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レスソファ160,レスカウチ80 WNT (張地：エスキモー8033)　

レスソファ160 HB,レスカウチ80, WNT (張地：エスキモー8033)　

クッションSGA40×40(張地：BREST 103,BREST 101,LINOSA 102)　



レスソファ180 WNT (張地:J革#949)　

スツール WNT (張地：エスキモー8033)　

コーナーソファ WNT
 （張地：エスキモー8105）

レスソファ160 WNT (張地：エスキモー8033)　



総革の際は、背のカバーが分割されます。

レスソファ180 WNT (張地:HM革#10総革)　



※税抜価格

□

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。

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。４層の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。

□ 脚高さ＋3.5cmオーダー対応
脚は高さ14cm（標準＋3.5cm）の高脚タ
イプを下記追加料金にて、ご注文いた
だくことができます。（納期:受注後
2ヶ月後出荷）

＋

¥2,700+税

ソファータイプ
カウチタイプ

スツールタイプ

¥14,400+税
¥24,400+税

フルカバーリング

上がり込んでくつろぐ
こだわりの座り心地

フィットする背クッション

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。

カバー張地は、40色以上の張地よ
りお選びいただけます。

お部屋にぴったりのサイズをお選
びいただけるよう、レスソファー
にはW140～W200cmまで20cm刻みで
のサイズバリエーションを取り揃
えました。

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。

40色以上の生地より選べる張地

□ ハイバックにアップグレード
背クッションは１個単位でハイ
バックにアップグレードができま
す。

＋
＋

木部分は、WNT（ウォールナット）
OAK(オーク）よりお選びいただく
ことができます。（※OAK納期は受
注後2カ月後出荷となります。）

無垢の素材感を生かした木部 選べる樹種

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。

□

□

□

□ □□

□

豊富なサイズバリエーション

２０cm

WNT OAK

＋3.5cm

※高脚装着時イメージ



OM革/PVC ¥460,700+税 ¥513,400+税 ¥564,300+税

ウネ ¥361,200+税 ¥406,700+税 ¥455,900+税

J革/PVC ¥412,700+税 ¥459,900+税 ¥505,400+税

¥467,900+税

Cランク ¥357,200+税

Bランク ¥344,100+税 ¥377,200+税 ¥415,300+税

¥391,200+税 ¥430,700+税

¥382,100+税 ¥420,400+税

張地 BB HB HH

Aランク ¥336,300+税 ¥370,400+税 ¥406,400+税

1600 890 780（950）

レスソファ160

Aランク ¥366,900+税 ¥402,700+税 ¥439,000+税 ¥481,900+税

アイテム

レスソファ140

ズック

W D H SH

1400 890 780(950) 360

税抜価格

アイテム

Bランク ¥375,200+税 ¥411,600+税 ¥448,400+税

Cランク ¥389,500+税 ¥427,000+税 ¥465,300+税

ウネ ¥422,700+税 ¥471,600+税 ¥519,700+税

ズック ¥417,300+税 ¥461,000+税 ¥507,900+税

¥548,000+税

レスソファ200

W D

Aランク ¥405,800+税 ¥444,400+税

¥454,200+税 ¥492,200+税

Cランク

¥414,700+税

¥430,100+税 ¥471,000+税 ¥510,800+税

H SH

ウネ ¥458,500+税

H SH

360

税抜価格

アイテム

張地 BB HB HH

Aランク ¥310,900+税 ¥342,900+税 ¥377,200+税

Bランク ¥317,700+税 ¥350,400+税 ¥385,500+税

Cランク ¥330,300+税 ¥363,500+税 ¥400,100+税

ウネ ¥344,900+税 ¥395,000+税 ¥443,300+税

ズック ¥356,100+税 ¥391,500+税 ¥432,400+税

Bランク

J革/PVC ¥373,000+税 ¥421,600+税 ¥461,100+税

OM革/PVC ¥414,700+税 ¥470,200+税 ¥510,200+税

W

HM革
(総革)

¥576,300+税 ¥630,900+税 ¥685,000+税

レスソファ180

D

J革/PVC ¥496,800+税 ¥548,000+税 ¥599,500+税

¥694,400+税 ¥753,000+税

780(950) 360

¥508,800+税 ¥557,700+税

HM革
(総革)

¥634,900+税

ズック ¥458,200+税 ¥508,500+税 ¥554,800+税

HB HH

W D H SH

2000 890

張地 BB

税抜価格 税抜価格

アイテム

ITEM LIST
※ハイバックへのアップググレードは、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）。ハイバックグレードの高さは、950㎝となります。
※革/PVCカバーの際は、クッション部分が総革、本体部分がPVCとなります。カバー仕様はファブリックと同様に、クッ
ション・本体ともカバーリング仕様となります。

¥900,300+税

OM革/PVC ¥477,300+税 ¥558,300+税 ¥612,600+税 OM革/PVC ¥554,600+税

¥694,400+税 ¥757,600+税 ¥820,800+税

張地 BB HB HH

J革/PVC ¥450,800+税 ¥499,400+税

1800 890 780(950) 360

¥581,200+税 ¥669,800+税

HM革
(総革)

HM革
(総革)

