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GANDIA BLASCO
ガンディア ブラスコ

スペイン・バレンシアのメーカーであるガンディアブラ

○フレーム・ファブリックカテゴリ

スコは、イビザ 島のアウトドアリビングライフから生ま

はP276-277をご参照下さい。

れました。建 築 空 間の一 部としてデザインされる家 具
は、シェードと家 具が一 体 化した家 具やテント等 、シン
プルなデ ザインとカラー バリエ ーションでオリジナル
なアウトドア空 間を創 造します。

ブイットクラブチェア NEW
Buit Club Chair

W600×D1,020×SH370・H680mm

フレーム／アルミ 重量／7.0kg
デザイン／Mayice studio

￥352,000（本体価格 ￥320,000）
保護カバー ￥41,800（本体価格 ¥38,000）

ブイットクラブチェア／コード NEW
Buit Club Chair/Code
W600×D1,020×SH370・H680mm

フレーム／アルミ 背・座／Trevira CS 100

重量／7.6kg

デザイン／Mayice studio

￥704,000（本体価格 ￥640,000）
保護カバー ￥41,800（本体価格 ¥38,000）

ブイットコーヒーテーブル NEW
Buit Coffee Table
W600×D680×H360mm

フレーム／アルミ 重量／4.0kg
デザイン／Mayice studio

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

ブイットプーフ／コード NEW
Buit Puff/Code
W600×D680×H360mm

フレーム／アルミ 座／Trevira CS 100

重量／4.6kg

デザイン／Mayice studio

￥440,000（本体価格 ￥400,000）
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BUIT

受注輸入品
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GANDIA BLASCO

○フレーム・天 板・ファブリック
カテゴリはP 276-277をご参照

ガンディア ブラスコ

下さい。

ピロークッション60×25
ノーティカ ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
ソフト ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
ウォーム ￥29,700（本体価格 ￥27,000）

ピロークッション45×25
ノーティカ ￥19,800（本体価格 ￥18,000）
ソフト ￥19,800（本体価格 ￥18,000）
ウォーム ￥27,500（本体価格 ￥25,000）

ソラナスラウンジチェア
Solanas Lounge Chair

ソラナスクラブチェア
Solanas Club Armchair

W900×D820×SH450・H670mm

W700×D670×SH450・H670mm

主材／アルミ 重量／36.0kg

主材／アルミ 重量／23.5kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥605,000（本体価格 ￥550,000）
ゴールド ￥682,000（本体価格 ￥620,000）

カラー ￥495,000（本体価格 ￥450,000）
ゴールド ￥561,000（本体価格 ￥510,000）

クッションSLL
ノーティカ ￥143,000（本体価格 ￥130,000）
ソフト ￥143,000（本体価格 ￥130,000）
ウォーム ￥187,000（本体価格 ￥170,000）

クッションSLC
ノーティカ ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ソフト ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ウォーム ￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

保護カバー ￥41,800（本体価格 ￥38,000）

ソラナスソファモジュール1レフト
Solanas Module 1 Left
W1,800×D820×SH450・H670mm

W900×D820×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／30.0kg

ソラナスソファモジュール6
Solanas Module 6

W820×D820×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／37.0kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥550,000（本体価格 ￥500,000）
ゴールド ￥605,000（本体価格 ￥550,000）

カラー ￥726,000（本体価格 ￥660,000）
ゴールド ￥792,000（本体価格 ￥720,000）

クッションSL3
ノーティカ ￥165,000（本体価格 ￥150,000）
ソフト ￥165,000（本体価格 ￥150,000）
ウォーム ￥198,000（本体価格 ￥180,000）

クッションSL6
ノーティカ ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
ソフト ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
ウォーム ￥231,000（本体価格 ￥210,000）

