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レザーテックスソファの元祖
でありBIG３。イタリア巨匠
デザイナーのスケッチから
生まれ、時を経てもなお愛さ
れるスタンダード。７つのサ
イズから選べるのが嬉しい。

コロンバス  レザーテックス ３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム
他色有り・他サイズバリエーション有り

LT02 カカオ

メーカー希望小売価格  ￥160,8750

税込 ¥110,000
サイズ 幅202　奥行90　高さ81　座高 43 (cm)

背面部は前後に動かすことが
でき、腰掛けやすい位置にし
たり、足を上げたりベッドのよ
うに使えます。肘部も可動式。
ヨーロッパデザインの美しさと
機能性を備えたソファ。

ラルス  プライムレザーテックス カウチソファ (右)
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム
他色、他サイズなし

PLT111 プラチナグレー

メーカー希望小売価格  ￥368,500

税込 ¥265,000
サイズ 幅266　奥行111/183　高さ83　座高 39 (cm)

見た目はまるで本革。しかし
耐久性は本革を超える。
幅280cmと240cm
から選べる、当店殿堂入り
超人気カウチソファ。
イタリア巨匠デザイン。

トレビソ  レザーテックス カウチソファ (左)
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム
他色有り・全４サイズ有り

LT01 キャメル

メーカー希望小売価格  ￥247,500

税込 ¥168,000
サイズ 幅279　奥行92/164　高さ89　座高 39 (cm)

幅 240cmの L字ソファに
電動機能も付いた万能型。
座面にポケットコイルを内蔵し、
よりしなやかな弾力性と
耐久性を獲得。レザーテックス
の決定版とも言える存在です。

ドラゴ  プライムレザーテックス 電動カウチソファ (右)
材質
注釈

カラー
レザーテックス・ウレタンフォーム・ポケットコイル・シリコンフィル・Ｓバネ
他色あり・スモールカウチも有り・左カウチ／右カウチから選べます

PLT111 プラチナグレー

メーカー希望小売価格  ￥266,750

税込 ¥188,000
サイズ 幅242　奥行98〜164　高さ96〜75　座高43 (cm)
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コンパクトながら高級感を
兼ね備えた本格カウチソファ。
左右カウチの組替えや
3人掛け+ オットマンに分割
もでき、お好みのシチュエー
ションに沿った形にできます。

カローレ  レザーテックス カウチソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム ( 座面 )・シリコンフィル ( 背 )・S バネ
キャメル、プラチナグレーの全 2 色 ( 別注色対応 )・カカオ色は展示品限り・他サイズなし 

LT02 カカオ

メーカー希望小売価格  ￥145,750

税込 ¥108,000
サイズ 幅202　奥行82.5/140　高さ78　座高40 (cm)

片側に電動リクライニング機
能が付き、中央の背を倒すと
サイドテーブルに変化。
最新レザーテックス生地を
使い、座面にポケットコイルを
内蔵して弾力性を高めた
待望の全部入りカウチソファ。

エルドラド  プライムレザーテックス 電動カウチソファ (左)

材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム・ポケットコイル・シリコンフィル
キャメル、ヨーロピアングレーの全 2 色・3P ソファも有り

PLT112 ヨーロピアングレー

メーカー希望小売価格  ￥272,250

税込 ¥189,000
サイズ 幅220　奥行91/164　高さ92 〜 97　座高 41 (cm)

頭部クッションが気持ちいい
極上のレザーテックス電動
ソファ。両脇の脚が動き、
中央部は倒すとテーブルに。
全国人気 No.1のレザーテッ
クスソファと言えばこれ。

バッジオ  プライムレザーテックス 電動３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム・( パイピング部 ) 本革
他色有り・他サイズ有り

PLT103 オリーブガーデン

メーカー希望小売価格  ￥242,000

税込 ¥165,000
サイズ 幅190　奥行91〜154　高さ90　座高39 (cm)

ランキング
人気

No.3

足回りにタモ材を巻いた、
北欧らしいナチュラルデザイン。
コンパクトなサイズ感ながら、
左右カウチの組替や3人掛け
+ オットマンに分割でき、様々
なレイアウトに対応できます。

ルノ  プライムレザーテックス カウチソファ
材質
注釈

カラー 
レザーテックス・タモ材・高密度ウレタンフォーム・ウェービングベルト・ウレタンフォーム
他色、他サイズなし ( 別注カラー 全 19 色 )

PLT102 インディーブルー

メーカー希望小売価格  ￥200,750

税込 ¥145,000
サイズ 幅200　奥行88　高さ73　座高 40 (cm)
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節ありオーク材を使用したフ
レームが特徴で、和モダンに
も調和しやすい雰囲気。外肘
にはマガジンラックを備え、
座面の組み替えにも対応。

コパン II  プライムレザーテックス カウチソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・オーク材・高密度ウレタンフォーム・スノコ
他色有り・他サイズなし・組替可能・両肘にマガジンラック付き

PLT109 ミルキーベージュ

メーカー希望小売価格  ￥247,500

税込 ¥172,000
サイズ 幅205　奥行86〜145　高さ81.5　座高 41 (cm)

