
2023/3/18

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ α タイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

3P WIDE
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥696,900 ¥729,600 ¥773,100 ¥827,600 ¥883,300 ¥938,900 ¥1,076,900

3Ｐ WIDE　ワンアーム ¥607,182 ¥635,727 ¥673,182 ¥721,545 ¥770,000 ¥817,273 ¥938,273

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥667,900 ¥699,300 ¥740,500 ¥793,700 ¥847,000 ¥899,000 ¥1,032,100

3P WIDE カウチ ¥607,182 ¥635,727 ¥673,182 ¥721,545 ¥770,000 ¥817,273 ¥938,273

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥667,900 ¥699,300 ¥740,500 ¥793,700 ¥847,000 ¥899,000 ¥1,032,100

3P 
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥580,800 ¥607,400 ¥643,700 ¥689,700 ¥735,600 ¥781,600 ¥896,600

3Ｐ　ワンアーム ¥580,727 ¥608,273 ¥644,545 ¥689,636 ¥735,818 ¥782,091 ¥897,545

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥638,800 ¥669,100 ¥709,000 ¥758,600 ¥809,400 ¥860,300 ¥987,300

3Ｐ　カウチ ¥580,727 ¥608,273 ¥644,545 ¥689,636 ¥735,818 ¥782,091 ¥897,545

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥638,800 ¥669,100 ¥709,000 ¥758,600 ¥809,400 ¥860,300 ¥987,300

2.5Ｐ
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥638,800 ¥669,100 ¥709,000 ¥758,600 ¥809,400 ¥860,300 ¥987,300

2.5Ｐ　ワンアーム ¥528,000 ¥552,182 ¥585,182 ¥627,000 ¥668,727 ¥710,545 ¥815,091

(背ｸｯｼｮﾝＳ 1個付き) ¥580,800 ¥607,400 ¥643,700 ¥689,700 ¥735,600 ¥781,600 ¥896,600

2.5Ｐ　カウチ ¥528,000 ¥552,182 ¥585,182 ¥627,000 ¥668,727 ¥710,545 ¥815,091

(背ｸｯｼｮﾝＳ 1個付き) ¥580,800 ¥607,400 ¥643,700 ¥689,700 ¥735,600 ¥781,600 ¥896,600

¥528,000 ¥552,182 ¥585,182 ¥627,000 ¥668,727 ¥710,545 ¥815,091

¥580,800 ¥607,400 ¥643,700 ¥689,700 ¥735,600 ¥781,600 ¥896,600

¥484,000 ¥508,182 ¥541,182 ¥583,000 ¥624,727 ¥666,545 ¥771,091

¥532,400 ¥559,000 ¥595,300 ¥641,300 ¥687,200 ¥733,200 ¥848,200

¥440,000 ¥464,182 ¥497,182 ¥539,000 ¥580,727 ¥622,545 ¥727,091

¥484,000 ¥510,600 ¥546,900 ¥592,900 ¥638,800 ¥684,800 ¥799,800

(下段は税込み価格）

Villa / PRICE

W1750/D870

▪脚：ブナ材クリアウレタン仕上げ　黒塗装：プラス16,000円（税別）にて可能。特注サイズ・特注仕様も承っております。お気軽にご相談下さい。

ワンアーム ロングシート L W1075/Ｄ1650

ソファ サイズ
ファブリック 本革

W2050/D870

W2050/D870

ワンアーム ロングシート S W925/Ｄ1650

W2150/D870
¥633,545

W2000/D870
¥528,000

W1850/D870
¥580,727

W1900/D870

W1900/D870

W1750/D870

¥803,000 ¥853,545 ¥979,000

ワンアーム ロングシート M W1000/Ｄ1650

¥608,273 ¥644,545 ¥689,636 ¥735,818 ¥782,091 ¥897,545

¥552,182 ¥585,182 ¥627,000 ¥668,727 ¥710,545 ¥815,091

¥663,273 ¥702,818 ¥752,364



2023/3/18

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

ラージ　2800 ¥836,000 ¥872,273 ¥921,727 ¥984,455 ¥1,047,182 ¥1,109,818 ¥1,267,182
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥919,600 ¥959,500 ¥1,013,900 ¥1,082,900 ¥1,151,900 ¥1,220,800 ¥1,393,900

ラージ　2600 ¥809,545 ¥844,727 ¥893,182 ¥953,636 ¥1,014,182 ¥1,074,636 ¥1,226,455
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥890,500 ¥929,200 ¥982,500 ¥1,049,000 ¥1,115,600 ¥1,182,100 ¥1,349,100

ラージ　2400 ¥783,182 ¥817,273 ¥863,455 ¥921,727 ¥981,182 ¥1,039,455 ¥1,185,727
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥861,500 ¥899,000 ¥949,800 ¥1,013,900 ¥1,079,300 ¥1,143,400 ¥1,304,300