保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

ソラナスソファモジュール4
Solanas Module 4

ソラナスクラブテーブルφ90 NEW
Solanas Club Table φ90

ソラナスソファモジュール1ライト
Solanas Module 1 Right
W1,800×D820×SH450・H670mm

主材／アルミ 重量／52.0kg

主材／アルミ 重量／52.0kg

ピロークッションリコメンド数／2個（60×25）

ピロークッションリコメンド数／2個（60×25）

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

￥902,000（本体価格

ソラナスソファモジュール3
Solanas Module 3

カラー
￥820,000）
ゴールド ￥990,000（本体価格 ￥900,000）

カラー ￥902,000（本体価格 ￥820,000）
ゴールド ￥990,000（本体価格 ￥900,000）

クッションSL1LR
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥352,000（本体価格 ￥320,000）

クッションSL1LR
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥352,000（本体価格 ￥320,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

W1,800×D820×SH450・H670mm

φ900xH650mm

主材／アルミ 重量／48.0kg

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン Dekton®

ピロークッションリコメンド数／2個（60×25）

重量／35.8kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥891,000（本体価格 ￥810,000）
ゴールド ￥979,000（本体価格 ￥890,000）
クッションSL4
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥352,000（本体価格 ￥320,000）

組立式
デザイン／ダニエル・ジェルマー二

カラー ￥561,000（本体価格 ￥510,000）
ゴールド ￥616,000（本体価格 ￥560,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ソラナスソファモジュール2レフト
Solanas Module 2 Left
W820×D1,800×SH450・H670mm

ソラナスソファモジュール2ライト
Solanas Module 2 Right
W820×D1,800×SH450・H670mm

主材／アルミ 重量／46.0kg

主材／アルミ 重量／46.0kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥902,000（本体価格 ￥820,000）
ゴールド ￥979,000（本体価格 ￥890,000）

カラー ￥902,000（本体価格 ￥820,000）
ゴールド ￥979,000（本体価格 ￥890,000）

クッションSL2LR
ノーティカ ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
ソフト ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
ウォーム ￥319,000（本体価格 ￥290,000）

クッションSL2LR
ノーティカ ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
ソフト ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
ウォーム ￥319,000（本体価格 ￥290,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）
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ソラナスコーヒーテーブル90
Solanas Coffee Table 90

ソラナスコーヒーテーブル45
Solanas Coffee Table 45

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン Dekton®

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン Dekton®

W900×D900×H350mm

W450×D450×H350mm

重量／55.0kg

重量／12.0kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥385,000（本体価格 ￥350,000）
ゴールド ￥429,000（本体価格 ￥390,000）

カラー ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
ゴールド ￥209,000（本体価格 ￥190,000）

SOLANAS

受注輸入品
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○フレーム・天 板・ファブリック

ガンディア ブラスコ

下さい。

展開色はP276-277をご参照

ソラナスアームチェア NEW
Solanas Armchair

W580×D560×SH470・H740mm
主材／アルミ 重量／11kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

ソラナスダイニングテーブル140×140 NEW
Solanas Dining Table 140×140

カラー ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
ゴールド ￥352,000（本体価格 ￥320,000）

W1,400×D1,400×H760mm

クッション
ノーティカ ￥99,000（本体価格 ￥90,000）
ソフト ￥99,000（本体価格 ￥90,000）
ウォーム ￥121,000（本体価格 ￥110,000）

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン
重量／98kg

Dekton®

組立式

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥825,000（本体価格 ￥750,000）
ゴールド ￥902,000（本体価格 ￥820,000）

保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

ソラナスダイニングテーブルφ140 NEW
Solanas Dining Table φ140

φ1,400×H760mm

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン
重量／76kg

Dekton®

組立式

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥858,000（本体価格 ￥780,000）
ゴールド ￥946,000（本体価格 ￥860,000）

ソラナスダイニングテーブル280
Solanas Dining Table 280
W2,800×D1,100×H760mm

フレーム／アルミ 天板／セラミック系不燃材
重量／103.5kg

Dekton®

組立式

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥1,364,000（本体価格 ￥1,240,000）
ゴールド ￥1,496,000（本体価格 ￥1,360,000）
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SOLANAS

受注輸入品
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○フレーム・ファブリック展開色
はP276-277をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

ピロークッション60×25
ノーティカ ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
ソフト ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
ウォーム ￥29,700（本体価格 ￥27,000）