ドイツの流儀を思わせるデザ
イン。ヘッド部は可動式。
サイズは幅273cmのみで、
脚の向きは変更可能です。
お部屋の広さに余裕のある
方にとても人気。

ロブスト  レザーテックス  コーナーソファ (左)
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム・スチール
他色有り・他サイズなし・右コーナータイプも有り

LT03 ブラック

メーカー希望小売価格  ￥313,500

税込 ¥218,000
サイズ 幅273　奥行103〜230　高さ74〜97　座高45 (cm)

正面・背中・横から見た
デザインにこだわった
レザーテックスソファ。
クッション性のある二重袖が
ポイント。低めの背でコンパク
トなサイジングです。

アペルト  プライムレザーテックス 2Pソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム
3P サイズ ( 幅 195cm) も有り ( 売価 ¥88,000)・他色なし

PLT104 ハニーレモン

メーカー希望小売価格  ￥121,000

税込 ¥86,000
サイズ 幅165　奥行88　高さ76  座高 40 (cm)

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_copains.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_robusto.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_aperto.jpg


本革の質感に迫る「レザー
テックス」の決定版 LD
スタイル。(LD=ソファと
食卓が一体になった形 )
テーブル込みのお得な
セットプライスです。

マルクト  リビングダイニング２点セット (右)

材質
注釈

カラー
[ ソファ ] レザーテックス・高密度ウレタン　[ テーブル ] ウォールナット
他色有り・左タイプも有り・スモールコーナーセット、130 テーブル、ベンチも有り

LR23 ローストブラウン

メーカー希望小売価格  ￥303,875

税込 ¥208,000
サイズ 幅257　奥行66〜163　高さ85　座高 43 (cm)

次世代生地 レザーテックス

マルクト 120 ベンチ
幅120　奥行46　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

LR23 ローストブラウン
レザーテックス

他色有り
他サイズなし

税込 ¥ 34,000
メーカー希望小売価格  ￥49,500

カウンター用や足置き用にも
キューブモード レザーテックス スツール

幅41　奥行41　高さ40 (cm)

カラー
材質

注釈

LT01 キャメル
レザーテックス・高密度ウレタンフォーム・
ウェビングベルト
他色有り
他サイズなし

税込 ¥ 12,000
メーカー希望小売価格  ￥17,875

内容

注釈

クリーナー (125ml)・
プロテクター (125ml)
クリーニンググローブ・スポンジ
プロテクター効果目安期間：約 6 ヶ月〜 1 年
LOT:12

レザーテックス生地専用 クリーニング用品

レザーテックス ケアキット III

税込 ¥ 4,000
メーカー希望小売価格  ￥6,325

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

レザーテックス

他色有り
別注色有り

レザーテックス

レザーテックス生地・ファブリック生地で
多数カラー展開有り

高級感のある格子柄ステッチ最もベーシックなレザーテックスクッション

レザーテックス クッションキルトレザーテックス クッション
45 x 45 (cm)45 x 45 (cm)

税込 ¥ 3,850税込 ¥ 3,300
メーカー希望小売価格  ￥4,675メーカー希望小売価格  ￥4,125

一部レザーテックスソファに使用出来ます

レザーテックス ヘッドレスト
幅50　奥行18　高さ56 (cm)

カラー
材質

注釈

レザーテックス

キャメル・カカオ・チャコールブラック・
クラフトベージュなど他色あり

税込 ¥ 6,500
メーカー希望小売価格  ￥9,075

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_markt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_markt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_cubemode.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_leathertex_carekit.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_cushion_quilt.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_cushion_leathertex.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_headrest2.jpg


NEW VINTAGE



厚地のスーパーレザーテックス使用

プルート 3P用ヘッドレスト
幅82　奥行13　高さ69 (cm)

カラー
材質

注釈

SLT-13 オーカーブラウン
スーパーレザーテックス

2.5P用ヘッドレストも有り ( 幅 74cm)
他色なし

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥13,200

伝説の１０年間ロングセラー。
月９ドラマ等に度々登場し、
芸能人をも虜にしてきた魔力。
後姿の曲線フォルムは職人芸。
複雑な工程を経て作られる
熟練プロダクトであります。

オピアム  イタリアオイルレザー ３Ｐソファ
サイズ　 幅198　奥行97　高さ73　座高 38 (cm)
材質
注釈

カラー
イタリア製オイル革・イタリア製ファブリック・[ 脚部 ] オーク材
2.5P・1P・スツール タイプも有り

L-1 キャメル

メーカー希望小売価格  ￥352,000

税込 ¥352,000

あえてルーズに張った張地。
くったりと柔らかく、フェザーを
背・座面にたっぷり詰め込み
洒落たヴィンテージソファを
表現。張地に高耐久のスー
パーレザーテックスを使用。

プルート  スーパーレザーテックス 3Pソファ
材質
注釈

カラー
スーパーレザーテックス・フェザー・ウレタンフォーム・スピニングスポンジ・ウェビングベルト
2.5Ｐサイズも有り・他色なし・ヘッドレストやスツール・アームテーブルも有り

