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THE ART OF LEISURE

フレーム

トリビュ

す。ベルギーのアウトドア家 具のデザインハウスである

本体

天板

○ファブリックカラーはP434-

屋 外での上 質なくらし、それがトリビュのエッセンスで

435をご参照下さい。

トリビュは、テラスや庭に洗 練されたラグジュアリーな
デザイン家 具を加えます。シンプルでありながら、洗 練
されたモダニズム独 特のピュアリティ建 築とマッチす

10リネン

るデ ザ イン。エレガントな 独自開 発 素 材 、品 質 への 追

89ウェンゲ

10リネン

89ウェンゲ

10リネン

89ピオンボ

求をした世 界 観をお楽しみ下さい。

トスカデイベッド
Tosca Daybed

W1,700×D1,860×SH400・H820mm

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

重量／65.0kg

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥1,936,000（本体価格 ￥1,760,000）

10リネン
10リネン
クッションTOSC背×3

トスカソファ233
Tosca Sofa 233

W2,330×D740×SH260・H690mm（クッション：H140mm）

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

重量／42.0kg

クッションTOSD背／D
クッションTOSD座／D
クッションTOSD背／E
クッションTOSD座／E
クッションTOSD背／F
クッションTOSD座／F

10リネン

クッションTOSC背×2

クッションTOSD背×3

トスカソファ163
Tosca Sofa 163

保護カバー ￥74,800（本体価格 ￥68,000）

W1,630×D740×SH260・H690mm（クッション：H140mm）

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

￥52,800（本体価格 ￥48,000）
￥363,000（本体価格 ￥330,000）
￥61,600（本体価格 ￥56,000）
￥407,000（本体価格 ￥370,000）
￥68,200（本体価格 ￥62,000）
￥429,000（本体価格 ￥390,000）

重量／31.0kg

デザイン／モニカ・アルマーニ

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥1,210,000（本体価格 ￥1,100,000）

￥902,000（本体価格 ￥820,000）

クッションTOSC背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションTOSS233座／D ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
クッションTOSC背／E ￥66,000（本体価格 ￥60,000）
クッションTOSS233座／E ￥308,000（本体価格 ￥280,000）
クッションTOSC背／F ￥75,900（本体価格 ￥69,000）
クッションTOSS233座／F ￥330,000（本体価格 ￥300,000）

クッションTOSC背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションTOSS163座／D ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
クッションTOSC背／E ￥66,000（本体価格 ￥60,000）
クッションTOSS163座／E ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションTOSC背／F ￥75,900（本体価格 ￥69,000）
クッションTOSS163座／F ￥242,000（本体価格 ￥220,000）

保護カバー ￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

トスカラウンジャー
Tosca Adjustable Lounger
W840×D2,100×SH270mm

10リネン

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

重量／47.0kg

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥836,000（本体価格 ￥760,000）
クッションTOSL
D ￥176,000（本体価格 ￥160,000）
E ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
F ￥198,000（本体価格 ￥180,000）
保護カバー ￥62,700（本体価格 ￥57,000）

89ウェンゲ

10リネン
クッションTOSC背×1

トスカクラブチェア
Tosca Club Chair

W880×D740×SH260・H690mm（クッション：H140mm）

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

重量／22.2kg

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥616,000（本体価格

腰クッション
（50×30）

40×40

￥560,000）

クッションTOSC背／D
クッションTOSC座／D
クッションTOSC背／E
クッションTOSC座／E
クッションTOSC背／F
クッションTOSC座／F

Tデコクッション

￥58,300（本体価格 ￥53,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥66,000（本体価格 ￥60,000）
￥143,000（本体価格 ￥130,000）
￥75,900（本体価格 ￥69,000）
￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー ￥44,000（本体価格 ￥40,000）

腰クッション

D ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

D ￥19,800（本体価格 ￥18,000）

E ￥29,700（本体価格 ￥27,000）

E ￥22,000（本体価格 ￥20,000）

F ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

F ￥27,500（本体価格 ￥25,000）

50×50
D ￥31,900（本体価格 ￥29,000）
E ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
F ￥42,900（本体価格 ￥39,000）

D

トスカサイドテーブル98
Tosca Side Table 98

フレーム／ステンレス

フレーム／ステンレス

W540×D480×H495mm
重量／9.25kg

W980×D860×H315mm

天板／セラミック

組立式

重量／22.1kg

天板／セラミック

組立式

デザイン／モニカ・アルマーニ

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥242,000（本体価格 ￥220,000）

￥429,000（本体価格 ￥390,000）

保護カバー

60×60
￥38,500（本体価格

トスカサイドテーブル54
Tosca Side Table 54

￥27,500（本体価格

￥25,000）

保護カバー ￥44,000（本体価格 ￥40,000）

￥35,000）

E ￥44,000（本体価格 ￥40,000）
F ￥48,400（本体価格 ￥44,000）
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本体

天板

トリビュ

10リネン

89ウェンゲ

10リネン

89ウェンゲ

10リネン

89ピオンボ

10リネン
10リネン

トスカカウンターハイチェア NEW
Tosca Counter Hight chair

トスカアームチェア
Tosca Armchair

W590×D650×SH430・H710mm

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

W550×D530×SH620・H890mm

重量／12.0kg

フレーム／ステンレス

背・座／トリコード・テキスティリン

デザイン／モニカ・アルマーニ

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥253,000（本体価格 ￥230,000）

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

クッションTOSA背／D
クッションTOSA座／D
クッションTOSA背／E
クッションTOSA座／E
クッションTOSA背／F
クッションTOSA座／F

￥26,400（本体価格 ￥24,000）
￥33,000（本体価格 ￥30,000）
￥30,800（本体価格 ￥28,000）
￥44,000（本体価格 ￥40,000）
￥39,600（本体価格 ￥36,000）
￥61,600（本体価格 ￥56,000）

クッションTOSA背／D
クッションTOSH座／D
クッションTOSA背／E
クッションTOSH座／E
クッションTOSA背／F
クッションTOSH座／F

￥26,400（本体価格 ￥24,000）
￥34,100（本体価格 ￥31,000）
￥30,800（本体価格 ￥28,000）
￥45,100（本体価格 ￥41,000）
￥39,600（本体価格 ￥36,000）
￥62,700（本体価格 ￥57,000）

保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

トスカダイニングテーブル298
Tosca Dining Table 298

フレーム／ステンレス

フレーム／ステンレス

重量／69.0kg

3 68

435をご参照下さい。

トスカダイニングテーブル240
Tosca Dining Table 240
W2,400×D980×H740mm

天板／セラミック

組立式

○ファブリックカラーはP434-

W2,980×D980×H740mm
重量／90.0kg

天板／セラミック

組立式

デザイン／モニカ・アルマーニ

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥957,000（本体価格 ￥870,000）

￥1,199,000（本体価格 ￥1,090,000）

保護カバー
カバートスカテーブル240用
A ￥96,800（本体価格 ￥88,000）
B ￥110,000（本体価格 ￥100,000）
C ￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー
カバートスカテーブル298用
A ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
B ￥154,000（本体価格 ￥140,000）
C ￥165,000（本体価格 ￥150,000）

