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alta
アルタ

alta Mid Back 
アルタ　ミドルバック

580-（ ） ¥321,000

アーム - 

686 857-933686 445-521
 w            d             h              sh           　ah       

　610-686

張地 - ( )

テキスタイル

レザー

キャンティレバー機能付

ポリッシュドアルミニウム

張地カバーあり

回転機能付

ティルト機能付

スライドシート

ポリッシュドアルミニウム

5 キャスター

テキスタイル レザー

¥226,000

alta High Back - Upholstered Back Pad
アルタ　ハイバック バックパッド付

583-（ ） ¥415,000

アーム - 

686 924-1000686 445-521
 w            d             h               sh          　 ah       

　610-686

張地 - ( )

テキスタイル

レザー

キャンティレバー機能付

ポリッシュドアルミニウム

張地カバーあり

ベース - 
回転機能付

ティルト機能付

スライドシート

ポリッシュドアルミニウム

5 キャスター

テキスタイル レザー

¥305,000

フィニッシュ レザーテキスタイル

フィニッシュの詳細については 7-11 頁をご覧ください。

Design: Cory Grosser

ベース - 
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l.a.m
エル・エイ・ エム

l.a.m. swivel arm chair
エル・エイ・エム 回転式アームチェア

588-（ ） ¥298,000

シート - 

584 851-959610 438-546
 w            d             h              sh        　   ah       

610-718

張地 - ( )

テキスタイル

レザー

ソフトウレタンフォーム

テキスタイル レザー

¥188,000

589-（ ） ¥298,000¥188,000

フレーム

ポリッシュドアルミ

マットブラックパウダーコート

フィニッシュの詳細については 7-11 頁をご覧ください。

Design: Lievore Altherr Molina

フィニッシュ レザーテキスタイル
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Design: Charles Pollock

cp.1/cp.2 lounge Chair
cp. 1/ cp.2 ラウンジチェア

686 724845 416
 w            d             h            sh            

張地 - ( )

フェルト

テキスタイル

レザー

ベース - 
ポリッシュド ステンレススチール

ブラッシュド ステンレススチール　（品番 +B)

673 730841 406

CP.1   6501-（ ） ¥515,000

テキスタイル レザー

CP.2   6502-（ ） ¥430,000¥308,000

スティッチあり

スティッチなし

cp.1/cp.2 Ottoman
cp. 1/ cp.2  オットマン

680 403559
 w            d             h              

張地 - ( )

フェルト

テキスタイル

レザー

ベース - 
ポリッシュド ステンレススチール

ブラッシュド ステンレススチール　（品番 +B)

673 391559

¥313,000

テキスタイル レザー

¥265,000¥174,000

スティッチあり

スティッチなし

cp.1/cp.2  Two Seat Bench 
cp. 1/ cp.2 　人掛ベンチ

1435 416673
 w            d             h              

張地 - ( )

1429 419673

¥521,000

テキスタイル レザー

¥433,000¥313,000

スティッチあり

スティッチなし

フィニッシュの詳細については 7 −１１頁をご覧ください。

cp.1 / cp.2
シーピー 1 / シーピー 2

ー

ー

ー

フィニッシュ レザーテキスタイル

CP.1   6503-（ ）

CP.2   6504-（ ）

フェルト

テキスタイル

レザー

ベース - 
ポリッシュド ステンレススチール

ブラッシュド ステンレススチール　（品番 +B)

CP.1   6505-（ ）

CP.2   6506-（ ）

フェルト

¥411,000

ー

フェルト

¥232,000

ー

フェルト

¥419,000

ー

フェルト

2
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cp.3 round occasional table
cp. 3 ラウンド オケージョナル テーブル

CP21-G-（ ） ¥117,000

533 457533
 w            d             h             

ベース - ( )
4 : ポリッシュド ステンレススチール

6 : ブラッシュド ステンレススチール

トップ

クリアガラス

CP22-C-（ ） ¥145,000オーク材突板

cp.3 round coffee table
cp. 3 ラウンド コーヒー テーブル

CP42-G-（ ） ¥233,000

1067 3811067

 w            d             h             

ベース - ( )
4 : ポリッシュド ステンレススチール

6 : ブラッシュド ステンレススチール

トップ

クリアガラス

CP42-O-（ ） ¥289,000オーク材突板

フィニッシュの詳細については 7-11 頁をご覧ください。

Design: Charles Pollock

cp.3 table
シーピー 3  テーブル

フィニッシュ

トップ - 
G : クリアガラス

C : オーク材突板

9 : ウォルナット材突板

CP22-9-（ ） ¥145,000ウォルナット材突板

トップ - 
G : クリアガラス

C : オーク材突板

9 : ウォルナット材突板

CP42-9-（ ） ¥289,000ウォルナット材突板

オーク材突板 ウォルナット材突板
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quiet 22" Table Top
クワイエット 22" テｰブルトップ

