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ダイニングチェア（訳あり品）

IE-02

No.3685 21

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥103,000 (税別 )

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

No.3686 22

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura

No.3687 23

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura

ダイニングチェア（訳あり品）

IE-01

No.3683 24

W660×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /着色
張地：LRH-RD
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥113,000 (税別 )

ダイニングチェア
IE-01

No.3684 25

W660×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：ウォルナット /着色
張地：LRH-RD
Designer:Eiri Iwakura

Sold out

Sold out

Sold out
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1

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

2

柔らかなフォルムの本体の縫製は、手縫い仕上げです。座部は古典的な張り技法で、
13個のコイルスプリングが仕込まれています。
脚部はウォルナットオイル仕上げ、本体張地は、スラブ感のあるテクスチャーの
ファブリックを使用し、ブラックのネップ糸がモダンな印象を与えています。

イージーチェア　
JUN-02

No.2636

W930×D760×H700　SH380
樹種：ウォルナット / オイル
張地：モリデン モントレー（ベージュ）
Designer:Jun Kamahara
定価：¥501,000 ( 税別 )

No.3141 No.3209
ソファ

W2000×D790×H720　SH380　AH490
樹種：ウォルナット /ＮＫ色 
張地：FR2-T4307
定価：¥619,000 ( 税別 )

DFS-10-200TW

オットマン

W625×D790×H380　
樹種：ウォルナット / クリア
張地：FR2-T4307
定価：¥164,000 ( 税別 )

DFS-10OT

背と座の置きクッションだけでなく
本体共にカバーリング仕様のため、
カバー交換が可能です。

寛ぎ方に合わせ、
カウチタイプにも。

北欧で半世紀以上も、暮らしにとけ込み使用に耐える椅子やソファは、
バネや天然素材が使われていました。このレナソファにもコイルスプリングと
フェザーを使用し、北欧家具で培った技術を活かしています。
沈み込みすぎない程良い堅さとフェザーの包み込まれる感覚が、

ゆったりと寛げる最上級の空間をご提供します。

北欧家具を知り尽くして、クッションの素材と構造にこだわっています。

2000

1580

ウレタンチップ
+フェザー コイルスプリングNo.3141とNo.3209との

セット特価で販売いたします。

“竹籠” をデザインコンセプトとして、
おおらかで安らぎを感じる家族のためのイージーチェアです。

オットマン

写真内のクッションやテーブルは参考商品です。

Sold out

Sold out

Sold out
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10

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

No.2996  No.2997  No.2999  No.3214
LD ソファ 4 点セット

座面はカバーリング仕様のため、
ドライクリーニングが可能です。

どのような間取りでレイアウトした場合も美しく見える細部。
食事の際も、寛ぎの時間も、日本の床や畳の生活を変えることなく、
あぐらをかいたり、寝転んだりできるサイズ設計。
柔らかすぎない適度な反発力が、食事もしやすく横になった時にも心地良さを生む、4層の内部構造。
心地良さのためのこだわり機能をしっかり備えています。

居心地の良い空間を生み出すための大切な機能を備えています。

写真内のクッションは参考商品です。

LD テーブル

W1500×D840×H660　
樹種：オーク /ＫＴ色
Designer:Zirkus
定価：¥273,000 ( 税別 )

ZR-150DT
LD ソファ （左肘）

W1540×D710×H705　SH420
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04
Designer:Zirkus
定価：¥250,000 ( 税別 )

FR2-CT04

張地

オーク クリア オーク KT 色

ソファ テーブル

木部

LD ソファ（肘無）

W1450×D710×H705　SH420　
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04　
Designer:Zirkus
定価：¥223,000 ( 税別 )

1450
450

660

710

600

1540

LD オットマン

W450×D630×H420
樹種：オーク / クリア
張地：FR2-CT04
Designer:Zirkus
定価：¥87,000 ( 税別 )

ZR-04L ZR-05 ZR-09

座は柔らかすぎず
適度な反発力

ダイニング・リビングの機能を
まとめる事で家族みんなが
過ごせる自由空間が生まれます。

KITCHEN

＋リビング
スペース
集いの場
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ダイニングチェア（訳あり品）

IE-02
脚伸ばし 3cmの商品です。

IE-01

No.3689  ( 新着商品 ) 26

W600×D540×H745　SH435　AH670　
樹種：オーク /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥103,000 (税別 )

ダイニングチェア（訳あり品）

W660×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：オーク /クリア
張地：LRL-BK
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥103,000 (税別 )

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

No.3691  ( 新着商品 ) 27

No.3692  ( 新着商品 ) 28

No.3473  No.3456  No.3476  No.3477 16

ダイニングテーブル

W1800×D950×H680　
樹種：オーク /オイル
定価：¥396,000 (税別 )

IE-180DT

ダイニング 4点セット

ベンチ

W1350×D620×H750　SH410
樹種：オーク /クリア
張地：FR1-157
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥166,000 (税別 )

IE-08

ダイニングチェア

W600×D540×H715　SH405　AH640　
樹種：オーク /オイル
張地：FR1-156
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥89,000 (税別 ) ×2

IE-02　×２脚

ダイニングに上質なくつろぎをもたらす北欧テイストと、
日本人の身体に合ったサイズ設計が最大の魅力です。
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660
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Sold out



春の特別現品販売会  商品リスト 8

29No.3446  ( 新着商品 )
ソファ

W1770×D845×H880　SH370　AH540　
樹種：オーク /オイル
張地：LRH-CB
Designer:Eiri Iwakura
定価：¥969,000 (税別 )

IE-03-180

○期間中の販売特価はお問い合わせください。

シートクッションは2分割ですが、3人掛けのサイズ設計です。
ハイバックソファとして背に充分身体を預けていただけ、横になる際には低めのひじ掛けに
枕のように首を預ける事も可能です。
展示品につき、革の焼けや一部革の傷が見られます。

新たなリビング空間を生み出す独創的なデザイン

Sold out