TOSCA
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天板
グレイズドラバストーン

トリビュ

00ホワイト

10リネン

10リネン

70オーシャン

L89ウェンゲ

チーク

C80シスト

C89ピオンポ

C10リネン

セラミック

89ウェンゲ
LC75ジンク

C10サビア

ラバストーン

Tダイニングテーブルφ90
T Dining Table φ90

φ900×H750mm

フレーム／ステンレス

天板／チーク・セラミック・ラバストーン

重量／チーク：54.9kg・セラミック：58.9kg・ラバストーン：79.7kg

組立式

ラバストーン

デザイン／メルクス＆マース

チーク天板 ￥495,000（本体価格 ￥450,000）
セラミック天板 ￥561,000（本体価格 ￥510,000）
ラバストーン天板 ￥858,000（本体価格 ￥780,000）

Tローダイニングテーブルφ90／ラバストーン天板
T Low Dining Table φ90/Lavastone top

保護カバー
カバーTダイニングテーブルφ90用
A（テーブル用） ￥64,900（本体価格 ￥59,000）
C（テーブル＋チェア用） ￥69,300（本体価格 ￥63,000）

φ900×H670mm

フレーム／ステンレス
重量／79.3kg

天板／ラバストーン

組立式

デザイン／メルクス＆マース

￥858,000（本体価格 ￥780,000）
Tダイニングテーブルφ125
T Dining Table φ125

保護カバー
カバーTローダイニングテーブルφ90用
A（テーブル用） ￥50,600（本体価格 ￥46,000）
C（テーブル＋チェア用） ￥66,000（本体価格 ￥60,000）

φ1,250×H750mm

フレーム／ステンレス

天板／チーク・セラミック・ラバストーン

重量／チーク：68.9kg・セラミック：84.9kg・ラバストーン：118.2kg

組立式

デザイン／メルクス＆マース

Tローダイニングテーブルφ125／ラバストーン天板
T Low Dining Table φ125/Lavastone top

チーク天板 ￥660,000（本体価格 ￥600,000）
セラミック天板 ￥902,000（本体価格 ￥820,000）
ラバストーン天板 ￥1,386,000（本体価格 ￥1,260,000）

φ1,250×H670mm

フレーム／ステンレス
重量／117.8kg

保護カバー
カバーTダイニングテーブルφ125用
A（テーブル用） ￥68,200（本体価格 ￥62,000）
C（テーブル＋チェア用） ￥89,100（本体価格 ￥81,000）

天板／ラバストーン

組立式

デザイン／メルクス＆マース

￥1,386,000（本体価格 ￥1,260,000）
保護カバー
カバーTローダイニングテーブルφ125用
A（テーブル用） ￥66,000（本体価格 ￥60,000）
C（テーブル＋チェア用） ￥86,900（本体価格 ￥79,000）

Tコーヒーテーブルφ90／ラバストーン天板
T Coffee Table φ90/Lavastone top

φ900×H350mm

フレーム／ステンレス
重量／77.3kg

ラバストーン

370

天板／ラバストーン

組立式

Tコーヒーテーブルφ125／ラバストーン天板
T Coffee Table φ125/Lavastone top

φ1,250×H350mm

フレーム／ステンレス
重量／115.8kg

天板／ラバストーン

組立式

デザイン／メルクス＆マース

デザイン／メルクス＆マース

￥858,000（本体価格 ￥780,000）

￥1,386,000（本体価格 ￥1,260,000）

保護カバー
カバーTコーヒーテーブルφ90用（テーブル用）
￥48,400（本体価格 ￥44,000）

保護カバー
カバーTコーヒーテーブルφ125用（テーブル用）
￥63,800（本体価格 ￥58,000）

T TABLE
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フレーム

TRIBÙ

本体

フレーム

天板

○クッションカラー はＰ4 3 4 435をご参照下さい。

トリビュ

00ホワイト

89ウェンゲ

10リネン

89ウェンゲ

00ホワイト

89ウェンゲ

フレーム 89ウェンゲ
本体
10リネン

10リネン

00ホワイト

89ピオンボ

90ブラック

02カラーラ

フレーム 89ウェンゲ
天板
89ピオンボ

イルムダイニングテーブル212×100
Illum Dining Table 212×100

イルムダイニングテーブル267×100
Illum Dining Table 267×100

フレーム／アルミ 天板／セラミック・チーク

フレーム／アルミ 天板／セラミック・チーク

W2,120×D1,000×H760mm

重量／セラミック：66.0kg・チーク：53.0kg

W580×D570×SH440・H770mm
背・座／トリコード 重量／11.6kg

チーク

フレーム 89ウェンゲ
本体
89ウェンゲ

CTRアームチェア
CTR Armchair
フレーム／ステンレス

10リネン

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

￥275,000（本体価格 ￥250,000）
クッションCTRA座
D ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
E ￥48,400（本体価格 ￥44,000）
F ￥56,100（本体価格 ￥51,000）
保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

W2,670×D1,000×H760mm

組立式

重量／セラミック：81.0kg・チーク：61.0kg

組立式

デザイン／メルクス＆マース

デザイン／メルクス＆マース

セラミック天板 ￥594,000（本体価格 ￥540,000）
チーク天板 ￥902,000（本体価格 ￥820,000）

セラミック天板 ￥946,000（本体価格 ￥860,000）
チーク天板 ￥1,155,000（本体価格 ￥1,050,000）

保護カバー
イルムテーブル212用
A ￥91,300（本体価格 ￥83,000）
B（チェア6脚） ￥110,000（本体価格 ￥100,000）
C（チェア8脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）

保護カバー
イルムテーブル267用
A ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
B（チェア6脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）
C（チェア8脚） ￥165,000（本体価格 ￥150,000）

フレーム 00ホワイト
天板
89ピオンボ
00ホワイト

10リネン

89ウェンゲ

イルムアームチェア
Illum Arm Chair

イルムスリムダイニングテーブル212x71
Illum Slim Dining Table 212×71

イルムスリムダイニングテーブル267×71
Illum Slim Dining Table 267×71

フレーム／アルミ 座／パティライン

フレーム／アルミ 天板／セラミック・チーク

フレーム／アルミ 天板／セラミック・チーク

W560×D500×SH450・H760mm
重量／7.5kg

積み重ね可

￥132,000（本体価格 ￥120,000）

3 76

W2,120×D710×H760mm

重量／セラミック：60.0kg・チーク：43.0kg

組立式

W2,670×D710×H760mm

重量／セラミック：78.0kg・チーク：49.0kg

組立式

デザイン／メルクス＆マース

デザイン／メルクス＆マース

セラミック天板 ￥594,000（本体価格 ￥540,000）
チーク天板 ￥759,000（本体価格 ￥690,000）

セラミック天板 ￥935,000（本体価格 ￥850,000）
チーク天板 ￥990,000（本体価格 ￥900,000）

保護カバー
イルムスリムテーブル212用
A ￥86,900（本体価格 ￥79,000）
B（チェア6脚） ￥104,500（本体価格 ￥95,000）
C（チェア8脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）

