
2023 Spring

※価格は2022年11月現在のものです。時期により変更となる場合がございます。
※別注納期の期間は時期により変動する場合がございます。

※「RELAX FORM」「CRUSH CRASH PROJECT」「nora.」は (株)関家具のブランドです。

Masuda Home Living



革でも布でもない新素材「レザーテックス」。

本革の自然な濃淡やしぼ感までこだわり表現した、高級感のある表情が特徴で、
少し起毛感があり柔らかなテクスチャーが楽しめます。
ソファのデザインを引き立てる発色の良さとしなやかな肌ざわりは、
気品あふれるモダンな雰囲気を演出します。
通気性がよく熱がこもりにくいため、
夏はさらりと快適に、冬は冷たさを感じにくい優しい肌触りが魅力です。

革でも布でもない新素材「レザーテックス」。

本革の自然な濃淡やしぼ感までこだわり表現した、高級感のある表情が特徴で、
少し起毛感があり柔らかなテクスチャーが楽しめます。
ソファのデザインを引き立てる発色の良さとしなやかな肌ざわりは、
気品あふれるモダンな雰囲気を演出します。
通気性がよく熱がこもりにくいため、
夏はさらりと快適に、冬は冷たさを感じにくい優しい肌触りが魅力です。



撥水性
あり



カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

座り心地

Lars ラルス
サイズ (cm)
カウチ 幅266  奥行111 / 183  高さ83  座高39

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥255,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥265,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥285,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

特徴

PLT111  プラチナグレーPLT111  プラチナグレー

2 つの背中部分は前後に動かせます。肘部分は角度調節可能です

←→



3 人掛け
(PLT111 プラチナグレー )
※背クッションは別売りです

オットマン
(PLT111 プラチナグレー )
※背クッションは別売りです

背クッション
(PLT112 ヨーロピアングレー )

座り心地

Alfredo アルフレード
サイズ (cm)
3 人掛け
オットマン
背クッション

幅183  奥行92  高さ40  座高40
幅92    奥行92  高さ40  座高40
幅60    奥行35  高さ40

張地素材

内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ

左写真の組み合わせの場合、
全体サイズ：幅275  奥行275  高さ80 (cm)
当店売価 ¥345,000 (税込)  ※プライムカラーの場合
※組み合わせ構成：3人掛け×2、オットマン、
　　　　　　　　　背クッション×5

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

ベース色 本体色：PLT111 プラチナグレー
ベース色：PLT112 ヨーロピアングレー
※別注の場合、座面とベースは同色になります。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…3人掛け・オットマン 定番色
…背クッション定番色

当店売価  ¥94,000
当店売価  ¥73,000
当店売価  ¥15,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥95,000
当店売価  ¥75,000
当店売価  ¥16,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥100,000
当店売価    ¥82,000
当店売価    ¥18,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

PLT111  プラチナグレー  /   PLT112  ヨーロピアングレーPLT111  プラチナグレー  /   PLT112  ヨーロピアングレー



2 人掛け
(PLT111 プラチナグレー )

座り心地

Liberta リベルタ
サイズ (cm)
２人掛け
ヘッドレスト

幅194  奥行108 / 140  高さ84  座高41
幅50    奥行12               高さ94

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥230,000
当店売価       ¥5,500

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥235,000
当店売価       ¥5,800

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥250,000
当店売価       ¥6,800

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

特徴

PLT111  プラチナグレーPLT111  プラチナグレー

2 つの背中部分は前後に動かせます。

←→



…全サイズ  定番色
…カウチ・スモールカウチのみ 定番色

当店売価  ¥168,000
当店売価  ¥158,000
当店売価  ¥110,000
当店売価    ¥98,000
当店売価    ¥33,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥178,000
当店売価  ¥165,000
当店売価  ¥120,000
当店売価  ¥105,000
当店売価    ¥35,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥209,000
当店売価  ¥195,000
当店売価  ¥130,000
当店売価  ¥118,000
当店売価    ¥39,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

３人掛け
(LT01 キャメル )

２.５人掛け
(LT02 カカオ )

オットマン
[ケイティ]
(LT01 キャメル )

