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3Pカウチは座クッションの組替えにより、右カウチ・左カウチ及び３P+スツールの3つのスタイルで
ご使用いただけます。

SOFA　160 BB

3PCOUCH210 BBB (ウネ　グレー)



軍需用品として使用されている規格（アメリカ連邦規格CCC-C-419 F）を元に織られた生地「ズック」は、綿100％なら
ではの肌触りと、バイオウォッシュ加工による独特の文様が特徴です。

肘は搬入時取り外していただくことができます。本体部分カバーも肘を取り外した後にすべて取り外していただくことができます。

3PCOUCH210 BBB　（ズック　B10)

３PCOUCH210　BBB（ウネ　グレー)



40色以上の生地・本革から選べるカバー

本体・クッションカバーは、40色以上の生地と本革
からお選びいただけます。

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
な加工方法を施しました。

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。

ウォルナットとオークから選べる樹種

豊富なサイズバリエーション

ソファータイプはW160cmからW210cm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。お部屋に最適なサイズをお選
びいただけます。

フレームは、ＷＮＴ(ウォルナット)とＯＡＫ(オーク)か
らお選びいただけます。(※ＯＡＫをお選びいただいた場
合、受注より１ヵ月間納期をいただいております。)

安心のフルカバーリング

シンプルだからこそ施したこだわりの加工

肘を取り外して安心搬入

背クッションはクッション１ケ単位で、ハイバッククッ
ションにアップグレードができます。
(ハイバック＝「H」、ベースグレード＝「B」表記にて、
ご注文時に各背クッションをご指定ください）
（高さは＋15㎝となります）

木肘を取り外すことで、3Pカウチ210サイズでも、本体幅

２ｍ以内にて搬入していただくことが可能です。（※13

㎜サイズのスパナで、底面より内部の六角ナットを取り

外す必要があります。※13㎜サイズのスパナは製品に付
属しません。）

クッションカバー・本体カバー共に取り外しが可能なフ
ルカバーリング仕様です。長期間ご使用された後も、カ
バーのみをご注文いただき、張替えすることが可能で
す。（※本体カバーを取り外す際は、肘を取り外す必要
があります。）

ハイバックへアップグレード

素材を生かしたオイル仕上げ

ウォルナット厚板を用い、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。

ＷＮＴ ＯＡＫ



¥964,100+税
OM革

(総革）
¥826,300+税 ¥878,600+税 ¥878,600+税 ¥922,600+税 ¥922,600+税

¥648,900+税

J革
(総革）

¥738,500+税 ¥786,500+税 ¥786,500+税 ¥826,500+税 ¥826,500+税 ¥864,300+税

ズック ¥549,200+税 ¥587,700+税 ¥587,700+税 ¥619,800+税 ¥619,800+税

¥622,100+税

ウネ ¥562,600+税 ¥609,800+税 ¥609,800+税 ¥642,400+税 ¥642,400+税 ¥673,200+税

Cランク ¥518,800+税 ¥559,100+税 ¥559,100+税 ¥592,600+税 ¥592,600+税

B-B-B
H-B-B
B-H-B

¥600,000+税

Bランク ¥506,300+税 ¥551,100+税 ¥551,100+税 ¥581,200+税 ¥581,200+税 ¥607,800+税

B-B-H H-H-B
H-B-H
B-H-H

H-H-H

Aランク ¥499,400+税 ¥536,600+税 ¥536,600+税 ¥566,300+税 ¥566,300+税

HHB
HBH

※クッションは、H=ハイバックグレード、B=ベースグ
レードで表記しています。ご注文時は(H)(B)表記でご
指定下さい。
※３Pカウチ背クッションは、小クッション２個・大
クッション１個にて構成されています。ハイバック仕
様をご注文の際には、下の表をご参考に、ご指定くだ
さい。

BBB HHH BBB
HBB
BHB
BBH

Aランク

H

410
W

700
D

３Pカウチ２１０

（ソファー３P）

H

810(960)
SH

410

（スツール）

D

1540

W D H SH W

D

890

W

2100

650
H

810(960) 410
SHW

2100
税抜価格

小-小-大 小-小-大 小-小-大 小-小-大 小-小-大 小-小-大

D H SH

2000 890 810(960) 410 1900 890 810(960) 410
税抜価格 税抜価格

HBB
BHB
BBH

HHB
HBH

HHH

Aランク ¥422,500+税 ¥450,500+税

Bランク ¥428,500+税 ¥472,800+税 ¥499,100+税 ¥527,700+税 Bランク ¥414,700+税 ¥449,900+税 ¥474,200+税