保護カバー
イルムスリムテーブル267用
A ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
B（チェア6脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）
C（チェア8脚） ￥165,000（本体価格 ￥150,000）

CTR / ILLUM
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本体

○クッションカラー はＰ4 3 4 435をご参照下さい。

トリビュ

00
ホワイト

89
ウェンゲ

10
リネン

89
ウェンゲ

クッションCTR背

フレーム 89ウェンゲ
本体
89ウェンゲ

フレーム 00ホワイト
本体
10リネン

W980×D1,840×SH360・H810mm

クッションCTR背×1

CTRクラブチェア
CTR Club Chair

フレーム／ステンレス
重量／47.9kg

重量／36.5kg

背・座／トリコード

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

W790×D770×SH360・H760mm
フレーム／ステンレス

フレーム 00ホワイト
本体
10リネン

CTRメリディエンヌ レフト
CTR Meridienne Left

￥1,144,000（本体価格 ￥1,040,000）

背・座／トリコード

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

￥451,000（本体価格 ￥410,000）

クッションCTR背

クッションCTR背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションCTRC座／D ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
クッションCTR背／E ￥63,800（本体価格 ￥58,000）
クッションCTRC座／E ￥82,500（本体価格 ￥75,000）
クッションCTR背／F ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
クッションCTRC座／F ￥93,500（本体価格 ￥85,000）

クッションCTR背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションCTRML座／D ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
クッションCTR背／E ￥63,800（本体価格 ￥58,000）
クッションCTRML座／E ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
クッションCTR背／F ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
クッションCTRML座／F ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
保護カバー ￥78,100（本体価格 ￥71,000）

保護カバー ￥44,000（本体価格 ￥40,000）
CTRメリディエンヌ ライト
CTR Meridienne Right

W980×D1,840×SH360・H810mm
フレーム／ステンレス
重量／47.9kg

背・座／トリコード

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

￥1,140,000（本体価格 ￥1,040,000）
クッションCTR背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションCTRMR座／D ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
クッションCTR背／E ￥63,800（本体価格 ￥58,000）
クッションCTRMR座／E ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
クッションCTR背／F ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
クッションCTRMR座／F ￥319,000（本体価格 ￥290,000）

フレーム 89ウェンゲ
本体
89ウェンゲ
クッションCTR背×2

保護カバー ￥78,100（本体価格 ￥71,000）
CTRソファ156
CTR Sofa 156

W1,560×D770×SH360・H760mm
フレーム／ステンレス
重量／61.4kg

背・座／トリコード

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

ドロップスサイドテーブルφ40
Drops Side Table φ40

ドロップスサイドテーブルφ60
Drops Side Table φ60

主材／アルミ 重量／5.6kg

主材／アルミ 重量／8.9kg

φ400×H300・400・500mm

φ600×H300・400・500mm

組立式（テーブル支柱3本入り）

組立式（テーブル支柱3本入り）

￥737,000（本体価格 ￥670,000）

デザイン／トリビュスタジオ

デザイン／トリビュスタジオ

クッションCTR背／D ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
クッションCTRS座／D ￥198,000（本体価格 ￥180,000）
クッションCTR背／E ￥63,800（本体価格 ￥58,000）
クッションCTRS座／E ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
クッションCTR背／F ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
クッションCTRS座／F ￥253,000（本体価格 ￥230,000）

￥89,100（本体価格 ￥81,000）

￥165,000（本体価格 ￥150,000）

保護カバー

￥30,800（本体価格

￥28,000）

保護カバー ￥34,100（本体価格 ￥31,000）

天板

保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）
00
ホワイト

380

10
リネン

60
バーガンディ

89
ウェンゲ

CTR / DROPS
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フレーム・コード

TRIBÙ
トリビュ

ホワイト
ウェンゲ
ホワイト×リネン リネン

クッションNOSS

クッションNOSC

クッションNOSS

クッションNOSC

ノディソファレギュラーライトコーナー NEW
Nodi Sofa Regular Right Corner

ノディソファレギュラーレフトコーナー NEW
Nodi Sofa Regular Left Corner

ノディソファディープライトコーナー NEW
Nodi Sofa Deep Right Corner

ノディソファディープレフトコーナー NEW
Nodi Sofa Deep Left Corner

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

フレーム／アルミ・ステンレス

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

W940×D950×SH380・H790mm
重量／28.1kg

W940×D950×SH380・H790mm

組立式

重量／28.1kg

背／カナックス

組立式

W940×D1,120×SH380・H790mm
重量／31.5kg

W940×D1,120×SH380・H790mm

組立式

重量／31.5kg

組立式

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

￥561,000（本体価格 ￥510,000）

￥561,000（本体価格 ￥510,000）

クッションNOSS背／D ￥107,800（本体価格 ￥98,000）
クッションNOS座／D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOSS背／E ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
クッションNOS座／E ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
クッションNOSS背／F ￥132,000（本体価格 ￥120,000）
クッションNOS座／F ￥264,000（本体価格 ￥240,000）

クッションNOSC背／D ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
クッションNOS座／D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOSC背／E ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOS座／E ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
クッションNOSC背／F ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
クッションNOS座／F ￥264,000（本体価格 ￥240,000）

クッションNOSS背／D
クッションNOSD座／D
クッションNOSS背／E
クッションNOSD座／E
クッションNOSS背／F
クッションNOSD座／F

保護カバー ￥50,600（本体価格 ￥46,000）

保護カバー ￥50,600（本体価格 ￥46,000）

保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

￥107,800（本体価格 ￥98,000）
￥264,000（本体価格 ￥240,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥286,000（本体価格 ￥260,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

W870×D1,120×SH380・H790mm

W865×D950×SH380・H790mm

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

重量／26.7kg

組立式

組立式

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥451,000（本体価格 ￥410,000）

￥330,000（本体価格 ￥300,000）
クッションNOSS背／D ￥107,800（本体価格 ￥98,000）
クッションNOS座／D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOSS背／E ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
クッションNOS座／E ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
クッションNOSS背／F ￥132,000（本体価格 ￥120,000）
クッションNOS座／F ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
保護カバー ￥46,200（本体価格 ￥42,000）

