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デコクッション

ヘッドレスト 
クッションAHWH

クッションAHLW座

クッションAHLW背

305 ブルカノ
108 グラファイト

DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCからお選びいた

だけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

305 ブルカノ
108 グラファイト

305 ブルカノ
108 グラファイト

305 ブルカノ
108 グラファイト

アーンダは粉体塗装したアルミフレームにデドン

ファイバーを編みこんでいます。

柔らかい布かブラシで、必要に応じて中性洗剤を

溶かしたぬるま湯で表面をお手入れして下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

305 ブルカノ
108 グラファイト

305
ブルカノ

304
リパリ

105
エレメンタル

106
ホワイト
クォーツ

305
ブルカノ

108 
グラファイト

本体

661
ツイストサンド

452 
クールトープ

リコメンドファブリック

305
ブルカノ

105
エレメンタル

304
リパリ

テーブルトップ

ファイバー＋粉体塗装

5352 AHNDA

アーンダウイングチェア
Ahnda Wing Chair
W930×D1,020×SH420・H1,080mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　重量／18.0kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥781,000（本体価格 ￥710,000）

クッションAHLW背／A　￥71,500（本体価格 ￥65,000） 
クッションAHLW座／A　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
クッションAHLW背／B　￥99,000（本体価格 ￥90,000） 
クッションAHLW座／B　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションAHLW背／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションAHLW座／C　￥198,000（本体価格 ￥180,000）

ヘッドレストクッションAHWH／A　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
ヘッドレストクッションAHWH／B　￥72,600（本体価格 ￥66,000） 
ヘッドレストクッションAHWH／C　￥96,800（本体価格 ￥88,000）

保護カバー　￥86,900（本体価格 ￥79,000）

アーンダラウンジチェア
Ahnda Lounge Chair
W930×D920×SH420・H650mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　重量／12.0kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥561,000（本体価格 ￥510,000）

クッションAHLW背／A　￥71,500（本体価格 ￥65,000） 
クッションAHLW座／A　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
クッションAHLW背／B　￥99,000（本体価格 ￥90,000） 
クッションAHLW座／B　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションAHLW背／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションAHLW座／C　￥198,000（本体価格 ￥180,000）

保護カバー　￥71,500（本体価格 ￥65,000）

アーンダソファ２
Ahnda 2-Seater
W1,680×D1,000×SH420・H650mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　重量／15.0kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥792,000（本体価格 ￥720,000）

クッションAHS2背／A　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
クッションAHS2座／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションAHS2背／B　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションAHS2座／B　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションAHS2背／C　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションAHS2座／C　￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

アーンダフットスツール
Ahnda Footstool
φ820×SH390mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー　重量／6.0kg 
クッションホルダー付　 
デザイン／ステファン・バークス

￥308,000（本体価格 ￥280,000）

クッションAHWF／A　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
クッションAHWF／B　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションAHWF／C　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥52,800（本体価格 ￥48,000）

アーンダコーヒーテーブル
Ahnda Coffee Table
φ820×H310mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス　 
重量／15.5kg 
付属品／専用ガラス天板 
デザイン／ステファン・バークス

￥473,000（本体価格 ￥430,000）

保護カバー　￥52,800（本体価格 ￥48,000）



DEDON

デドン
DEDON

耐霜性にすぐれた吸水性の無いセラミック素材

Monolite Ipergres®はキズ、摩耗にも強く、間

接応力にすぐれています。製造方法により、サイド

テーブルの天板は完全にフラットではありません。

柔らかい布とぬるま湯でお手入れして下さい。通

気性を確保するため、冬季は保護カバーを外して

下さい。

バビロンPEはポリエチレンのロトモールド成型品

です。メンテナンスが容易で、100％リサイクル可

能、軽量でいて頑丈です。柔らかい布で、必要に応

じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入

れして下さい。

308
トープ

300
チョーク 

本体
セラミック ポリエチレン

オフホワイト

308 トープ

オフホワイト

5554 BABYLON STOOL / SIDE TABLE

バビロンスツール／サイドテーブル
Babylon Stool / Side Table Ceramic
φ525×H450mm 
主材／セラミック 
重量／17.0kg 
デザイン／ハリー・ポール

￥308,000（本体価格 ￥280,000）
バビロンスツール／サイドテーブル PE
Babylon Stool / Side Table PE
φ525×H450mm 
主材／ポリエチレン 
重量／5.0kg 
デザイン／ハリー・ポール

￥97,900（本体価格 ￥89,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

133 ノリ
164 リオハ 

133 ノリ
164 リオハ 

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

座クッションのみクッションホルダー付です。

5756 DALA　受注輸入品

ダララウンジチェア
Dala Lounge Chair
W960×D970×SH440・H780mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／9.3kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

クッションDL背／A　￥75,900（本体価格 ￥69,000） 
クッションDL座／A　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
クッションDL背／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
クッションDL座／B　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションDL背／C　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
クッションDL座／C　￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

ダラスツールφ60
Dala Stool φ60
φ600×H510mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／4.5kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

クッションDS／A　￥72,600（本体価格 ￥66,000） 
クッションDS／B　￥94,600（本体価格 ￥86,000） 
クッションDS／C　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

保護カバー　￥47,300（本体価格 ￥43,000）



DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

133
ノリ

329
ブラック

000
ホワイト

084
テラコッタ

000
ホワイト

164 
リオハ

165
ウブド

167 
イビサ

166 
キューバ

168
バハマ

本体
ファイバー＋粉体塗装

133
ノリ

084
テラコッタ

314
ストーン

テーブルトップ
ガラス

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

座クッションのみクッションホルダー付です。

ダラは粉体塗装したアルミフレームにデドン

ファイバーを編みこんでいます。

柔らかい布、もしくはブラシで、必要に応じて中

性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入れし

て下さい。

ダララブシートに付属の回転式テーブルは、粉体

塗装アルミ支柱とチーク合板を使用しています。

133 ノリ
164 リオハ 

133 ノリ
164 リオハ 

133 ノリ
164 リオハ 

※ラブシートには移動用のキャスターがついています。

133 ノリ
164 リオハ 

5958 DALA　受注輸入品

ダラサイドテーブルφ60
Dala Side Table φ60
φ600×H440mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／6.8kg 
付属品／ガラス天板 
デザイン／ステファン・バークス

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

保護カバー　￥47,300（本体価格 ￥43,000）

ダラコーヒーテーブルφ96
Dala Coffee Table φ96
φ960×H310mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／17.0kg 
付属品／ガラス天板 
デザイン／ステファン・バークス

￥495,000（本体価格 ￥450,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ダラフットスツールφ96
Dala Footstool φ96
φ960×SH460mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／6.7kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥330,000（本体価格 ￥300,000）

クッションDL座／A　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
クッションDL座／B　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションDL座／C　￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ダララブシート
Dala Loveseat
φ1,790×SH440・H580mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　天板／チーク合板 
重量／30.0kg 
組立式 
360°回転　クッション両面使用可　キャスター付 
デザイン／ステファン・バークス

￥1,782,000（本体価格 ￥1,620,000）

クッションDLL／A　￥473,000（本体価格 ￥430,000） 
クッションDLL／B　￥616,000（本体価格 ￥560,000） 
クッションDLL／C　￥803,000（本体価格 ￥730,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

デコクッション40×40デコクッション60×60 デコクッション50×50デコクッション70×70

デコクッション
70×70 
CAT.A　￥49,500（本体価格 ￥45,000） 
CAT.B　￥61,600（本体価格 ￥56,000） 
CAT.C　￥79,200（本体価格 ￥72,000） 
CAT.E　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

60×60 
CAT.A　￥41,800（本体価格 ￥38,000） 
CAT.B　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
CAT.C　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
CAT.E　￥81,400（本体価格 ￥74,000）

50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

145
ジンジャー

177 
シトロン

本体
ファイバー＋粉体塗装

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

デイドリームは粉体塗装したアルミフレームに

デドンファイバーを編みこんでいます。

柔らかい布、もしくはブラシで、必要に応じて中

性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入れし

て下さい。

デイドリームデイベッド用の保護カバーは背・

座クッションのみを覆う仕様です。

177 シトロン
145 ジンジャー

177 シトロン
145 ジンジャー

6160 DAYDREAM　受注輸入品

デイドリームデイベッド NEW
Day Dream Daybed
W2,160×D1,380×SH510・H2,110mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／48.0kg 
付属品／キャノピー（90％ポリエステル　10％リネン） 
組立式 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥2,288,000（本体価格 ￥2,080,000）

クッションDBD／A　￥495,000（本体価格 ￥450,000） 
クッションDBD／B　￥583,000（本体価格 ￥530,000） 
クッションDBD／C　￥616,000（本体価格 ￥560,000）

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

デイドリームサイドテーブル NEW
Day Dream Side Table
W585×D435×H470mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／4.8kg 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）

デコクッション40×40デコクッション50×50

50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン
DEDON

天板 306 リパリ2.0
フレーム　304 リパリ

天板 133 ノリ
フレーム　133 ノリ

天板 084 テラコッタ
フレーム　084 テラコッタ

天板 317 ブラックペッパー
フレーム　317 ブラックペッパー

6362 IZON　受注輸入品

アイゾンサイドテーブル39×39／ガラス
IZON Side Table 39×39/Glass
W390×D390×H470mm 
フレーム／アルミ　天板／ガラス 
重量／7.3kg 
付属品／ガラス天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥275,000（本体価格 ￥250,000）

保護カバー　￥33,000（本体価格 ￥30,000）

アイゾンサイドテーブル39×39／HPL
IZON Side Table 39×39/HPL
W390×D390×H470mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／5.6kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥176,000（本体価格 ￥160,000）

保護カバー　￥33,000（本体価格 ￥30,000）

アイゾンサイドテーブルφ54．5／ガラス
IZON Side Table φ54.5/Glass
φ545×H470mm 
フレーム／アルミ　天板／ガラス 
重量／8.5kg 
付属品／ガラス天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

保護カバー　￥36,300（本体価格 ￥33,000）

アイゾンサイドテーブルφ54．5／HPL
IZON Side Table φ54.5/HPL
φ545×H470mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／6.3kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥187,000（本体価格 ￥170,000）

保護カバー　￥36,300（本体価格 ￥33,000）



DEDON

デドン

天板 343 タルク
フレーム　304 リパリ

天板 306 リパリ2.0
フレーム　304 リパリ

天板 317 ブラックペッパー
フレーム　317 ブラックペッパー

天板 317 ブラックペッパー
フレーム　317 ブラックペッパー

天板 344 ラバ
フレーム　317 ブラックペッパー

アイゾンコーヒーテーブル120×120／HPL
IZON Coffee Table 120×120/HPL
W1,200×D1,200×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／24.1kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

天板 343 タルク
フレーム　304 リパリ

粉体塗装したアルミフレームは4色、高さと形状

は3種類あります。

天板はガラス、HPL、人工石です。柔らかい布で、

必要に応じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表

面をお手入れして下さい。

天板 343 タルク
フレーム　304 リパリ

天板 344 ラバ
フレーム　317 ブラックペッパー

天板 306 リパリ2.0
フレーム　304 リパリ

天板 317 ブラックペッパー
フレーム　317 ブラックペッパー

317
ブラック
ペッパー
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304
リパリ

133
ノリ

343
タルク

133
ノリ

306
リパリ2.0

フレーム テーブルトップ
粉体塗装 ガラス 人工石 HPL

6564 IZON　受注輸入品

アイゾンコーヒーテーブルφ111／ミネラルコンポジット
IZON Coffee Table φ111/Mineral Composite
φ1,110×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／29.0kg 
付属品／人工石天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥550,000（本体価格 ￥500,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）

アイゾンコーヒーテーブルφ111／HPL
IZON Coffee Table φ111/HPL
φ1,110×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／16.4kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥286,000（本体価格 ￥260,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）

アイゾンコーヒーテーブル80×80／HPL
IZON Coffee Table 80×80/HPL
W800×D800×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／12.6kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）

アイゾンコーヒーテーブル80×80／ミネラルコンポジット
IZON Coffee Table 80×80/Mineral Composite
W800×D800×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／21.9kg 
付属品／人工石天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥495,000（本体価格 ￥450,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）

アイゾンコーヒーテーブル120×120／ミネラルコンポジット
IZON Coffee Table 120×120/Mineral Composite
W1,200×D1,200×H270mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／44.6kg 
付属品／人工石天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥726,000（本体価格 ￥660,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

アイゾンコーヒーテーブル50×90／ミネラルコンポジット
IZON Coffee Table 50×90/Mineral Composite
W900×D500×H370mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／15.8kg 
付属品／人工石天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）

アイゾンコーヒーテーブル50×130／ミネラルコンポジット
IZON Coffee Table 50×130/Mineral Composite
W1,300×D500×H370mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／22.1kg 
付属品／人工石天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥484,000（本体価格 ￥440,000）

保護カバー　￥48,400（本体価格 ￥44,000）

アイゾンコーヒーテーブル50×130／HPL
IZON Coffee Table 50×130/HPL
W1,300×D500×H370mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／12.9kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

保護カバー　￥48,400（本体価格 ￥44,000）

アイゾンコーヒーテーブル50×90／HPL
IZON Coffee Table 50×90/HPL
W900×D500×H370mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／9.9kg 
付属品／HPL天板 
組立式　アジャスター付 
デザイン／アリック・レヴィ

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）



積載荷重 120kg
安全距離：スタンドのベースエリア
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ファイバー 粉体塗装