¥764,800+税 ¥833,100+税



税抜価格

＋

＋

＋

ソファータイプ

カウチタイプ

スツール

¥14,400+税

¥24,400+税

¥2,700+税

塗装

商品仕様

品名 リアム

座クッション：積層ウレタン

張り材 布/革（本体部分PVC）　（カバーリング）

その他

2204

オイル塗装

税抜価格

Aランク ¥99,200+税

Bランク ¥102,400+税

ウネ ¥112,700+税

HM革
（総革） ¥221,900+税

Cランク ¥108,100+税

J革/PVC ¥123,600+税

OM革/PVC ¥138,400+税

ズック ¥113,000+税

ITEM LIST
※ハイバックへのアップググレードは、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）。ハイバックグレードの高さは、950㎝となります。
※革/PVCカバーの際は、クッション部分が総革、本体部分がPVCとなります。カバー仕様はファブリックと同様に、クッ
ション・本体ともカバーリング仕様となります。

W

890

D

890

H

780

SH

650 360

高脚

高脚（標準脚＋3.5cm・高さ14cm）は、
下記追加料金にてご注文いただくことが

できます。
（※標準脚は付属しません）

コーナーソファ スツール

ウネ ¥331,200+税 ¥375,200+税

ズック ¥337,500+税 ¥380,100+税

360

ウネ ¥270,000+税

税抜価格

Aランク ¥243,100+税

Bランク ¥244,500+税

Cランク ¥254,800+税

W D H

720

レスカウチ80

W D H SH

800 1530 780(950) 360

B H

税抜価格

アイテム

張地 B H

レスカウチ70

W D H SH

700 1530 780(950) 360

脚部：取り外し可能

税抜価格

アイテム

張地

¥325,200+税
バネ材

OM革/PVC
ー

クッション材
背クッション：スモールフェザー,ウレタン

HM革
（総革） ¥473,600+税

ズック

¥307,700+税 ¥353,800+税

ズック ¥314,000+税 ¥356,400+税

¥272,600+税

脚・木部 ウォルナット/オーク無垢材

J革/PVC ¥294,900+税

Aランク ¥287,400+税 ¥320,000+税 Aランク ¥309,200+税 ¥341,200+税

Bランク ¥292,000+税 ¥325,500+税 Bランク ¥314,300+税 ¥346,900+税

Cランク ¥300,600+税 ¥334,900+税 Cランク ¥323,200+税 ¥356,100+税

ウネ

HM革
(総革)

¥449,000+税 ¥503,600+税
HM革
(総革)

¥488,500+税 ¥548,800+税

J革/PVC ¥355,500+税 ¥399,300+税

OM革/PVC ¥359,800+税 ¥406,700+税 OM革/PVC ¥388,400+税 ¥436,700+税

J革/PVC ¥330,400+税 ¥373,000+税

※納期:2カ月後出荷
※納期:2カ月後出荷

R L



W240cm

J革/PVC ¥781,200+税

SAMPLE　LAYOUTS

Bランク ¥636,100+税

税抜価格 税抜価格

W210cm W220cm W230cm

ウネ ¥652,600+税 ウネ ¥676,100+税

Bランク ¥609,700+税 Bランク ¥632,000+税

税抜価格

HM革
（総革） ¥1,253,300+税

Cランク ¥690,100+税 Cランク ¥712,700+税

ウネ ¥730,400+税

HM革
（総革） ¥1,025,300+税

HM革
（総革） ¥1,064,800+税

HM革
（総革） ¥1,083,900+税

HM革
（総革） ¥1,123,400+税

W250cm W260cm W270cm W280cm

レスソファ180BB＋レスカウチ70B レスソファ180BB＋レスカウチ80B

レスソファ140BB＋レスカウチ70B レスソファ140BB＋レスカウチ80B レスソファ160BB＋レスカウチ7０B レスソファ160BB＋レスカウチ80B

税抜価格

Aランク ¥598,300+税 Aランク ¥620,100+税 Aランク ¥623,700+税 Aランク ¥645,500+税

税抜価格

Bランク ¥658,400+税

Cランク ¥630,900+税 Cランク ¥653,500+税 Cランク ¥657,800+税 Cランク ¥680,400+税

ウネ ¥668,900+税 ウネ ¥692,400+税

ズック ¥670,100+税 ズック ¥693,600+税 ズック ¥696,100+税 ズック ¥719,600+税

J革/PVC ¥703,400+税 J革/PVC ¥728,500+税 J革/PVC ¥743,100+税 J革/PVC ¥768,200+税

OM革/PVC ¥820,500+税 OM革/PVC ¥849,100+税OM革/PVC ¥774,500+税 OM革/PVC ¥803,100+税

レスソファ200BB＋レスカウチ70B レスソファ200BB＋レスカウチ80B

税抜価格 税抜価格

Aランク ¥654,300+税 Aランク ¥676,100+税 Aランク ¥693,200+税 Aランク ¥715,000+税

税抜価格

Bランク ¥667,200+税 Bランク ¥689,500+税 Bランク ¥706,700+税 Bランク ¥729,000+税

Cランク ¥730,700+税 Cランク ¥753,300+税

J革/PVC ¥852,300+税

OM革/PVC ¥837,100+税 OM革/PVC ¥865,700+税 OM革/PVC ¥914,400+税

ウネ ¥753,900+税 ウネ ¥766,200+税 ウネ ¥789,700+税

ズック ¥731,300+税 ズック ¥754,800+税 ズック ¥772,200+税 ズック ¥795,700+税

OM革/PVC ¥943,000+税

HM革
（総革） ¥1,143,400+税

HM革
（総革） ¥1,182,900+税

HM革
（総革） ¥1,213,800+税

J革/PVC ¥806,300+税 J革/PVC ¥827,200+税

W140 W70 W140 W80 W160 W70 W160 W80

W180 W70 W180 W80 W200 W70 W200 W80