左スモールカウチ
(LT03 チャコールブラック )

右スモールカウチ
(PLT111 プラチナグレー )

右カウチ
(SLT15 オールドキャメル )

右カウチ
(PLT112 ヨーロピアングレー )

Treviso トレビソ
サイズ (cm)
カウチ
スモールカウチ
3人掛け
2.5人掛け
オットマン [ケイティ]

幅279  奥行92 / 164  高さ89  座高39
幅240  奥行92 / 164  高さ89  座高39
幅210  奥行92             高さ89  座高39
幅190  奥行92             高さ89  座高39
幅75    奥行60             高さ41

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。
■商品のサイズは製造等の都合により若干の差が生じる場合がございます。

座り心地

張地素材
内部構造

LT01 キャメルLT01 キャメル

座面：高密度ウレタンフォーム　  背面・肘：シリコンフィル
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。



当店売価  ¥178,000
当店売価  ¥172,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥188,000
当店売価  ¥182,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥208,000
当店売価  ¥202,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Dorago ドラゴ
サイズ (cm)
電動カウチ
電動スモールカウチ

幅242  奥行98 / 164  高さ96～75  座高43
幅219  奥行98 / 164  高さ96～75  座高43

張地素材
内部構造 座面：ポケットコイル・高密度ウレタンフォーム　  背面・肘：シリコンフィル

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

LT01  キャメルLT01 キャメル

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…カウチのみ 定番色

右カウチ
(PLT102 インディーブルー )

左スモールカウチ
(LT01 キャメル )

右カウチ
(LT03 チャコールブラック )

左カウチ
(LT02 カカオ )

左カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

右カウチ
(LT01 キャメル )

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。



当店売価  ¥194,000
当店売価  ¥175,000
当店売価  ¥110,000
当店売価  ¥107,000
当店売価    ¥98,000
当店売価    ¥84,000
当店売価    ¥34,000
当店売価    ¥11,500

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥198,000
当店売価  ¥185,000
当店売価  ¥123,000
当店売価  ¥119,000
当店売価  ¥109,000
当店売価    ¥88,000
当店売価    ¥34,000
当店売価    ¥11,500

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥218,000
当店売価  ¥210,000
当店売価  ¥150,000
当店売価  ¥144,000
当店売価  ¥132,000
当店売価  ¥108,000
当店売価    ¥41,000
当店売価    ¥12,500

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Columbus コロンバス
サイズ (cm)
ビッグカウチ
カウチ
3人掛け
3人掛けスモール
2人掛け
1人掛け [別注]
オットマン
ヘッドレスト

幅250  奥行90 / 162  高さ81  座高43
幅219  奥行90 / 162  高さ81  座高43
幅202  奥行90  　　  高さ81  座高43
幅185  奥行90   　　  高さ81  座高43
幅164  奥行90   　　  高さ81  座高43
幅101  奥行90   　　  高さ81  座高43
幅70    奥行90   　　  高さ43
幅65    奥行18   　　  高さ55

張地素材
内部構造 座面：ポケットコイル・高密度ウレタンフォーム　  背面・肘：シリコンフィル

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地および 1人掛け全色は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…ビッグカウチ以外 定番色
…ビッグカウチ・カウチ以外 定番色
…3P・3P スモール  定番色

1人掛け [別注]
(LT01 キャメル )

オットマン
(LT01 キャメル )

ヘッドレスト
(LT01 キャメル )

2 人掛け
(LT04 クラフトベージュ )

3 人掛けスモール
(SLT13 オーカーブラウン )

３人掛け
(LT03 チャコールブラック )

３人掛け
(PLT108 バターブラウン )

右ビッグカウチ
(LT01 キャメル )

左カウチ
(LT02 カカオ )

3 人掛け
(PLT110 ミルクティー )