133
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キダハンギングラウンジチェアのロープは全長

1,400mmです。吊る際は500〜1,400mmの

間で調整できます。

キダは粉体塗装したアルミフレームにデドンファ

イバーを巻き付けています。柔らかい布、もしくは

ブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶かしたぬる

ま湯で表面をお手入れして下さい。

ベースは粉体塗装したステンレススチールです。

柔らかい布とぬるま湯でお手入れして下さい。

積載荷重 120kg

吊りパーツ

6766 KIDA

キダハンギングラウンジチェア
Kida Hanging Lounge Chair
W1,000×D1,050×SH410・H1,610mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　ロープ／ポリエチレン 
重量／9.2kg 
組立式 
クッションホルダー付　360°回転 
デザイン／ステファン・バークス

フレーム（吊りパーツ含む）　￥528,000（本体価格 ￥480,000）
ロープ　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

全面クッションKIL／A　￥330,000（本体価格 ￥300,000） 
全面クッションKIL／B　￥363,000（本体価格 ￥330,000） 
全面クッションKIL／C（ATRIUM／PATIO）　￥407,000（本体価格 ￥370,000）

保護カバー　￥75,900（本体価格 ￥69,000）

キダハンギングラウンジチェア
Kida Hanging Lounge Chair incl. Base
W1,310×D1,270×H1,950mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　ベース／ステンレス　 
重量／28.9kg 
組立式 
クッションホルダー付　360°回転　アジャスター付 
デザイン／ステファン・バークス

フレーム（吊りパーツ含む）　￥528,000（本体価格 ￥480,000）
ベース　￥561,000（本体価格 ￥510,000）

全面クッションKIL／A　￥330,000（本体価格 ￥300,000） 
全面クッションKIL／B　￥363,000（本体価格 ￥330,000） 
全面クッションKIL／C（ATRIUM／PATIO）　￥407,000（本体価格 ￥370,000）

保護カバー　￥75,900（本体価格 ￥69,000）

テザリングロープ

￥41,800（本体価格 ￥38,000）
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リーフビーチチェアXSは粉体塗装したアルミフ

レームにデドンファイバーを編みこんでいます。

柔らかい布、もしくはブラシで、必要に応じて中

性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入れし

て下さい。

葉のデザインのコットン製パッド入りタオルは、

このデザインとこの形状のみとなります。30℃

のぬるま湯で洗えます。

6968 LEAF　受注輸入品

リーフビーチチェア／XS
Leaf Beach Chair XS
W2,540×D860×SH430・H420mm・CH20mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／15.0kg 
アジャスター機能付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

クッションLFBS　￥143,000（本体価格 ￥130,000）

保護カバー　￥96,800（本体価格 ￥88,000）
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7372 LOUNGE

ラウンジセンター（中央）
Lounge Centre Module
W660×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／11.5kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

ソフトクッションLCE／A　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
ソフトクッションLCE／B　￥209,000（本体価格 ￥190,000） 
ソフトクッションLCE／C（ATRIUM／PATIO）　￥264,000（本体価格 ￥240,000）

保護カバー　￥66,000（本体価格 ￥60,000）

ラウンジセンターXXL（中央）
Lounge Centre Module XXL
W1,100×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／16.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥396,000（本体価格 ￥360,000）

ソフトクッションLCEL／A　￥253,000（本体価格 ￥230,000） 
ソフトクッションLCEL／B　￥330,000（本体価格 ￥300,000） 
ソフトクッションLCEL／C（ATRIUM／PATIO）　￥429,000（本体価格 ￥390,000）

保護カバー　￥92,400（本体価格 ￥84,000）

ラウンジカーブ
Lounge Curved Module
W1,520・45°×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／16.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥517,000（本体価格 ￥470,000）

ソフトクッションLCCU／A　￥374,000（本体価格 ￥340,000） 
ソフトクッションLCCU／B　￥495,000（本体価格 ￥450,000） 
ソフトクッションLCCU／C（ATRIUM／PATIO）　￥638,000（本体価格 ￥580,000）

保護カバー　￥103,400（本体価格 ￥94,000）

ラウンジコーナー（角）
Lounge Corner Module
W1,060×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／18.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥418,000（本体価格 ￥380,000）

ソフトクッションLCO／A　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
ソフト（背・座）クッションLCOOS／A　￥198,000（本体価格 ￥180,000） 
ソフトクッションLCO／B　￥308,000（本体価格 ￥280,000） 
ソフト（背・座）クッションLCOOS／B　￥253,000（本体価格 ￥230,000） 
ソフトクッションLCO／C（ATRIUM／PATIO）　￥407,000（本体価格 ￥370,000） 
ソフト（背・座）クッションLCOOS／C（ATRIUM／PATIO）　￥330,000（本体価格 ￥300,000）

保護カバー　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

背クッションサイズ

34  13½" 

21  8¼"

ラウンジレフト（左）
Lounge Left Module
W1,210×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／19.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

ソフトクッションLL／A　￥264,000（本体価格 ￥240,000） 
ソフトクッションLL／B　￥341,000（本体価格 ￥310,000） 
ソフトクッションLL／C（ATRIUM／PATIO）　￥429,000（本体価格 ￥390,000）

保護カバー　￥91,300（本体価格 ￥83,000）

ラウンジライト（右）
Lounge Right Module
W1,210×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／19.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

ソフトクッションLR／A　￥264,000（本体価格 ￥240,000） 
ソフトクッションLR／B　￥341,000（本体価格 ￥310,000） 
ソフトクッションLR／C（ATRIUM／PATIO）　￥429,000（本体価格 ￥390,000）

保護カバー　￥91,300（本体価格 ￥83,000）

ラウンジチェア
Lounge Chair
W1,100×D1,060×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／21.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥473,000（本体価格 ￥430,000）

ソフトクッションLCH／A　￥198,000（本体価格 ￥180,000） 
ソフトクッションLCH／B　￥253,000（本体価格 ￥230,000） 
ソフトクッションLCH／C（ATRIUM／PATIO）　￥330,000（本体価格 ￥300,000）

保護カバー　￥71,500（本体価格 ￥65,000）
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ラウンジは粉体塗装したアルミフレームにデド

ンファイバーを編みこんでいます。柔らかい布、

もしくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶

かしたぬるま湯で表面をお手入れして下さい。

ガラス天板は柔らかい布と必要に応じて中性洗

剤を溶かしたぬるま湯でお手入れして下さい。

ラウンジビーチチェアはレジデンシャルでの使

用をお勧めします。

7574 LOUNGE

ラウンジフットスツール110×110
Lounge Footstool 110×110
W1,100×D1,100×H430mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／10.5kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥330,000（本体価格 ￥300,000）

ソフトクッションLCT110 
A　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
B　￥264,000（本体価格 ￥240,000） 
C（ATRIUM／PATIO）　￥341,000（本体価格 ￥310,000）

保護カバー　￥70,400（本体価格 ￥64,000）

ラウンジフットスツール65×110
Lounge Footstool 65×110
W1,100×D650×H430mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／7.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

ソフトクッションLCT65 
A　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
B　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
C（ATRIUM／PATIO）　￥231,000（本体価格 ￥210,000）

保護カバー　￥50,600（本体価格 ￥46,000）

ラウンジコーヒーテーブル110×110
Lounge Coffee Table 110×110
W1,100×D1,100×H310mm 
フレーム／アルミ・デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／28.0kg 
ガラス天板込 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥462,000（本体価格 ￥420,000）

保護カバー　￥66,000（本体価格 ￥60,000）

ラウンジコーヒーテーブル65×110
Lounge Coffee Table 65×110
W1,100×D650×H310mm 
フレーム／アルミ・デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／17.5kg 
ガラス天板込 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

保護カバー　￥50,600（本体価格 ￥46,000）

ラウンジデイベッド
Lounge Daybed
W1,100×D2,160×SH430・H720mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／26.0kg 
アジャスター機能付　コネクター付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥726,000（本体価格 ￥660,000）

ソフトクッションLBE／A　￥385,000（本体価格 ￥350,000） 
ソフトクッションLBE／B　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
ソフトクッションLBE／C（ATRIUM／PATIO）　￥704,000（本体価格 ￥640,000）

保護カバー　￥110,000（本体価格 ￥100,000）

背クッションサイズ
ラウンジデイベッド専用35  13¾"

25  9¾"

ラウンジビーチチェア／ガススプリング
Lounge Beach Chair, with gas spring
W650×D2,000×H310mm・CH60mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／22.5kg 
アジャスター付 　リクライニング位置調整可　車輪付 
デザイン／フランク・リヒタルト

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

ソフトクッションLB／A　￥264,000（本体価格 ￥240,000） 
ソフトクッションLB／B　￥308,000（本体価格 ￥280,000） 
ソフトクッションLB／C（ATRIUM／PATIO）　￥396,000（本体価格 ￥360,000）

保護カバー　￥94,600（本体価格 ￥86,000）

min. 0°

デコクッション40×40デコクッション50×50

デコクッション
50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）
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DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

エンバーク追加背クッション

7776 MBARQ　受注輸入品

エンバークソファ3
Mbarq 3-Seater
W1,970×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／23.6kg　組立式 
アジャスター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,243,000（本体価格 ￥1,130,000）

クッションMBQS3LRCE／A　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
クッションMBQS3LRCE／B　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQS3LRCE／C　￥847,000（本体価格 ￥770,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

エンバークレフトコーナー
Mbarq Left Corner Module
W1,870×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／23.0kg　組立式 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,188,000（本体価格 ￥1,080,000）

クッションMBQLR／A　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQLR／B　￥792,000（本体価格 ￥720,000） 
クッションMBQLR／C　￥1,012,000（本体価格 ￥920,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥106,700（本体価格 ￥97,000）

エンバークライトコーナー
Mbarq Right Corner Module
W1,870×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／23.0kg　組立式 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,188,000（本体価格 ￥1,080,000）

クッションMBQLR／A　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQLR／B　￥792,000（本体価格 ￥720,000） 
クッションMBQLR／C　￥1,012,000（本体価格 ￥920,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥106,700（本体価格 ￥97,000）

エンバークハイバックソファ3
Mbarq 3-Seater High Backrest
W1,970×D1,020×SH430・H1,040mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／28.0kg　組立式 
アジャスター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,364,000（本体価格 ￥1,240,000）

クッションMBQS3LRCE／A　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
クッションMBQS3LRCE／B　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQS3LRCE／C　￥847,000（本体価格 ￥770,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）
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DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

エンバークは粉体塗装したアルミフレームにデ

ドンファイバーを編んでいます。

エンバークは姉妹コレクションのエンブレイス

と同様に、鮮やかな3色のファイバーを3軸方向

にオープンに編んだものを採用しています。座

はTensiline®️で出来ています。

柔らかい布、もしくはブラシで、必要に応じて中

性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入れし

て下さい。

084
テラコッタ

304
リパリ

151 
チェスナッツ

115 
ペッパー

133 
ノリ

141 
バルティック

本体
ファイバー＋粉体塗装

7978 MBARQ　受注輸入品

エンバークレフト
Mbarq Left Module
W1,840×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／22.7kg　組立式　 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,188,000（本体価格 ￥1,080,000）

クッションMBQS3LRCE／A　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
クッションMBQS3LRCE／B　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQS3LRCE／C　￥847,000（本体価格 ￥770,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥102,300（本体価格 ￥93,000）

エンバークセンター
Mbarq Center Module
W1,730×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／21.8kg　組立式 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,111,000（本体価格 ￥1,010,000）

クッションMBQS3LRCE／A　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
クッションMBQS3LRCE／B　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQS3LRCE／C　￥847,000（本体価格 ￥770,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥101,200（本体価格 ￥92,000）

エンバークデイベッドレフト
Mbarq Daybed Left
W980×D1,870×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／18.2kg 
組立式　 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,056,000（本体価格 ￥960,000）

クッションMBQDLR／A　￥473,000（本体価格 ￥430,000） 
クッションMBQDLR／B　￥561,000（本体価格 ￥510,000） 
クッションMBQDLR／C　￥726,000（本体価格 ￥660,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000）　

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

エンバークフットスツール
Mbarq Footstool
W900×D900×H430mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／13.7kg 
組立式 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥484,000（本体価格 ￥440,000）

クッションMBQF／A　￥209,000（本体価格 ￥190,000） 
クッションMBQF／B　￥264,000（本体価格 ￥240,000） 
クッションMBQF／C　￥341,000（本体価格 ￥310,000）

保護カバー　￥48,400（本体価格 ￥44,000）

エンバークデイベッドライト
Mbarq Daybed Right
W980×D1,870×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／18.2kg 
組立式　 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,056,000（本体価格 ￥960,000）

クッションMBQDLR／A　￥473,000（本体価格 ￥430,000） 
クッションMBQDLR／B　￥561,000（本体価格 ￥510,000） 
クッションMBQDLR／C　￥726,000（本体価格 ￥660,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000）　

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

エンバークライト
Mbarq Right Module
W1,840×D1,010×SH430・H750mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／22.7kg　組立式 
アジャスター付　コネクター付　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,188,000（本体価格 ￥1,080,000）

クッションMBQS3LRCE／A　￥539,000（本体価格 ￥490,000） 
クッションMBQS3LRCE／B　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションMBQS3LRCE／C　￥847,000（本体価格 ￥770,000）

エンバーク追加背クッション／A　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
エンバーク追加背クッション／B　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
エンバーク追加背クッション／C　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
リコメンド数 3個

保護カバー　￥102,300（本体価格 ￥93,000）
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DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・EとカテゴリーCのアトリウ

ム・パティオからお選びいただけ

ます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

ヘッドレストクッションMBWRH
クッションホルダー付

8180 MBRACE

エンブレイスウィングチェア
Mbrace Wing Chair
W1,070×D890×SH430・H970mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／8.6kg 
組立式　ヘッドレストクッションはクッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