クッションNOSS背／D
クッションNOSD座／D
クッションNOSS背／E
クッションNOSD座／E
クッションNOSS背／F
クッションNOSD座／F

ノディソファレギュラーパフ86×86 NEW
Nodi Sofa Regular Pouf
W870×D870×SH380

フレーム／アルミ 重量／14.7kg

￥107,800（本体価格 ￥98,000）
￥264,000（本体価格 ￥240,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥286,000（本体価格 ￥260,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー ￥49,500（本体価格 ￥45,000）

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

ノディソファラウンジデイベッド NEW
Nodi Sofa Lounge daybed
W870×D1,500×SH380・H790mm

フレーム／アルミ・ステンレス

背／カナックス

組立式

ノディソファラウンジライトコーナー NEW
Nodi Sofa Lounge Right Corner

ノディソファラウンジレフトコーナー NEW
Nodi Sofa Lounge Left Corner

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

フレーム／アルミ・ステンレス 背／カナックス

W940×D1,500×SH380・H790mm
重量／36.8kg

組立式

W940×D1,500×SH380・H790mm
重量／36.8kg

組立式

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥462,000（本体価格 ￥420,000）

￥572,000（本体価格 ￥520,000）

￥572,000（本体価格 ￥520,000）

￥98,000）
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥374,000（本体価格 ￥340,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥396,000（本体価格 ￥360,000）
￥107,800（本体価格

保護カバー ￥57,200（本体価格 ￥52,000）

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

保護カバー ￥39,600（本体価格 ￥36,000）

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

クッションNOSS背／D
クッションNOSL座／D
クッションNOSS背／E
クッションNOSL座／E
クッションNOSS背／F
クッションNOSL座／F

386

ノディソファコーナー用連結コネクター NEW
￥14,300（本体価格 ￥13,000）

W870×D1,030×SH380mm

フレーム／アルミ 重量／18.1kg

クッションNOSD座／D ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
クッションNOSD座／E ￥286,000（本体価格 ￥260,000）
クッションNOSD座／F ￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー ￥37,400（本体価格 ￥34,000）

クッションNOSS

ノディソファディープパフ86×103 NEW
Nodi Sofa Deep Pouf

￥352,000（本体価格 ￥320,000）

￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOS座／D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
クッションNOS座／E ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
クッションNOS座／F ￥264,000（本体価格 ￥240,000）

重量／32.0kg

￥209,000（本体価格 ￥190,000）
￥264,000（本体価格 ￥240,000）
￥231,000（本体価格 ￥210,000）
￥286,000（本体価格 ￥260,000）
￥253,000（本体価格 ￥230,000）
￥308,000（本体価格 ￥280,000）

ノディソファディープシングル NEW
Nodi Sofa Deep

ノディソファレギュラーシングル NEW
Nodi Sofa Regular

重量／23.3kg

クッションNOSC背／D
クッションNOSD座／D
クッションNOSC背／E
クッションNOSD座／E
クッションNOSC背／F
クッションNOSD座／F

クッションNOSS背／D
クッションNOSL座／D
クッションNOSS背／E
クッションNOSL座／E
クッションNOSS背／F
クッションNOSL座／F

￥98,000）
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥374,000（本体価格 ￥340,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥396,000（本体価格 ￥360,000）
￥107,800（本体価格

保護カバー ￥66,000（本体価格 ￥60,000）

クッションNOSS背／D
クッションNOSL座／D
クッションNOSS背／E
クッションNOSL座／E
クッションNOSS背／F
クッションNOSL座／F

￥107,800（本体価格 ￥98,000）
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥374,000（本体価格 ￥340,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥396,000（本体価格 ￥360,000）

保護カバー ￥66,000（本体価格 ￥60,000）

NODI

受注輸入品
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○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。

トリビュ

フレーム 00ホワイト
本体
00/10ホワイト＋リネン

フレーム 89ウェンゲ
本体
10リネン

ノディイージーチェア
Nodi Easy Chair

W600×D720×SH350・H710mm

フレーム／ステンレス

背・座／カナックス

重量／17.0kg

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥297,000（本体価格 ￥270,000）
クッションNOE
D ￥34,100（本体価格 ￥31,000）
E ￥38,500（本体価格 ￥35,000）
F ￥42,900（本体価格 ￥39,000）
保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

フレーム 00ホワイト
本体
00/10ホワイト＋リネン

フレーム 89ウェンゲ
本体
10リネン

ノディアームチェア
Nodi Armchair

W580×D610×SH470・H870mm

フレーム／ステンレス

背・座／カナックス

重量／11.0kg

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥264,000（本体価格 ￥240,000）
クッションNOA
D ￥31,900（本体価格 ￥29,000）
E ￥36,300（本体価格 ￥33,000）
F ￥39,600（本体価格 ￥36,000）
保護カバー ￥45,100（本体価格 ￥41,000）

3 92

NODI
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フレーム
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本体色

○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。

トリビュ

チーク

85
アース
ブラウン

70
ストーン

10
リネン

30
モス

89
ウェンゲ

Tデコクッション40×40
Tデコクッション50×50
Tボックスクッション38×24×13
Tデコクッション40×40

85アースブラウン

ムードソファ232
Mood Sofa 232

W2,330×D910×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

フレーム／チーク 背／トリコード 重量／45.0kg

85アースブラウン

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

ムードデイベッド
Mood Daybed

￥627,000（本体価格 ￥570,000）
クッションMDS232背／D
クッションMDS232座／D
クッションMDS232背／E
クッションMDS232座／E
クッションMDS232背／F
クッションMDS232座／F

￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥264,000（本体価格 ￥240,000）
￥154,000（本体価格 ￥140,000）
￥308,000（本体価格 ￥280,000）
￥176,000（本体価格 ￥160,000）
￥352,000（本体価格 ￥320,000）

保護カバー ￥56,100（本体価格 ￥51,000）
ムードソファ232用背クッションは3個セットです。
Tボックスクッション38×24×13

85アースブラウン

Tボックスクッション

Tデコクッション
40×40

38×24×13

W1,620×D1,740×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

D ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

D ￥19,800（本体価格 ￥18,000）

フレーム／チーク 背／トリコード 重量／52.0kg

E ￥29,700（本体価格 ￥27,000）

E ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

デザイン／スタジオ セゲルス

F ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

F ￥26,400（本体価格 ￥24,000）

￥825,000（本体価格 ￥750,000）

50×50

クッションMDD背／D
クッションMDD座／D
クッションMDD背／E
クッションMDD座／E
クッションMDD背／F
クッションMDD座／F

組立式

￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
￥154,000（本体価格 ￥140,000）
￥385,000（本体価格 ￥350,000）
￥176,000（本体価格 ￥160,000）
￥396,000（本体価格 ￥360,000）