LT01  キャメルLT01 キャメル

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。



…3P・３人掛け２割れ・
　コンソールのみ 定番色

PLT103  オリーブガーデンPLT103  オリーブガーデン

当店売価  ¥155,000
当店売価  ¥165,000
当店売価  ¥145,000
当店売価  ¥175,000
当店売価    ¥83,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥165,000
当店売価  ¥175,000
当店売価  ¥150,000
当店売価  ¥182,000
当店売価    ¥90,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥195,000
当店売価  ¥205,000
当店売価  ¥165,000
当店売価  ¥200,000
当店売価    ¥98,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Baggio バッジオ
サイズ (cm)
電動３人掛け
電動３人掛け２割れ
電動２人掛け
電動コンソール
電動パーソナル

幅190  奥行91～154  高さ90～74  座高39
幅190  奥行91～154  高さ90～74  座高39
幅142  奥行91～154  高さ90～74  座高39
幅167  奥行91～150  高さ93～75  座高40
幅80　奥行91～154  高さ89～78  座高43

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム＋ポケットコイル

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…３人掛け・３人掛け２割れ・２人掛けのみ 定番色
…３人掛け・３人掛け２割れのみ 定番色
…３人掛け のみ  定番色

２人掛け
(LT04 クラフトベージュ )

パーソナル
(LT02 カカオ )

３人掛け２割
(LT03 チャコールブラック )

３人掛け２割
(PLT111 プラチナグレー )

コンソール
(PLT103 オリーブガーデン )

３人掛け
(LT02 カカオ )

３人掛け
(PLT104 ハニーレモン ) ３人掛け

(PLT111 プラチナグレー )

３人掛け
(PLT112 ヨーロピアングレー )

３人掛け
(PLT109 ミルキーベージュ )

３人掛け
(LT01 キャメル )

３人掛け
(PLT102 インディーブルー )



当店売価  ¥187,000
当店売価  ¥172,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥189,000
当店売価  ¥173,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥218,000
当店売価  ¥198,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Eldorado エルドラド
サイズ (cm)
電動カウチ
電動 3人掛け

幅220  奥行91 / 164  高さ92～77  座高41
幅188  奥行91～147  高さ92～77  座高41

張地素材
内部構造 座面：ポケットコイル・高密度ウレタンフォーム　  背面・肘：シリコンフィル

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色

PLT112  ヨーロピアングレーPLT112  ヨーロピアングレー

3 人掛け
(PLT112 ヨーロピアングレー )

3 人掛け
(LT01 キャメル )

右カウチ
(LT01 キャメル )

右カウチ
(PLT112 ヨーロピアングレー )

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。



PLT113  モードグレーPLT113  モードグレー

コーナー部分
左右の組替えは出来ません。
右コーナー／左コーナーからお選びください。

当店売価  ¥218,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥235,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥265,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Robusto ロブスト
サイズ (cm)
コーナー 幅273  奥行105 / 230  高さ74～97  座高45

張地素材
内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　座クッション：高密度ウレタンフォーム　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

右コーナー
(LT03 チャコールブラック )

左コーナー
(PLT112 ヨーロピアングレー )

左コーナー
(PLT113 モードグレー )

左コーナー
(LT01 キャメル )

右コーナー
(LT02 カカオ )



PLT111  プラチナグレーPLT111  プラチナグレー

カウチ部分
左右の組替えが可能です。

カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

カウチ
(LT01 キャメル )

当店売価  ¥108,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥118,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥132,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Calore カローレ
サイズ (cm)
カウチ 幅202  奥行82 / 140  高さ78  座高40

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　座クッション：ウレタンフォーム　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色



座り心地

Fri フリー
サイズ (cm)
カウチ 幅199  奥行84 / 141  高さ79  座高38

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥108,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥118,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥132,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

カウチ
(LT03 チャコールブラック )

カウチ
(LT04 クラフトベージュ )

カウチ
(LT01 キャメル )

カウチ
(LT02 カカオ )

カウチ
(PLT101 ブルースター )

カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

カウチ
(PLT103 オリーブガーデン )

LT01  キャメルLT01 キャメル

カウチ部分
左右の組替えが可能です。



当店売価  ¥118,000
当店売価  ¥115,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥125,000
当店売価  ¥120,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥145,000
当店売価  ¥138,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

カウチ
(PLT104 ハニーレモン )

カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

カウチ
(PLT102 インディーブルー )

カウチ
(PLT103 オリーブガーデン )