座クッションMB／A　￥108,900（本体価格 ￥99,000） 
座クッションMB／B　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
座クッションMB／C（ATRIUM／PATIO）　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
座クッションMB／E　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

ヘッドレストクッションMBWRH／A　￥47,300（本体価格 ￥43,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／B　￥60,500（本体価格 ￥55,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／C（ATRIUM／PATIO）　￥77,000（本体価格 ￥70,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／E　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

保護カバー　￥67,100（本体価格 ￥61,000）

エンブレイスラウンジチェア
Mbrace Lounge Chair
W1,070×D840×SH430・H780mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／7.5kg 
組立式 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

座クッションMB／A　￥108,900（本体価格 ￥99,000） 
座クッションMB／B　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
座クッションMB／C（ATRIUM／PATIO）　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
座クッションMB／E　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

全面クッションMBL／A  
￥187,000（本体価格 ￥170,000）  
全面クッションMBL／B  
￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
全面クッションMBL／C（ATRIUM／PATIO）  
￥308,000（本体価格 ￥280,000） 
全面クッションMBL／E  
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
クッションホルダー付

全面クッションMBWR／A  
￥231,000（本体価格 ￥210,000）   
全面クッションMBWR／B  
￥319,000（本体価格 ￥290,000） 
全面クッションMBWR／C（ATRIUM／PATIO）  
￥418,000（本体価格 ￥380,000） 
全面クッションMBWR／E  
￥473,000（本体価格 ￥430,000）
クッションホルダー付

エンブレイスクラブチェア
Mbrace Club Chair
W830×D860×SH430・H740mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／6.7kg 
組立式 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥396,000（本体価格 ￥360,000）

座クッションMBC／A　￥105,600（本体価格 ￥96,000） 
座クッションMBC／B　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
座クッションMBC／C（ATRIUM／PATIO）　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
座クッションMB／E　￥198,000（本体価格 ￥180,000）

保護カバー　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

エンブレイスロッキングチェア
Mbrace Rocking Chair
W1,070×D1,020×SH490・H970mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／9.9kg 
組立式　ヘッドレストクッションはクッションホルダー付　ロッキング式 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥539,000（本体価格 ￥490,000）

座クッションMB／A　￥108,900（本体価格 ￥99,000） 
座クッションMB／B　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
座クッションMB／C（ATRIUM／PATIO）　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
座クッションMB／E　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

ヘッドレストクッションMBWRH／A　￥47,300（本体価格 ￥43,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／B　￥60,500（本体価格 ￥55,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／C（ATRIUM／PATIO）　￥77,000（本体価格 ￥70,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／E　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

保護カバー　￥67,100（本体価格 ￥61,000）



115 ぺッパー
205 チーク

115 ぺッパー
205 チーク

308 トープ
205 チーク

308 トープ
205 チーク

308 トープ
205 チーク

115 ぺッパー
205 チーク

205 チーク

205 チーク

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・EとカテゴリーCのアトリウ

ム・パティオからお選びいただけ

ます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。140 
シーソルト

126 
アラビカ

115 
ペッパー

141 
バルティック

151 
チェスナッツ

142
セビリア

112 
スパイス

本体
ファイバー チーク

205 
チーク

ダイニングテーブル用の保護カバーはテーブル

とチェアを覆う仕様もございます。詳細はお問

合せ下さい。

エンブレイスコレクションは素材のミックスが

特徴です。背・座はアルミにデドンファイバーを

編みこんでいます。柔らかい布、もしくはブラシ

で、必要に応じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯

で表面を拭いて下さい。

脚とダイニングテーブルはプレミアムチークを

使用しています。チーククリーナーでお手入れ

して下さい。

チークの黄金色を保つために、少なくとも6か月

に1回はチークオイルを塗ることをお勧めします。

サイドテーブルの天板は耐霜性にすぐれた吸水性

の無いセラミック素材Monolite Ipergres®️で、キ

ズ、摩耗にも強く、間接応力にすぐれています。

セラミック天板はハンドメイドにつき、バリエー

ションが生じる可能性があります。柔らかい布

とぬるま湯でお手入れして下さい。通気性を確

保するため、冬季は保護カバーを外して下さい。

308
トープ

300
チョーク

341
ブラック

テーブルトップ
セラミック チーク

205 
チーク

クッションH80mm

クッションH80mm

クッションH25mm

エンブレイス追加背クッション

140 シーソルト
205 チーク

8382 MBRACE

エンブレイスフットスツール
Mbrace Footstool
W610×D450×H470mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　座／デドンファイバー 
重量／3.8kg 
組立式　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

クッションMBF／A　￥71,500（本体価格 ￥65,000） 
クッションMBF／B　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
クッションMBF／C（ATRIUM／PATIO）　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
クッションMBF／E　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

保護カバー　￥28,600（本体価格 ￥26,000）

エンブレイスデイベッド
Mbrace Daybed
W1,150×D1,590×SH430mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／14.4kg 
組立式　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥649,000（本体価格 ￥590,000）

クッションMBD／A　￥275,000（本体価格 ￥250,000） 
クッションMBD／B　￥374,000（本体価格 ￥340,000） 
クッションMBD／C（ATRIUM／PATIO）　￥484,000（本体価格 ￥440,000） 
クッションMBD／E　￥561,000（本体価格 ￥510,000）

保護カバー　￥84,700（本体価格 ￥77,000）

リコメンドクッション
p143-144をご参照下さい。

エンブレイスアームチェア
Mbrace Armchair
W625×D605×SH465・H800mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー 
重量／5.6kg 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥253,000（本体価格 ￥230,000）

座クッションMBA／A　￥44,000（本体価格 ￥40,000） 
座クッションMBA／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
座クッションMBA／C（ATRIUM／PATIO）　￥73,700（本体価格 ￥67,000） 
座クッションMBA／E　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

エンブレイス追加背クッション／A　￥30,800（本体価格 ￥28,000） 
エンブレイス追加背クッション／B　￥38,500（本体価格 ￥35,000） 
エンブレイス追加背クッション／C（ATRIUM／PATIO）　￥55,000（本体価格 ￥50,000） 
エンブレイス追加背クッション／E　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）

エンブレイスダイニングテーブル200×90
Mbrace Dining Table 200×90
W2,000×D900×H750mm 
主材／チーク 
重量／40.0kg 
組立式　4+2人用サイズ 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥968,000（本体価格 ￥880,000）

保護カバー　￥79,200（本体価格 ￥72,000）

エンブレイスダイニングテーブル270×90
Mbrace Dining Table 270×90
W2,700×D900×H750mm 
主材／チーク 
重量／51.0kg 
組立式　6+2人用サイズ 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥1,210,000（本体価格 ￥1,100,000）

保護カバー　￥100,100（本体価格 ￥91,000）

エンブレイスコーヒーテーブルφ70
Mbrace Coffee Table φ70
φ700×H345mm 
フレーム／チーク　天板／セラミック 
重量／17.2kg 
セラミック天板込 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥319,000（本体価格 ￥290,000）

保護カバー　￥44,000（本体価格 ￥40,000）

エンブレイスサイドテーブルφ50
Mbrace Side Table φ50
φ500×H455mm 
フレーム／チーク　天板／セラミック 
重量／9.2kg 
セラミック天板込 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥253,000（本体価格 ￥230,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）

エンブレイスサイドテーブルφ35
Mbrace Side Table φ35
φ350×H505mm 
フレーム／チーク　天板／セラミック 
重量／6.2kg 
セラミック天板込 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥198,000（本体価格 ￥180,000）

保護カバー　￥40,700（本体価格 ￥37,000）

デコクッション30×45デコクッション40×50
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エンブレイスALUコレクションは粉体塗装した

アルミフレームにデドンファイバーを編みこん

でいます。柔らかい布、もしくはブラシで、必要

に応じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯でお手入

れして下さい。

脚は粉体塗装されたダイキャストの一体型アル

ミニウムです。柔らかい布とぬるま湯でお手入

れして下さい。

115 ぺッパー
304 リパリ

クッションH80mm

8584 MBRACE ALU　受注輸入品

エンブレイスフットスツール（アルミレッグ）
Mbrace Footstool
W610×D450×H470mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／8.8kg 
組立式　クッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

クッションMBF／A　￥71,500（本体価格 ￥65,000） 
クッションMBF／B　￥86,900（本体価格 ￥79,000） 
クッションMBF／C（ATRIUM／PATIO）　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
クッションMBF／E　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

保護カバー　￥28,600（本体価格 ￥26,000）

エンブレイスラウンジチェア（アルミレッグ）
Mbrace Lounge Chair
W1,070×D840×SH430・H780mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／12.4kg 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥440,000（本体価格 ￥400,000）

座クッションMB／A　￥108,900（本体価格 ￥99,000） 
座クッションMB／B　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
座クッションMB／C（ATRIUM／PATIO）　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
座クッションMB／E　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

エンブレイスクラブチェア（アルミレッグ）
Mbrace Club Chair
W830×D860×SH430・H740mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／11.3kg 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥396,000（本体価格 ￥360,000）

座クッションMBC／A　￥105,600（本体価格 ￥96,000） 
座クッションMBC／B　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
座クッションMBC／C（ATRIUM／PATIO）　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
座クッションMBC／E　￥198,000（本体価格 ￥180,000）

保護カバー　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

リコメンドクッション
p143-144をご参照下さい。

デコクッション30×45デコクッション40×50

エンブレイスアームチェア（アルミレッグ）
Mbrace Armchair
W625×D605×SH465・H800mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／8.5kg 
組立式　 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥253,000（本体価格 ￥230,000）

座クッションMBA（H25mm） 
A　￥44,000（本体価格 ￥40,000） 
B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
C（ATRIUM／PATIO）　￥73,700（本体価格 ￥67,000） 
E　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

エンブレイス追加背クッション 
A　￥30,800（本体価格 ￥28,000） 
B　￥38,500（本体価格 ￥35,000） 
C（ATRIUM／PATIO）　￥55,000（本体価格 ￥50,000） 
E　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）

エンブレイスウィングチェア（アルミレッグ）
Mbrace Wing Chair
W1,070×D890×SH430・H970mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／13.5kg 
組立式　ヘッドレストクッションはクッションホルダー付 
デザイン／セバスチャン・ヘルクナー

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

座クッションMB／A　￥108,900（本体価格 ￥99,000） 
座クッションMB／B　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
座クッションMB／C（ATRIUM／PATIO）　￥187,000（本体価格 ￥170,000） 
座クッションMB／E　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

ヘッドレストクッションMBWRH／A　￥47,300（本体価格 ￥43,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／B　￥60,500（本体価格 ￥55,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／C（ATRIUM／PATIO）　￥77,000（本体価格 ￥70,000） 
ヘッドレストクッションMBWRH／E　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

保護カバー　￥67,100（本体価格 ￥61,000）

全面クッションMBL／A  
￥187,000（本体価格 ￥170,000）  
全面クッションMBL／B  
￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
全面クッションMBL／C（ATRIUM／PATIO）  
￥308,000（本体価格 ￥280,000） 
全面クッションMBL／E  
￥341,000（本体価格 ￥310,000）
クッションホルダー付

全面クッションMBWR／A  
￥231,000（本体価格 ￥210,000）   
全面クッションMBWR／B  
￥319,000（本体価格 ￥290,000） 
全面クッションMBWR／C（ATRIUM／PATIO）  
￥418,000（本体価格 ￥380,000） 
全面クッションMBWR／E  
￥473,000（本体価格 ￥430,000）
クッションホルダー付
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DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

8786 MU

ムウラウンジチェア
Mu Lounge Chair
W1,150×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／28.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

クッションMULCH／A　￥407,000（本体価格 ￥370,000） 
クッションMULCH／B　￥517,000（本体価格 ￥470,000） 
クッションMULCH／C　￥660,000（本体価格 ￥600,000）

保護カバー　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

ムウライト
Mu Right Module
W1,550×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／29.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥891,000（本体価格 ￥810,000）

クッションMUR／A　￥429,000（本体価格 ￥390,000） 
クッションMUR／B　￥583,000（本体価格 ￥530,000） 
クッションMUR／C　￥748,000（本体価格 ￥680,000）

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

ムウレフト
Mu Left Module
W1,550×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／29.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥891,000（本体価格 ￥810,000）

クッションMUL／A　￥429,000（本体価格 ￥390,000） 
クッションMUL／B　￥583,000（本体価格 ￥530,000） 
クッションMUL／C　￥748,000（本体価格 ￥680,000）

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

ムウレフトXXL
Mu Left Module XXL
W2,200×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／35.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥968,000（本体価格 ￥880,000）

クッションMULL／A　￥616,000（本体価格 ￥560,000） 
クッションMULL／B　￥803,000（本体価格 ￥730,000） 
クッションMULL／C　￥1,034,000（本体価格 ￥940,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

ムウライトXXL
Mu Right Module XXL
W2,200×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／35.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥968,000（本体価格 ￥880,000）

クッションMURL／A　￥616,000（本体価格 ￥560,000） 
クッションMURL／B　￥803,000（本体価格 ￥730,000） 
クッションMURL／C　￥1,034,000（本体価格 ￥940,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）
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DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

ムウビーチチェアはレジデンシャルでの使用を

お勧めします。

ムウは粉 体 塗 装したアルミフレームにデド

ンファイバ ー を編 みこんでいます 。座 面 は

Tensiline®️を使用しています。柔らかい布、もし

くはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶かし

たぬるま湯でお手入れして下さい。

HPL天板は柔らかい布で、必要に応じて中性洗

剤を溶かしたぬるま湯でお手入れして下さい。
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本体 テーブルトップ
ファイバー＋粉体塗装 HPL ガラス

8988 MU

ムウセンター
Mu Center Module
W1,300×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／24.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