保護カバー ￥74,800（本体価格 ￥68,000）

D ￥31,900（本体価格 ￥29,000）
E ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
F ￥42,900（本体価格 ￥39,000）
60×60
D ￥38,500（本体価格 ￥35,000）
E ￥44,000（本体価格 ￥40,000）
F ￥48,400（本体価格 ￥44,000）

ムードデイベッド用背クッションは3個セットです。

ムードソファ163
Mood Sofa 163

W1,590×D810×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

フレーム／チーク 背／トリコード 重量／22.5kg

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

￥462,000（本体価格 ￥420,000）
クッションMDS163背／D
クッションMDS163座／D
クッションMDS163背／E
クッションMDS163座／E
クッションMDS163背／F
クッションMDS163座／F
85アースブラウン

ムードクラブチェア
Mood Club Chair

￥86,900（本体価格 ￥79,000）
￥187,000（本体価格 ￥170,000）
￥103,400（本体価格 ￥94,000）
￥220,000（本体価格 ￥200,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥242,000（本体価格 ￥220,000）

保護カバー ￥49,500（本体価格 ￥45,000）
ムードソファ163用背クッションは2個セットです。

ムードコーヒーテーブル120×66
Mood Coffee Table 120×66
W1,227×D660×H280mm

主材／チーク 重量／20.3kg

組立式

W910×D810×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

デザイン／スタジオ セゲルス

フレーム／チーク 背／トリコード 重量／27.7kg

￥220,000（本体価格 ￥200,000）

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

￥319,000（本体価格 ￥290,000）
クッションMDCL背／D
クッションMDCL座／D
クッションMDCL背／E
クッションMDCL座／E
クッションMDCL背／F
クッションMDCL座／F

￥44,000（本体価格 ￥40,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥51,700（本体価格 ￥47,000）
￥154,000（本体価格 ￥140,000）
￥60,500（本体価格 ￥55,000）
￥165,000（本体価格 ￥150,000）

保護カバー ￥44,000（本体価格 ￥40,000）

保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

ムードコーヒーテーブル66×66
Mood Coffee Table 66×66
W660×D660×H280mm

主材／チーク 重量／13.7kg

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

￥143,000（本体価格 ￥130,000）
保護カバー ￥24,200（本体価格 ￥22,000）
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本体色

○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。

トリビュ

チーク

85
アース
ブラウン

70
ストーン

10
リネン

30
モス

クッションMDA38

89
ウェンゲ

Tボックスクッション38×24×13

ムードアームチェア
Mood Armchair

ムードバーチェア
Mood Bar Chair

フレーム・座／チーク 背／トリコード

フレーム・座／チーク 背／トリコード

W610×D620×SH450・H790mm
重量／11.5kg

85アースブラウン

W620×D600×SH760・H1,080mm

組立式

重量／14.0kg

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

デザイン／スタジオ セゲルス

￥198,000（本体価格 ￥180,000）

￥264,000（本体価格 ￥240,000）

クッションMDAB座
D ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
E ￥29,700（本体価格 ￥27,000）
F ￥34,100（本体価格 ￥31,000）

クッションMDAB座
D ￥23,100（本体価格 ￥21,000）
E ￥29,700（本体価格 ￥27,000）
F ￥34,100（本体価格 ￥31,000）

保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

保護カバー ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
85アースブラウン

背クッション
（Tボックスクッション38×38×13）

クッションMDA38

イルムダイニングテーブルチーク100×100
Illum Dining Table Teak 100×100
W1,000×D1,000×H760mm
主材／チーク 重量／36.8kg

組立式

腰クッション
（Tボックスクッション）

クッション38×24×13

D ￥25,300（本体価格 ￥23,000）

D ￥19,800（本体価格 ￥18,000）

E ￥31,900（本体価格 ￥29,000）

E ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

F ￥36,300（本体価格 ￥33,000）

F ￥26,400（本体価格 ￥24,000）

イルムダイニングテーブルチーク152×100
Illum Dining Table Teak 152×100
W1,520×D1,000×H760mm
主材／チーク 重量／54.1kg

組立式

デザイン／メルクス＆マース

デザイン／メルクス＆マース

￥506,000（本体価格 ￥460,000）

￥715,000（本体価格 ￥650,000）

保護カバー
イルムテーブル100用A（テーブル用）
￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー
イルムテーブル152用A（テーブル用）
￥74,800（本体価格 ￥68,000）

イルムダイニングテーブルチーク212×100
Illum Dining Table Teak 212×100

イルムダイニングテーブルチーク267×100
Illum Dining Table Teak 267×100

イルムバーテーブルチーク100×100
Illum Bar Table Teak 100×100

イルムバーテーブルチーク212×71
Illum Bar Table Teak 212×71

主材／チーク 重量／66.0kg

主材／チーク 重量／81.0kg

主材／チーク

主材／チーク

W2,120×D1,000×H760mm

組立式

デザイン／メルクス＆マース

W2,670×D1,000×H760mm

組立式

デザイン／メルクス＆マース

￥1,133,000（本体価格 ￥1,030,000）

￥1,452,000（本体価格 ￥1,320,000）

保護カバー
イルムテーブル212用
A ￥91,300（本体価格 ￥83,000）
B（チェア6脚） ￥110,000（本体価格 ￥100,000）
C（チェア8脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）

保護カバー
イルムテーブル267用
A ￥121,000（本体価格 ￥110,000）
B（チェア6脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）
C（チェア8脚） ￥165,000（本体価格 ￥150,000）

400

W1,000×D1,000×H1,060mm
重量／39.0kg

組立式

W2,120×D2,120×H1,060mm
重量／54.0kg

組立式

デザイン／メルクス＆マース

デザイン／メルクス＆マース

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

￥990,000（本体価格 ￥900,000）

保護カバー
イルムバーテーブル100用A（テーブル用）
￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー
イルムバーテーブル212用A（テーブル用）
A ￥86,900（本体価格 ￥79,000）

MOOD / ILLUM

4 01

TRIBÙ

402

403

フレーム

TRIBÙ

本体色

天板

○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。

トリビュ

チーク

Tデコクッション40×40

85
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10
リネン

89
ウェンゲ

Tデコクッション50×50

Tボックスクッション38×24×13

70ストーン

85アースブラウン

ムードラウンジチェア
Mood Lounge Chair

ムードラウンジベッド
Mood Lounge Bed

W1,530×D1,420×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

フレーム・座／チーク 背／トリコード
重量／43.8kg

重量／27.7kg

組立式

組立式

デザイン／スタジオ セゲルス

デザイン／スタジオ セゲルス

￥286,000（本体価格 ￥260,000）

￥594,000（本体価格 ￥540,000）
クッションMDLB背／D
クッションMDLB座／D
クッションMDLB背／E
クッションMDLB座／E
クッションMDLB背／F
クッションMDLB座／F

