
大阪ショールーム商品リスト

商品名 張地 色

エクセドライス WBR モナ LBE ブナ/ブラウン

エレジー N クレオ GR ブナ/ナチュラル

カルミア N ブナ/ナチュラル

シャドウ N バトン BT-DOR ラバーウッド/ナチュラル

シャトルイス N モルト 3 ラバーウッド/ナチュラル

ジョージ K カルドツイード CT-01 アッシュ/ナチュラル

ニーナHイス N N.C. NC-129 ブナ/ナチュラル

ニーナHイス WBK ダウニーアーガイル UP8226 ブナ/ブラック

ニーナHイス WSG ビット BI-Y ブナ/シャビーグレー

ニーナHイス WMY リボン RB-340 ブナ/マスタードイエロー

ニーナHイス WCR コリンズ T-4310 ブナ/コーラルレッド

パウザA WDB アトレ I ブナ/ダークブラウン

ビルド N ラバーウッド/ナチュラル

フェミニン- 2 WLB リメリノ UP8267 ブナ/ライトブラウン

プラム WTN フィヨルドフィール UP8073 ブナ/ホワイトナチュラル

ベンコ ブナ/ナチュラル

ライスTイス D 結飾 UP8148 ラバーウッド/ダークブラウン

ロフ N ブナ/ナチュラル

エレメントA　D NC-177 ブナ/ダークブラウン

オルニス　D モクKU-561(張地使用停止) ブナ/ダークブラウン

ノヴァ　D トラッドTR-2002 ブナ/ダークブラウン

商品名 張地 色

アニマA-2 MQ7 スピリット UP8467 特殊塗装/サテン

アニマ- QC BK N.C. NC-025 黒粉体塗装

アニマ- QC BK N.C. NC-033 黒粉体塗装

アニマ- QC BK N.C. NC-103 黒粉体塗装

エピゾ MBK
座/モコフラッフィー UP8314
ｸｯｼｮﾝ/ｸﾛｳｳｫｰｸﾗｲﾝ UP8035

粉体塗装/ブラック

コニー MBK トラッド TR-2005 粉体塗装/ブラック

シアン MBK トラッド TR-2003 粉体塗装/ブラック

シアン MCL トレント TR-05 粉体塗装/クリア

シアン MBR オルフェ I 粉体塗装/ブラウン

シアン MWH トリオミックス UP8149 粉体塗装/ホワイト

シアン MYE
背/ガルボ GL-TR
座/デニム DE-04

粉体塗装/イエロー

スティッチ GR グレー屋外用塗装

スティッチ IV アイボリー屋外用塗装

チゼル MRE･N カラーキャンバス UP8431
粉体塗装/レッド
アッシュ突板成型合板/ナチュラル

ウッドチェア

メタルチェア



パウザ- DK WH ベスパ T-4173 白粉体塗装

ヘイト MBK ゼラファイトZF05 L-2646 粉体塗装/ブラック

ホエール MWH・WDB Schema 466336–002 Channel
粉体塗装/ホワイト
アッシュ/ダークブラウン

ボトル MQ1 特殊塗装/黒皮調

マルセイユAH MBL ポップステッチ 6 粉体塗装/ブルー

ラ・フランス MCR モッツエスポア ME-07 クロームメッキ

リカルド MWH アネルカ AN-MS 粉体塗装/ホワイト

ルチル MCL 
座/ラムース T-4555
クッション/ラムース T-4516

粉体塗装/クリア

ルート MCL プルアップ L-2893 粉体塗装/クリア

レクト MBK ゼラファイトZF05 L-2646 粉体塗装/ブラック

レーン グレー屋外用塗装

アテナBL

アテナGR

アテナWH

エレメント　MWH　N NC-177 粉体塗装/ホワイト　ブナ/ナチュラル

オルニスQC　W モクKU-561(張地使用停止中) 白粉体塗装

フォーカス　MBK NELSON　NAVY 粉体塗装/ブラック

商品名 張地 色

アイビーHスタンド N カフェフォルテ・モコモ L-2040 ブナ/ナチュラル

アンティラ N ブナ/ナチュラル

ガロードTスタンド MQ1 プルアップ L-2893 特殊塗装/黒皮調

ケトル N アイオー L-2370 ラバーウッド/ナチュラル

コーンスタンド N プレザント PL-17 ラバーウッド/ナチュラル

シャトルTスタンド N バロン BA-04 ラバーウッド/ナチュラル

トラットリアスタンド MQ1 レジェンド LBR 特殊塗装/黒皮調

トラットリア丸ハイスツール MQ1 リメリノ UP8261 特殊塗装/黒皮調

トレス MWH アイオー L-2370 粉体塗装/ホワイト

ポット-2 N アイオー L-2370 ラバーウッド/ナチュラル

マルセイユハイスツール MBK 粉体塗装/ブラック

マルセイユスツール MWH 粉体塗装/ホワイト

PS-53 MQ1・WBR+FR-1① MQ1 特殊塗装/黒皮調

マルシェ 座面：C 粉体塗装/ブラック

マルシェテーブル 天板：C 粉体塗装/ブラック

商品名 張地 色

アルテッド3P WTN
本体/Span 466395–001 Lullaby
クッション/Swivel 466374–005
--------Harmony

ブナ/ホワイトナチュラル

ギムレット2P N カシミール UP8193 ラバーウッド/ナチュラル

シグマ RA 1P MQ1 Orbit 466415–007 Prussian 特殊塗装/黒皮調

スタンド

ソファ



イリデ　WDB　 LEWIS　GRANITE ブナ/ダークブラウン

ヴィクトリア　WDB LUXOR　MULBERRY ブナ/ダークブラウン

ピック　 リボン　RB-333

エテルノ2PT　MBK　G ツイルGR 　天板：G 粉体塗装/ブラック

商品名 サイズ 色

TFG-329 W600φ×TH720 グレー屋外塗装

TFG-330 W800×D800×TH720 ホワイト屋外塗装

TFG-341 W MBK W900×D845×TH700 粉体塗装/ホワイト

TFG-344 N MQ7 W900×D845×TH500 特殊塗装/サテン

TP-177 W+FH脚 WTN W1500×D700(550)×TH700 ブナ/ホワイトナチュラル

TP-182 B+FT-1① MBK W450φ×TH700 粉体塗装/ブラック

テーブル

ベンチ＆スツール