クッションMUCE／A　￥385,000（本体価格 ￥350,000） 
クッションMUCE／B　￥495,000（本体価格 ￥450,000） 
クッションMUCE／C　￥638,000（本体価格 ￥580,000）

保護カバー　￥92,400（本体価格 ￥84,000）

ムウソファ4
Mu 4-Seater
W2,450×D900×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／39.0kg 
アジャスター付 
デザイン／トアン・グエン

￥1,100,000（本体価格 ￥1,000,000）

クッションMUS4／A　￥693,000（本体価格 ￥630,000） 
クッションMUS4／B　￥946,000（本体価格 ￥860,000） 
クッションMUS4／C　￥1,210,000（本体価格 ￥1,100,000）

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

ムウデイベッドレフト
Mu Daybed Left
W900×D1,550×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／28.5kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥792,000（本体価格 ￥720,000）

クッションMUDL／A　￥418,000（本体価格 ￥380,000） 
クッションMUDL／B　￥528,000（本体価格 ￥480,000） 
クッションMUDL／C　￥682,000（本体価格 ￥620,000）

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

ムウフットスツール90×90
Mu Footstool 90×90
W900×D900×H470mm・CH170mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー・スリング 
重量／18.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥374,000（本体価格 ￥340,000）

クッションMUF90／A　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
クッションMUF90／B　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションMUF90／C　￥308,000（本体価格 ￥280,000）

保護カバー　￥66,000（本体価格 ￥60,000）

ムウコーヒーテーブル90×90／HPL
Mu Coffe Table 90×90／HPL
W900×D900×H300mm 
フレーム／アルミ・スリング　ファイバー／デドンファイバー　 
天板／HPL 
重量／24.6kg 
HPL天板込 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥495,000（本体価格 ￥450,000）

保護カバー　￥62,700（本体価格 ￥57,000）

ムウコーヒーテーブル90×90／ガラス
Mu Coffe Table 90×90／Glass
W900×D900×H300mm 
フレーム／アルミ・スリング　ファイバー／デドンファイバー　 
天板／ガラス 
重量／31.5kg 
ガラス天板込 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

保護カバー　￥62,700（本体価格 ￥57,000）

ムウデイベッドライト
Mu Daybed Right
W900×D1,550×SH470・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／28.5kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／トアン・グエン

￥792,000（本体価格 ￥720,000）

クッションMUDR／A　￥418,000（本体価格 ￥380,000） 
クッションMUDR／B　￥528,000（本体価格 ￥480,000） 
クッションMUDR／C　￥682,000（本体価格 ￥620,000）

保護カバー　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

ムウビーチチェア／ガススプリング
Mu Beach Chair with gas spring
W750×D1,950×SH380mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー・スリング 
重量／28.5kg 
車輪付　アジャスター付　リクライニング位置調整可 
デザイン／トアン・グエン

￥770,000（本体価格 ￥700,000）

クッションMUB／A　￥286,000（本体価格 ￥260,000） 
クッションMUB／B　￥352,000（本体価格 ￥320,000） 
クッションMUB／C　￥462,000（本体価格 ￥420,000）

保護カバー　￥97,900（本体価格 ￥89,000）

デコクッション40×40デコクッション50×50

min. 0°

デコクッション
50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



ネストレストは運搬用取手が付
いた状態で出荷されます。

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DEDON

ネストレストラウンジャー（吊り）に付属のロー

プは全長1,000mmです。

ネストレストは通常の扉から搬入が出来ませ

ん。搬入ルートはご相談下さい。積載荷重は

350kgです。

カバー

保護カバーは座クッションとデコクッションの

みを覆う仕様です。

素材

ネストレストは粉体塗装したアルミフレームに

デドンファイバーを編みこんでいます。柔らかい

布、もしくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を

溶かしたぬるま湯で表面をお手入れして下さい。

304
リパリ

304
リパリ

317
ブラック
ペッパー

002
ナチュラル

083
チョーク

730 
オリーブ

本体
ファイバー＋粉体塗装

730 オリーブ
317 ブラックペッパー

730 オリーブ
317 ブラックペッパー

730 オリーブ
317 ブラックペッパー

9190 NESTREST　受注輸入品

ネストレストラウンジャー（吊り）
Nestrest Hanging Lounger
φ2,000×H2,680mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　 
ロープ／ポリプロピレン　重量／85.5kg 
折りたたみ式・持ち手付　クッション折りたたみ可 
デザイン／ダニエル・プゼ＆フレッド・フレティ

￥3,509,000（本体価格 ￥3,190,000）

クッションNR／A　￥484,000（本体価格 ￥440,000） 
クッションNR／B　￥605,000（本体価格 ￥550,000） 
クッションNR／C（ATRIUM／PATIO）　￥781,000（本体価格 ￥710,000）

保護カバー　￥85,800（本体価格 ￥78,000）

ネストレストラウンジャー（置き）
Nestrest Standing Lounger
φ2,000×SH560・H2,680mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　重量／99.5kg 
付属品／ベース 
折りたたみ式・持ち手付　クッション折りたたみ可　360°回転 
デザイン／ダニエル・プゼ＆フレッド・フレティ

￥3,993,000（本体価格 ￥3,630,000）

クッションNR／A　￥484,000（本体価格 ￥440,000） 
クッションNR／B　￥605,000（本体価格 ￥550,000） 
クッションNR／C（ATRIUM／PATIO）　￥781,000（本体価格 ￥710,000）

保護カバー　￥85,800（本体価格 ￥78,000）

テザリングロープ
Tethering Rope

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

ネストレストベース
Nestrest Base, Rotating
φ1,100×H280mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／14.0kg 
360°回転 
デザイン／ダニエル・プゼ＆フレッド・フレティ

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

60×50
8個

40×40
4個

デコクッション
60×50 
CAT.A　￥40,700（本体価格 ￥37,000） 
CAT.B　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.C　￥67,100（本体価格 ￥61,000） 
CAT.E　￥78,100（本体価格 ￥71,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

○キャノピーはホワイトとトー

プの2色展開です。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

オービットは粉体塗装したアルミフレームに

デドンファイバーを編みこんでいます。座面は

Tensiline®を使用しています。柔らかい布、もし

くはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶かした

ぬるま湯で表面をお手入れして下さい。

オービットキャノピーはぬるま湯と中性洗剤で

洗えます。スポンジか柔らかい布で拭いて下さ

い。含浸に影響を与えて汚れやすくなる可能性

があるため、洗濯機は使わないで下さい。着色汚

れを防ぐため、完全に乾いてからキャノピーを閉

じて下さい。

099
ブルカノ

083
チョーク

111
アクーナ

040 
ブロンズ

本体
ファイバー

本体には移動用キャスターがついています。

ホワイトキャノピー
111 アクーナ

ホワイトキャノピー
111 アクーナ

トープキャノピー

9392 ORBIT

オービットセット
Orbit Loveseat
φ1,650×SH430・H1,930mm 
フレーム／アルミ　背／デドンファイバー　座／スリング　キャノピー／アクリル 
重量／42.5kg 
付属品／キャノピー 
組立式　360°回転　キャスター付 
デザイン／リチャード･フリニアー

￥1,694,000（本体価格 ￥1,540,000）

クッションOR／A　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションOR／B　￥308,000（本体価格 ￥280,000） 
クッションOR／C（ATRIUM／PATIO）　￥396,000（本体価格 ￥360,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

オービットラブシートXXLセット
ORBIT Loveseat XXL
φ2,200×SH530・H2,150mm 
フレーム／アルミ　背／デドンファイバー　座／スリング　キャノピー／アクリル 
重量／69.0kg 
付属品／キャノピー 
組立式　360°回転　キャスター付 
デザイン／リチャード･フリニアー

￥2,706,000（本体価格 ￥2,460,000）

クッションORX／A　￥396,000（本体価格 ￥360,000） 
クッションORX／B　￥528,000（本体価格 ￥480,000） 
クッションORX／C（ATRIUM／PATIO）　￥682,000（本体価格 ￥620,000）

保護カバー　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

70×70
4個

60×60
4個

50×50
2個

40×40
2個

デコクッション
70×70 
CAT.A　￥49,500（本体価格 ￥45,000） 
CAT.B　￥61,600（本体価格 ￥56,000） 
CAT.C　￥79,200（本体価格 ￥72,000） 
CAT.E　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

60×60 
CAT.A　￥41,800（本体価格 ￥38,000） 
CAT.B　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
CAT.C　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
CAT.E　￥81,400（本体価格 ￥74,000）

50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウムか

らお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

317
ブラック
ペッパー

162 
シルト

本体
ファイバー 粉体塗装

317 ブラックペッパー
162 シルト

追加パロスサイドクッション

317 ブラックペッパー
162 シルト

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

9594 PAROS　受注輸入品

パロスソファ2
Paros 2-Seater
W2,140×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー　 
重量／58.5kg 
アジャスター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥1,782,000（本体価格 ￥1,620,000）

クッションPRLRS2／A　￥440,000（本体価格 ￥400,000） 
クッションPRLRS2／B　￥506,000（本体価格 ￥460,000） 
クッションPRLRS2／C（ATRIUM）　￥649,000（本体価格 ￥590,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

パロスソファ3
Paros 3-Seater
W2,880×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー　 
重量／77.5kg 
アジャスター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥2,046,000（本体価格 ￥1,860,000）

クッションPRS3／A　￥572,000（本体価格 ￥520,000） 
クッションPRS3／B　￥671,000（本体価格 ￥610,000） 
クッションPRS3／C（ATRIUM）　￥869,000（本体価格 ￥790,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー　￥101,200（本体価格 ￥92,000）



クッションPRLRCO 追加パロス背クッション

追加パロス背クッション

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウムか

らお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

パロスは粉体塗装したアルミフレームにデドン

ファイバーを編みこんでいます。柔らかい布、も

しくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶か

したぬるま湯で表面をお手入れして下さい。エ

レガントな脚はステンレススチールです。真水

で定期的に洗えます。ステンレスを汚し錆を引

き起こすため、スチールウールは使用しないで

下さい。

パロスサイドクッションは34×14×40cmです。

317 ブラックペッパー
162 シルト

317 ブラックペッパー
162 シルト

317 ブラックペッパー
162 シルト

317 ブラックペッパー
162 シルト

9796 PAROS　受注輸入品

パロスレフトコーナー
Paros Left Corner Module
W1,820×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー 
重量／49.5kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥1,584,000（本体価格 ￥1,440,000）

クッションPRLRCO／A　￥396,000（本体価格 ￥360,000） 
クッションPRLRCO／B　￥462,000（本体価格 ￥420,000） 
クッションPRLRCO／C（ATRIUM）　￥594,000（本体価格 ￥540,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

追加パロス背クッション２個／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
追加パロス背クッション２個／B　￥198,000（本体価格 ￥180,000） 
追加パロス背クッション２個／C（ATRIUM）　￥253,000（本体価格 ￥230,000）

保護カバー　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

パロスライトコーナー
Paros Right Corner Module
W1,820×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー 
重量／49.5kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥1,584,000（本体価格 ￥1,440,000）

クッションPRLRCO／A　￥396,000（本体価格 ￥360,000） 
クッションPRLRCO／B　￥462,000（本体価格 ￥420,000） 
クッションPRLRCO／C（ATRIUM）　￥594,000（本体価格 ￥540,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

追加パロス背クッション２個／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
追加パロス背クッション２個／B　￥198,000（本体価格 ￥180,000） 
追加パロス背クッション２個／C（ATRIUM）　￥253,000（本体価格 ￥230,000）

保護カバー　￥83,600（本体価格 ￥76,000）

パロスレフト
Paros Left Module
W1,820×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー　 
重量／50.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥1,584,000（本体価格 ￥1,440,000）

クッションPRLRS2／A　￥440,000（本体価格 ￥400,000） 
クッションPRLRS2／B　￥506,000（本体価格 ￥460,000） 
クッションPRLRS2／C（ATRIUM）　￥649,000（本体価格 ￥590,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー　￥86,900（本体価格 ￥79,000）

パロスライト
Paros Right Module
W1,820×D955×SH410・H750mm 
フレーム／アルミ・ステンレス（脚）　背・座／デドンファイバー　 
重量／50.0kg 
アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリー・マッソー

￥1,584,000（本体価格 ￥1,440,000）

クッションPRLRS2／A　￥440,000（本体価格 ￥400,000） 
クッションPRLRS2／B　￥506,000（本体価格 ￥460,000） 
クッションPRLRS2／C（ATRIUM）　￥649,000（本体価格 ￥590,000）

追加パロスサイドクッション／A　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
追加パロスサイドクッション／B　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
追加パロスサイドクッション／C（ATRIUM）　￥72,600（本体価格 ￥66,000）

保護カバー　￥86,900（本体価格 ￥79,000）



DEDON

デドン
DEDON

ベースは粉体塗装したアルミフレームに、デドン

ファイバーとマリンロープを編みこんでいます。

天板は耐霜性にすぐれた吸水性の無いセラミッ

ク素材Monolite Iperges®で、キズ、摩耗にも

強く、間接応力にもすぐれています。柔らかい布

とぬるま湯でお手入れして下さい。

ハンドメイドの製造方法により、天板は完全なる

フラットではなく個体差があります。

冬場はカバーはかけずに保管して下さい。

301
ブラック

133
ノリ

116 
マローネ

148
ボスコ

本体
ファイバー＋テーブルトップ

308
トープ

123
テラ

117
カラーラ

147
アルバ

308 トープ
117 カラーラ

308 トープ
117 カラーラ

308 トープ
117 カラーラ

9998 PORCINI

ポルチーニサイドテーブルφ61
Porcini Side Table φ61
φ610×H290mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／セラミック 
重量／12.5kg 
組立式 
デザイン／ロレンツァ・ボッツォーリ