SLT-13 オーカーブラウン

メーカー希望小売価格  ￥143,000

税込 ¥143,000
サイズ 幅198　奥行88　高さ74　座高 39 (cm)

ソファをカウチ型に。フェザーたっぷり。
プルート スーパーレザーテックス スツール

幅76　奥行76　高さ39 (cm)

カラー
材質

注釈

SLT-13 オーカーブラウン
スーパーレザーテックス・スチール・フェザー
ウレタンフォーム・スピニングスポンジ・ウェビングベルト

他色、他サイズなし

税込 ¥ 47,300
メーカー希望小売価格  ￥47,300

プルートソファ専用。サイドテーブルや作業台として

プルート アームテーブル
幅72　奥行33　高さ28.5 (cm)

カラー
材質

注釈

LBR
アッシュ材・スチール

他色、他サイズなし

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥19,800
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フリート  コーデュロイ 1P ソファ
材質
注釈

カラー
タモ無垢材 (オイル塗装)・コーデュロイ・ウレタンフォーム・Ｓバネ・シリコンファイバー
レザーテックス ( キャメル ) 色や IC-GLAY 色も有り・3P, 2P, スツールも有り

コーデュロイ Lionbark

メーカー希望小売価格  ￥60,500

税込 ¥60,500
サイズ 幅　奥行84　高さ74  座高 43 (cm)

張地は３種 ( 別注を含めると
4 種 ) から選べる、やや固め
のソファ。タモ材フレームと
の組み合わせが豊かで完成
されている。ヴィンテージ系
や北欧系スタイルに。

張地は３種 ( 別注を含めると
4 種 ) から選べる、やや固め
のソファ。タモ材フレームと
の組み合わせが豊かで完成
されている。ヴィンテージ系
や北欧系スタイルに。

フリート  レザーテックス 3P ソファ
材質
注釈

カラー
タモ無垢材 (オイル塗装)・レザーテックス・ウレタンフォーム・Ｓバネ・シリコンファイバー
LIONBARK( コーデュロイ ) 色や IC-GLAY 色も有り・2P, 1P, スツールも有り

LT01 キャメル

メーカー希望小売価格  ￥104,500

税込 ¥104,500
サイズ 幅189　奥行84　高さ74　座高 43 (cm)

重厚感のあるボディを
スマートなスチールフレームで
支えるスタイリッシュモダンな
ソファ。張地は本革を思わせ
るスーパーレザーテックスを、
座面はフェザーを使用。

ボトックス  スーパーレザーテックス 3Pソファ
材質
注釈

カラー
張地：スーパーレザーテックス　中材：フェザー・スピニングスポンジ・ウレタンフォーム・Ｓバネ　フレーム：スチール

アッシュブラック、オーカーブラウン、CLOUD-81 LGY の全 3 色・他サイズなし

SLT16 アッシュブラック

メーカー希望小売価格  ￥187,000

税込 ¥187,000
サイズ 幅198　奥行92　高さ74　座高 41 (cm)

本革のような見た目だけど
触り心地は布のカウチソファ。
オシャカワなクッションも
ワンポイント。脚方向は左右
入れ替えができます。
お掃除ロボット対応。

アナベル  ファブリック カウチソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック・ラバーウッド材・ウレタンフォーム・シリコンフィル・S バネ
ブラウン、グレーの全２色・他サイズなし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥94,600

税込 ¥86,000
サイズ 幅190　奥行80　高さ84 (cm)
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カラー
材質

注釈

SLT11 アーモンドブラウン
スーパーレザーテックス

他色、他サイズなし

スーパーレザーテックス仕様

ダーマ  ヘッドレスト
幅62　奥行13　高さ69 (cm)

税込 ¥ 12,100
メーカー希望小売価格  ￥12,100

本革を想起させる人気生地
「スーパーレザーテックス」と
天然木のフレームで構成され
たソファ。奥行が気持ち広く、
やや低座面で硬めの座り心地
です。

ダーマ  スーパーレザーテックス 2Pソファ
材質
注釈

カラー
スーパーレザーテックス・フェザー・ウレタンフォーム・アッシュ材 ( ラッカー塗装 )
1P、カウチ、ヘッドレストも有り・全 3 色 ( 内 2 色はファブリックタイプ ) 有り

SLT11 アーモンドブラウン

メーカー希望小売価格  ￥123,200

税込 ¥123,200
サイズ 幅165　奥行82　高さ68  座高 37 (cm)
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使うほどに革のようなエイジ
ングが楽しめる、ストーン
ウォッシュ風の加工を施した
帆布生地を使用。背面は羽
毛入りでふっくら心地。足元
の木部はタモ無垢使用です。

マリエッタ  帆布 ３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
帆布 (8 号相当 )・フェザー ( 背面 )・シリコンフィル・Ｓバネ・タモ無垢材 ( 木部 )
グレー・カーキ色も有り・他サイズなし・撥水加工済・張地は外してドライクリーニング可