ワンアーム　1400 ¥418,000 ¥437,727 ¥464,182 ¥497,182 ¥531,273 ¥564,273 ¥647,818

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥459,800 ¥481,500 ¥510,600 ¥546,900 ¥584,400 ¥620,700 ¥712,600

ワンアーム　1300 ¥404,727 ¥424,545 ¥449,818 ¥481,727 ¥514,727 ¥546,636 ¥628,091

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥445,200 ¥467,000 ¥494,800 ¥529,900 ¥566,200 ¥601,300 ¥690,900

ワンアーム　1200 ¥391,545 ¥410,273 ¥434,455 ¥466,364 ¥497,182 ¥529,091 ¥607,182

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥430,700 ¥451,300 ¥477,900 ¥513,000 ¥546,900 ¥582,000 ¥667,900

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

¥220,000 ¥229,818 ¥245,273 ¥261,727 ¥278,273 ¥294,727 ¥336,545

¥242,000 ¥252,800 ¥269,800 ¥287,900 ¥306,100 ¥324,200 ¥370,200

¥198,000 ¥206,727 ¥220,000 ¥234,273 ¥248,545 ¥262,818 ¥299,182

¥217,800 ¥227,400 ¥242,000 ¥257,700 ¥273,400 ¥289,100 ¥329,100

¥176,000 ¥184,727 ¥198,000 ¥212,273 ¥226,545 ¥240,818 ¥277,182

¥193,600 ¥203,200 ¥217,800 ¥233,500 ¥249,200 ¥264,900 ¥304,900

¥154,000 ¥162,727 ¥176,000 ¥190,273 ¥204,545 ¥218,818 ¥255,182

¥169,400 ¥179,000 ¥193,600 ¥209,300 ¥225,000 ¥240,700 ¥280,700

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

ピロークッション ¥16,455 ¥17,545 ¥18,636 ¥19,727 ¥20,818 ¥22,000 ¥24,636 ¥31,818 ¥34,091 ¥40,636 ¥46,182 ¥47,273

（マチ無しパイピング仕様） ¥18,100 ¥19,300 ¥20,500 ¥21,700 ¥22,900 ¥24,200 ¥27,100 ¥35,000 ¥37,500 ¥44,700 ¥50,800 ¥52,000

(下段は税込み価格）

▪脚：ブナ材クリアウレタン仕上げ　黒塗装：プラス16,000円（税別）にて可能。特注サイズ・特注仕様も承っております。お気軽にご相談下さい。

W2800/D870

ソファ サイズ
ファブリック 本革

W2600/D870

W1400/D870

W1300/D870

W1200/D870

Villa / PRICE

オプションクッション サイズ
ファブリック 本革

W550/H400

W2400/D870

オットマン　Ｓ

オットマン　SS

W870/Ｄ870

W650/Ｄ870

W600/Ｄ870

W550/Ｄ870

オットマン サイズ
ファブリック 本革

オットマン　Ｌ

オットマン　Ｍ



2023/3/18

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ α タイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

3P WIDE
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥156,780 ¥186,210 ¥225,360 ¥274,410 ¥324,450 ¥374,580 ¥498,690

3Ｐ WIDE　ワンアーム ¥136,555 ¥162,327 ¥195,955 ¥239,564 ¥283,091 ¥325,636 ¥434,536

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥150,210 ¥178,560 ¥215,550 ¥263,520 ¥311,400 ¥358,200 ¥477,990

3P WIDE カウチ ¥136,555 ¥162,327 ¥195,955 ¥239,564 ¥283,091 ¥325,636 ¥434,536

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥150,210 ¥178,560 ¥215,550 ¥263,520 ¥311,400 ¥358,200 ¥477,990

3P 
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

3Ｐ　ワンアーム ¥130,664 ¥155,373 ¥188,100 ¥228,682 ¥270,245 ¥311,809 ¥415,800

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥143,730 ¥170,910 ¥206,910 ¥251,550 ¥297,270 ¥342,990 ¥457,380

3Ｐ　カウチ ¥130,664 ¥155,373 ¥188,100 ¥228,682 ¥270,245 ¥311,809 ¥415,800

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥143,730 ¥170,910 ¥206,910 ¥251,550 ¥297,270 ¥342,990 ¥457,380

2.5Ｐ
★3バック/2バック セレクト可

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 2個付き) ¥143,730 ¥170,910 ¥206,910 ¥251,550 ¥297,270 ¥342,990 ¥457,380

2.5Ｐ　ワンアーム ¥118,800 ¥140,564 ¥170,264 ¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

(背ｸｯｼｮﾝＳ 1個付き) ¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

2.5Ｐ　カウチ ¥118,800 ¥140,564 ¥170,264 ¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

(背ｸｯｼｮﾝＳ 1個付き) ¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

¥118,800 ¥140,564 ¥170,264 ¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

