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ティックス 

2

フィニッシュ

TIXWA190A TIX テーブル
Rectangular Table　

1900 750
 w        d         h 

900

TIXWA190

TIXWA190

TIXWA190

TIXWA190

TIXWA190

トップ

トップ - t40mm 無垢材

￥1,019,000	

￥1,122,000	

￥1,235,000	

￥1,376,000	

￥1,612,000

ブナ

シカモア	/		メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

ブナ
シカモア
メープル
オーク

レッグ -    

スチールラッカー塗装チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

TIXWA220 TIX テーブル
Rectangular Table　

2200 750
 w        d         h 

900

TIXWA	220

TIXWA	220

TIXWA	220

TIXWA	220

TIXWA	220

トップ

￥1,133,000	

￥1,256,000	

￥1,392,000	

￥1,576,000	

￥1,859,000

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド	/ ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装

TIXWA250 TIX テーブル
Rectangular Table　

2500 750
 w        d         h 

1000

TIXWA	250

TIXWA	250

TIXWA	250

TIXWA	250

TIXWA	250

トップ

￥1,347000	

￥1,506,000	

￥1,681,000	

￥1,940,000	

￥2,314,000

ブナ無垢材

シカモア	/	メープル無垢材	

オーク	/	チェリー無垢材

ペアウッド /ブラックウォルナット無垢材（辺材含む）

ブラックウォルナット無垢材（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装

トップ

TIX 
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ

　　　　　

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ

レッグ

フィニッシュの詳細については 9-12 頁をご覧ください。

ブナ メープル シカモア チェリー

オーク ペアウッド ブラックウォルナット
（辺材含む） （心材）

Sand Silver Anthracite Rust

White Blackdeepmatt Aluminium
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XCWS400 TIX テーブル
TIX Conference Table　

4000 740
 w        d         h 

1200

XCWS400

XCWS400

XCWS400

XCWS400

XCWS400

トップ

￥2,628,000	

￥2,921,000	

￥3,213,000	

￥3,650,000	

￥4,318,000	

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装  

 

XCWS480 TIX テーブル
TIX Conference Table　

4800 740
 w        d         h 

1200

XCWS480

XCWS480

XCWS480

XCWS480

XCWS480

トップ

￥3,037,000	

￥3,089,000	

￥3,755,000	

￥4,372,000	

￥5,217,000	

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装  

 

XCWS560 TIX テーブル
TIX Conference Table　

5600 740
 w        d         h 

1200

XCWS560

XCWS560

XCWS560

XCWS560

XCWS560

トップ

￥3,549,000	

￥3,976,000	

￥4,434,000	

￥5,250,000	

￥6,308,000	

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド	/ ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装  

 

XCWS640 TIX テーブル
TIX Conference Table　

6400 740
 w        d         h 

1300

XCWS640

XCWS640

XCWS640

XCWS640

XCWS640

トップ

￥4,268,000	

￥4,799,000	

￥5,393,000	

￥6,591,000	

￥7,983,000	

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド	/ ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

レッグ -     

スチールラッカー塗装  

 

ティックス 

TIX 
Design: Dante Bonuccelli

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上 or オイル or ソープフィニッシュ

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ

トップ - t40mm 無垢材

ブナ
シカモア
メープル
オーク

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル or ソープフィニッシュ
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フィニッシュ

X2RE190　X2 テーブル 
Rectangular Table　

1900 740
 w        d         h 

1000

X2RE190

X2RE190

X2RE190

X2RE190

X2RE190

トップ

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む )

ブラックウォルナット (心材 )

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2RE220 X2 テーブル 
Rectangular Table　

2200 740
 w        d         h 

1000

X2RE220

X2RE220

X2RE220

X2RE220

X2RE220

トップ

￥1,159,000	

￥1,222,000	

￥1,360,000	

￥1,500,000

￥1,730,000

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む）

ブラックウォルナット (辺材含まず）

X2RE250 X2 テーブル 
Rectangular Table　

2500 740
 w        d         h 

1000

X2RE250

X2RE250

X2RE250

X2RE250

X2RE250

トップ

￥1,257,000	

￥1,333,000	

￥1,491,000	

￥1,675,000

￥1,941,000

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む）

ブラックウォルナット (辺材含まず）

エックス 2 

X2 
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

￥1,055,000	

￥1,109,000	

￥1,227,000	

￥1,340,000

￥1,538,000

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：天板と同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Rust, Anthracite, Silver）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（辺材含まず）

トップ メタル部材

フィニッシュの詳細については 9-12 頁をご覧ください。

ブナ メープル シカモア チェリー

オーク ペアウッド ブラックウォルナット
（辺材含む） （心材）

Sand Silver Anthracite Rust
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X2REX320  X2 テーブル 
Rectangular Table with under frame　

3200 740
 w        d         h 

1300

トップ

￥2,705,000	

￥2,865,000	

￥3,115,000	

￥3,488,000	

￥4,035,000	

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2REX320

X2REX320

X2REX320

X2REX320

X2REX320

X2REX400 X2 テーブル
Rectangular Table with under frame　

4000 740
 w        d         h 

1350

トップ

￥3,428,000	

￥3,654,000	

￥3,991,000	

￥4,595,000	

￥5,356,000	

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド	/ ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2REX400