ネイビー

メーカー希望小売価格  ￥92,800

税込 ¥92,800
サイズ 幅179　奥行86　高さ82　座高 42 (cm)

ストーンウォッシュ生地と
オーク総無垢にスチールを
かけ合わせた新鮮なナチュラ
ル感。3 重構造シートによる
" 後ろへの傾斜 " が座り心地
に拍車をかけます。

ソロ オーク無垢 × ファブリック 3Ｐソファ
材質
注釈

カラー
オーク無垢材・ウレタン・フェザー・スチール・ウェビングテープ
2P 有り・ファブリック部はベージュ・カーキ・パープル・チャコールグレイの全 4 色

カーキ

メーカー希望小売価格  ￥184,800

税込 ¥184,800
サイズ 幅198　奥行88　高さ80　座高 40 (cm)
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インドならではの発色とパターンを施したシステムソファ。
単体で一人掛け用や大きめのお座布団、積み重ねてクッション性のあるデザインソファ、
ソファの前にお座布をあわせて脚を伸ばせるカウチソファに、
はたまた、組合せによっては2seatにも3seatにもL字タイプにも、
と多種多様な楽しみ方が出来るこれまでにないデザインパターンのシステムソファです。
また、ライフスタイルの変化にあわせて追加やセパレート出来る部分も嬉しいポイントです。

block multi
- ブロック マルチ -

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg


センスの塊、組み合わせは自由

センスの塊、組み合わせは自由

世界的な織物産地・インドで織り上げた 世界的な織物産地・インドで織り上げた台座を乗せても乗せなくても

ブロックマルチ コーナーソファ

ブロックマルチ コーナーソファ

ブロックマルチ センターソファ ブロックマルチ センターソファブロックマルチ コーナーソファ
幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm)

幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm)

幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm) 幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm)幅80　奥行80　高さ45　座高20 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

GEG (GEG gray)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

GEG (GEG gray)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

NSB (NSB blue)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

MCW (MAC white)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

MCW (MAC white)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし
このカラー限定で右コーナータイプも有り

税込 ¥ 41,800

税込 ¥ 41,800

税込 ¥ 39,600 税込 ¥ 39,600税込 ¥ 41,800
メーカー希望小売価格  ￥41,800

メーカー希望小売価格  ￥41,800

メーカー希望小売価格  ￥39,600 メーカー希望小売価格  ￥39,600メーカー希望小売価格  ￥41,800

マルチ系ソファを支えるアカシア材 マルチ系ソファを支えるアカシア材 マルチ系ソファを支えるアカシア材

台座 ( ウッドベース ) 台座 ( ウッドベース ) 台座 ( ウッドベース )
幅82　奥行82　高さ20 (cm) 幅82　奥行82　高さ20 (cm) 幅82　奥行82　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

アカシア材

全 3 タイプ有り
他色無し

アカシア材

全 3 タイプ有り
他色無し

アカシア材

全 3 タイプ有り
他色無し

税込 ¥ 24,200 税込 ¥ 30,800 税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥24,200 メーカー希望小売価格  ￥30,800 メーカー希望小売価格  ￥31,900

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg
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https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg
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https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg


ブロックマルチソファのズレ防止用に
BMSソファ用 連結クリップ (2個)

( クリップ本体 ) 幅50　奥行20　高さ10 (cm)

カラー
材質

注釈

鉄

他色、他サイズなし

税込 ¥ 308
メーカー希望小売価格  ￥308

おしゃれな子供ソファ、って無かったよね

ブロックマルチ キッズソファ
幅60　奥行50　高さ32　座高16 (cm)

カラー
材質

注釈

PCW (dot patchwork)
ビスコース ( 生産国：インド )

全 3 柄有り・他サイズなし

税込 ¥ 24,200
メーカー希望小売価格  ￥24,200

子どものオシャレな指定席

ブロックマルチ キッズソファ
幅60　奥行50　高さ32　座高16 (cm)

カラー
材質

注釈

MCR (macrame embroidery)
座面：コットン
外側：ポリエステル 50%、コットン 50%
全 3 柄有り・他サイズなし

税込 ¥ 27,500
メーカー希望小売価格  ￥27,500

入 荷入 荷

待 ち待 ち

２段重ねで使うともっちりやわらかい ２段重ねで使うともっちりやわらかい

台座 (座部オットマン) 台座 (座部オットマン)
幅80　奥行80　高さ20 (cm) 幅80　奥行80　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

MCW (MAC white)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

HSWH (HUS white)
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色有り・他サイズなし

税込 ¥ 28,600 税込 ¥ 28,600
メーカー希望小売価格  ￥28,600 メーカー希望小売価格  ￥28,600

高らかなる おひとり様用

ブロックマルチ U アームソファ
幅80　奥行80　高さ45　座高23 (cm)

カラー
材質

注釈

LPF beige
カバー：コットン 100%
中綿　：リサイクルコットンフィル
他色、他サイズなし

税込 ¥ 49,500
メーカー希望小売価格  ￥49,500

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_blockmulti.jpg
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FAMILIAL WARM