スモールカウチ
(LT02 カカオ )

カウチ
(LT01 キャメル )

Mauls II マウルス I I
サイズ (cm)
カウチ
スモールカウチ

幅218 奥行85 / 149  高さ82  座高38
幅200 奥行85 / 143  高さ82  座高38

張地素材
内部構造 背クッション：フェザー＋ウレタンフォーム　座クッション：高密度ウレタンフォーム　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…カウチのみ 定番色

PLT104  ハニーレモンPLT104  ハニーレモン

カウチ部分
左右の組替えが可能です。



カウチ
(PLT102 インディーブルー )

サイドテーブル (OAK)
カウチは左右の組替え可能です

座り心地

Runo ルノ
サイズ (cm)
カウチ
ヘッドレスト
サイドテーブル

幅200  奥行80 / 144  高さ73  座高40
幅55    奥行15.5          高さ51
幅25    奥行45             高さ47

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：ウェービングベルト
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…カウチ・ヘッドレスト 定番色

当店売価  ¥136,000

当店売価  ¥15,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥145,000
当店売価    ¥10,800

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥157,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

PLT102  インディーブルーPLT102  インディーブルー

カウチ部分
左右の組替えが可能です。



カウチ
(PLT109 ミルキーベージュ )

カウチ
(PLT111 プラチナグレー )

カウチ
(LT01 キャメル )

当店売価  ¥168,000
当店売価    ¥11,500

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥172,000
当店売価    ¥12,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥195,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Copains II コパン I I

サイズ (cm)
カウチ
ヘッドレスト

幅205  奥行86 / 145  高さ81.5  座高41
幅60    奥行14             高さ60

張地素材
内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　座クッション：高密度ウレタンフォーム　座面下構造：スノコ

レザーテックス ( カバーリング )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

PLT109  ミルキーベージュPLT109  ミルキーベージュ

カウチ部分
左右の組替えが可能です。



当店売価  ¥148,000
当店売価  ¥140,000
当店売価     ¥34,000

レザーテックス　アニリン・ロワイヤル

当店売価  ¥151,000
当店売価  ¥143,000
当店売価     ¥34,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥175,000
当店売価  ¥160,000
当店売価     ¥38,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Markt マルクト
サイズ (cm)
コーナー
スモールコーナー
ベンチ

幅 257  奥行66 / 163  高さ85  座高43
幅229  奥行66 / 163  高さ85  座高43
幅120  奥行46            高さ43  座高43

当店売価  ¥60,000
当店売価  ¥55,000

ダイニングテーブル　マルクト

Markt ダイニングテーブル　マルクト
サイズ (cm)
150 ダイニングテーブル
130 ダイニングテーブル

幅 150  奥行80  高さ68
幅130  奥行80  高さ68

張地素材
内部構造 背クッション：高密度ウレタンフォーム　座クッション：高密度ウレタンフォーム

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 23 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…コーナー・ベンチのみ 定番色

ベンチ
(LR23 ローストブラウン )

左スモールコーナー
(LR23 ローストブラウン )

左コーナー
(PLT106 クロムオレンジ )

右コーナー
(LR22 マロンブラウン )

LR23  ローストブラウンLR23 ローストブラウン

PLT105  クロムオレンジPLT105  クロムオレンジ

ロ
ワ
イ
ヤ
ル LR22

マロンブラウン
LR23
ローストブラウン

LR24
ディープブルー



コーナー部分

左右の組替えは出来ません。
右コーナー／左コーナーからお選びください。

当店売価     ¥98,000
当店売価     ¥30,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥105,000
当店売価     ¥31,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥135,000
当店売価     ¥35,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Solna ソルナ
サイズ (cm)
コーナー
ベンチ

幅 187  奥行67 / 140  高さ70  座高42
幅120  奥行45             高さ42  座高42

当店売価  ¥35,000
ダイニングテーブル　ソルナ

Solna ダイニングテーブル　ソルナ
サイズ (cm)
ダイニングテーブル 幅 115  奥行65  高さ65.5

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　
座クッション：高密度ウレタンフォーム

材質 タモ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

PLT101  ブルースターPLT101  ブルースター

右コーナー
(LT01 キャメル )