558 558
 w            d                  

トップ - ( )
221

222

223

224

：ラウンド、ラウンドベース用

：ラウンド、スクエアベース用

：スクエア、ラウンドベース用

：スクエア、スクエアベース用

オーク材突板メープル材突板 ウォルナット材突板

L-（ ）- 9 ¥59,000

L-（ ）- F ¥67,000

L-（ ）- C

L-（ ）- E

¥53,000

¥53,000

オーク材突板

メープル材突板

ウォルナット材突板

ホワイトラミネート

445 432445
 w            d             h               

ベース - ( )
3

4

：マットブラックパウダーコート

：ブラッシュド ステンレススチール

L-C18-（ ） ¥88,000

L-D18-（ ）

ベースシェイプ

ラウンド

スクエア406 432406

quiet 36" Table Top
クワイエット 36" テｰブルトップ

914 914
 w            d                  

トップ - ( )
361

362

363

364

：ラウンド、ラウンドベース用

：ラウンド、スクエアベース用

：スクエア、ラウンドベース用

：スクエア、スクエアベース用

L-（ ）- 9   ¥94,000

L-（ ）- F ¥106,000

L-（ ）- C

L-（ ）- E

  ¥82,000

  ¥82,000

オーク材突板

メープル材突板

ウォルナット材突板

ホワイトラミネート

¥88,000

quiet 36" Table Base- Mid height
 クワイエット 36" テｰブルベース ミッド ハイト

530 578530
 w            d             h               

ベース - ( )
3

4

：マットブラックパウダーコート

：ブラッシュド ステンレススチール

L- J24 -（ ） ¥195,000

L- K24 -（ ）

ベースシェイプ

ラウンド

スクエア450 578450 ¥195,000

ホワイトラミネート

フィニッシュの詳細については 7-11 頁をご覧ください。

Design: Jephson Robb

quiet
クワィエット

フィニッシュ

quiet 22" Table Base-occasional height
クワイエット 22" テｰブルベース - オケージョナル ハイト



color and material

3382-000 french vanilla 3382-200 buff 3382-005 golden 3382-002 oats 3382-210 sand

3382-211 cinder 3382-012 shadow 3382-110 aluminium 3382-101 coal 3382-010 slate

3382-011 chrome 3382-018 shale 3382-020 caramel 3382-022 saddle 3382-026 walnut

3382-028 cocoa 3382-111 obsidian

Plain I ( group 8 )

Plain II ( group 8 )

Textile テキスタイル

3383-006 flame 3383-007 zest 3383-400 azure 3383-300 jade 3383-800 violet

3383-003 moss 3383-033 olive 3383-035 celery 3383-040 bayou 3383-043 mayan

3383-044 newport 3383-004 admiral 3383-066 crimson 3383-060 berry 3383-068 chateau

3383-008 royalty 3383-088 grape 3383-077 salsa 3383-075 aztec 3383-050 cane

7
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color and material

3814-000 chalk 3814-002 ecru 3814-202 desert 3814-220 rattan 3814-022 toffee

3814-020 carob 3814-222 java 3814-027 terracotta 3814-276 barn red 3814-068 merlot

3814-200 mist 3814-206 fossil 3814-033 herb 3814-003 seedling 3814-030 spa

3814-004 chambray 3814-044 blueprint 3814-010 slate 3814-001 coal

mighty（合成皮革）

Textile テキスタイル
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color and material

Focus
Felt  フェルト

3470-010 mica 3470-110 silver 3470-100 smoke 3470-011 shadow 3470-111 cinder

3470-101 charcoal 3470-002 limestone 3470-020 fawn 3470-200 bison 3470-022 espresso

3470-055 citrus 3470-003 aloe 3470-033 hedge 3470-030 sprout 3470-300 grass

3470-043 lagoon 3470-004 sky 3470-040 bluebird 3470-044 twilight 3470-048 ultramarine

3470-088 royalty 3470-086 plum 3470-080 orchid 3470-066 poppy 3470-060 crimson

3470-061 cerise 3470-077 zest 3470-070 siren 3470-076 cayenne 3470-075 paprika
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color and material

3100-050 magnolia 3100-020 ivory 3100-200 bone 3100-210 parchment 3100-220 taupe

3100-122 safari 3100-005 melon 3100-055 mustard 3100-025 camel 3100-027 copper

3100-202 pecan 3100-622 cinnamon 3100-267 terra cotta 3100-266 campari 3100-668 cardinal

3100-066 burgundy 3100-110 haze 3100-041 seal 3100-008 
candeied violets

3100-811 violet

3100-088 lapis 3100-030 wrought iron 3100-411 caribbean 3100-011 granite 3100-004 teal

3100-044 atlantic 3100-844 adriatic 3100-444 navy 3100-032 pine 3100-333 spruce

3100-133 onyx 3100-233 olive 3100-211 smoke 3100-003 willow 3100-810 pearl 

3100-311 putty 3100-023 hunter 3100-226 chocolate 3100-221 espresso 3100-001 black

finess
Leather レザー
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color and material 
Maple メープル材突板

Oak オーク材突板

Walnut ウォルナット材突板 White laminate
ホワイト ラミネート

837 850 865 840 870

836 834 860 861 805

841 839 823 835 866

837 865 840 870 836

860 861 805 839 866

870 860 861 841 839

823 866

611