￥352,000（本体価格 ￥320,000）

保護カバー　￥48,400（本体価格 ￥44,000）

ポルチーニサイドテーブルφ51
Porcini Side Table φ51
φ510×H400mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／セラミック 
重量／9.0kg 
組立式　 
デザイン／ロレンツァ・ボッツォーリ

￥286,000（本体価格 ￥260,000）

保護カバー　￥47,300（本体価格 ￥43,000）

ポルチーニサイドテーブルφ41
Porcini Side Table φ41
φ410×H510mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／セラミック 
重量／8.0kg 
組立式　 
デザイン／ロレンツァ・ボッツォーリ

￥275,000（本体価格 ￥250,000）

保護カバー　￥46,200（本体価格 ￥42,000）



H20mm

H20mm

DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

174 
タバコ

本体
ファイバー＋フレーム

ロイは粉体塗装したアルミフレームにデドン

ファイバーを編みこんでいます。柔らかい布、も

しくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶か

したぬるま湯でお手入れして下さい。

174 タバコ

174 タバコ

174 タバコ

101100 ROII　受注輸入品

ロイアームチェア
Roii Armchair
W590×D610×SH472・H810mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／5.2kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ベンジャミン・バウム

￥198,000（本体価格 ￥180,000）

クッションROAS／A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
クッションROAS／B　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
クッションROAS／C　￥47,300（本体価格 ￥43,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）

ロイサイドチェア
Roii Sidechair
W520×D610×SH470・H810mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／4.6kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ベンジャミン・バウム

￥176,000（本体価格 ￥160,000）

クッションROAS／A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
クッションROAS／B　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
クッションROAS／C　￥47,300（本体価格 ￥43,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）

ロイラウンジチェア
Roii Lounge Chair
W710×D700×SH400・H730mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／5.6kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ベンジャミン・バウム

￥242,000（本体価格 ￥220,000）

クッションROL／A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
クッションROL／B　￥44,000（本体価格 ￥40,000） 
クッションROL／C　￥57,200（本体価格 ￥52,000）

保護カバー　￥52,800（本体価格 ￥48,000）



317
ブラック
ペッパー

306
リパリ2.0

000
ホワイト

テーブルトップ
HPL

DEDON

デドン
DEDON

317
ブラック
ペッパー

304
リパリ

000
ホワイト

本体
粉体塗装

サテライトの天板はHPL（High Pressure 

Laminate  衝撃、機械的ストレス、湿気や蒸気

に強い）素材です。ベースは粉体塗装を施した

アルミです。柔らかい布とぬるま湯でお手入れ

して下さい。HPL天板は柔らかい布と、必要に

応じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯でお手入れ

して下さい。

306 リパリ2.0
304 リパリ

306 リパリ2.0
304 リパリ

306 リパリ2.0
304 リパリ

103102 SATELLITE

サテライトダイニングテーブル78×78
Satellite Dining Table 78×78
W780×D780×H730mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／48.5kg 
組立式　1+1人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

保護カバー　￥59,400（本体価格 ￥54,000）

サテライトサイドテーブル40
Satellite Side Table φ40
φ400×H465mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／5.8kg 
組立式　 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥187,000（本体価格 ￥170,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）

サテライトダイニングテーブル70
Satellite Dining Table φ70
φ700×H730mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／40.5kg 
組立式　1+1人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥407,000（本体価格 ￥370,000）

保護カバー　￥53,900（本体価格 ￥49,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

○DEDON EcoCycleファイ

バーは再生可能な農業資源（サ

トウキビ由来のエタノール）から

製造されたポリエチレンを使用

しています。

317
ブラック
ペッパー

304
リパリ

211
チタン

154
シルバー
ベージュ

本体
DEDON EcoCycleファイバー+粉体塗装

211 チタン
317 ブラックペッパー

211 チタン
317 ブラックペッパー

211 チタン
317 ブラックペッパー

211 チタン
317 ブラックペッパー

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

105104 SEALINE　受注輸入品

シーラインソファ2
Sealine 2-Seater
W1,980×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　 
重量／39.5kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー　

￥1,166,000（本体価格 ￥1,060,000）

クッションSEALS2／A　￥649,000（本体価格 ￥590,000） 
クッションSEALS2／B　￥847,000（本体価格 ￥770,000） 
クッションSEALS2／C　￥1,045,000（本体価格 ￥950,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数2個

保護カバー　￥105,600（本体価格 ￥96,000）

シーラインレフト
Sealine Left Module
W1,930×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　 
重量／36.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,056,000（本体価格 ￥960,000）

クッションSEALLR／A　￥594,000（本体価格 ￥540,000） 
クッションSEALLR／B　￥759,000（本体価格 ￥690,000） 
クッションSEALLR／C　￥946,000（本体価格 ￥860,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数2個

保護カバー　￥102,300（本体価格 ￥93,000）

シーラインライト
Sealine Right Module
W1,930×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　 
重量／36.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,056,000（本体価格 ￥960,000）

クッションSEALLR／A　￥594,000（本体価格 ￥540,000） 
クッションSEALLR／B　￥759,000（本体価格 ￥690,000） 
クッションSEALLR／C　￥946,000（本体価格 ￥860,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数2個

保護カバー　￥102,300（本体価格 ￥93,000）

シーラインソファ3
Sealine 3-Seater
W2,850×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　 
重量／49.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,507,000（本体価格 ￥1,370,000）

クッションSEALS3／A　￥902,000（本体価格 ￥820,000） 
クッションSEALS3／B　￥1,177,000（本体価格 ￥1,070,000） 
クッションSEALS3／C　￥1,441,000（本体価格 ￥1,310,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数3個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）



DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

シーラインの背は粉体塗装したアルミフレームに

DEDON EcoCycleファイバーを編みこんでい

ます。DEDON EcoCycleファイバーは再生可

能な農業資源（サトウキビ由来のエタノール）か

ら製造されたポリエチレンを使用しています。柔

らかい布、もしくはブラシで、必要に応じて中性

洗剤を溶かしたぬるま湯でお手入れして下さい。

座はチークです。チーククリーナーでお手入れ

して下さい。チークの黄金色を保つために、少な

くとも6か月に1回はチークオイルを塗ることを

お勧めします。

レフトとライト、レフトXLとライトXLの背フレー

ムは共通です。どちら側としてもお使いいただけ

ます。

リコメンドクッション
RECOMMENDED DECO CUSHIONS

p143をご参照下さい。

319
グレイ
ストーン

318
ホワイト
マルミ

205
チーク

テーブルトップ＆ベンチ

211 チタン
317 ブラックペッパー

211 チタン
317 ブラックペッパー

211 チタン
317 ブラックペッパー

205 チーク

205 チーク

319 グレイストーン
205 チーク

319 グレイストーン
205 チーク

211 チタン
317 ブラックペッパー

107106 SEALINE　受注輸入品

シーラインレフトXL
Sealine Left Module XL
W2,800×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　重量／45.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,397,000（本体価格 ￥1,270,000）

クッションSEALLLR／A　￥858,000（本体価格 ￥780,000） 
クッションSEALLLR／B　￥1,100,000（本体価格 ￥1,000,000） 
クッションSEALLLR／C　￥1,342,000（本体価格 ￥1,220,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数3個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

シーラインライトXL
Sealine Right Module XL
W2,800×D950×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　重量／45.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,397,000（本体価格 ￥1,270,000）

クッションSEALLLR／A　￥858,000（本体価格 ￥780,000） 
クッションSEALLLR／B　￥1,100,000（本体価格 ￥1,000,000） 
クッションSEALLLR／C　￥1,342,000（本体価格 ￥1,220,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数3個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

シーラインデイベッドレフト
Sealine Extended Daybed Left
W950×D2,800×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　重量／41.0kg　 
組立式　DEDON EcoCycle ファイバー　アジャスター付　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,298,000（本体価格 ￥1,180,000）

クッションSEALDBL／A　￥759,000（本体価格 ￥690,000） 
クッションSEALDBL／B　￥979,000（本体価格 ￥890,000） 
クッションSEALDBL／C　￥1,210,000（本体価格 ￥1,100,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数2個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

シーラインデイベッドライト
Sealine Extended Daybed Right
W950×D2,800×SH430・H850mm 
フレーム／アルミ　脚／チーク　背・座／デドンファイバー・スリング　重量／41.0kg　 
組立式　コネクター付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,298,000（本体価格 ￥1,180,000）

クッションSEALDBL／A　￥759,000（本体価格 ￥690,000） 
クッションSEALDBL／B　￥979,000（本体価格 ￥890,000） 
クッションSEALDBL／C　￥1,210,000（本体価格 ￥1,100,000）

シーライン追加背クッション／A　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
シーライン追加背クッション／B　￥92,400（本体価格 ￥84,000） 
シーライン追加背クッション／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
リコメンド数2個

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

シーラインコーヒーテーブル69×174
Sealine Coffee Table 69×174
W1,740×D690×H270mm 
主材／チーク 
重量／32.5kg 
組立式　 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥869,000（本体価格 ￥790,000）

保護カバー　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

シーラインコーヒーテーブル90×90
Sealine Coffee Table 90×90
W900×D900×H250mm 
フレーム／チーク　天板／人工石 
重量／24.0kg 
人工石天板込 
組立式　 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥572,000（本体価格 ￥520,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）

シーラインベンチ
Sealine Bench
W840×D340×SH350mm 
主材／チーク 
重量／10.0kg 
組立式　 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥341,000（本体価格 ￥310,000）

保護カバー　￥26,400（本体価格 ￥24,000）

シーラインコーヒーテーブル162×65
Sealine Coffee Table 162×65
W1,620×D650×H250mm 
フレーム／チーク　天板／人工石 
重量／36.5kg 
人工石天板込 
組立式　 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥682,000（本体価格 ￥620,000）

保護カバー　￥51,700（本体価格 ￥47,000）



H30mm

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

DEDON

083 
チョーク

本体
ファイバー

083 チョーク 083 チョーク

109108 SEASHELL

シーシェルアームチェア
Seashell Armchair, stackable
W600×D580×SH460・H800mm・CH30mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／4.8kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥143,000（本体価格 ￥130,000）

クッションSEA／A　￥55,000（本体価格 ￥50,000） 
クッションSEA／B　￥82,500（本体価格 ￥75,000） 
クッションSEA／C（ATRIUM／PATIO）　￥106,700（本体価格 ￥97,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）

シーシェルサイドチェア
Seashell Sidechair, stackable
W600×D620×SH460・H860mm・CH30mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／4.6kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥121,000（本体価格 ￥110,000）

クッションSES／A　￥55,000（本体価格 ￥50,000） 
クッションSES／B　￥82,500（本体価格 ￥75,000） 
クッションSES／C（ATRIUM／PATIO）　￥106,700（本体価格 ￥97,000）

保護カバー　￥41,800（本体価格 ￥38,000）



min. 5°H60mm H30mm

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

シーシェルは粉体塗装したアルミフレームにデ

ドンファイバーを編みこんでいます。柔らかい

布、もしくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を

溶かしたぬるま湯でお手入れして下さい。

083 チョーク
083 チョーク

083 チョーク

083 チョーク

083 チョーク

1 1 11 10 SEASHELL

シーシェルラウンジチェア
Seashell Lounge Chair, stackable
W970×D740×SH330・H750mm・CH60mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／7.4kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

クッションSEL／A　￥77,000（本体価格 ￥70,000） 
クッションSEL／B　￥110,000（本体価格 ￥100,000） 
クッションSEL／C　￥143,000（本体価格 ￥130,000）

保護カバー　￥52,800（本体価格 ￥48,000）

シーシェルフットスツール
Seashell Footstool, stackable
W670×D570×H300mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／3.8kg 
積み重ね可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥106,700（本体価格 ￥97,000）

クッションSEF／A　￥66,000（本体価格 ￥60,000） 
クッションSEF／B　￥88,000（本体価格 ￥80,000） 
クッションSEF／C　￥110,000（本体価格 ￥100,000）

保護カバー　￥34,100（本体価格 ￥31,000）

シーシェルサイドテーブル
Seashell Side Table 47×47
W470×D470×H370mm 
フレーム／アルミ　天板／デドンファイバー 
重量／2.5kg 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥95,700（本体価格 ￥87,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）

シーシェルビーチチェア／手動式
Seashell Beach Chair adjustable, with hook-catching
W820×D2,030×SH360mm・CH30mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／16.0kg 
積み重ね可　4段階リクライニング　車輪付　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥319,000（本体価格 ￥290,000）

クッションSEB／A　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションSEB／B　￥242,000（本体価格 ￥220,000） 
クッションSEB／C（ATRIUM／PATIO）　￥319,000（本体価格 ￥290,000）

保護カバー　￥81,400（本体価格 ￥74,000）

シーシェルバースツール
Seashell Barstool
W580×D550×SH780・H1,060mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／6.0kg 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥55,000（本体価格 ￥50,000）



シートクッション すべて折りたたみが出来ます。
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○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。
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317 ブラックペッパー

633 セイルダヴ
304 リパリ

1 13112 SEAX

シーXアームチェア
SeaX Armchair
W570×D530×SH475・H860mm 
フレーム／アルミ　背・座／スリング 
重量／7.0kg 
組立式　折りたたみ可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥264,000（本体価格 ￥240,000）

座クッションSXA／A　￥70,400（本体価格 ￥64,000） 
座クッションSXA／B　￥90,200（本体価格 ￥82,000） 
座クッションSXA／C（ATRIUM／PATIO）　￥108,900（本体価格 ￥99,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）

シーXアームチェア（ウッドアーム）
SeaX Armchair with teak-finished plywood
W570×D530×SH475・H860mm 
フレーム／アルミ　背・座／スリング 
重量／7.0kg 
組立式　折りたたみ可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥264,000（本体価格 ￥240,000）