W850×D810×SH280・H690mm（クッション：H150mm）

フレーム・座／チーク 背／トリコード

￥86,900（本体価格 ￥79,000）
￥297,000（本体価格 ￥270,000）
￥103,400（本体価格 ￥94,000）
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
￥121,000（本体価格 ￥110,000）
￥374,000（本体価格 ￥340,000）

保護カバー ￥62,700（本体価格 ￥57,000）

クッションMDCL背／D
クッションMDCL座／D
クッションMDCL背／E
クッションMDCL座／E
クッションMDCL背／F
クッションMDCL座／F

￥44,000（本体価格 ￥40,000）
￥132,000（本体価格 ￥120,000）
￥51,700（本体価格 ￥47,000）
￥154,000（本体価格 ￥140,000）
￥60,500（本体価格 ￥55,000）
￥165,000（本体価格 ￥150,000）

保護カバー ￥39,600（本体価格 ￥36,000）

イルサイドテーブル
Ile Side Table
組立式

デザイン／Tribù Studio

φ50×34

φ500×H340mm

Tデコクッション

Tボックスクッション

40×40

38×24×13

D ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

D ￥19,800（本体価格 ￥18,000）

E ￥29,700（本体価格 ￥27,000）

E ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

F ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

F ￥26,400（本体価格 ￥24,000）

50×50
D ￥31,900（本体価格 ￥29,000）
E ￥37,400（本体価格 ￥34,000）
F ￥42,900（本体価格 ￥39,000）
60×60
D

￥38,500（本体価格

￥35,000）

E ￥44,000（本体価格 ￥40,000）
F ￥48,400（本体価格 ￥44,000）

10リネン

フレーム／チーク 天板／アルミ

重量／5.0kg

￥143,000（本体価格 ￥130,000）
保護カバー
￥30,800（本体価格 ￥28,000）
φ50×41

φ500×H410mm
重量／6.6kg

￥143,000（本体価格 ￥130,000）
保護カバー
￥30,800（本体価格 ￥28,000）
φ50×51

φ500×H510mm
重量／6.9kg

￥143,000（本体価格 ￥130,000）
保護カバー
￥31,900（本体価格 ￥29,000）

イルサイドテーブル
Ile Side Table

フレーム／チーク 天板／アルミ
組立式
デザイン／Tribù Studio

φ60×34

φ600×H340mm
重量／7.3kg

￥165,000（本体価格 ￥150,000）
保護カバー
￥34,100（本体価格 ￥31,000）
φ60×41

φ600×H410mm
重量／8.4kg

￥165,000（本体価格 ￥150,000）
保護カバー
￥34,100（本体価格 ￥31,000）
φ60×51

φ600×H510mm
重量／8.7kg

￥165,000（本体価格 ￥150,000）
保護カバー
￥35,200（本体価格 ￥32,000）

404

MOOD / ILE

405
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406
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テーブル

ソファ・チェア

○Tデコクッション価格はP404
をご参照下さい。

トリビュ

○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。
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89ウェンゲ

10リネン

10リネン

89ウェンゲ
89ウェンゲ

10リネン

エリオアームチェア
Elio Arm Chair

W800×D800×H370mm

フレーム／チーク 背・座／トリコード

デザイン／モニカ・アルマーニ

重量／22.0kg

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

W550×D600×SH440・H840mm

エリオソファ2
Elio Sofa2

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ
10リネン

W1,540×D890×SH310・H830mm

フレーム／チーク 背・座／トリコード
重量／31.3kg

エリオイージーチェア
Elio Easy Chair

デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥946,000（本体価格 ￥860,000）

W670×D760×SH380・H800mm

クッションES2座
D ￥187,000（本体価格 ￥170,000）
E ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
F ￥231,000（本体価格 ￥210,000）

フレーム／チーク 背・座／トリコード

タオコンクリートコーヒーテーブル80
Tao Concrete Coffee Table 80
主材／コンクリート
重量／65.0kg

組立式

￥264,000（本体価格 ￥240,000）
クッションEA座
D ￥33,000（本体価格 ￥30,000）
E ￥39,600（本体価格 ￥36,000）
F ￥45,100（本体価格 ￥41,000）
保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

重量／16.0kg
デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥396,000（本体価格 ￥360,000）

保護カバー ￥47,300（本体価格 ￥43,000）

30モス

エリオハイバックチェア
Elio High Back Lounge Chair
W710×D880×SH320・H1,010mm

クッションEE座
D ￥69,300（本体価格 ￥63,000）
E ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
F ￥80,300（本体価格 ￥73,000）
保護カバー ￥40,700（本体価格 ￥37,000）

10リネン

フレーム／チーク 背・座／トリコード 重量／21.0kg
デザイン／ヤブ・プッシェルバーグ

￥506,000（本体価格 ￥460,000）
クッションEHL（全面クッション）／D ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
クッションEHL背／D ￥83,600（本体価格 ￥76,000）
クッションEHL座／D ￥59,400（本体価格 ￥54,000）
クッションEHL（全面クッション）／E ￥242,000（本体価格 ￥220,000）
クッションEHL背／E ￥88,000（本体価格 ￥80,000）
クッションEHL座／E ￥64,900（本体価格 ￥59,000）
クッションEHL（全面クッション）／F ￥264,000（本体価格 ￥240,000）
クッションEHL背／F ￥94,600（本体価格 ￥86,000）
クッションEHL座／F ￥73,700（本体価格 ￥67,000）

タオコンクリートテーブルφ160
Tao Concrete Table φ160

タオコンクリートテーブルφ180
Tao Concrete Table φ180

φ160×H740mm

主材／コンクリート 重量／216.0kg

φ180×H740mm
組立式

主材／コンクリート 重量／250.0kg

組立式

デザイン／モニカ・アルマーニ

デザイン／モニカ・アルマーニ

￥1,177,000（本体価格 ￥1,070,000）

￥1,386,000（本体価格 ￥1,260,000）

保護カバー
カバータオダイニングテーブルφ160用
A ￥104,500（本体価格 ￥95,000）
C（チェア8脚） ￥108,900（本体価格 ￥99,000）

保護カバー
カバータオダイニングテーブルφ180用
A ￥108,900（本体価格 ￥99,000）
C（チェア8脚） ￥110,000（本体価格 ￥100,000）

保護カバー ￥44,000（本体価格 ￥40,000）

41 2

ELIO / TAO

41 3

TRIBÙ

41 4

41 5

TRIBÙ
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○クッションカラー は P 4 3 4 435をご参照下さい。

