
Limited ISeries―リミテッドシリーズ_

※数量限定商品です。詳しくは営業担当者へお問い合わせください。

パルマ・ラタン E0103-lXC
¥154,000

背・座 :ラ タン(ナ チュラル)

脚 :ス チール (マットクローム)

ブラジット2人掛 SCl-0230-S2
¥135,100

張地 :Aラ ンク

胤 (いん)B EH-109-3BN
Price:¥34,000

サイズ :W590× D590× SH440× H800

張地 :ABE‐ 01

フレーム :対馬ヒノキ材 (ナ チュラル)

J146スティックパックアーム 1人掛
SCl-0306-Sl

¥167,300
サイズ:W830× D700× SH430× H800

張地 :Aラ ンク

フレーム :ビーチ材 (ナ チュラル)

ビタI S9032-l WV5
¥55,000

肘 :ピ ーチ材(05色 )

ルーコラ S0208-2N
¥161,000
サイズ :W1800× D850× SH420× H740

張地 :Aラ ンク

本体 :本 革編込 (ナ チュラル)

脚 :スチール (ク ローム)

ビーナス ホワイトG0501-3W
ブラック G0501-3K

¥19,600

サイズ :W580× D540× SH460× H760
本体 :光 沢ナイロンPA6(ホ ワイト/ブラック)

スタッキング可 (4脚まで)

屋外使用可

リンダチークアームレス M9127-10BA
¥11,200
サイス :W490× D550× SH440× H780

フレーム :アルミ

背座 :チーク材

ファースト M9089-1 0JA
¥26,600
サイズ :W470× D580× SH450× H870

本体 :アルミ鋳物

J148ソファ 2人掛 SCl‐ 0306-S2

¥248,500

張地 :Aラ ンク

フレーム :ビーチ材 (ナ チュラル)

キリレドⅡ W3523-10B6
¥41,300

脚 :ビ ーチ材 (06色 )

フラン GA-777-3A0
¥85,400

張地 :Aラ ンク

フレーム :藤 編込 (ナチュラル)

ベネチア P9001-1000
¥17,500
サイズ :W530× D510× SH440×H770

本体 :ポリブロピレン(オレンジ)

ラナ 丁0447-60A
¥44,100
サイズ:W600φ ×H720

天板 :ス テンレス

支柱 :アルミ

ベース :アルミダイキャスト 屋外使用可

ファーストアーム付 M9089-l WJA
¥36,400
サイズ :W570× D580× SH450× H870

本体 :アルミ鋳物

ブラジット 1人掛 SCl¨ 0230-Sl
¥92,400
サイズ :W700× D630× SH480× H830
張地 :Aラ ンク

クッチーナlP S9015-l WBl
¥56,700

肘 :ビ ーチ材(01色 )

ティー G0503-lK
¥16,800

背・座 :エ チルピニルアセテート

脚 :スチールエポキシ粉体塗装(レッド/グリーン/ブラック)

スタッキング可 (5脚まで)屋 外使用可

シャーク GA-800-lAA
¥32,200
サイズ :W500× D560× SH450× H850

本体 :アルミ

屋外使用可 スタッキング可

ラティス W9086-10BB
¥28,000
サイズ:W480× D590× SH430× H880

本体 :チ ーク材

ゴーゴーラ オレンジ P9003-lWOO
グリーン P9003-lWGG
グレー  P9003-l WJJ
スケルトンP9003-lⅥⅣⅥ〃

¥33,600
サイズ :W580× D580× SH450× H840

本体 :ポリプロピレン

L
/琲

ゴーゴーチェア A09M9021-lWWS
B09M9021-1ヽ ″YS
C09M9021-l WES
E09M9021-l WXS

¥8,700
サイズ:W600× D600× SH460× H840

背・座 :ポリプロピレン(ブ ルー/イ エロー/ホ ヮイト/スケルトン)

脚 :ス チール (シルバー)

シャークテーブル TA-815-16S
¥172,200
サイズ :W1600× D910× H740

本体 :アルミ

屋外使用可
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アルモ M9090-1 0JA
¥27,300

本体 :アルミ鋳物

460    ※価格は税抜き価格を表記しています。消費税を別途承ります。
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