ソラナスラウンドチルベッド
Solanas Round Chill Bed

φ1,750×SH370・H670mm

主材／アルミ 重量／89.0kg
ピロークッションリコメンド数／3個（60×25）
デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥2,046,000（本体価格 ￥1,860,000）
ゴールド ￥2,233,000（本体価格 ￥2,030,000）
クッションSLRCB
ノーティカ ￥506,000（本体価格 ￥460,000）
ソフト ￥506,000（本体価格 ￥460,000）
ウォーム ￥627,000（本体価格 ￥570,000）

ソラナスコクーンラウンジチェア
Solanas Cocoon Lounge Chair
W900×D820×SH450・H1,460mm
主材／アルミ 重量／81.0kg

保護カバー ￥71,500（本体価格 ￥65,000）

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥1,265,000（本体価格 ￥1,150,000）
ゴールド ￥1,386,000（本体価格 ￥1,260,000）
クッションSLCC
ノーティカ ￥176,000（本体価格 ￥160,000）
ソフト ￥176,000（本体価格 ￥160,000）
ウォーム ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
保護カバー ￥71,500（本体価格 ￥65,000）

ソラナスキャンドルボックス1
Solanas Candle Box 1
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ソラナスキャンドルボックス2
Solanas Candle Box 2

ソラナスキャンドルボックス3
Solanas Candle Box 3

φ200×H300mm

φ300×H400mm

主材／アルミ 重量／2.3kg

主材／アルミ 重量／4.4kg

φ300×H600mm

主材／アルミ 重量／5.5kg

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

デザイン／ダニエル・ジェルマーニ

カラー ￥165,000（本体価格 ￥150,000）
ゴールド ￥187,000（本体価格 ￥170,000）

カラー ￥198,000（本体価格 ￥180,000）
ゴールド ￥209,000（本体価格 ￥190,000）

カラー ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
ゴールド ￥220,000（本体価格 ￥200,000）

SOLANAS

受注輸入品
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○フレーム・ファブリック展開色
はP276-277をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

ピロークッション53×23
ノーティカ ￥20,900（本体価格 ￥19,000）
ソフト ￥20,900（本体価格 ￥19,000）
ウォーム ￥26,400（本体価格 ￥24,000）

DNAソファモデュラー1レフト
DNA Sofa Modular1 Left

W1,800×D880×SH450・H670mm

ピロークッションリコメンド数／2個（53×23）

ピロークッションリコメンド数／3個（53×23）

DNAソファ2
DNA Sofa 2

主材／アルミ 重量／32.0kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

W1,500×D880×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／33.5kg

アノダイズド ￥693,000（本体価格 ￥630,000）
カラー ￥814,000（本体価格 ￥740,000）

ピロークッションリコメンド数／3個（53×23）

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥649,000（本体価格 ￥590,000）
カラー ￥770,000（本体価格 ￥700,000）

クッションDNA1LR
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥396,000（本体価格 ￥360,000）

DNAソファモデュラー1ライト
DNA Sofa Modular1 Right

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

W1,800×D880×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／32.0kg

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

クッションDNAS2
ノーティカ ￥242,000（本体価格 ￥220,000）
ソフト ￥242,000（本体価格 ￥220,000）
ウォーム ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
保護カバー ￥56,100（本体価格 ￥51,000）

アノダイズド ￥693,000（本体価格 ￥630,000）
カラー ￥814,000（本体価格 ￥740,000）
クッションDNA1LR
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥396,000（本体価格 ￥360,000）
保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ピロークッションリコメンド数／１個（53×23）

DNAソファモデュラー2レフト
DNA Sofa Modular2 Left

W1,780×D900×SH450・H670mm

ピロークッションリコメンド数／3個（53×23）

主材／アルミ 重量／30.0kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

DNAソファ3
DNA Sofa 3

アノダイズド ￥671,000（本体価格 ￥610,000）
カラー ￥792,000（本体価格 ￥720,000）
クッションDNA2LR
ノーティカ ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ソフト ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ウォーム ￥330,000（本体価格 ￥300,000）
保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ピロークッションリコメンド数／１個（53×23）