トリビュ

別売クッションA

別売クッションA

別売クッションA
PST腰

ピュアソファチークレフト
Pure Sofa Teak Left Arm Sofa

ピュアソファチークアームチェア93
Pure Sofa Teak Armchair 93

W1,930×D980×SH250・H630mm（クッション：H160mm）

W930×D980×SH250・H630mm（クッション：H160mm）
主材／チーク 重量／20.0kg

主材／チーク 重量／27.5kg

組立式

組立式

ピュアソファチークライト
Pure Sofa Teak Right Arm Sofa

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

￥429,000（本体価格 ￥390,000）

￥286,000（本体価格 ￥260,000）

W1,930×D980×SH250・H630mm（クッション：H160mm）
主材／チーク 重量／27.5kg

クッションPSTLRC
D ￥616,000（本体価格 ￥560,000）
E ￥693,000（本体価格 ￥630,000）
F ￥759,000（本体価格 ￥690,000）

クッションPSTA93C
D ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
E ￥308,000（本体価格 ￥280,000）
F ￥341,000（本体価格 ￥310,000）

￥429,000（本体価格 ￥390,000）

保護カバー ￥74,800（本体価格 ￥68,000）

保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

組立式

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

クッションPSTLRC
D ￥616,000（本体価格 ￥560,000）
E ￥693,000（本体価格 ￥630,000）
F ￥759,000（本体価格 ￥690,000）
保護カバー ￥74,800（本体価格 ￥68,000）

別売クッションB
（ピュアソファコーナー用）

ピュアソファチークアームチェア200
Pure Sofa Teak Armchair 200

別売クッションA

W2,000×D980×SH250・H630mm（クッション：H160mm）
主材／チーク 重量／27.5kg

別売クッションB

別売クッションA

組立式

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

￥451,000（本体価格 ￥410,000）
クッションPSTA200C
D ￥660,000（本体価格 ￥600,000）
E ￥737,000（本体価格 ￥670,000）
F ￥814,000（本体価格 ￥740,000）
保護カバー ￥84,700（本体価格 ￥77,000）

ピュアソファチークコーナー
Pure Sofa Teak Corner Module

W980×D980×SH250・H630mm（クッション：H160mm）
主材／チーク 重量／20.5kg

組立式

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

ピュアソファチークCテーブル
Pure Sofa Teak C-Table
W400×D350×H480mm

主材／チーク 重量／15.0kg

組立式

デザイン／アンドレイ・ムンテアーヌ

￥286,000（本体価格 ￥260,000）
クッションPSTCC
D ￥341,000（本体価格 ￥310,000）
E ￥385,000（本体価格 ￥350,000）
F ￥418,000（本体価格 ￥380,000）

ピュアソファチーク連結コネクター（2個）
Pure Sofa Teak Fasterners
950mm

主材／ステンレス

￥7,150（本体価格 ￥6,500）

別売クッションA

PST腰

D ￥51,700（本体価格 ￥47,000）
E ￥60,500（本体価格 ￥55,000）
F ￥69,300（本体価格 ￥63,000）
別売クッションB（ピュアソファコーナー用）

保護カバー ￥24,200（本体価格 ￥22,000）

D ￥70,400（本体価格 ￥64,000）
E ￥73,700（本体価格 ￥67,000）
F ￥79,200（本体価格 ￥72,000）

41 8

PURE

￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー

￥50,600（本体価格

￥46,000）

41 9

TRIBÙ
トリビュ

ビザビラウンジャー（ホイール付き）NEW
Vis a vis Lounger with 2wheels
W1,070×D2,050×H300mm
主材／チーク 重量／46.9kg

組立式

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

￥517,000（本体価格 ￥470,000）
クッションVISL
D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
E ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
F ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

ビザビラウンジャー NEW
Vis a vis Lounger

W1,070×D2,050×H300mm
主材／チーク 重量／43.7kg

デザイン／ピエルジョルジョ・カッツアニーガ

￥473,000（本体価格 ￥430,000）
クッションVISL
D ￥231,000（本体価格 ￥210,000）
E ￥275,000（本体価格 ￥250,000）
F ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
保護カバー ￥58,300（本体価格 ￥53,000）

420

VIS A VIS

4 21

TRIBÙ

422

4 23

TRIBÙ

4 24

4 25

TRIBÙ

○クッションカラー はＰ4 3 4 435をご参照下さい。

トリビュ

89ウェンゲ

10リネン

89ウェンゲ

00ホワイト

W800×D800×H750mm

主材／アルミ 重量／25.5kg

ブランチアームチェア
Branch Armchair

組立式

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

W590×D570×SH440・H800mm

￥286,000（本体価格 ￥260,000）

フレーム／アルミ 背・座／ポリプロピレン
重量／8.6kg

ブランチビストロスクエアテーブル80×80
Branch Bisro Square Table 80×80

保護カバー
ブランチテーブル80×80用
A（テーブル用） ￥60,500（本体価格 ￥55,000）
B（チェア6脚） ￥72,600（本体価格 ￥66,000）
C（チェア8脚） ￥92,400（本体価格 ￥84,000）

積み重ね可

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

￥143,000（本体価格 ￥130,000）
クッションBRSA
D ￥26,400（本体価格 ￥24,000）
E ￥33,000（本体価格 ￥30,000）
F ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

89ウェンゲ

ブランチビストロダイニングテーブル210×98
Branch Bistro Dining Table 210×98
W2,100×D980×H750mm

主材／アルミ 重量／56.8kg

組立式

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

￥638,000（本体価格 ￥580,000）

89ウェンゲ
89ウェンゲ

ブランチサイドチェア
Branch Side Chair

W540×D570×SH440・H800mm

ブランチビストロラウンドテーブルφ80
Branch Bistro Round Table φ80
主材／アルミ 重量／19.0kg

重量／7.0kg

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

￥121,000（本体価格 ￥110,000）
クッションBRSA
D ￥26,400（本体価格 ￥24,000）
E ￥33,000（本体価格 ￥30,000）
F ￥35,200（本体価格 ￥32,000）
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00ホワイト

φ800×H750mm

フレーム／アルミ 背・座／ポリプロピレン
積み重ね可

保護カバー
ブランチテーブル210×98用
A（テーブル用） ￥91,300（本体価格 ￥83,000）
B（チェア6脚） ￥110,000（本体価格 ￥100,000）
C（チェア8脚） ￥143,000（本体価格 ￥130,000）

組立式

￥253,000（本体価格 ￥230,000）
保護カバー
ブランチテーブルφ80用
A（テーブル用） ￥60,500（本体価格 ￥55,000）
C（テーブル＋チェア用） ￥82,500（本体価格 ￥75,000）

テーブル

00ホワイト

BRANCH
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TRIBÙ

○クッションカラー はＰ4 3 4 435をご参照下さい。

トリビュ

ブランチラウンジャー
Branch Adjustable Lounger

89ウェンゲ

W730×D2,070×SH340mm

フレーム／アルミ 背・座／バティライン
重量／26.5kg

積み重ね可

デザイン／リエボレ・アルテール・モリーナ

￥396,000（本体価格 ￥360,000）
クッションBRL
D ￥165,000（本体価格 ￥150,000）
E ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
F ￥253,000（本体価格 ￥230,000）
保護カバー ￥52,800（本体価格 ￥48,000）