丸みを帯びた北欧スタイル
ソファ。ポケットコイル内蔵の
豊かな座り心地と、JIS 規格
基準合格の安心強度。
円形クッション1個付きです。

マーブル  ファブリック 2Pソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック・ウレタン・木枠・Ｓバネ・ポケットコイル
ブルー、グレー、アイボリー、ライトブルー、ブラウンの全 5 色・他サイズなし

ブルー

メーカー希望小売価格  ￥65,670

税込 ¥45,000
サイズ 幅152　奥行82　高さ79　座高 44 (cm)

フルカバーリング仕様で
カバーはネットに入れて洗濯
可能なカウチソファ。
脚は左右組み替えることもで
きます。

ミーレ  ファブリック カウチソファ
材質
注釈

カラー
本体：ファブリック ( フルカバーリング )　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

基本色 全５色 ( 別注色 7色 ※納期 90日 )・3P、2P、オットマンも有り (全て別注)・カバー洗濯可能

A48 ステングレー

メーカー希望小売価格  ￥174,625

税込 ¥119,000
サイズ 幅208　奥行86/145　高さ93　座高38 (cm)

足下に天然アッシュ無垢材の
ラインを入れた、最新
ミドルバックソファ。
ポップカラーをちりばめた生
地に、高密度ウレタンフォーム
を詰め込んだ本格派です。

ブッシュ  ファブリック/アッシュ材 2Pソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック ( 張り込み )・アッシュ無垢材・高密度ウレタンフォーム
3P ソファも有り・アーバンストーン、ラッシュブルーの全 2 色

アーバンストーン

メーカー希望小売価格  ￥93,500

税込 ¥93,500
サイズ 幅164　奥行90　高さ88　座高 46 (cm)

S O L DS O L D
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座面と背面に内蔵された
フェザー +ウレタンのふっくら
とした包み込みが心地いい。

「ファブリック・ソファのスタン
ダード」と呼べる大ヒット品。
側生地は洗濯可能です。

デパラ  ファブリック カウチソファ (右)
材質
注釈

カラー
本体：ファブリック　背面：フェザー・ウレタンフォーム　座面：フェザー・高密度ウレタンフォーム・ウェビングベルト

カウチ左右選べます・洗濯可能・3P ソファ、オットマンも有り・定番色 3 色・クッション 1 個つき

A48 ステングレー

メーカー希望小売価格  ￥244,750

税込 ¥168,000
サイズ 幅220　奥行95/155　高さ74　座高40 (cm)

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_marble.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_miele.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_bush.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_depala.jpg


CHIC MODERN



出荷本数 50 万台突破
の 20 年売れ続ける品。
豊富すぎるサイズ・
カラー・材質・前脚を
自由に選べます。

スイート⑥  本革 ３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
本革 ( 顔料 )
多彩なサイズ、カラー、材質、前脚を自由に組み合わせ可能・背もたれ着脱可能

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥108,900

税込 ¥108,900
サイズ 幅185　奥行90　高さ91　座高 42 (cm)

展示品に限り特価

¥84,600

出荷本数 50 万台突破
の 20 年売れ続ける品。
豊富すぎるサイズ・
カラー・材質・前脚を
自由に選べます。

スイート⑦  SP レザー ２Ｐソファ
材質
注釈

カラー
SP レザー・低反発ウレタンフォーム
多彩なサイズ、カラー、材質、前脚を自由に組み合わせ可能・背もたれ着脱可能

ミルクホワイト

メーカー希望小売価格  ￥60,500

税込 ¥60,500
サイズ 幅150　奥行90　高さ91　座高 42 (cm)

フェザーの入ったクッション、
ゆったりとした奥行で
上質な優しい時間を楽しめる
ウォールナット使用ソファ。
サイドテーブル &シェルフは
お好きな場所に配置できます。

トラビス  シェーズソファ ４点セット
材質
注釈

カラー
ウォールナット材 ( オイル仕上げ )・ファブリック・ウレタンフォーム・フェザー + チップウレタン
生地は全３ランクあり変更可能 ( カラーオーダーは別注納期 )・木部は他色無し

ミントグレー (Range 1)

メーカー希望小売価格  ￥330,000

税込 ¥330,000
サイズ (全体)幅270  奥行92.5/152  高さ82  座高36 (cm)

日本の誇る一枚板ブランド
「アトリエ木馬」が大人気
レザーテックスとコラボ。
スタイリッシュなアッシュ材で
組まれたフレームは後ろ姿も
優美な存在感があります。

リッシュ  レザーテックス 2Pソファ
材質
注釈

カラー
レザーテックス・アッシュ材
廃盤につき現品限り

LT03 チャコールブラック

メーカー希望小売価格  ￥154,000

税込 ¥154,000
サイズ 幅145　奥行95　高さ82　座高42　肘高52 (cm)

展示品に限り特価

¥99,000
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BLACK & WHITE



日本フクラ プロデュース。
ドイツ仕込みのデザイン
に、ミクセルキューブ内
蔵のクッションがきめ細
かに体を支えます。

ロザーナ  幅242cm カウチソファ (左)
材質
注釈

カラー
ポリエステル・ミクセルキューブ・ウレタン・木枠・Ｓバネ
全７色有り・他サイズなし (2P 部、カウチ部は単品購入可能 [売価 ¥94,000])

