LDセミアームチェア

W58.5×D56×H76.5 SH42 AH63.5

KX250AN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX250AB

KX250AU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥73,000（税別）
¥77,000（税別）
¥81,000（税別）
¥98,000（税別）
¥108,000（税別）
¥118,000（税別）

¥65,000（税別）
¥69,000（税別）
¥73,000（税別）
¥90,000（税別）
¥100,000（税別）
¥110,000（税別）

¥83,000（税別）
¥87,000（税別）
¥91,000（税別）
¥108,000（税別）
¥118,000（税別）
¥128,000（税別）

KX250AU / WA

LDアームチェア

W61×D56×H76.5 SH42 AH61

KX260AN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX260AB

KX260AU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥83,000（税別）
¥87,000（税別）
¥91,000（税別）
¥108,000（税別）
¥118,000（税別）
¥128,000（税別）

¥75,000（税別）
¥79,000（税別）
¥83,000（税別）
¥100,000（税別）
¥110,000（税別）
¥120,000（税別）

¥93,000（税別）
¥97,000（税別）
¥101,000（税別）
¥118,000（税別）
¥128,000（税別）
¥138,000（税別）

KX260AU / WA

テーブル

W160×D90×H70 T2.8

KX365N

KX365B

KX365U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥190,000（税別）

¥165,000（税別）

¥255,000（税別）

※脚間寸法を変えることができます。

W180×D90×H70 T2.8

KX366N

KX366B

KX366U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥210,000（税別）

¥185,000（税別）

¥275,000（税別）

KX366U / WA

※脚間寸法を変えることができます。

塗色：ホワイトオーク / ポリウレタン樹脂塗装（＊1） ビーチ / ポリウレタン樹脂塗装（＊1） ウォルナット / ポリウレタン樹脂塗装

ソファ 2.5P

キャビネット

W175×D86×H91 SH36 AH57

KX13WLN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX13WLB

W155×D45×H45

KX13WLU

KX552N

KX552B

KX552U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥360,000（税別）
¥377,000（税別）
¥404,000（税別）
¥510,000（税別）
¥550,000（税別）
¥630,000（税別）

¥340,000（税別）
¥357,000（税別）
¥384,000（税別）
¥490,000（税別）
¥530,000（税別）
¥610,000（税別）

¥390,000（税別）
¥407,000（税別）
¥434,000（税別）
¥540,000（税別）
¥580,000（税別）
¥660,000（税別）

¥200,000（税別）

¥180,000（税別）

¥250,000（税別）
KX552N / OU

W175×D45×H45

KX554N

KX554B

KX554U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥210,000（税別）

¥190,000（税別）

¥270,000（税別）

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。
※脚部を取り外せます。

KX13WLU / WA

ソファ 3P

キャビネット

W195×D86×H91 SH36 AH57

KX13SON

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX13SOB

W110×D45×H83

KX561N

KX13SOU

KX561U

ビーチ

ウォルナット

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥390,000（税別）
¥410,000（税別）
¥445,000（税別）
¥550,000（税別）
¥600,000（税別）
¥690,000（税別）

¥370,000（税別）
¥390,000（税別）
¥425,000（税別）
¥530,000（税別）
¥580,000（税別）
¥670,000（税別）

¥420,000（税別）
¥440,000（税別）
¥475,000（税別）
¥580,000（税別）
¥630,000（税別）
¥720,000（税別）

¥220,000（税別）

¥200,000（税別）

¥270,000（税別）

W159×D45×H83

KX566N

KX13SN

¥67,000（税別）
¥70,000（税別）
¥74,000（税別）
¥97,000（税別）
¥102,000（税別）
¥117,000（税別）

KX566U

ビーチ

ウォルナット

¥270,000（税別）

¥240,000（税別）

¥340,000（税別）

リビングテーブル

W60×D54×H37
ホワイトオーク

KX566B

ホワイトオーク

W110×D60×H40 T2.5

KX13SB

ビーチ

¥62,000（税別）
¥65,000（税別）
¥69,000（税別）
¥92,000（税別）
¥97,000（税別）
¥112,000（税別）

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。

KX561U / WA

KX13SOU / WA

オットマン

本革A
本革B
本革D

KX561B

ホワイトオーク

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。
※脚部を取り外せます。

B
C
E

KX554U / WA

KX13SU

KX13TN

KX13TB

KX566U / WA

KX13TU

ウォルナット

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥72,000（税別）
¥75,000（税別）
¥79,000（税別）
¥102,000（税別）
¥107,000（税別）
¥122,000（税別）

¥90,000（税別）

¥80,000（税別）

¥120,000（税別）

KX13SU / WA
KX13TU / WA

塗色：ホワイトオーク / ポリウレタン樹脂塗装（＊1） ビーチ / ポリウレタン樹脂塗装（＊1） ウォルナット / ポリウレタン樹脂塗装
＊塗色・張り布について詳しくは、別冊カタログ「塗色と張り布」、
または店頭のサンプルにてご確認ください
と記載されている商品は15%アップの価格でオイル仕上げにも対応しています
＊ポリウレタン樹脂塗装のあとに
（＊1）

2020.3

