）



SOFA199 WALNUT (BBB) , SOFA80 WALNUT (B)

SOFA 179 WALNUT (BB)（エスキモー8105）



3PCOUCH WALNUT (HBB)（ズックＢ１０）

3PCOUCH OAK (HBB)　(ウネ　カーキ）



素材を生かしたオイル仕上げ

豊富なサイズバリエーション
＆２種のフレーム

ソファータイプはW179cm～W219cmまで幅10cm刻みの
サイズバリエーションを取り揃えました。また、フ
レームはウォルナットとオークよりお選びいただけ
ます。
（※定番サイズ以外のサイズは、納期２ヶ月後出荷となります。
また、オークフレームは、３Ｐカウチは通常納期、その他アイテ
ムは２ヶ月後出荷となります。）

40色以上の生地から選べるカバー

本体・クッションカバーは、40色以上の生地
（A・B・Cランク）からお選びいただけます。

背クッションは、１ケ単位でハイバッククッション
にアップグレードが可能です(高さ+17cm)。頭部の重
みから開放される快適な座り心地を、是非お試し下
さい。

シンプルだからこそ必要な、こだわりの加工

フレームは、節を取り入れた無垢材をオイル塗装に
て仕上げることで。シンプルな形状でも暖かみがあ
る表情にこだわりました。

高密度ウレタンとスモールフェザーによる
快適な座り心地

クッションには、スモールフェザーと高密度ウレタ
ンを使用しました。通常使用されるウレタンと比較
して約1.5～２倍の密度があるウレタンを使用するこ
とで、耐久性があり、しっかりと体重を受け止める
深みのある座り心地に仕上げました。

ハイバックへアップグレード

肘には0.1mm単位の加工が求められるカンザシ加工を
施しました。シンプルな形状だからこそ、強度を保
つ高精度の加工を施しました。



※ズックは生地巾の制約により、クッションカバーに分
割ラインが入ります。

J革
(総革)

¥719,000+税 ¥769,600+税 ¥817,100+税 ¥864,000+税

OM革
(総革)

¥792,800+税 ¥848,800+税 ¥902,300+税 ¥955,000+税

Aランク ¥529,700+税

ソファ１９９

¥904,600+税

¥834,500+税 ¥882,300+税 ¥946,400+税 ¥1,000,100+税

J革
(総革)

J革
(総革)

OM革
(総革)

¥890,900+税 ¥937,200+税 ¥987,600+税 ¥1,036,800+税

¥982,700+税 ¥1,033,900+税 ¥1,089,900+税 ¥1,145,700+税

ズック※ ¥572,600+税 ¥608,000+税 ¥646,600+税 ¥685,000+税

HHB HHH

Aランク

UNE

ズック※

UNE ¥572,300+税 ¥593,500+税 ¥630,600+税

HBB

¥665,800+税

張地
クッショングレード

¥550,000+税 ¥584,300+税

張地

¥617,200+税 ¥650,700+税

BBB

張地
クッショングレード

BBB HBB

HBB

HHB

2190 1490

Cランク

BBB

Bランク

¥556,800+税

¥564,900+税

¥650,900+税

¥589,400+税

¥645,800+税

¥629,200+税

¥619,500+税 ¥649,500+税

クッショングレード

¥677,500+税 ¥717,300+税

¥718,400+税

¥756,500+税 ¥808,200+税

¥677,500+税

¥659,500+税

¥692,100+税 ¥735,300+税

¥612,600+税

¥597,700+税

¥601,500+税 ¥637,500+税

OM革
(総革)