左コーナー
(PLT101 ブルースター )



カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

当店売価  ¥128,000
当店売価     ¥95,000
当店売価     ¥77,000
当店売価     ¥28,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥133,000
当店売価     ¥99,000
当店売価     ¥79,800
当店売価     ¥31,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥156,000
当店売価  ¥118,000
当店売価     ¥96,000
当店売価     ¥33,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

オットマン
(LT04 クラフトベージュ )

2 人掛け
(LT02 カカオ )

３人掛け
(PLT113 モードグレー )

３人掛け
(LT04 クラフトベージュ )

カウチ
(LT01 キャメル )

Henry ヘンリー
サイズ (cm)
カウチ
３人掛け
２人掛け
パーソナル

幅218  奥行94 / 152  高さ84  座高42
幅206  奥行94　　     高さ84  座高42
幅160  奥行94　　     高さ84  座高42
幅70　奥行60　　     高さ42  座高42

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム　　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色

LT04  クラフトベージュLT04 クラフトベージュ



当店売価  ¥98,000
当店売価  ¥83,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥99,800
当店売価  ¥86,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥112,000
当店売価     ¥97,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

2 人掛け
(PLT104 ハニーレモン )

3 人掛け
(PLT104 ハニーレモン )

Aperto アペルト
サイズ (cm)
3 人掛け
2人掛け

幅195  奥行88  高さ76 座高40
幅165  奥行88  高さ76 座高40

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　　座クッション：高密度ウレタンフォーム　　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色

PLT104  ハニーレモンPLT104  ハニーレモン



当店売価  ¥102,000
当店売価     ¥96,000
当店売価     ¥33,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥112,000
当店売価  ¥103,000
当店売価     ¥35,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥118,000
当店売価  ¥108,000
当店売価     ¥38,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

オットマン
(SLT13 オーカーブラウン )

2.5 人掛け
(SLT13 オーカーブラウン )

3 人掛け（正面・背面 )
(SLT13 オーカーブラウン )

Giallo ジャロ
サイズ (cm)
3 人掛け
2.5 人掛け
オットマン

幅198  奥行82  高さ75  座高39
幅184  奥行82  高さ75  座高39
幅72　奥行82  高さ39  座高39

張地素材

内部構造 背クッション：フェザー＋ウレタンフォーム　座クッション：フェザー＋高密度ウレタンフォーム
座面下構造：ウェービングベルト

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色

SLT13  オーカーブラウンSLT13  オーカーブラウン



当店売価  ¥138,000
当店売価     ¥59,800
当店売価     ¥39,800

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥144,000
当店売価     ¥65,000
当店売価     ¥42,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥154,000
当店売価     ¥72,000
当店売価     ¥46,500

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Casal カザル
サイズ (cm)
３人掛け
１人掛け
オットマン

幅 198  奥行112  高さ77  座高45
幅110  奥行95    高さ77  座高45
幅100  奥行70    高さ45  座高45

張地素材

内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：シリコンフィル＋高密度ウレタンフォーム
座面下構造：ウェービングベルト
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…３人掛けのみ 定番色

オットマン
(SLT13 オーカーブラウン )

１人掛け
(SLT13 オーカーブラウン )

３人掛け
(SLT13 オーカーブラウン )

SLT13  オーカーブラウンSLT13  オーカーブラウン



カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

当店売価  ¥168,000
当店売価  ¥158,000
当店売価  ¥110,000
当店売価     ¥98,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥178,000
当店売価  ¥165,000
当店売価  ¥120,000
当店売価  ¥105,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥209,000
当店売価  ¥198,000
当店売価  ¥135,000
当店売価  ¥120,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

3 人掛け
(LT02 カカオ )

2.5 人掛け
(LT01 キャメル )

左スモールカウチ
(LT02 カカオ )

左カウチ
(LT01 キャメル )

右カウチ
(LT03 チャコールブラック )

Meda メーダ
サイズ (cm)
カウチ
スモールカウチ
3人掛け
2.5 人掛け

幅279  奥行92 / 164  高さ89  座高39
幅240  奥行92 / 164  高さ89  座高39
幅210  奥行92　　     高さ89  座高39
幅190  奥行92　　     高さ89  座高43