座クッションSXA／A　￥70,400（本体価格 ￥64,000） 
座クッションSXA／B　￥90,200（本体価格 ￥82,000） 
座クッションSXA／C（ATRIUM／PATIO）　￥108,900（本体価格 ￥99,000）

保護カバー　￥49,500（本体価格 ￥45,000）



+ + +
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○ファブリックは、カテゴリーA・
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ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。
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本体 アームレスト
フレーム どちらかお選びいただけます。フレーム フレームスリング スリング スリング

625 セイルトープ
304 リパリ

627 セイルシェード
317 ブラックペッパー

シートクッション

625 セイルトープ
304 リパリ

シーXアームチェア、ラウンジチェアのフレーム

は粉体塗装したアルミダイキャストです。背・座

はPVC、アクリル、ポリエステルの混合生地で

す。ウッドアームのアームレストはチーク仕上げ

の合板を使用しています。

フレームと背・座は柔らかい布とぬるま湯でお

手入れして下さい。ウッドアームの合板は洗剤

は使用せず、濡らした布で拭いて下さい。

ウッドアームのシーXアームチェア、ラウンジ

チェアのチーク仕上げを美しく保つために湿気

を避け、長期間お使いにならない時は屋内に保

管して下さい。お手入れが容易なチェアをご希

望の場合は、ウッドアーム無しをお選び下さい。

1 15114 SEAX

シーXラウンジチェア
SeaX Lounge Chair
W705×D560×SH420・H805mm 
フレーム／アルミ　背・座／スリング 
重量／8.0kg 
組立式　折りたたみ可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

全面クッションSXL／A　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
全面クッションSXL／B　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
全面クッションSXL／C（ATRIUM／PATIO）　￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー　￥53,900（本体価格 ￥49,000）

シーXフットスツール
SeaX Footstool
W680×D510×H425mm 
フレーム／アルミ　座／スリング 
重量／5.0kg 
折りたたみ可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥198,000（本体価格 ￥180,000）

クッションSXF／A　￥61,600（本体価格 ￥56,000） 
クッションSXF／B　￥80,300（本体価格 ￥73,000） 
クッションSXF／C（ATRIUM／PATIO）　￥96,800（本体価格 ￥88,000）

保護カバー　￥42,900（本体価格 ￥39,000）

シーXラウンジチェア（ウッドアーム）
SeaX Lounge Chair with teak-finished plywood 
W705×D560×SH420・H805mm 
フレーム／アルミ　背・座／スリング 
重量／8.0kg 
組立式　折りたたみ可　クッションホルダー付 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥319,000（本体価格 ￥290,000）

全面クッションSXL／A　￥97,900（本体価格 ￥89,000） 
全面クッションSXL／B　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
全面クッションSXL／C（ATRIUM／PATIO）　￥154,000（本体価格 ￥140,000）

保護カバー　￥53,900（本体価格 ￥49,000）
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ベース テーブルトップ
チーク 人工石

天板　204 ホワイト
脚　　000 ホワイト

天板　203 エボニー
脚　　317 ブラックペッパー

天板　205 チーク
脚　　304 リパリ

天板　205 チーク
脚　　304 リパリ

天板　205 チーク
脚　　304 リパリ

天板　343 タルク
脚　　304 リパリ

天板　203 エボニー
脚　　317 ブラックペッパー

天板　205 チーク
脚　　317 ブラックペッパー

ダイニングテーブル用の保護カバーはテーブル

とチェアを覆う仕様もございます。詳細はお問

い合わせ下さい。

ベースは粉体塗装アルミ押出材とダイキャスト

アルミニウムで構成されています。最高級の人

工石スラブをウォータージェットで切り出した

ミネラルコンポジットの天板はホワイト、エボ

ニー、タルクの3色です。

チーク天板はプレミアムチークです。スラット

の間にはヨットのデッキに広く採用されている

シール材を使用し、チークの自然な膨張、伸縮

にも対応します。チーククリーナーでお手入れ

して下さい。チークの黄金色を保つために、少な

くとも6か月に1回はチークオイルを塗ることを

お勧めします。

1 17116 SEAX

シーXダイニングテーブル100×100／人工石
SeaX Dining Table 100×100
W1,000×D1,000×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／40.5kg 
組立式　アジャスター付　２+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥825,000（本体価格 ￥750,000）

保護カバー　￥70,400（本体価格 ￥64,000）

シーXダイニングテーブル100×100／チーク
SeaX Dining Table 100×100
W1,000×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／30.0kg 
組立式　アジャスター付　２+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

保護カバー　￥70,400（本体価格 ￥64,000）

シーXダイニングテーブル100×220／人工石
SeaX Dining Table 100×220
W2,200×D1,000×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／82.0kg 
組立式　アジャスター付　4+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,518,000（本体価格 ￥1,380,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

シーXダイニングテーブル100×220／チーク
SeaX Dining Table 100×220
W2,200×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／52.0kg 
組立式　アジャスター付　4+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,144,000（本体価格 ￥1,040,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）

シーXダイニングテーブル100×280／人工石
SeaX Dining Table 100×280
W2,800×D1,000×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／99.0kg 
組立式　アジャスター付　6+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,804,000（本体価格 ￥1,640,000）

保護カバー　￥154,000（本体価格 ￥140,000）

シーXダイニングテーブル100×280／チーク
SeaX Dining Table 100×280
W2,800×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／63.0kg 
組立式　アジャスター付　6+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,507,000（本体価格 ￥1,370,000）

保護カバー　￥154,000（本体価格 ￥140,000）

シーXダイニングテーブルφ140／人工石
SeaX Dining Table φ140
φ1,400×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／人工石 
重量／56.5kg 
組立式　アジャスター付　２+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥1,320,000（本体価格 ￥1,200,000）

保護カバー　￥108,900（本体価格 ￥99,000）

シーXダイニングテーブルφ140／チーク
SeaX Dining Table φ140
φ1,400×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／39.0kg 
組立式　アジャスター付　２+2人用サイズ 
デザイン／ジャン･マリ－･マッソー

￥957,000（本体価格 ￥870,000）

保護カバー　￥108,900（本体価格 ￥99,000）
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1 19118 SWINGREST

スイングレストハンギングラウンジャー
Swingrest Hanging Lounger
φ1,930×D1,960×SH360・H670mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　ロープ／ポリプロピレン 
重量／45.0kg 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥1,925,000（本体価格 ￥1,750,000）

クッションSWR／A　￥385,000（本体価格 ￥350,000） 
クッションSWR／B　￥517,000（本体価格 ￥470,000） 
クッションSWR／C（ATRIUM／PATIO）　￥671,000（本体価格 ￥610,000）

保護カバー　￥92,400（本体価格 ￥84,000）

積載荷重 350kg

積載荷重 350kg

スイングレストキャノピー
Canopy for Hanging Lounger
主材／アクリル 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

スイングレストスタンディングラウンジャー
Swingrest Standing Lounger
φ1,930×D1,960×SH420・H730mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／52.2kg 
付属品／スイングレストベース 
組立式　360°回転 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥1,914,000（本体価格 ￥1,740,000）

クッションSWR／A　￥385,000（本体価格 ￥350,000） 
クッションSWR／B　￥517,000（本体価格 ￥470,000） 
クッションSWR／C（ATRIUM／PATIO）　￥671,000（本体価格 ￥610,000）

保護カバー　￥92,400（本体価格 ￥84,000）

スイングレストベース
Swingrest Base
φ1,210mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／7.2kg 
組立式　360°回転 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥242,000（本体価格 ￥220,000）

デコクッション
60×50 
CAT.A　￥40,700（本体価格 ￥37,000） 
CAT.B　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.C　￥67,100（本体価格 ￥61,000） 
CAT.E　￥78,100（本体価格 ￥71,000）

デコクッション
40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

60×50
6個

40×40
4個
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デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウム・パ

ティオからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

スイングレストは粉体塗装アルミフレームにデ

ドンファイバーを編みこんでいます。天板は人

工石です。柔らかい布、もしくはブラシで、必要

に応じて中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面を

お手入れして下さい。

スイングレストキャノピーは100%原着染の屋

外用アクリル生地で、染色堅牢度は7/8です。

Teflon®のテフロン仕上げで、カビや汚れ、水に

強いです。アルミのリング（ロープを通す輪の部

分）にはロープを巻きつけています。

ロープの長さはカスタマイズできます。スイング

ミーとスイングアスは360度回転する1点吊り、

もしくは前後に揺れる2点吊りの2通りで吊るこ

とができます。スイングアスソファ２キャノピー

は1点吊り適した長さです。

リコメンドクッション
RECOMMENDED DECO CUSHIONS

p143をご参照下さい。

デコクッション40×40
2個

デコクッション50×50
1個

40×40
2個

50×50
3個

304 リパリ
083 チョーク

304 リパリ
083 チョーク

304 リパリ
083 チョーク

304 リパリ
083 チョーク

121120 SWINGREST

スイングミーハンギングラウンジチェア
Swingme Lounge Chair
W890×D810×SH270・H500mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　ロープ／ポリプロピレン 
重量／11.0kg　 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥550,000（本体価格 ￥500,000）

クッションSWM背／A　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションSWM座／A　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションSWM背／B　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWM座／B　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションSWM背／C（ATRIUM／PATIO）　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションSWM座／C（ATRIUM／PATIO）　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

スイングアスソファ2キャノピー
Canopy for Swingus 2-Seater
主材／アクリル 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥231,000（本体価格 ￥210,000）

スイングアスハンギングソファ2
Swingus 2-Seater
W1,330×D810×SH270・H500mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　ロープ／ポリプロピレン 
重量／15.0kg　 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥737,000（本体価格 ￥670,000）

クッションSWU背／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWU座／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWU背／B　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションSWU座／B　￥209,000（本体価格 ￥190,000） 
クッションSWU背／C（ATRIUM／PATIO）　￥286,000（本体価格 ￥260,000） 
クッションSWU座／C（ATRIUM／PATIO）　￥275,000（本体価格 ￥250,000）

保護カバー　￥70,400（本体価格 ￥64,000）

スイングミーラウンジチェア（置き）
Swingme Lounge Chair 
W890×D810×SH480・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー　 
重量／23.0kg　 
組立式　360°回転 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥693,000（本体価格 ￥630,000）

クッションSWM背／A　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションSWM座／A　￥132,000（本体価格 ￥120,000） 
クッションSWM背／B　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWM座／B　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションSWM背／C（ATRIUM／PATIO）　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションSWM座／C（ATRIUM／PATIO）　￥209,000（本体価格 ￥190,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

スイングアスソファ2（置き）
Swingus 2-Seater
W1,330×D810×SH480・H710mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／15.0kg　 
組立式　 
デザイン／ダニエル・プゼ

￥693,000（本体価格 ￥630,000）

クッションSWU背／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWU座／A　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションSWU背／B　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションSWU座／B　￥209,000（本体価格 ￥190,000） 
クッションSWU背／C（ATRIUM／PATIO）　￥286,000（本体価格 ￥260,000） 
クッションSWU座／C（ATRIUM／PATIO）　￥275,000（本体価格 ￥250,000）

保護カバー　￥70,400（本体価格 ￥64,000）

テザリングロープ／スイングレスト用　￥209,000（本体価格 ￥190,000） 
テザリングロープ／スイングミー用　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
テザリングロープ／スイングアス用　￥187,000（本体価格 ￥170,000）

積載荷重 120kg 積載荷重 150kg
積載荷重 240kg

デコクッション
50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

デコクッション
40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウムか

らお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

○C（ATRIUM）はATIRUMか

らお選び下さい。
040 
ブロンズ

000
クリアガラス

本体 テーブルトップ
ファイバー ガラス

040 ブロンズ

040 ブロンズ

040 ブロンズ

040 ブロンズ

123122 TANGO

タンゴアームチェア
Tango Armchair
W620×D620×SH470・H810mm・CH30mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／6.0kg 
クッション両面使用可 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥209,000（本体価格 ￥190,000）

クッションTA／A　￥51,700（本体価格 ￥47,000） 
クッションTA／B　￥63,800（本体価格 ￥58,000） 
クッションTA／C（ATRIUM）　￥82,500（本体価格 ￥75,000）

保護カバー　￥46,200（本体価格 ￥42,000）

タンゴテーブル130
Tango Dining Table φ130
φ1,300×H750mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／29.0kg 
付属品／ガラス天板 
組立式　アジャスター付　2+2人用サイズ 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥495,000（本体価格 ￥450,000）

保護カバー　￥100,100（本体価格 ￥91,000）

タンゴテーブル130×220
Tango Dining Table 130×220
W2,200×D1,300×H750mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／55.5kg 
付属品／ガラス天板 
組立式　4+２人用サイズ 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥825,000（本体価格 ￥750,000）

保護カバー　￥154,000（本体価格 ￥140,000）

タンゴテーブル90
Tango Dining Table φ90
φ900×H750mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／16.0kg 
付属品／ガラス天板 
組立式　アジャスター付　2人用サイズ 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

保護カバー　￥62,700（本体価格 ￥57,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

BとカテゴリーCのアトリウムか

らお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

○C（ATRIUM）はATIRUMか

らお選び下さい。

タンゴは粉体塗装したアルミフレームにデドン

ファイバーを編みこんでいます。柔らかい布、も

しくはブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶か

したぬるま湯で表面をお手入れして下さい。

ガラス天板は、柔らかい布と必要に応じて中性

洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入れして

下さい。

040 ブロンズ

040 ブロンズ

040 ブロンズ

040 ブロンズ

125124 TANGO

タンゴラウンジチェア
Tango Lounge Chair
W840×D940×SH430・H890mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／9.0kg 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥374,000（本体価格 ￥340,000）