¥856,600+税

800（970） 390

8401990
¥789,400+税 ¥838,600+税

¥592,300+税

390

HHB HHH

¥562,300+税

（スツール）

H

SH

800（970）

税抜価格

¥748,700+税

840

¥598,600+税

¥759,600+税

Cランク

¥699,800+税

W D H SH

UNE

660 660

D

390

(3Pソファー）

W D H SH

¥758,800+税

¥710,100+税

2190

390

800（970）

¥578,000+税

HHH

Bランク ¥536,800+税 ¥570,300+税

Cランク

¥622,900+税

W

ズック※

3Pカウチ

ソファ２０９

SH

2090 840 800（970） 390

ITEM LIST

W D H

¥748,200+税

※ハイバックグレードの高さは
　９７０㎜となります。

※ハイバック表記について
ハイバックへのアップグレードは、

商品型名後の（H)(B)表記にてご指定下さい。
（H＝ハイバック　B＝ベースグレード）

（B)(B)(B)

（H)(B)(B)

（H)(H)(H)

（H)(B)

(B)

（H)(H)(B) （H)(H)

(H)

¥798,500+税 ¥842,000+税

（B)(B)

税抜価格

¥600,900+税 ¥633,200+税

税抜価格

W D

¥676,400+税 ¥712,700+税 ¥747,600+税

H

¥779,400+税

Bランク ¥661,500+税 ¥696,100+税 ¥729,000+税

Aランク ¥652,400+税 ¥686,700+税

３Ｐカウチ ３Ｐソファー＋スツール

⇔

※納期：２ヶ月後出荷※納期：OAK含め通常納期



J革
(総革)

¥355,500+税 ¥383,000+税

OM革
(総革)

¥359,800+税 ¥413,600+税

J革
(総革)

OM革
(総革)

¥181,900+税

¥203,300+税

ズック※ ¥285,700+税 ¥325,500+税

¥616,000+税

J革
(総革)

OM革
(総革)

800 840 800（970） 390

W

ソファ８０

¥699,000+税 ¥748,500+税 ¥794,200+税 ¥839,700+税

¥770,200+税 ¥825,100+税 ¥876,300+税 ¥926,900+税

ズック※

¥127,800+税

¥129,600+税

¥132,100+税

¥134,700+税

¥135,900+税UNE ¥282,600+税 ¥317,200+税

Aランク ¥269,700+税 ¥302,900+税

Bランク ¥272,300+税 ¥306,300+税

Aランク

Bランク

Cランク

UNECランク ¥276,000+税 ¥312,600+税

ITEM LIST

1890 390

D H SH

張地
クッショングレード

B H

Bランク ¥524,000+税 ¥556,800+税

UNE ¥542,000+税 ¥582,600+税

Cランク ¥536,500+税

HB HH

クッショングレード

BBB HBB HHB

Aランク ¥516,800+税 ¥549,100+税 ¥577,700+税 ¥606,600+税

スツール

ソファ１７９

H SH

張地
BB

¥510,500+税 ¥544,300+税

Bランク ¥477,900+税 ¥517,400+税 ¥552,600+税

¥487,600+税 ¥530,000+税 ¥567,100+税

UNE

クッショングレード

Aランク ¥472,500+税

J革
(総革)

OM革
(総革)

¥747,300+税

¥616,000+税

¥570,600+税 ¥601,500+税 ¥632,300+税

W D

HHH

ソファ１８９

H SHW D

840 800（970）

¥586,300+税

¥652,400+税

ズック※ ¥559,100+税 ¥593,200+税 ¥630,600+税 ¥668,700+税

張地

ウォルナット/オーク無垢材

¥499,100+税 ¥552,000+税 ¥598,300+税

ズック※

ー

390

1790 840 800（970） 390

W D H SH

660

¥507,100+税 ¥550,000+税 ¥594,000+税

Cランク

¥759,900+税 ¥823,100+税

¥609,800+税 ¥691,300+税

バネ材

¥663,500+税

税抜価格 税抜価格

税抜価格

No2204

税抜価格

660

クッション材 スモールフェザー,積層ウレタン

塗装 オイル塗装 その他 搬入時、肘は取り外し可能

張り材 布（カバーリング）

商品仕様

品名 ボルド

フレーム

※納期：２ヶ月後出

※納期：２ヶ月後出荷※納期：２ヶ月後出荷