X2REX400

X2REX400

X2REX400

X2REX400

X2REX480 X2 テーブル
Rectangular Table with under frame　

4800 740
 w        d         h 

1400

トップ

￥4,134,000	

￥4,435,000	

￥4,862,000	

￥5,792,000	

￥6,819,000	

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/ チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2REX480

X2REX480

X2REX480

X2REX480

X2REX480

X2REX560 X2 テーブル
Rectangular Table with under frame　

5600 740
 w        d         h 

1450

トップ

￥4,813,000	

￥5,198,000	

￥5,716,000	

￥7,127,000	

￥8,453,000	

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット（辺材含む）

ブラックウォルナット（心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2REX560

X2REX560

X2REX560

X2REX560

X2REX560

エックス 2 

X2 
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　 or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

               or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

               or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）



6

フィニッシュ

X2RD130  X2 テーブル 
Round Table　

1300 φ 740
 w        d         h 

X2RD130

X2RD130

X2RD130

X2RD130

X2RD130	

トップ

￥1,246,000	

￥1,292,000	

￥1,392,000	

￥1,459,000

￥1,614,000

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む）

ブラックウォルナット (心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

X2RD140 X2 テーブル 
Round Table　

1400 φ 740
 w        d         h 

X2RD140

X2RD140

X2RD140

X2RD140

X2RD140	

トップ

￥1,405,000	

￥1,462,000	

￥1,574,000	

￥1,649,000

￥1,827,000

ブナ

シカモア	/		メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む）

ブラックウォルナット (辺材含まず）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

1500 φ 740
 w        d         h 

X2RD150

X2RD150

X2RD150

X2RD150

X2RD150	

トップ

￥1,491,000	

￥1,558,000	

￥1,685,000	

￥1,779,000

￥1,981,000

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/	チェリー

ペアウッド /ブラックウォルナット (辺材含む）

ブラックウォルナット (心材）

ベース -

脚：トップと同じフィニッシュ 

メタル部材 ：キャストメタル メタリック塗装仕上

（4 色カラーオプション： Sand, Silver, Anthracite, Rust）

エックス 2  

X2 
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

               or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

               or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

                or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

トップ - t28mm 無垢材

チェリー
ペアウッド
ブラックウォルナット（辺材含む）
ブラックウォルナット（心材）

フィニッシュの詳細については 9-12 頁をご覧ください。

X2RD150 X2 テーブル
Round Table　

トップ メタル部材

ブナ メープル シカモア チェリー

オーク ペアウッド ブラックウォルナット
（辺材含む） （心材）

Sand Silver Anthracite Rust
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TIXSB2P1  TIX サイドボード 2 ドア
Sideboard SB2　

1200 750
 w        d         h 

460

ケース

ブナ

シカモア	/	メープル	

オーク	/	チェリー

ブラックウォルナット（辺材含む）

TIXSB2P1

TIXSB2P1

TIXSB2P1

TIXSB2P1

フロント -     

アルミニウム（ナチュラルアルマイト仕上） 

または    

スチール（未加工オイルフィニッシュ）

TIXSB3P1 TIX サイドボード 3 ドア
Sideboard SB3　

1800 750
 w        d         h 

460

ケース

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/	チェリー

ブラックウォルナット（辺材含む）

TIXSB3P1

TIXSB3P1

TIXSB3P1

TIXSB3P1

TIXSB4P1 TIX サイドボード 4 ドア
Sideboard SB4　

2400 750
 w        d         h 

460

ケース

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/	チェリー

ブラックウォルナット（辺材含む）

TIXSB4P1

TIXSB4P1

TIXSB4P1

TIXSB4P1

TIXSB5P1 TIX サイドボード 5 ドア
Sideboard SB5　

3000 750
 w        d         h 

460

ケース

ブナ

シカモア	/ メープル	

オーク	/	チェリー

ブラックウォルナット（辺材含む）

TIXSB5P1

TIXSB5P1

TIXSB5P1

TIXSB5P1

￥1,257,000

￥1,307,000

￥1,401,000

￥1,473,000

￥1,592,000

￥1,654,000

￥1,774,000

￥1,887,000

￥1,974,000

￥2,071,000

￥2,096,000

￥2,404,000

			￥902,000

			￥939,000

￥1,011,000

￥1,064,000

ティックス 

TIX 
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

               or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

ケース - t40mm 無垢材

チェリー
ブラックウォルナット（辺材含む）

レッグ -     

スチールラッカー塗装

フロント -     

アルミニウム（ナチュラルアルマイト仕上） 

または    

スチール（未加工オイルフィニッシュ）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

ケース - t40mm 無垢材

チェリー
ブラックウォルナット（辺材含む）

レッグ -     

スチールラッカー塗装

フロント -     

アルミニウム（ナチュラルアルマイト仕上） 

または    

スチール（未加工オイルフィニッシュ）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

ケース - t40mm 無垢材

チェリー
ブラックウォルナット（辺材含む）

レッグ -     

スチールラッカー塗装

フロント -     

アルミニウム（ナチュラルアルマイト仕上） 

または    

スチール（未加工オイルフィニッシュ）

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

ブナ
シカモア
メープル
オーク

ケース - t40mm 無垢材

チェリー
ブラックウォルナット（辺材含む）

レッグ -     

スチールラッカー塗装
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WER160 WEDA ベンチ（バックレスト付）
Bench with backrest　