DNAソファモデュラー2ライト
DNA Sofa Modular2 Right

W1,780×D900×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／30.0kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥671,000（本体価格 ￥610,000）
カラー ￥792,000（本体価格 ￥720,000）
クッションDNA2LR
ノーティカ ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ソフト ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ウォーム ￥330,000（本体価格 ￥300,000）

W2,100×D880×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／41.0kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥770,000（本体価格 ￥700,000）
カラー ￥913,000（本体価格 ￥830,000）
クッションDNAS3
ノーティカ ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
ソフト ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
ウォーム ￥429,000（本体価格 ￥390,000）
保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）
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○フレーム・ファブリック展開色
はP276-277をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

ピロークッション53×23
ノーティカ ￥20,900（本体価格 ￥19,000）
ソフト ￥20,900（本体価格 ￥19,000）
ウォーム ￥26,400（本体価格 ￥24,000）

DNAプフモデュラー
DNA Puf Modular

W900×D860×H450mm
主材／アルミ 重量／11.0kg

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

DNAソファモデュラー3
DNA Sofa Modular3

W900×D880×SH450・H760mm

ピロークッションリコメンド数／3個（53×23）

主材／アルミ 重量／13.5kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥440,000（本体価格 ￥400,000）
カラー ￥517,000（本体価格 ￥470,000）
クッションDNA3
ノーティカ ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ソフト ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ウォーム ￥198,000（本体価格 ￥180,000）
保護カバー ￥47,300（本体価格￥43,000）

DNAソファモデュラー4
DNA Sofa Modular4

アノダイズド ￥308,000（本体価格 ￥280,000）
カラー ￥363,000（本体価格 ￥330,000）
クッションDNAP
ノーティカ ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ソフト ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ウォーム ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
保護カバー ￥30,800（本体価格 ￥28,000）

W1,800×D880×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／29.0kg

DNAテーブル90×121
DNA Table 90×121

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥616,000（本体価格 ￥560,000）
カラー ￥726,000（本体価格 ￥660,000）

W1,210×D900×H310mm
主材／アルミ 重量／15.0kg

クッションDNA4
ノーティカ ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ソフト ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
ウォーム ￥352,000（本体価格 ￥320,000）

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
カラー ￥297,000（本体価格 ￥270,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ピロークッションリコメンド数／1個（53×23）

DNAソファモデュラー6レフト
DNA Sofa Modular6 Left
W880×D880×SH450・H670mm
主材／アルミ 重量／21.0kg

ピロークッションリコメンド数／1個（53×23）

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥451,000（本体価格 ￥410,000）
カラー ￥528,000（本体価格 ￥480,000）
クッションDNA6LR
ノーティカ ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ソフト ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ウォーム ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

DNAテーブル90×151
DNA Table 90×151

W1,510×D900×H310mm
主材／アルミ 重量／17.15kg

DNAソファモデュラー6ライト
DNA Sofa Modular6 Right

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

主材／アルミ 重量／21.0kg

アノダイズド ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
カラー ￥330,000（本体価格 ￥300,000）

W880×D880×SH450・H670mm

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥451,000（本体価格 ￥410,000）
カラー ￥528,000（本体価格 ￥480,000）
クッションDNA6LR
ノーティカ ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ソフト ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ウォーム ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）
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○フレーム・ファブリック展開色
はP276-277をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

DNAシェーズラウンジ NEW
DNA Chaise Lounge
W700×D1,980×H450mm

主材／アルミ 重量／24.3kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥407,000（本体価格 ￥370,000）
カラー ￥484,000（本体価格 ￥440,000）
クッションDNACL
ノーティカ ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ソフト ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
ウォーム ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
保護カバー ￥41,800（本体価格 ￥38,000）

DNAチルベッド 140 NEW
DNA Chill Bed 140
W1,400×D1,980×H450mm
主材／アルミ 重量／46.5kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥605,000（本体価格 ￥550,000）
カラー ￥704,000（本体価格 ￥640,000）
クッションDNACB140
ノーティカ ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ソフト ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
ウォーム ￥363,000（本体価格 ￥330,000）
保護カバー ￥56,100（本体価格 ￥51,000）