クッションTL／A　￥143,000（本体価格 ￥130,000） 
クッションTL／B　￥165,000（本体価格 ￥150,000） 
クッションTL／C（ATRIUM）　￥231,000（本体価格 ￥210,000）

保護カバー　￥62,700（本体価格 ￥57,000）

タンゴソファ2
Tango 2-Seater
W1,550×D990×SH430・H940mm 
フレーム／アルミ　背・座／デドンファイバー 
重量／15.0kg 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥616,000（本体価格 ￥560,000）

クッションTS2／A　￥220,000（本体価格 ￥200,000） 
クッションTS2／B　￥275,000（本体価格 ￥250,000） 
クッションTS2／C（ATRIUM）　￥352,000（本体価格 ￥320,000）

保護カバー　￥100,100（本体価格 ￥91,000）

タンゴフットスツール
Tango Footstool
W620×D620×H350mm 
フレーム／アルミ　座／デドンファイバー 
重量／6.0kg 
クッション両面使用可 
デザイン／リチャード・フリニアー

￥154,000（本体価格 ￥140,000）

クッションTF／A　￥79,200（本体価格 ￥72,000） 
クッションTF／B　￥104,500（本体価格 ￥95,000） 
クッションTF／C（ATRIUM）　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

保護カバー　￥36,300（本体価格 ￥33,000）

タンゴサイドテーブル46
Tango Side Table 
φ460×H540mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー　天板／ガラス 
重量／6.0kg 
付属品／ガラス天板  
デザイン／リチャード・フリニアー

￥173,800（本体価格 ￥158,000）

保護カバー　￥35,200（本体価格 ￥32,000）



DEDON

デドン
DEDON ○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

122
ブルカノ
マット

205 
チーク

本体
ファイバー チーク

205 チーク
122 ブルカノ

205 チーク
122 ブルカノ

205 チーク
122 ブルカノ

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

127126 TIBBO

ティボアームチェア
Tibbo Armchair
W570×D680×SH433・H780mm 
フレーム／チーク　座／デドンファイバー 
重量／7.0kg 
クッションホルダー付 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

全面クッションTIA／A　￥121,000（本体価格 ￥110,000） 
全面クッションTIA／B　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
全面クッションTIA／C　￥187,000（本体価格 ￥170,000）

保護カバー　￥42,900（本体価格 ￥39,000）

ティボラウンジチェア
Tibbo Lounge Chair
W655×D765×SH430・H725mm 
フレーム／チーク　座／デドンファイバー 
重量／9.0kg 
クッションホルダー付 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥308,000（本体価格 ￥280,000）

クッションTIL／A　￥154,000（本体価格 ￥140,000） 
クッションTIL／B　￥176,000（本体価格 ￥160,000） 
クッションTIL／C　￥220,000（本体価格 ￥200,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ティボラウンジチェアXL
Tibbo Lounge Chair XL
W1,020×D980×SH430・H860mm 
主材／チーク 
重量／15.4kg 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥594,000（本体価格 ￥540,000）

クッションTILL／A　￥396,000（本体価格 ￥360,000） 
クッションTILL／B　￥517,000（本体価格 ￥470,000） 
クッションTILL／C　￥693,000（本体価格 ￥630,000）

保護カバー　￥75,900（本体価格 ￥69,000）



min. 20°

min. 20°

DEDON

デドン

○ファブリックは、カテゴリーA・

B・Cからお選びいただけます。

○クッションカラーはｐ146-

147をご参照下さい。

40×4050×50

205 チーク
122 ブルカノ

205 チーク
122 ブルカノ

205 チーク
122 ブルカノ

205 チーク
122 ブルカノ

DRY+クッションを採用しています。詳細は

p145をご参照下さい。

129128 TIBBO

ティボソファ2
Tibbo 2-Seater
W1,950×D980×SH430・H860mm 
主材／チーク 
重量／30.0kg 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥1,056,000（本体価格 ￥960,000）

クッションTIS2／A　￥704,000（本体価格 ￥640,000） 
クッションTIS2／B　￥880,000（本体価格 ￥800,000） 
クッションTIS2／C　￥1,100,000（本体価格 ￥1,000,000）

保護カバー　￥108,900（本体価格 ￥99,000）

ティボソファ3
Tibbo 3-Seater
W2,885×D980×SH430・H860mm 
主材／チーク 
重量／35.4kg 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥1,364,000（本体価格 ￥1,240,000）

クッションTIS3／A　￥1,067,000（本体価格 ￥970,000） 
クッションTIS3／B　￥1,375,000（本体価格 ￥1,250,000） 
クッションTIS3／C　￥1,716,000（本体価格 ￥1,560,000）

保護カバー　￥132,000（本体価格 ￥120,000）

ティボビーチチェア／手動式
Tibbo Beach Chair, with hook-catching
W740×D2,060×SH410mm 
主材／チーク 
重量／25.6kg 
クッションホルダー付　5段階リクライニング 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥858,000（本体価格 ￥780,000）

クッションTIBB／A　￥363,000（本体価格 ￥330,000） 
クッションTIBB／B　￥462,000（本体価格 ￥420,000） 
クッションTIBB／C　￥572,000（本体価格 ￥520,000）

保護カバー　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

ティボビーチチェア／手動式
Tibbo Beach Chair, with hook-catching, incl. wheels
W740×D2,070×SH410mm 
主材／チーク 
重量／26.0kg 
クッションホルダー付　5段階リクライニング　車輪付 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥913,000（本体価格 ￥830,000）

クッションTIBB／A　￥363,000（本体価格 ￥330,000） 
クッションTIBB／B　￥462,000（本体価格 ￥420,000） 
クッションTIBB／C　￥572,000（本体価格 ￥520,000）

保護カバー　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

デコクッション
50×50 
CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

デコクッション
40×40 
CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DEDON

デドン

ダイニングテーブル用保護カバーはテーブルと

チェアを覆う仕様もございます。詳細はお問合

せ下さい。

ティボのフレームはプレミアムチークです。チー

ククリーナーでお手入れして下さい。チークの

黄金色を保つために、少なくとも6か月に1回は

チークオイルを塗ることをお勧めします。

アームチェアとラウンジチェアの座はデドンファ

イバーを編みこんでいます。柔らかい布、もしく

はブラシで、必要に応じて中性洗剤を溶かした

ぬるま湯でファイバーをお手入れして下さい。

205 
チーク

テーブルトップ
チーク

205 チーク
205 チーク

205 チーク

205 チーク

205 チーク

205 チーク
205 チーク

205 チーク
205 チーク

131130 TIBBO

ティボベンチ130
Tibbo Bench
W1,300×D400×SH440mm 
主材／チーク 
重量／14.0kg 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥418,000（本体価格 ￥380,000）

保護カバー　￥48,400（本体価格 ￥44,000）

ティボベンチ200
Tibbo Bench L
W2,000×D400×SH440mm 
主材／チーク 
重量／22.0kg 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥594,000（本体価格 ￥540,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ティボコーヒーテーブルS
Tibbo Coffee Table S
W920×D460×H350mm 
主材／チーク 
重量／11.3kg 
組立式　 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥330,000（本体価格 ￥300,000）

保護カバー　￥52,800（本体価格 ￥48,000）

ティボコーヒーテーブルM
Tibbo Coffee Table M
W920×D920×H350mm 
主材／チーク 
重量／19.0kg 
組立式　 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥484,000（本体価格 ￥440,000）

保護カバー　￥60,500（本体価格 ￥55,000）

ティボコーヒーテーブルL
Tibbo Coffee Table L
W1,390×D1,030×H350mm 
主材／チーク 
重量／28.2kg 
組立式　 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥704,000（本体価格 ￥640,000）

保護カバー　￥91,300（本体価格 ￥83,000）

ティボダイニングテーブル103×199
Tibbo Dining Table 103×199
W1,990×D1,030×H740mm 
主材／チーク 
重量／43.0kg 
組立式　4+2人用サイズ 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥1,023,000（本体価格 ￥930,000）

保護カバー　￥143,000（本体価格 ￥130,000）

ティボダイニングテーブル103×278
Tibbo Dining Table 103×278
W2,780×D1,030×H740mm 
主材／チーク 
重量／56.0kg 
組立式　6+2人用サイズ 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥1,375,000（本体価格 ￥1,250,000）

保護カバー　￥165,000（本体価格 ￥150,000）

ティボダイニングテーブル103×338
Tibbo Dining Table 103×338
W3,380×D1,030×H740mm 
主材／チーク 
重量／66.0kg 
組立式　8+2人用サイズ 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥1,639,000（本体価格 ￥1,490,000）

保護カバー　￥187,000（本体価格 ￥170,000）

ティボダイニングテーブルφ150
Tibbo Dining Table φ150 with parasol hole
φ1,500×H740mm 
主材／チーク 
重量／35.0kg 
組立式　2+2人用サイズ　パラソル穴付 
デザイン／エドワード・バーバー&ジェイ・オズガビー

￥924,000（本体価格 ￥840,000）

保護カバー　￥121,000（本体価格 ￥110,000）



DEDON

デドン
DEDON

304
リパリ

ベース

317
ブラック
ペッパー

317
ブラック
ペッパー

306
リパリ2.0

205
チーク

テーブルトップ
HPL チーク

天板　306 リパリ2.0
脚　　304 リパリ

天板　205 チーク
脚　　317 ブラックペッパー

133132 WA

WAダイニングテーブル100×100／HPL
WA Dining Table 100×100/HPL
W1,000×D1,000×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／34.0kg 
HPL天板込 
組立式　アジャスター付　2+2人用サイズ 
デザイン／トアン・グエン

￥462,000（本体価格 ￥420,000）

保護カバー　￥73,700（本体価格 ￥67,000）

WAダイニングテーブル100×100／チーク
WA Dining Table 100×100/Teak
W1,000×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／39.5kg 
チーク天板込 
組立式　アジャスター付　2+2人用サイズ 
デザイン／トアン・グエン

￥528,000（本体価格 ￥480,000）

保護カバー　￥73,700（本体価格 ￥67,000）



DEDON

デドン

WAテーブルにはHPL（高圧ラミネート）天板、

チーク天板があります。HPLは衝撃、機械的

ストレス、湿気および蒸気に耐性がある素材 

です。HPL天板は柔らかい布で、必要に応じて

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入

れして下さい。

チーク天板はプレミアムチークです。チークク

リーナーでお手入れして下さい。チークの黄金

色を保つため、少なくとも6か月に1回はチーク

オイルを塗ることをお勧めします。

脚は粉体塗装したアルミダイキャストです。柔ら

かい布とぬるま湯で脚をお手入れして下さい。

推奨チェア

SEAX Armchair
See page 113

MBRACE Armchair
See page 33

ROII Armchair
See page 101

天板　317 ブラックペッパー
脚　　317 ブラックペッパー

天板　205 チーク
脚　　317 ブラックペッパー天板　205 チーク

脚　　304 リパリ

天板　205 チーク
脚　　304 リパリ

135134 WA

WAダイニングテーブル100×250／チーク
WA Dining Table 100×250/Teak
W2,500×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／49.5kg 
チーク天板込 
組立式　アジャスター付　6+2人用サイズ 
デザイン／トアン・グエン

￥869,000（本体価格 ￥790,000）

保護カバー　￥143,000（本体価格 ￥130,000）

WAダイニングテーブル100×200／HPL
WA Dining Table 100×200/HPL
W2,000×D1,000×H740mm 
フレーム／アルミ　天板／HPL 
重量／50.0kg 
HPL天板込 
組立式　アジャスター付　4+2人用サイズ 
デザイン／トアン・グエン

￥605,000（本体価格 ￥550,000）

保護カバー　￥110,000（本体価格 ￥100,000）

WAダイニングテーブル100×200／チーク
WA Dining Table 100×200/Teak
W2,000×D1,000×H750mm 
フレーム／アルミ　天板／チーク 
重量／44.0kg 
チーク天板込 
組立式　アジャスター付　4+2人用サイズ 
デザイン／トアン・グエン

￥660,000（本体価格 ￥600,000）

保護カバー　￥110,000（本体価格 ￥100,000）
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プレイアームチェア、サイドチェアのフレームと

アームはすべての気象条件に対応可能なポリプ

ロピレンインジェクション成型でできています。

背と座はデドンファイバーで編まれています。

柔らかい布とぬるま湯でお手入れして下さい。

日本仕様はSH45cmです。

521
チョーク＆
プラチナ

522
ストーン＆
チョーク

516
カーボン＆
チョーク

519
プラチナ＆
チタニウム

本体
ファイバー

プラチナ＆チタニウム プラチナ＆チタニウム

カーボン＆チョーク カーボン＆チョーク

プラチナ プラチナ

チョーク チョーク

チョーク チョーク

ライトグレイライトグレイ

519 プラチナ＆チタニウム

516 カーボン＆チョーク

519 プラチナ＆チタニウム

516 カーボン＆チョーク

137136 PLAY

プレイサイドチェア／ライトグレイ＋プラチナ＆チタニウム
Play Sidechair GR weave:CHA+PT
W480×D520×SH450・H820mm 
フレーム／ポリプロピレン　背・座／デドンファイバー 
重量／4.2kg 
積み重ね可 
デザイン／フィリップ・スタルク＆ユージェニー・キトレ

￥69,300（本体価格 ￥63,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）

プレイアームチェア／ライトグレイ＋チョーク＆プラチナ
Play Armchair GR weave:CHA+PT
W570×D520×SH450・H820mm 
フレーム／ポリプロピレン　背・座／デドンファイバー 
重量／4.8kg 
積み重ね可 
デザイン／フィリップ・スタルク＆ユージェニー・キトレ