1600 757
 w        d         h 

485

フレーム

オーク

ブラックウォルナット（辺材含む）

張地 -   

テキスタイル：Revive 1

レザー：Linea

			￥672,000

			￥715,000

テキスタイル レザー

			￥581,000

			￥624,000

WER160	

WER160

WER180 WEDA ベンチ（バックレスト付）
Bench with backrest　

1800 757
 w        d         h 

485

フレーム

オーク

ブラックウォルナット（辺材含む）

			￥702,000

			￥748,000

テキスタイル レザー

			￥611,000

			￥656,000

WER180	

WER180

WE160 WEDA ベンチ（バックレストなし）
Bench without backrest　

1600 460
 w        d         h 

485

フレーム

オーク

ブラックウォルナット（辺材含む）

			￥494,000

			￥537,000

テキスタイル レザー

			￥443,000

			￥486,000

WE160	

WE160

WE180 WEDA ベンチ（バックレストなし）
Bench without backrest　

1800 460
 w        d         h 

485

フレーム

オーク

ブラックウォルナット（辺材含む）

			￥513,000

			￥560,000

テキスタイル レザー

			￥463,000

			￥508,000

WE180	

WE180

ウェダ

WEDA
Design: Dante Bonuccelli

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

オーク
ブラックウォルナット（辺材含む）

フレーム - 無垢材

張地 -    

テキスタイル：Revive 1

レザー：Linea

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

オーク
ブラックウォルナット（辺材含む）

フレーム - 無垢材

張地 -    

テキスタイル：Revive 1

レザー：Linea

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

オーク
ブラックウォルナット（辺材含む）

フレーム - 無垢材

張地 -    

テキスタイル：Revive 1

レザー：Linea

表面仕上 - ウレタン塗装仕上  or オイル 

　　　　　or ソープフィニッシュ

オーク
ブラックウォルナット（辺材含む）

フレーム - 無垢材

フィニッシュ

フィニッシュの詳細については 9-12 頁をご覧ください。

フレーム テキスタイル レザー

オーク

ブラックウォルナット
（辺材含む）



9

 color and material

Wood ウッド

ブナ メープル シカモア チェリー

オーク ペアウッド ブラックウォルナット
（心材）（辺材含む）
ブラックウォルナット

anthracite rust
 04

　41

Metal メタル（ラッカー塗装）

sand silver

white black deep matt  aluminium silver

01 02 03

58 67
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color and material
Linea レザー

Bianco Ottico 601 Gesso 634 Latte 635 Avorio 636 Vaniglia 602 Panna 603

Ghiaccio 666 Beige 604 Crema 605 Caffelatte 637 Chalky 663 Marmo 665

Pelle 664 Stone 629 Mastice 676 Earth 667 Grey 626 Smoke 639

Tortora 659 Ombretto 652 Rosa Antico 651 Confetto 678 Ghost 695 Lilla 650 

Siena 638 Malt 677 Fango 627 Castagna 612  Coffee 682 Testa Moro 611

New Cognac 680 Fondotinta 662 Marrone 608 Muscat 681 Mogano 610 Moretto 646

Pergamena 654 Cipria 606 Sabbia 628 Miel 679 Wood 609 Nocciola 607

Giallino 619          Arancio 618          Antic 616                 Cotto 656             Mattone 613          Begonia 617

Rosso 614           Rosso Antico 657    Bordeaux 615        Amaranto 655       Extrablood 704     Burgundy 625

Prugna 696          Fuxia 700               Cerise 699            Orchid 698            Viola 633              Persia 697
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color and material
Linea レザー

Giallo 620            Sour 683               New Celery 684      Aloe 685               Green 631             Verdone 632

Cielo 649               Mascara 640        Lotus 641               Octane 674          Foresta 658           Pino 653

Verde 621             Abete 686             Acquamarina 693   Modern Blue 694    Midnight 691        Colvert 692

Lavanda 689         Piombo 688          Sky 687                Corvette 690          Avio 643                Dark Blue 702

Iris 673                 Misty 672               Ming 703               Electro 701          Azzurro 624         Notte 644

Grigio Perla 647    Cinder 648          Acciaio 630          　Cenere 669          Asfalto 660           New Grey 675

Frozen 668           Inox 671               Highway 670          Grigio 623            Antracite 645         Nero 622
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color and material
Revive 1 テキスタイル

144 154 164 184 194

224 274 284 324 384

414 424 434 454 524

534 634 664 754 764

774 834 914 944 974