DNAサイドテーブル 70×71 NEW
DNA Side Table 70×71
W700×D710×H310mm

主材／アルミ 重量／9.6kg
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
カラー ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
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GANDIA BLASCO

フレーム・スラッド

ガンディア ブラスコ

9016
ホワイト

7038
アゲート
グレイ

7033
セメント
グレイ

1019
サンド

7006
ブロンズ

7031
ブルー
グレイ

7043
アンスラ
サイト

ピロークッション45×45
ノーティカ
￥24,200（本体価格 ￥22,000）
ソフト
￥24,200（本体価格 ￥22,000）
ウォーム
￥33,000（本体価格 ￥30,000）

ポリエチレン

フラットソファ1 レフト
Flat Sofa1/Left

ピロークッションリコメンド数／4個（45×45）

W1,800×D910×SH350・H680mm

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

フレーム

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

重量／48.0kg

デザイン／マリオ・ルイズ

カラー ￥814,000（本体価格 ￥740,000）

カラー ￥814,000（本体価格 ￥740,000）

クッションFL1LR
ノーティカ ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ソフト ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ウォーム ￥297,000（本体価格 ￥270,000）

クッションFL1LR
ノーティカ ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ソフト ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ウォーム ￥297,000（本体価格 ￥270,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ピロークッションリコメンド数／4個（45×45）

フラットローアームチェア
Flat Low Armchair

重量／45.3kg

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

W680×D740×SH380・H700mm

W1,800×D910×SH350・H680mm

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

ピロークッションリコメンド数／4個（45×45）

W1,800×D910×SH350・H680mm

重量／48.0kg

デザイン／マリオ・ルイズ

フラットソファ4
Flat Sofa4

重量／15.2kg

デザイン／マリオ・ルイズ

デザイン／マリオ・ルイズ

カラー ￥726,000（本体価格 ￥660,000）

カラー ￥231,000（本体価格 ￥210,000）

クッションFL4
ノーティカ ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ソフト ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
ウォーム ￥297,000（本体価格 ￥270,000）

クッションFLL
ノーティカ ￥49,500（本体価格 ￥45,000）
ソフト ￥49,500（本体価格 ￥45,000）
ウォーム ￥64,900（本体価格 ￥59,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

保護カバー ￥41,800（本体価格 ￥38,000）

フラットソファ2 レフト
Flat Sofa2/Left

ピロークッションリコメンド数／2個（45×45）

フラットソファ2 ライト
Flat Sofa2/Right

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

重量／42.4kg

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

W1,800×D910×SH350・H680mm

254

フラットソファ1 ライト
Flat Sofa1/Right

ピロークッションリコメンド数／2個（45×45）

W1,800×D910×SH350・H680mm
重量／42.4kg

デザイン／マリオ・ルイズ

デザイン／マリオ・ルイズ

カラー ￥781,000（本体価格 ￥710,000）

カラー ￥781,000（本体価格 ￥710,000）

クッションFL2LR
ノーティカ ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
ソフト ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
ウォーム ￥275,000（本体価格 ￥250,000）

クッションFL2LR
ノーティカ ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
ソフト ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
ウォーム ￥275,000（本体価格 ￥250,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

保護カバー ￥60,500（本体価格 ￥55,000）

FLAT

受注輸入品
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○アラムの本 体 展 開 色 は

ガンディア ブラスコ

○本体は12色で製作できます。

P276-277をご参照下さい。
アノダイズド、
ゴールドを除く。

アラムφ71
Aram φ71

φ710×H330mm
主材／ステンレスワイヤー

重量／8.7kg

デザイン／NENDO

￥132,000（本体価格 ￥120,000）

アラムφ61
Aram φ61

φ610×H410mm
主材／ステンレスワイヤー

重量／7.5kg

デザイン／NENDO

￥121,000（本体価格 ￥110,000）

アラムφ41
Aram φ41

φ410×H250mm
主材／ステンレスワイヤー

重量／3.5kg

デザイン／NENDO

￥63,800（本体価格 ￥58,000）

アラムφ36
Aram φ36

φ360×H430mm
主材／ステンレスワイヤー

重量／4.0kg

デザイン／NENDO

￥71,500（本体価格 ￥65,000）
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ARAM
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○デクトン天板展開色はP276
をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