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム　  座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色
…カウチ・スモールカウチのみ 定番色

LT02  カカオLT02 カカオ



当店売価  ¥198,000
当店売価  ¥187,000
当店売価  ¥130,000
当店売価  ¥120,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥219,000
当店売価  ¥204,000
当店売価  ¥143,000
当店売価  ¥133,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

…全サイズ  定番色

当店売価  ¥188,000
当店売価  ¥175,000
当店売価  ¥125,000
当店売価  ¥118,000

レザーテックス　アニリン

座り心地

2.5 人掛け
(LT01 キャメル )

3 人掛け
(LT03 チャコールブラック )

スモールカウチ
(LT01 キャメル )

カウチ
(LT03 チャコールブラック )

Bellezza II ベレーザ I I

サイズ (cm)
カウチ
スモールカウチ
3人掛け
2.5 人掛け

幅280  奥行93 / 164  高さ88  座高39
幅240  奥行93 / 164  高さ88  座高39
幅207  奥行93　　     高さ88  座高39
幅190  奥行93　　     高さ88  座高39

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム　　座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

LT03  チャコールブラックLT03 チャコールブラック

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。



カウチ部分

左カウチ
(LT01 キャメル )

左カウチ
(PLT113 
オリーブガーデン )

右カウチ
(LT01 キャメル )

左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

当店売価  ¥195,000
当店売価  ¥165,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥205,000
当店売価  ¥170,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥228,000
当店売価  ¥195,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

Murano ムラーノ
サイズ (cm)
カウチ
スモールカウチ

幅284  奥行97 / 170  高さ94  座高40
幅240  奥行97 / 170  高さ94  座高40

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　座クッション：高密度ウレタンフォーム　座面下構造：ウェービングベルト

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…カウチのみ 定番色
…スモールカウチのみ 定番色

LT01 キャメルLT01 キャメル



カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

当店売価  ¥212,000
当店売価  ¥129,000
当店売価     ¥41,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥222,000
当店売価  ¥138,000
当店売価     ¥42,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥239,000
当店売価  ¥152,000
当店売価     ¥46,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

オットマン
(SLT11 アーモンドブラウン )

3人掛け
(SLT11 アーモンドブラウン )

カウチ ( 右 )
(SLT11 アーモンドブラウン )

Lombardia ロンバルディア
サイズ (cm)
カウチ
3人掛け [別注]
オットマン [別注]

幅250  奥行89/202  高さ80  座高41
幅202  奥行89          高さ80  座高41
幅70　奥行60           高さ41

張地素材

内部構造 背クッション：シリコンフィル　座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地と 3人掛け ( 全色 )・オットマン ( 全色 ) は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…カウチ  定番色

SLT11  アーモンドブラウンSLT11  アーモンドブラウン



右カウチ
(PLT106 オータムブラウン )

左カウチ
(PLT102 インディーブルー )

座り心地

Crotone クロトーネ
サイズ (cm)
カウチ 幅269  奥行105 / 197  高さ72～92  座高43

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥238,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥243,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥268,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

カウチ部分
左右の組替えは出来ません。
右カウチ／左カウチからお選びください。

PLT106  オータムブラウンPLT106  オータムブラウン



コーナー部分

左コーナー
(LT04 クラフトベージュ )

右コーナー
(LT04 クラフトベージュ )

左コーナー
(LT04 クラフトベージュ )

左右の組替えは出来ません。
右コーナー／左コーナーからお選びください。

座り心地

Ravenna ラベンナ
サイズ (cm)
コーナー 幅304  奥行102 / 258  高さ75  座高39

張地素材

内部構造 背クッション：フェザー＋ウレタンフォーム　  座クッション：フェザー＋高密度ウレタンフォーム
座面下構造：ウェービングベルト
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥308,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥338,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥378,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

LT04  クラフトベージュLT04 クラフトベージュ



当店売価  ¥450,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

左コーナー
(LT04 クラフトベージュ )

コーナー
(LT04 クラフトベージュ )