SP-183

メーカー希望小売価格  ¥208,000

税込 ¥198,000
サイズ 幅242　奥行91・163　高さ66　座高40 (cm)

by

しっとりやわらかで肌触り
良すぎる生地が特徴。
背クッションはシリコンフィ
ルをたっぷりと詰め、
ふっくらとしたくつろぎが楽
しめます。

ラック  210 カウチソファ (左)
材質
注釈

カラー
ファブリック・ウレタン・シリコンフィル・Ｓバネ・ウェビングベルト
ブルー色も有り・他サイズなし

グレー

メーカー希望小売価格  ￥162,800

税込 ¥89,800
サイズ 幅210　奥行85/150　高さ80　座高 39 (cm)

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_ch907_rosanna.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_luck.jpg


NORDIC POP



写真のような配置もできる
が、ここはいっそ脚を外し、
くずして遊びたいソファ。
ロースタイル人気で
当店人気ベスト5に急上昇。

ファミーユ  Ｓ コーナーソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック・ウレタン・Ｓバネ
L タイプ (238x170) 有り ( 売価 ¥64,800)・ベージュ色も有り

DGY

メーカー希望小売価格  ￥115,500

税込 ¥64,800
サイズ 幅193　奥行170　高さ67　座高27/38 (cm)

広すぎのヒロッチ。
「寝れる！」と評判の
このワイド感がウケて
当店で大ヒット中です。

ヒロッチ II  奥深 2.5Ｐソファ
材質
注釈

カラー
張地：ファブリック　中材：ウレタン・木枠・S バネ・シリコン　脚：スチール・合成樹脂
ブルー・グリーン・ピンク・グレー・ベージュ・ブラウン・FGN の全 7 色。他サイズなし

ブルー

メーカー希望小売価格  ￥81,950

税込 ¥56,800
サイズ 幅167　奥行96　高さ86　座高 41 (cm)

1.5 人掛けを組み合わせた
3 人掛けソファ。コンパクトな
お部屋でも圧迫感を与えず
くつろげます。張地カバーは
取り外してドライクリーニング
可能です。

マナー  ファブリック×アッシュ材 3Pソファ
材質
注釈

カラー
アッシュ材・キャンバス生地
アイボリー、ブラウンの全 2 色・他サイズ展開有り・肘置きやヘッドレスト有り

キャンバス IV

メーカー希望小売価格  ￥127,600

税込 ¥127,600
サイズ 幅200　奥行86.5　高さ80.5　座高 36 (cm)

※肘置きは別売りです※肘置きは別売りです

カラー
材質

注釈

アイボリー
キャンバス生地

アイボリー・ブラウンの全 2 色

肘置きを置くと、肘を置くことができる

マナー  肘置き
幅15　奥行50　高さ15 (cm)

税込 ¥ 4,400
メーカー希望小売価格  ￥4,400

https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_famile.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_hirotch_ii.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_manner.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/01_sofa/pop_manner.jpg


ペットの引っ掻きキズに強い
特殊生地を採用。
スマホ・タブレットの充電に
便利な 2 口コンセント付き。
背もたれ着脱式の、温かみあ
る天然木をあしらったソファ。

HOWE DX Ⅱ  2.5Pソファ
材質
注釈

カラー
ファブリック・飾り木 ( ラッカー塗装 )・ラバーウッド
ベージュ・ブラウン・ライトブラウンの全 3 色・他サイズなし

ブラウン

メーカー希望小売価格  ￥70,070

税込 ¥43,000
サイズ 幅159　奥行74　高さ75　座高 40 (cm)

丸みを帯びたフォルムに、
圧迫感を感じさせない
細いスチール脚、
コンパクトなサイジング。
お部屋を軽やかに。

マルモ  ファブリック 2Pソファ
材質
注釈

カラー
張地：ファブリック　中材：スチールフレーム・ウレタン　フレーム：スチール
1P サイズも有り・ブルー (BU)、グレー (GY)、ブラウン (BR) の全 3 色

ブラウン (BR)

メーカー希望小売価格  ￥44,550

税込 ¥29,800
サイズ 幅116　奥行77　高さ83  座高 40 (cm)

S O L DS O L D
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ブルーとレッドの 2トーン
が目を引くおしゃれルックス。
ハイバックで首が預けられる
ので腰への負担も少なく、
大きめのスツール付きで
ゆったり広く使えます。

 ※ 当店 2階に展示中

アレックス  3Pソファ+スツール
材質
注釈

カラー
張地：ファブリック　背：シリコンフィル・ウェビングベルト　座面：ウレタン・S バネ　脚：プラスチック

3P ソファ単体有り ( 売価 ¥59,800)・クッション 2 個付き

ブルー

メーカー希望小売価格  ¥110,000

税込 ¥69,800
サイズ 幅216　奥行86/151　高さ92  座高 42 (cm)