428

BRANCH

受注輸入品
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TRIBÙ

○ファブリックカラーはP434435をご参照下さい。

トリビュ

ノマドプゥーフφ61
Nomad Pouf dia 61

φ610×H460mm

フレーム／ウレタン カバー／アクリル
重量／5.6kg

3点脚付

デザイン／モニカ・アルマーニ

D ￥209,000（本体価格 ￥190,000）
E ￥220,000（本体価格 ￥200,000）
F ￥242,000（本体価格 ￥220,000）
保護カバー ￥35,200（本体価格 ￥32,000）

ノマドプゥーフφ92
Nomad Pouf dia 92

φ920×H430mm

フレーム／ウレタン カバー／アクリル
重量／12.0kg

3点脚付

デザイン／モニカ・アルマーニ

D ￥297,000（本体価格 ￥270,000）
E ￥319,000（本体価格 ￥290,000）
F ￥363,000（本体価格 ￥330,000）
保護カバー ￥56,100（本体価格 ￥51,000）

ノマドプゥーフφ122
Nomad Pouf dia 122

φ1,220×H430mm

フレーム／ウレタン カバー／アクリル
重量／21.2kg

3点脚付

デザイン／モニカ・アルマーニ

D ￥495,000（本体価格 ￥450,000）
E ￥506,000（本体価格 ￥460,000）
F ￥583,000（本体価格 ￥530,000）
保護カバー ￥68,200（本体価格 ￥62,000）

430

NOMAD

受注輸入品

4 31

TRIBÙ

シンディ

ロフト

トリビュ

10
リネン

12
ヘンプ

89
ウェンゲ

00
ホワイト

10
リネン

89
ウェンゲ

12ヘンプ

アウトドアラグシンディ200×200
Outdoor rug Shindi 200×200

89ウェンゲ

W2,000×D2,000mm

主材／PVCコートポリエステル
重量／20.4kg

￥572,000（本体価格 ￥520,000）

200×250
200×300
200×350
200×450
300×300
300×400

￥682,000（本体価格 ￥620,000）
￥781,000（本体価格 ￥710,000）
￥1,067,000（本体価格 ￥970,000）
￥1,089,000（本体価格 ￥990,000）
￥1,089,000（本体価格 ￥990,000）
￥1,474,000（本体価格 ￥1,340,000）

00ホワイト

89ウェンゲ

アウトドアラグロフト200×200
Outdoor rug Loft 200×200
W2,000×D2,000mm

主材／PVCコートポリエステル
重量／18.0kg

￥484,000（本体価格 ￥440,000）
200×240
200×300
250×250
250×300
250×350

432

￥550,000（本体価格 ￥500,000）
￥649,000（本体価格 ￥590,000）
￥660,000（本体価格 ￥600,000）
￥770,000（本体価格 ￥700,000）
￥869,000（本体価格 ￥790,000）

OUTDOOR RUG
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TRIBÙ

○*のマークはリサイクルファブ
リックを使用しています。ファブ

トリビュ

リック風合いに個体差があります。

Category D
SUNBRELLA®

LINEN

TWIST

PARIS

B10
Twist Linen

BD11
Sand

BD90
Black

B121
Canvas Seagrass

01
Natté White

02
Canvas

06
Natté Dune

07
Papyrus*

08
Natté Carbon Sky

10
Curaçao

11
Blush

13
Indian Summer

15
Ashe*

34
Natté Frost Chiné

B12
Linen

B13
Chalk

B15
Washed Linen

B54
Linen Oyster

B55
Linen Scisto

B57
Linen Grey

40
Natté Olive

42
Leaf*

44
Natté Anis

45
Natté Mist

46
Natté Stardust

47
Natté Ochre

64
Natté Nature grey

65
Natté Basalt

69
Natté Silvergrey

75
Natté Charcoal

B69
Silverstone

B77
Linen Mist

B78
Linen Cactus

B79
Linen Pine Green

B80
Linen Indigo

B81
Linen Clay

B111
Canvas
Tweed Brown

B112
Canvas
Tuscan Linen

B113
Canvas
Havana Brown

B114
Canvas Merlot Red

B116
Canvas Mandarin

B117
Canvas Azure Blue

B118
Canvas Lace

B120
Canvas Seasalt

B142
Rustic Weave Moss

B143
Rustic Weave
Oyster

B144
Rustic Weave Cord

B146
Rustic Weave
Ice Grey

B147
Rustic Weave Black

B150
Rustic Weave
Abricot

B151
Rustic Weave
Brown

B152
Rustic Weave Fresco

B181
Tagika Mist

B182
Tagika Silvergrey

B183
Tagika Terracotta

B184
Tagika Fresco

B185
Tagika Eucalyptus

B186
Tagika Scisto

B187
Tagika Nature Grey

B188
Tagika Oyster

B189
Tagika Moss

B171
Taman Off-Black

B172
Taman Basalt

B173
Taman Poivre

B174
Taman Linen

B175
Taman White Sand

B176
Taman White

F02
Sujàn Moss

F04
Sujàn Ochre

CANVAS

76
Granite*

79
Natté Sooty

89
Natté Wengé

Category E
DOTS

NUBBY

B110
Canvas
Cotton White

RUSTIC WEAVE

B100
Grey

B101
Moss

B102
Black

B104
Reversed Grey

B105
Reversed Moss

B106
Reversed Black

B06
Luxury Black

B07
Luxury Blue

B32
Luxury Pure White

B71
Luxury Dove

B72
Luxury Dolphin

B17
Nubby Ebony*

LUXURY

B02V2
Luxury Canvas

B42
Dalsace Flax

B43
Dalsace Snow Grey

B44
Dalsace Zinc

B153
Rustic Weave Lagoon

B180
Tagika White

B45
Dalsace Night

TAMAN

NATURAL

B154
Natural Seashell

B96
Luxury Off Black

TAGIKA

DALSACE

B41
Dalsace Canvas

B93
Luxury Seal

B140
Rustic Weave
Dark Grey

B155
Natural Cloudy Sky

B156
Natural Aged Ivory

B157
Natural Umbra

B159
Natural Amalfi

B160
Natural Aquamarine

B170
Taman Silver

Category F
VELVET
B190
Natural Sage Green NEW

B191
Natural Sandy Dunes NEW

B192
Natural Pale Blue NEW

B193
Natural Off White NEW

B194
Natural Dark Brown NEW

F125
Velvet Rosso
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SUJAN

F139
Velvet Marine Blue

F142
Velvet Moss

F163
Velvet Yellow

F169
Velvet Oyster

F170
Velvet Grey

F01
Sujàn Hemp

TRIBÙ FABRIC

4 35