￥78,100（本体価格 ￥71,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）

プレイサイドチェア／チョーク＋チョーク＆カーボン
Play Sidechair CHA weave:CHA+CAR
W480×D520×SH450・H820mm 
フレーム／ポリプロピレン　背・座／デドンファイバー 
重量／4.2kg 
積み重ね可 
デザイン／フィリップ・スタルク＆ユージェニー・キトレ

￥69,300（本体価格 ￥63,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）

プレイアームチェア／チョーク＋チョーク＆カーボン
Play Armchair CHA weave:CHA+CAR
W570×D520×SH450・H820mm 
フレーム／ポリプロピレン　背・座／デドンファイバー 
重量／4.8kg 
積み重ね可 
デザイン／フィリップ・スタルク＆ユージェニー・キトレ

￥78,100（本体価格 ￥71,000）

保護カバー　￥29,700（本体価格 ￥27,000）
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133
ノリ

329
ブラック

000
ホワイト

084
テラコッタ

000
ホワイト

164 
リオハ

165
ウブド

167 
イビサ

166 
キューバ

168
バハマ

本体
ファイバー＋粉体塗装

ダラプランターとダラランタンは粉体塗装したア

ルミフレームにデドンファイバーを編みこんでい

ます。柔らかい布、もしくはブラシで、必要に応じ

て中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面をお手入

れして下さい。

取り外しできる内側のプランターは回転成型ポ

リエチレン製です。

ランタンのキャンドルホルダーは金属製の受け皿

とプラスチックのチューブで、取り外しできます。

ダラランタンφ21にはφ11・高さ8cm以下、ダラ

ランタンφ34とダラランタンφ41にはφ17・高さ

22cm以下のろうそくをご使用下さい。

329 ブラック
165 ウブド

329 ブラック
165 ウブド

329 ブラック
165 ウブド

329 ブラック
165 ウブド

329 ブラック
165 ウブド

329 ブラック
165 ウブド

139138 DALA PLANTER & LANTERN

ダラプランターＳ
Planter S
φ610×H430mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／4.8kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥220,000（本体価格 ￥200,000）

ダラプランターＭ
Planter M
φ610×H630mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／6.2kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥253,000（本体価格 ￥230,000）

ダラプランターＬ
Planter L
φ760×H830mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／7.2kg 
デザイン／ステファン・バークス

￥297,000（本体価格 ￥270,000）

ダラランタンφ21
Lantern φ21
φ210×H320mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／1.0kg 
デザイン／ステファン・バークス 
別売　ランタンφ21用ハンガー　￥11,000（本体価格 ￥10,000）

￥73,700（本体価格 ￥67,000）
ダラランタンφ34
Lantern φ34
φ340×H470mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／2.0kg 
デザイン／ステファン・バークス 
別売　ランタンφ34・φ41用ハンガー　￥11,000（本体価格 ￥10,000）

￥110,000（本体価格 ￥100,000）

ダラランタンφ41
Lantern φ41
φ410×H620mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／2.5kg 
デザイン／ステファン・バークス 
別売　ランタンφ34・φ41用ハンガー　￥11,000（本体価格 ￥10,000）

￥143,000（本体価格 ￥130,000）

ダラランタンハンガーφ21cm用
別売　 ランタンφ21用ハンガー 

￥11,000（本体価格 ￥10,000）

ダラランタンハンガーφ34、φ41cm用
別売　 ランタンφ34・φ41用ハンガー 

￥11,000（本体価格 ￥10,000）
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304
リパリ

304
リパリ

472
トープ

002 
ナチュラル

040
ブロンズ

083 
チョーク

本体 クッション 本体
ファイバー＋粉体塗装 ファイバー

トランクのふたは空気ばねで簡単に開閉できま

す。このトランクはDEDONクッションとピロー

クッションを短期間保管するためにデザインさ

れています。トランクに収納する前に、クッショ

ンを完全に乾かして下さい。軒下環境、室内に

てお使い下さい。

空気ばね式蓋、移動用ホイール、湿気を飛ばす

ブリーザブルTensiline®を使用したベンチレー

ション。

デドンファイバーでできた表面は必要に応じ

て、柔らかい布又はブラシを使い中性洗剤を溶

かしたぬるま湯で洗浄して下さい。

304 リパリ
002 ナチュラル

304 リパリ
002 ナチュラル

040 ブロンズ

141140 MINI NESTREST / LA MALLE　受注輸入品

ミニネストレストφ47
Mini Nestrest φ47
φ470×H600mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／2.5kg 
デザイン／ダニエル・プゼ＆フレッド・フレティ

￥121,000（本体価格 ￥110,000）

クッションMNR47／472（ナチュラトープ）　￥67,100（本体価格 ￥61,000）

ミニネストレストφ56
Mini Nestrest φ56
φ560×H800mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／3.5kg 
デザイン／ダニエル・プゼ＆フレッド・フレティ

￥154,000（本体価格 ￥140,000）

クッションMNR56／472（ナチュラトープ）　￥104,500（本体価格 ￥95,000）

ラ・マルクッショントランクXL
La Malle Cushion Trunk XL
W1,600×D900×H1,100mm 
フレーム／アルミ　ファイバー／デドンファイバー 
重量／66.5kg 
車輪付 
デザイン／ロレンツァ・ボッツォーリ&ザ・キングス

￥1,606,000（本体価格 ￥1,460,000）
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143142 DECO CUSHIONS

デコクッション40×40
Deco Cushion 40×40

CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）

デコクッション55×55
Deco Cushion 55×55

CAT.A　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
CAT.B　￥64,900（本体価格 ￥59,000） 
CAT.C　￥82,500（本体価格 ￥75,000） 
CAT.E　￥94,600（本体価格 ￥86,000）

デコクッション50×50
Deco Cushion 50×50

CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

デコクッションφ40
Deco Cushion φ40

CAT.A　￥33,000（本体価格 ￥30,000） 
CAT.B　￥44,000（本体価格 ￥40,000） 
CAT.C　￥56,100（本体価格 ￥51,000） 
CAT.E　￥67,100（本体価格 ￥61,000）

デコクッション60×60
Deco Cushion 60×60

CAT.A　￥41,800（本体価格 ￥38,000） 
CAT.B　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
CAT.C　￥68,200（本体価格 ￥62,000） 
CAT.E　￥81,400（本体価格 ￥74,000）

デコクッション45×30
Deco Cushion 45×30

CAT.A　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.B　￥39,600（本体価格 ￥36,000） 
CAT.C　￥50,600（本体価格 ￥46,000） 
CAT.E　￥61,600（本体価格 ￥56,000）



DRY+ CUSHION CONSTRUCTION

BACK CUSHION CONSTRUCTION

DEDON

デドン

屋外用クッション 

DEDONは世界で最も先端的な技術の繊維を使用して、何の心配もせず外に置いたままにできるクッションを

製作しています。高品質のアクリル素材は水、紫外線に対して高い耐久性を有し、そのうえ快適さも備えてい

ます。DEDON専用に開発されたフォームは防水性と通気性を兼ね備えた不織布で覆われています。雨が止ん

だ後は、カビ発生を防ぐため乾燥させて下さい。冬季や、長期間ご使用にならない場合には、屋内に保管してい

ただくことをお勧めします。保管前にはクッションが完全に乾いていることをご確認下さい。

デドンクッションは屋外用の最高品質レベルの素材を使用しています。乾きやすく、メンテナンスがしやすいです。

Dry+クッションはさらに耐水性を高めています。クッション中綿は最大10,000ｍｍの撥水性の高い通気性

インターレイヤーによって保護されています。全てのクッションカバーは防汚、撥水加工を施しています。

遊ぶためのファブリックスタイル

このカタログにあるファブリックスタイルはそれぞれ、独自の印象と触り心地を与える独特の織りのテクス

チャーを持っています。これらのファブリックはクッションの大小にかかわらず、あらゆるクッションに理想的な

のですが、デドンコレクションはそれらを組み合わせることでさらに特別なものになります。テクスチャーで遊

んで下さい。

夏らしいNATURAの軽やかさと、ATRIUMの重厚さをミックス。同じ色でも複数のファブリックのテクス

チャーを駆使して、色合いの微妙な違いを作ることができます。最高級の屋内ファブリックに長く使われていた

柔軟性と創造性を、今では空の下でも楽しむことができます。

© 2022 DEDON GmbH, Germany. 

3D-Rendering Production & Visualization sooii GmbH, deluma; Digital Imaging brandport 
GmbH
Photostory Oliver Pilcher (pages 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 47) ;  
Photography Daniel Costa, Oliver Helbig, Rainer Hosch, Gerhardt Kellermann, Moritz 
Peters, Andreas Pletz
 
In respect of our agreement with the photographer Oliver Pilcher, we need to mention the 
pages that feature his picture(s). I’ve included comments on the attached layout, so that 
you can refer to the correct pages of your final catalog.
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デコクッション50×40
Deco Cushion 50×40

CAT.A　￥30,800（本体価格 ￥28,000） 
CAT.B　￥40,700（本体価格 ￥37,000） 
CAT.C　￥53,900（本体価格 ￥49,000） 
CAT.E　￥63,800（本体価格 ￥58,000）

デコクッション70×70
Deco Cushion 70×70

CAT.A　￥49,500（本体価格 ￥45,000） 
CAT.B　￥61,600（本体価格 ￥56,000） 
CAT.C　￥79,200（本体価格 ￥72,000） 
CAT.E　￥93,500（本体価格 ￥85,000）

デコクッション60×40
Deco Cushion 60×40

CAT.A　￥36,300（本体価格 ￥33,000） 
CAT.B　￥46,200（本体価格 ￥42,000） 
CAT.C　￥58,300（本体価格 ￥53,000） 
CAT.E　￥69,300（本体価格 ￥63,000）

デコクッションφ55
Deco Cushion φ55

CAT.A　￥63,800（本体価格 ￥58,000） 
CAT.B　￥73,700（本体価格 ￥67,000） 
CAT.C　￥81,400（本体価格 ￥74,000） 
CAT.E　￥92,400（本体価格 ￥84,000）

デコクッション62×25
Deco Cushion 62×25

CAT.A　￥31,900（本体価格 ￥29,000） 
CAT.B　￥40,700（本体価格 ￥37,000） 
CAT.C　￥52,800（本体価格 ￥48,000） 
CAT.E　￥66,000（本体価格 ￥60,000）

デドンファブリック／m単位
DEDON Fabrics per meter
W1,400×D1,000mm

CAT.A　￥25,300（本体価格 ￥23,000） 
CAT.B　￥29,700（本体価格 ￥27,000） 
CAT.C　￥39,600（本体価格 ￥36,000）

Anti-Slip 
Material

Water

Water-resistant Interlayer

Fabric: 
Water-repellent

Easy 
to clean 
textile

Filling

Ventilation
window net

撥水性がある
ファブリック

換気窓ネット

フィリング

すべり止め

Easy 
to clean 
textile

Air 
circulation

Anti-Slip 
Material

Water-resistant 
Interlayer

Water-repellent 
spunbond Material

Filling

Fabric: 
Water-repellent

Ventilation 
window net

Water

空気循環

すべり止め

換気窓ネット

フィリング

撥水性がある
ファブリック

耐水性インターレイヤー

撥水性スパンボンド材

耐水性インターレイヤー
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カテゴリー A カテゴリー C

カテゴリー C

カテゴリー C

カテゴリー F （エンブレイス・デコクッション限定）

カテゴリー B

カテゴリー B

カテゴリー B

麻織のようなデザインで、軽くて柔らかく天然コットンのような肌触りと美しい発色です。

緻密な編みのストラクチャーで、柔らかな触り心地と鮮やかな色が特徴です。

緻密な編みのストラクチャーで、柔らかな触り心地と鮮やかな色が特徴です。　アトリウムD13とアトリウムD11はDEDON限定ファブリックです。

分厚めで、あたたかなぬくもり感があります。4色展開です。グランは３D編み模様が際立ちます。

洗練された見ためで触り心地の良いアウトドアベルベットです。

天然リネンの風合いと抜群に快適な感触で、現代的な色のバリエーションが特徴です。

ツイストされた糸を織って深さを出し、そのストラクチャーで複雑な色調を出します。

数色の織り糸をバスケット編みしており、4色はリッチで複合的な表情をしています。

NATURA  ACRYLIC PATIO KVADRAT® TREVIRA CS

ATRIUM KVADRAT® TREVIRA CS

GLAN  POLYPROPYLENE

VENEZIA VELVET  ACRYLIC

exclusive for DEDON

LINEN  ACRYLIC

TWIST  POLYPROPYLENE

MAR  POLYPROPYLENE

478 
アッシュ

677
パティオ140

814 
アトリウム451

709
テラ

824
アズーロ NEW

649
エボニー

663 
テラコッタ

685
テラコッタ

480 
ローレル

476 
マルサラ

471 
オフホワイト

675
パティオ220

812 
アトリウム901

706
ドリフト

821
アンゴラ NEW

651 
サンド

660 
ベージュ

682 
ビーチ

481
マンダリン

475 
マレンゴ

679
パティオ550

811
アトリウムD13

648
アンブラ

472 
トープ

676
パティオ110

813 
アトリウム781

708
ティール

823
オリオ NEW

650 
オフホワイト

662 
グレイ

684
ノリ

479
ポメロ

473
ジュニパー

680
パティオ370

816
アトリウムD11

470 
ホワイト

681
パティオ970

810 
アトリウム201

707
シェール

822
シエナ NEW

652 
ウォームグレイ

661 
サンド

683
アッシュ

477
ガーネット

474 
ダークグレイ

678
パティオ450

815
アトリウム351

647
フラックス

664 
ダークターコイズ

147146 FABRICS OVERVIEW