座面下のかわいいラインがア
クセント。枕や肘置きとして
使えるクッションは 2 種類の
生地を使って贅沢なデザイン
に。座面はちょっと奥深の
設計です。

モンロー  ファブリック 2.5P ソファ
材質
注釈

カラー
張地：ファブリック・ウレタンフォーム・ウェビングベルト・S バネ　　脚：ラバーウッド材

２Ｐソファも有り・グレー / ネイビー (GY/NV) 色も有り

グレー / イエロー

メーカー希望小売価格  ￥73,700

税込 ¥73,700
サイズ 幅160　奥行84.5　高さ69　座高 41 (cm)
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LUXURY



ヘッドがリクライニングし、
プレミアムファイバーの
座面がやさしく体を支え、
腰の痛みが気になる方から
も評価の高い逸品です。

ZENTO  イタリア本革 2Pソファ
材質
注釈

イタリア革 ( 革厚 1.3 〜 1.5mm)・布・プレミアムファイバー・ポケットコイル
３Ｐソファも有り ( 売価 ¥389.091+ 税 )・生地は変更可能

メーカー希望小売価格  ￥358,000

税込 ¥358,000
サイズ 幅175　奥行110　高さ93　座高 43 (cm)

「ケルヴィン・ジョルマーニ」
は ASFD (アメリカ家具デ
ザイン協会)で数度に渡る最
優秀賞を獲得した高級ブラン
ド。イタリア最大級のタンナー

「mastrotto」の高級牛革
を使用しています。

0526  255 イタリア総革 カウチソファ
材質
注釈

カラー
総革張り (100% フルグレイン ・ 革厚 1.3 〜 1.5mm)

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥719,400

税込 ¥719,400
サイズ 幅255　奥行100/165　高さ85　座高 42 (cm)

#9905  イタリア本革 電動3Pソファ
材質
注釈

カラー
本体：イタリア革 (1.3 〜1.5mm)　背：オープンファイバー　座面：ウレタンフォーム・ポケットコイル

展示品限り

ブラック / グレー

メーカー希望小売価格  ￥609,070

税込 ¥609,070
サイズ 幅261　奥行101　高さ103　座高50 (cm)

イタリア本革らしい贅沢な
絞りを認めた電動ソファ。
頭部の角度調節も可能です。
ポケットコイルの座り心地で
ラグジュアリーなリクライ
ニングが楽しめる逸品。

展示品に限り特価

¥99,900

展示品に限り特価

¥298,000
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世界のカリモクブランド。
国内人気No.1ロング
セラーソファの外肘に
天然木をあしらいました。
座り心地研究の頂点。

ストラダ本革  幅198cm 長椅子
材質
注釈

カラー
[ 本体 ] ストラダ本革・モールドウレタン　[ 肘部 ] ナラ材
廃盤につき現品限り ※現行モデル Z1655

メーカー希望小売価格  ￥386,000

税込 ¥386,000
サイズ 幅198　奥行98　高さ93　座高 39 (cm)

世界第 2 位のソファ出荷量
を誇る「HTL」ブランド。
自社製の一枚皮を贅沢に使
用した本格派。固めでへた
りにくく反発性に優れたハイ
カーボン鋼製Ｓバネを採用。

幅 250cm 本革 カウチソファ
材質
注釈

カラー
本革・ノーザックスプリング (S バネ )・ウレタンフォーム
現品限り・背もたれが外せるノックダウン式

ボルドー (027)

メーカー希望小売価格  ￥246,400

税込 ¥246,400
サイズ 幅250　奥行98/162　高さ93　座高 42 (cm)

展示品に限り特価

¥318,000
展示品に限り特価

¥208,000



JAPANESE



展示品に限り特価

¥79,000

後ろ姿も美しい
名栗加工が施された
和的ソファ。

ラバーウッド無垢 ３Ｐソファ
材質
注釈

ラバーウッド材
１Ｐ回転チェアも有り ( 売価 ¥44,000 +税 )・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥189,200

税込 ¥115,000
サイズ 幅185　奥行71　高さ76　座高 34 (cm)

白王

カモミール III  ひっかき耐久 EPU ３Ｐソファ
材質
注釈

カラー
EPU・ウレタン・Ｓバネ・ウェビングベルト
2P サイズ有り・ダークブラウン色も有り

グリーン

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥74,000
サイズ 幅190　奥行87　高さ91　座高 42 (cm)

ペットの爪ひっかきに強い
高耐久 EPU 素材を使用。
かための座り心地で
首を預けられる高さもあり、
腰の痛みが気になる方に
とても好評です。

ひっかきに強い！

ローコストで嬉しい、
やや固めが好きな方へ
のコンパクトソファ。

ガーベラ  合皮 2P ソファ
材質
注釈

カラー
PVC・Ｓバネ・ウェビングベルト
3P ソファも有り ・アイボリー色も有り

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税抜 ¥38,800
サイズ 幅142　奥行84　高さ87　座高 43 (cm)
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SOFA BED