¥118,800 ¥140,564 ¥170,264 ¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

¥118,800 ¥140,564 ¥170,264 ¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

¥130,680 ¥154,620 ¥187,290 ¥228,690 ¥270,000 ¥311,400 ¥414,900

(下段は税込み価格）

Villa (spare cover) / PRICE

W1900/D870

¥294,955 ¥340,527 ¥453,355

W2050/D870

W2050/D870

W2000/D870
¥118,800 ¥140,564 ¥170,264

W2150/D870
¥142,527 ¥169,282 ¥204,873 ¥249,464

¥207,900 ¥245,455 ¥283,091 ¥377,182

W1900/D870

¥311,809 ¥415,800

W1750/D870

W1750/D870

ワンアーム ロングシート L W1075/Ｄ1650

W1850/D870
¥130,664 ¥155,373 ¥188,100 ¥228,682 ¥270,245

ワンアーム ロングシート M W1000/Ｄ1650

ワンアーム ロングシート S W925/Ｄ1650

ソファ サイズ
ファブリック 本革



2023/3/18

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

ラージ　2800 ¥178,200 ¥210,845 ¥255,355 ¥311,809 ¥368,264 ¥424,636 ¥566,264
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥196,020 ¥231,930 ¥280,890 ¥342,990 ¥405,090 ¥467,100 ¥622,890

ラージ　2600 ¥172,227 ¥203,891 ¥247,500 ¥301,909 ¥356,400 ¥410,809 ¥547,445
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥189,450 ¥224,280 ¥272,250 ¥332,100 ¥392,040 ¥451,890 ¥602,190

ラージ　2400 ¥166,255 ¥196,936 ¥238,582 ¥291,027 ¥344,455 ¥396,982 ¥528,627
中央ジョイント・座面2分割

カバー一体式
¥182,880 ¥216,630 ¥262,440 ¥320,130 ¥378,900 ¥436,680 ¥581,490

ワンアーム　1400 ¥94,991 ¥112,827 ¥136,555 ¥166,255 ¥196,936 ¥226,636 ¥301,909

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥104,490 ¥124,110 ¥150,210 ¥182,880 ¥216,630 ¥249,300 ¥332,100

ワンアーム　1300 ¥92,045 ¥109,882 ¥132,627 ¥161,345 ¥191,045 ¥219,764 ¥292,991

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥101,250 ¥120,870 ¥145,890 ¥177,480 ¥210,150 ¥241,740 ¥322,290

ワンアーム　1200 ¥89,100 ¥105,873 ¥127,636 ¥156,273 ¥184,091 ¥212,809 ¥283,091

(ﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ 1個付き) ¥98,010 ¥116,460 ¥140,400 ¥171,900 ¥202,500 ¥234,090 ¥311,400

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

¥59,400 ¥68,236 ¥82,145 ¥96,955 ¥111,845 ¥126,655 ¥164,291

¥65,340 ¥75,060 ¥90,360 ¥106,650 ¥123,030 ¥139,320 ¥180,720

¥51,464 ¥59,400 ¥71,264 ¥8,411 ¥96,955 ¥109,882 ¥142,527

¥56,610 ¥65,340 ¥78,390 ¥9,252 ¥106,650 ¥120,870 ¥156,780

¥51,464 ¥59,400 ¥71,264 ¥84,109 ¥96,955 ¥109,882 ¥142,527

¥56,610 ¥65,340 ¥78,390 ¥92,520 ¥106,650 ¥120,870 ¥156,780

¥51,464 ¥59,400 ¥71,264 ¥84,109 ¥96,955 ¥109,882 ¥142,527

¥56,610 ¥65,340 ¥78,390 ¥92,520 ¥106,650 ¥120,870 ¥156,780

A タイプ Ｂタイプ C タイプ D タイプ E タイプ F タイプ αタイプ スタンダード ハイグレード LE エンボス LS スムース LA セミアニリン

ピロークッション ¥9,900 ¥10,882 ¥11,864 ¥12,845 ¥13,827 ¥14,809 ¥17,264 ¥23,727 ¥25,691 ¥31,664 ¥36,573 ¥37,555

（マチ無しパイピング仕様） ¥10,890 ¥11,970 ¥13,050 ¥14,130 ¥15,210 ¥16,290 ¥18,990 ¥26,100 ¥28,260 ¥34,830 ¥40,230 ¥41,310

(下段は税込み価格）

ソファ サイズ
ファブリック 本革

W2800/D870

W2600/D870

W2400/D870

Villa (spare cover) / PRICE

W1400/D870

W1300/D870

W1200/D870

オットマン サイズ
ファブリック 本革

オットマン　Ｌ W870/Ｄ870

オットマン　Ｍ W650/Ｄ870

オットマン　Ｓ W600/Ｄ870

オットマン　SS W550/Ｄ870

オプションクッション サイズ
ファブリック 本革

W550/H400