座り心地

Zeus ゼウス
サイズ (cm)
コーナー 幅322  奥行110～322  高さ74～95  座高45

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム　  座クッション：高密度ウレタンフォーム
座面下構造：Sバネ
レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 1色のレザーテックスからお選びいただけます。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

SLT11  アーモンドブラウンSLT11  アーモンドブラウン



3 人掛け
(LT02 カカオ )

3 人掛け
(LT03 チャコールブラック )

3 人掛け
(PLT113 モードグレー )

3 人掛け
(LT01 キャメル )

当店売価  ¥172,000
レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥182,000
レザーテックス　プライム

当店売価  ¥208,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です
Asti III アスティ I I I

サイズ (cm)
電動 3人掛け 幅203  奥行96~155  高さ93~71.5  座高42

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　座クッション：高密度ウレタンフォーム+ポケットコイル

ステッチ 本体色　LT01 キャメル　　　　　　/　ステッチ色　M204 クラウド
本体色　LT02 カカオ　　　　　　　/　ステッチ色　M207 トープ
本体色　LT03 チャコールブラック　/　ステッチ色　LT03 チャコールブラック

レザーテックス ( カバーリング )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

座り心地

ス
テ
ッ
チ
色

M204
クラウド

M207
トープ

PLT113  モードグレーPLT113  モードグレー



当店売価  ¥172,000
当店売価  ¥142,000

レザーテックス　アニリン

当店売価  ¥182,000
当店売価  ¥152,000

レザーテックス　プライム

当店売価  ¥208,000
当店売価  ¥172,000

レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

座り心地

3 人掛け
(LT01 キャメル )

2 人掛け
(LT02 カカオ )

3 人掛け
(PLT106 オータムブラウン )

Melody メロディー
サイズ (cm)
電動 3人掛け
電動 2人掛け

幅190  奥行93～150  高さ93～73  座高40
幅142  奥行93～150  高さ93～73  座高40

張地素材
内部構造 背クッション：シリコンフィル　  座クッション：高密度ウレタンフォーム＋ポケットコイル

レザーテックス ( 張り込み )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…全サイズ  定番色

LT01  キャメルLT01 キャメル

…3人掛けのみ 定番色

PLT106  オータムブラウンPLT106  オータムブラウン



当店売価  ¥84,000

レザーテックス　アリニン・ユーロテック

※価格は税込です

パーソナルチェア+オットマン
(LT04 クラフトベージュ )

パーソナルチェア+オットマン
(ET82 ロイヤルブラック )

座り心地

Lauro ラウロ
サイズ (cm)
パーソナルチェア
( オットマン付き )

幅76　 奥行80～103  高さ101～80  座高43
幅45.5  奥行35.5　      高さ37.5   座高37.5

張地素材

内部構造 背クッション：ウレタンフォーム+ウェービングベルト　  座クッション：ウレタンフォーム＋Sバネ

レザーテックス ( 張り込み )　/　ユーロテック ( 張り込み )
張地は全 1色のレザーテックスと、全 1色のユーロテックからお選びいただけます。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

ユ
ー
ロ
テ
ッ
ク

ア
リ
ニ
ン

レ
ザ
ー
テ
ッ
ク
ス

ET82
ロイヤルブラック

LT03
チャコールブラック

LT03  チャコールブラックLT03 チャコールブラック















当店売価  ¥12,000
レザーテックス　アニリン・プライム　/　ファブリック

当店売価  ¥13,000
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です
Cube Mode
サイズ (cm)
スツール 幅41  奥行41  高さ40  座 40

張地素材 ファブリック ( フルカバーリング )　/　レザーテックス ( 張り込み )
※カバーはフルカバーリングなので、「洗濯機（ネット使用）」または「手洗い」でクリーニングができます。
（レザーテックス不可 )

張地は全 18 色のファブリックと、全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。

■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

内部構造 座クッション：高密度ウレタンフォーム　  座面下構造：ウェービングベルト

キューブモード

LT01 キャメル LT03 チャコールブラック PLT103 オリーブガーデン PLT111 プラチナグレー PLT112 ヨーロピアングレー R14 カスタード A45 オリエンタルブルー