世界的ベッドメーカー
「シーリー」から日本
初上陸したソファベッド。
" 雲の上の安らぎ " 感は
やはりシーリーらしい。

モンテレー  Sealy ソファベッド
材質
注釈

カラー
表布：布　 フレーム：天然木・合板・スチール　脚：天然木
他色・他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥126,500

税込 ¥126,500
サイズ 幅196　奥行106　高さ94 (cm)

ボタン留めとアッシュ材が
北欧ライク。
背を倒してベッドにする際
背面クッションを枕代わりに
できます。両側面に収納
ポケットつき。

ノイン  北欧風 ソファベッド
材質
注釈

カラー
本体：ファブリック・アッシュ材・S バネ・ウェビングベルト　背・座：ウレタンフォーム・ファイバーフィル

ブルー・ライトグレーの全 2 色、他サイズなし

ライトグレー

メーカー希望小売価格  ￥147,400

税込 ¥64,800
サイズ 幅198　奥行86/100　高さ71  座高 37 (cm)

出荷台数 70,000 台
突破のスマッシュヒット。
ソファ→カウチソファ→
ベッドと３変化します。
対応カラーも多数。

ビータ IV  ソファベッド
材質
注釈

カラー
ファブリック・ウレタン・スチール ・樹脂 ( 脚 )
全 6 色有り

レッド

メーカー希望小売価格  ￥44,550

税込 ¥29,800
サイズ 幅100　奥行90　高さ81　座高 40 (cm)

リーズナブルな価格で
お買い求め頂ける
身長サイズの
布ソファベッド。

モニカ  幅180cm ソファベッド
材質
注釈

カラー
ファブリック
ブラウン色も有り・他サイズなし

DBL(ダークブルー)

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥26,800
サイズ 幅180　奥行84　高さ79　座高 39 (cm)
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RECLINING



長い年月を掛けて
研究の限りを尽くした
ニッポンの新しい
プレミアムチェア。
トライアングル生地を使用。

手にしたその時から人生に
至福の時間が訪れる、
ニッポンの新しい
プレミアムチェア。
世界のマハラム生地使用。

THE FIRST  リクライナー + オットマン (M)THE FIRST  リクライナー + オットマン (L)
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
ファブリック (B732 トライアングル・ハイドロ )・[ 木部 ] オリオチェリー
Ｓ・Ｓ +・Ｍ・Ｌの４サイズ有り・カラーは幅広いラインナップから選べます

ファブリック ( マハラム  オックスアイ色 )・[ 木部 ] オリオダークサペリ
Ｓ・Ｓ +・Ｍ・Ｌの４サイズ有り・カラーは幅広いラインナップから選べます

トライアングル・ハイドロマハラム  オックスアイ

メーカー希望小売価格  ￥320,760メーカー希望小売価格  ￥333,410

税込税込 ¥¥ 320,760333,410
サイズ 幅85　奥行88〜126   高さ110〜81   座高40 (cm) サイズ 幅84　奥行85　高さ106　座高 40 (cm)

S O L DS O L D

O U TO U T

本革のポテンシャルを
超える「レザーテックス」を
使用。背を倒してもTV が
見える目線を保ちます。
ミッドセンチュリー的
デザイン。

ラウロ  レザーテックス パーソナルチェア
材質
注釈

カラー
レザーテックス・ウレタンフォーム・Ｓバネ・ウェビングベルト
ブラック ( レザーテックス )・ロイヤルブラック ( ユーロテック ) の全 2 色

LT03 ブラック

メーカー希望小売価格  ￥122,375

税込 ¥84,000
サイズ 幅76　奥行80〜103　高さ101〜80　座高43 (cm)

全身にかけて計算された
適度な硬さとやわらかさ。
長時間使用の負担を和らげ
るウレタン複層構造。
剥離が起こりにくい特殊合皮

「SPレザー」仕様の決定版。

プリメーラ  SPレザー リクライニングチェア
材質
注釈

カラー
SP レザー・天然木・積層合板・スチール・ウレタンフォーム・ウェビングベルト
ブラック・ブラウン・ダークグリーン・ダークブラウンの全４色

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥127,600

税込 ¥55,000
サイズ 幅83 奥行86〜121 高さ98〜87 座面40〜45 (cm)
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KE  リクライニングチェア
材質
注釈

カラー
ポリエステル 100%・スチール

BR チェック

メーカー希望小売価格  ￥38,500

税込 ¥34,800
サイズ 幅70　奥行81 〜 112　高さ94 〜 80 (cm)

場所を圧迫しにくい
小ぶりサイズで使いやすい。
見た目もかわいい。
値段もお安い。
よいよい。

厚めの帆布生地で、
ビーズ系にありがちな
" 沈みこみ " を抑えた
ちょい固めタイプ。
でも女性も持てる軽さ。

ブッバ  ビーズクッション [1P+スツール]
材質
注釈

カラー
ファブリック・発砲ビーズ
バラ売り可【1P：売価 ¥23,000　スツール：売価 ¥9,000】・全３色展開

ネイビー

メーカー希望小売価格  ￥37,400

税込 ¥32,000
サイズ 幅80　奥行90　高さ70　座高 30 (cm)

入 荷入 荷

待 ち待 ち
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