フラットダイニングアームチェア
Flat Dining Armchair

フラットダイニングチェア
Flat Dining Chair

W540×D560×SH450・H800mm

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

W540×D560×SH450・H800mm

重量／10.9kg

フレーム／アルミ 背・座／ポリエチレン

重量／9.3kg

デザイン／マリオ・ルイズ

デザイン／マリオ・ルイズ

カラー ￥176,000（本体価格 ￥160,000）

カラー ￥165,000（本体価格 ￥150,000）

クッションFLA
ノーティカ ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
ソフト ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
ウォーム ￥52,800（本体価格 ￥48,000）

クッションFLA
ノーティカ ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
ソフト ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
ウォーム ￥52,800（本体価格 ￥48,000）

フラットラウンドダイニングテーブル175
Flat Round Dining Table 175

φ1,750×H730mm

フレーム／アルミ 天板／ウルトラ・セラミックストーン Dekton®
重量／104.0kg

組立式

デザイン／マリオ・ルイズ

ポリエチレン天板
￥979,000（本体価格 ￥890,000）
Dekton®天板
￥1,089,000（本体価格 ￥990,000）
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○フレーム・ファブリック展開色
はP276-277をご参照下さい。

ガンディア ブラスコ

○天幕の色は別途ファブリック
見本よりお選び下さい。

ピロークッション50×50
ノーティカ ￥28,600（本体価格 ￥26,000）
ソフト ￥28,600（本体価格 ￥26,000）
ウォーム ￥37,400（本体価格 ￥34,000）

ティピ
TIPI

W2,200×D2,200×H2,600mm

フレーム／アルミ 天幕／PVC

重量／19.0kg

ピロークッションリコメンド数／6個（50×50）
付属品

床固定パーツ
（4個） 組立式

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

￥594,000（本体価格 ￥540,000）
クッションTIPI
ノーティカ ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
ソフト ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
ウォーム ￥242,000（本体価格 ￥220,000）

リクライニングチルベッド
Reclining Chill Bed

W1,000×D2,000×H240mm

フレーム／アルミ 重量／34.0kg
3段階リクライニング＋フラット
デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
カラー ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
クッションRCB
ノーティカ ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ソフト ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
ウォーム ￥176,000（本体価格 ￥160,000）

2 62

TIPI / CHILL
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○展開色はP276-277をご参
照下さい。

ガンディア ブラスコ

メレンデロ
Merendero

W1,800×D1,200×SH430・H2,000mm

フレーム ／アルミ 背・座／ポリエチレン
重量／98.5kg
付属品

PVCテーブルクロス

組立式

デザイン／ホセ・A・ガンディアブラスコ

アノダイズド ￥1,133,000（本体価格 ￥1,030,000）
カラー ￥1,342,000（本体価格 ￥1,220,000）

2 64
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GANDIA BLASCO
ガンディア ブラスコ

デイベット／スリングルーフ NEW
Elevated Daybed Ceiling Fixed Canvas
W2,000×D2,000×H2,000mm
主材／アルミ
重量／114kg

組立式

デザイン／ホセ･A･ガンディアブラスコ

アノダイズド ¥1,254,000（本体価格 ¥1,140,000）
カラー ¥1,507,000（本体価格 ¥1,370,000）
クッションDAYBED
ノーティカ ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ソフト ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ウォーム ¥330,000（本体価格 ¥300,000）

デイベット／スラッドルーフ NEW
Elevated Daybed Fixed Slats+1sidewall
W2,000×D2,000×H2,000mm
主材／アルミ
重量／114kg

組立式

デザイン／ホセ･A･ガンディアブラスコ
アノダイズド ¥1,672,000（本体価格 ¥1,520,000）
カラー ¥2,145,000（本体価格 ¥1,950,000）
クッションDAYBED
ノーティカ ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ソフト ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ウォーム ¥330,000（本体価格 ¥300,000）