座り心地

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク

R11
シュガーベージュ

R12
キャビアグレー

R13
フォレストグリーン

R14
カスタード

A43
オリーブ

A44
スカイ

A45
オリエンタルブルー

A47
ビター

A48
ステングレー

C31
アーバンストーン

C32
ラッシュブルー

C33
ビスキーブラウン

F51
ルクソールグレー
F51
ルクソールグレー

Ｆ52
シャンパンベージュ

F53
シルキーグレージュ
F53
シルキーグレージュ

F54
ミモザイエロー

F55
マジョリカブルー

F56
コズミックブラック



Cushion

クッション

サイズ (cm)
クッション 幅45  奥行45  高さ15

張地素材 ファブリック ( フルカバーリング )　/　レザーテックス ( フルカバーリング )
※カバーはフルカバーリングなので、「洗濯機（ネット使用）」または「手洗い」でクリーニングができます。
（レザーテックス不可 )

張地は全 18 色のファブリックと、全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥3,300
レザーテックス　アニリン・プライム  /  ファブリック

当店売価  ¥3,800
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

内部構造 シリコンフィル

クッション

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク

R11
シュガーベージュ

R12
キャビアグレー

R13
フォレストグリーン

R14
カスタード

A43
オリーブ

A44
スカイ

A45
オリエンタルブルー

A47
ビター

A48
ステングレー

C31
アーバンストーン

C32
ラッシュブルー

C33
ビスキーブラウン

F51
ルクソールグレー
F51
ルクソールグレー

Ｆ52
シャンパンベージュ

F53
シルキーグレージュ
F53
シルキーグレージュ

F54
ミモザイエロー

F55
マジョリカブルー

F56
コズミックブラック



Cushion Quilt

クッション

サイズ (cm)
クッション 幅45  奥行45  高さ15

張地素材 レザーテックス ( フルカバーリング )
張地は全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

当店売価  ¥3,850
レザーテックス　アニリン・プライム

当店売価  ¥4,200
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です

内部構造 シリコンフィル

クッションキルト

LT01 キャメル LT02 カカオ LT03 チャコールブラック LT04 クラフトベージュ STL11 アーモンドブラウン STL13 オーカーブラウン



当店売価  ¥6,500
レザーテックス　アニリン  /  ファブリックA

当店売価  ¥7,000
レザーテックス　プライム  /  ファブリックB

当店売価  ¥7,500
レザーテックス　スーパー

※価格は税込です
Headrest II

クッション

サイズ (cm)
ヘッドレスト 幅50  奥行18  高さ56

張地素材 ファブリック ( フルカバーリング )　/　レザーテックス ( フルカバーリング )
※カバーはフルカバーリングなので、「洗濯機（ネット使用）」または「手洗い」でクリーニングができます。
（レザーテックス不可 )

張地は全 18 色のファブリックと、全 20 色のレザーテックスからお選びいただけます。
定番色以外の張地は、受注生産のため約 90日頂いております。

■印刷物のため実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。 ■仕様及び外観は改良のために変更する場合がございますのでご了承ください。

…定番色

内部構造 ウレタンフォーム

共通ヘッドレスト 2

(LT01 キャメル ) (LT02 カカオ ) (LT03 チャコールブラック ) (LT04 クラフトベージュ ) (R11 シュガーベージュ )

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク

R11
シュガーベージュ

R12
キャビアグレー

R13
フォレストグリーン

R14
カスタード

A43
オリーブ

A44
スカイ

A45
オリエンタルブルー

A47
ビター

A48
ステングレー

C31
アーバンストーン

C32
ラッシュブルー

C33
ビスキーブラウン

F51
ルクソールグレー
F51
ルクソールグレー

Ｆ52
シャンパンベージュ

F53
シルキーグレージュ
F53
シルキーグレージュ

F54
ミモザイエロー

F55
マジョリカブルー

F56
コズミックブラック





0979 (82) 5577
TEL

営業時間 10:00～18:30   毎週火曜・第2水曜定休〒828-0021 福岡県豊前市八屋379-1

Instagram