Cランク ¥438,800+税 ¥473,600+税 ¥500,000+税 ¥529,700+税 Cランク ¥424,700+税 ¥470,800+税 ¥495,400+税

ウネ ¥466,200+税 ¥502,200+税 ¥530,600+税 ¥562,000+税 ウネ ¥445,000+税 ¥479,300+税 ¥505,400+税

ズック ¥459,900+税 ¥491,600+税 ¥518,500+税 ¥548,600+税 ズック ¥444,800+税 ¥477,000+税 ¥503,900+税

J革
(総革）

¥619,800+税 ¥656,700+税 ¥691,800+税 ¥729,300+税
J革

(総革）
¥636,600+税 ¥670,100+税 ¥707,000+税

OM革
(総革）

¥692,200+税 ¥732,400+税 ¥771,600+税 ¥812,800+税
OM革

(総革）

※フレームをオークでお選びいただいた場合、受注から出荷までに１ヵ月間
納期をいただいております。

¥669,800+税 ¥709,000+税 ¥746,700+税 ¥787,100+税

¥600,300+税

¥533,400+税

¥524,500+税

¥534,300+税

¥476,200+税 ¥504,200+税 ¥490,200+税¥409,000+税 ¥438,500+税 ¥462,200+税

¥502,800+税

ROSE  ITEM LIST

ソファ２００ ソファ１９０

小 小 大 小 小 大※ＯＡＫ
１ヵ月後
出荷

※ＯＡＫ
１ヵ月後出荷

※ＯＡＫ
１ヵ月後出荷



SH

890 810(960) 410

¥456,700+税

¥605,700+税

¥674,110+税

ソファ１７０

税抜価格
HH

¥395,600+税

¥419,600+税

¥430,400+税

¥449,300+税

¥471,900+税

¥564,900+税

¥628,300+税

¥401,900+税

¥377,600+税

¥390,700+税

¥401,300+税

¥419,300+税

¥589,400+税

HH B

¥221,400+税

¥253,400+税

¥268,600+税

ソファ７１

810(960)

W

710

¥549,400+税

HB

810(960)

ウネ

ズック

410

BB

J革
(総革）

¥418,100+税

¥439,000+税

¥424,400+税

¥529,400+税

¥590,000+税¥697,000+税¥649,800+税

BB HB

¥363,500+税

¥369,000+税¥442,700+税

HB HH

¥462,500+税

ズック

¥610,000+税

ソファ１８０

J革
(総革）

Bランク

Cランク

¥380,100+税

¥482,200+税

¥470,500+税

¥625,800+税

¥389,600+税

¥411,300+税

¥408,200+税

¥546,900+税

¥451,000+税

¥440,400+税

¥583,400+税

D

890

¥375,000+税 ¥404,700+税

BB

¥431,600+税

410

4101600 890

Aランク

Bランク

ズック

ウネ

¥350,400+税

W

¥379,500+税 ¥407,800+税

¥355,200+税

D H

OM革
(総革）

Aランク

J革
(総革）

ウネ

H SH

税抜価格

ソファ１６０

W

SH

17001800 810(960)

D H

J革
(総革）

Bランク

OM革
(総革）

Cランク

税抜価格

¥434,700+税

Aランク

¥415,900+税

¥363,500+税

¥380,100+税

¥609,500+税

¥223,400+税

¥227,700+税

SH

¥357,000+税

H

W D H

¥324,000+税

¥262,300+税

¥263,100+税

税抜価格

Aランク

¥235,100+税

890

Bランク

¥231,400+税

¥327,800+税

¥256,300+税

ウネ

ズック

¥296,600+税

OM革
(総革）

Cランク

¥429,300+税

¥412,700+税

OM革
(総革）

Cランク

¥514,300+税

¥389,300+税

¥405,800+税 ¥435,900+税

¥461,000+税

¥442,700+税

¥654,100+税¥572,000+税

¥391,000+税

※ＯＡＫ
１ヵ月後出

※ＯＡＫ
１ヵ月後出

※ＯＡＫ
１ヵ月後出

※ＯＡＫ
１ヵ月後出



布・革（カバーリング）

ズック ¥117,600+税 塗装 オイル塗装

その他 搬入時、肘は取り外し可能

ウネ ¥119,000+税
バネ材 鋼製Sバネ

クッション材 スモールフェザー,積層ウレタン

商品仕様

Cランク ¥110,100+税 品名 ローゼ

フレーム ウォルナット（オーク）無垢材

700 650 410

税抜価格

Aランク ¥106,400+税
J革

(総革）
¥146,700+税

スツール

W D SH

Bランク ¥108,100+税
OM革

(総革）
¥161,300+税

2204

張り材

※ＯＡＫ
１ヵ月後出