デイベット／スライドシェード NEW
Elevated Daybed
W2,000×D2,000×H2,000mm
主材／アルミ
重量／114kg

組立式

デザイン／ホセ･A･ガンディアブラスコ

アノダイズド ¥1,419,000（本体価格 ¥1,290,000）
カラー ¥1,661,000（本体価格 ¥1,510,000）
クッションDAYBED
ノーティカ ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ソフト ¥253,000（本体価格 ¥230,000）
ウォーム ¥330,000（本体価格 ¥300,000）
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受注輸入品
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パーゴラ
価 格 、サイズ 展 開 等 、詳 細 はお 問 合 せ 下さい 。
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GANDIA BLASCO

パーゴラ
価 格 、サイズ 展 開 等 、詳 細 はお 問 合 せ 下さい 。
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パーゴラ
価 格 、サイズ 展 開 等 、詳 細 はお 問 合 せ 下さい 。
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○エンソンブラは7色展開です。

ガンディア ブラスコ

エンソンブラ
Ensombra Folding Parasol

φ1,800×H2,120mm
支柱／ステンレス

天幕／HPL

重量／43.5kg
付属品

スチールベース

組立式

エンソンブラ用コンクリートベース
Ensombra Concrete Base

φ600×H100mm

本体／コンクリート 重量／46.0kg
デザイン／オドスデザイン

ホワイト・カラー ￥110,000（本体価格 ￥100,000）

デザイン／オドスデザイン

ホワイト ￥484,000（本体価格 ￥440,000）
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ガンディア ブラスコ

マテリアル
フレーム色 ALUMINIUM

Anodized

9016 White

SOLIDS（サンブレラ）

1019 sand

3005 wine red

5008 Grey blue

7006 Bronze

7031 Blue grey

7033 Cement grey

7038 Agate grey

Shingles

NATTE（サンブレラ）

Heather beige

AGORA LISO

Blush

Carbon

Grey chiné

Garnet

Siena

Alga

Atlas plain 2B

Atlas plain 2E

Atlas plain 2F

Atlas plain 4B

Atlas plain 4K

Atlas plain 5B

Atlas plain 06

Atlas plain 44

Atlas plain 98

Bora bora 08

Bora bora 05

Bora bora 54

Bora bora 50

Bora bora 59

Bora bora 53

Patio 110

Patio 410

Patio 730

Patio 230

Patio 340

Patio 150

Brote

Carbon beige

Trebol

Grafito

AGORA PANAMA

7043 Anthracite

9011 Black

6007 Bottle green

7039 Quartz grey

Gold
（ソラナスのみ）
Blanco

デクトン天板DEKTON ®

ATLAS PLAIN

Aura natural

Radium solid

Danae natural

Sirocco natural

Domoos solid

Ventus kreta

Galema solid

Ventus solid

Atlas plain 7K

Patio 170

Patio 780

Atlas plain 14

Zenith solid

ファブリック

WARM

NAUTICA

BORA BORA
SLING（サンブレラ）

GEMINI

Bora bora 99
Blanco

Atlas plain 07

Ashgrey

Arena

Oil

Bronce

Antracita

Snowy

Sand

Taupe

Silver

PATIO
SILVERTEX

Patio 200
Ice

Aluminium

Plata

Sage

Sterling

Sandstone

Lotus

Cobre

Mandarin

Umber

DOMINO（サンブレラ）

Meteor

Bottle

Storm

Jet

Carbon
Craps

SOFT

Jackpot

Joker

Loto

Cocco bello

Eden blu

Fondo roccioso

Citrine

Jager

Quartz

River

STRANGE LOVES

DUO

Crudo 07

MAGESTIC（サンブレラ・デコクッションのみ）

Plata 80

Beige 04

Piedra 54

Gris claro 51

Naranja 24

Azul grisaceo 45

Marrón 14

Gris oscuro 53

Gris 51

Piedra 75

Azul grisaceo 45

Naranja 24

Mandarin 29

Azul oscuro 42

Marrón 18

Marrón 09

Carrot stick

Sale e pepe

Sea anchor

DOLCE

Crudo 07
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Gris oscuro 53
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