
MD-505
SOFA　ソファ

懐かしさを感じさせるフォルムは、優しい柔らかさで身体を包みます。本体を浮かせるよ
うにホワイトアッシュの脚が本体を支え、どこまでも柔かな座と背が安らぎを与えます。

■カタログ掲載ページ…P.44～45

座クッション：
スタンダードタイプの他にハードタイプをお選び頂けます。

スタンダードタイプ：柔らかなウレタ
ンフォームに低硬度のソフトタッチ
フォームを使用。

ハードタイプ：しっかりとした硬めの
掛け心地がお好きな方用。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

MD-505-HR オプション： ヘッドレスト

ヘッドレスト
身長 180 センチ以上
の方でも頭を支持し、
リラックスできるように
オプションヘッドボード
を用意しました。座面
まで伸びたスチール
ロッドがヘッドレストを
しっかり支えます。

MD-505シリーズのソ
ファは、搬入時やメン
テナンス性を考慮して
木製脚部が取外しでき
ます。本体裏の底張
りのファスナーを開い
て、固定ボルトを外す
ことにより、脚部の取
り外しが出来ます。

MD-505-3P-L MD-505-3P-H　　クッションオプション

MD-505-3PL-L MD-505-CLR-L MD-505-OT MD-505-OTS
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MD-505-3P-H
W2100・D900・H960（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-H
W2000・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-H右肘）

MD-505-2PR/2PL-H
W1366・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-H右肘）

MD-505-CLR/CLL-H
W733・D1500・H960（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-H左肘）

MD-505-3P-L
W2100・D900・H850（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-L
W2000・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-L/右肘）

MD-505-2PR/2PL-L
W1366・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-L右肘）

MD-505-CLR/CLL-L
W733・D1500・H850（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-L左肘）

MD-505-OT-60
W600・D600・H400

MD-505-OTS-60/40
W600・D400・H400

505 モデル　ソファ／オットマン

MD-505-3P-L　ソファ3P ローバック（H850）

MD-505-2PR-L（右肘）／2PL-L（左肘）
ソファ 2P 片アーム ローバック

MD-505-CLR-H（右肘）／CLL-H（左肘）
シェーズロング ハイバック

MD-505-3PR-H（右肘）／3PL-H（左肘）
ソファ 3P 片アーム ハイバック

MD-505-2PR-H（右肘）／2PL-H（左肘）
ソファ 2P 片アーム ハイバック

MD-505-3P-H　ソファ3P ハイバック（H960） ¥823,000
（税込¥905,300）

¥771,000
（税込¥848,100）

¥597,000
（税込¥656,700）

¥506,000
（税込¥556,600）

¥442,000
（税込¥486,200）

¥413,000
（税込¥454,300）

¥381,000
（税込¥419,100）

¥351,000
（税込¥386,100）

¥615,000
（税込¥676,500）

¥577,000
（税込¥634,700）

¥435,000
（税込¥478,500）

¥376,000
（税込¥413,600）

¥333,000
（税込¥366,300）

¥313,000
（税込¥344,300）

¥291,000
（税込¥320,100）

¥273,000
（税込¥300,300）

¥763,000
（税込¥839,300）

¥717,000
（税込¥788,700）

¥546,000
（税込¥600,600）

¥480,000
（税込¥528,000）

¥423,000
（税込¥465,300）

¥396,000
（税込¥435,600）

¥368,000
（税込¥404,800）

¥343,000
（税込¥377,300）

¥813,000
（税込¥894,300）

¥761,000
（税込¥837,100）

¥586,000
（税込¥644,600）

¥489,000
（税込¥537,900）

¥427,000
（税込¥469,700）

¥400,000
（税込¥440,000）

¥369,000
（税込¥405,900）

¥340,000
（税込¥374,000）

¥603,000
（税込¥663,300）

¥567,000
（税込¥623,700）

¥425,000
（税込¥467,500）

¥350,000
（税込¥385,000）

¥312,000
（税込¥343,200）

¥296,000
（税込¥325,600）

¥278,000
（税込¥305,800）

¥263,000
（税込¥289,300）

¥606,000
（税込¥666,600）

¥569,000
（税込¥625,900）

¥427,000
（税込¥469,700）

¥366,000
（税込¥402,600）

¥323,000
（税込¥355,300）

¥304,000
（税込¥334,400）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥265,000
（税込¥291,500）

¥749,000
（税込¥823,900）

¥703,000
（税込¥773,300）

¥511,000
（税込¥562,100）

¥462,000
（税込¥508,200）

¥406,000
（税込¥446,600）

¥381,000
（税込¥419,100）

¥354,000
（税込¥389,400）

¥330,000
（税込¥363,000）

¥600,000
（税込¥660,000）

¥563,000
（税込¥619,300）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥347,000
（税込¥381,700）

¥310,000
（税込¥341,000）

¥295,000
（税込¥324,500）

¥277,000
（税込¥304,700）

¥266,000
（税込¥292,600）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥136,000
（税込¥149,600）

¥132,000
（税込¥145,200）

¥113,000
（税込¥124,300）

¥107,000
（税込¥117,700）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥88,000
（税込¥96,800）

¥85,000
（税込¥93,500）

¥128,000
（税込¥140,800）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥88,000
（税込¥96,800）

¥84,000
（税込¥92,400）

¥79,000
（税込¥86,900）

¥75,000
（税込¥82,500）

MD-505-3PR-L（右肘）／3PL-L（左肘）
ソファ 3P 片アーム ローバック

MD-505-OT

MD-505-CLR-L（右肘）／CLL-L（左肘）
シェーズロング ローバック

MD-505-OTS　 オットマン（W600×D400）

オットマン（W600×D600）

背・座、本体：張り（a～esランク）／座クッション：ウレタンフォーム+ソフトタッチフォーム（低硬度）／背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　本体：木フレーム  ウェーブスプリング+ウレタンフォーム　
脚：ホワイトアッシュ、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

505 モデル オプション　ヘッドレスト

MD-505-HR　ヘッドレスト（W633×H220×D120） ¥63,000
（税込¥69,300）

¥60,000
（税込¥66,000）

¥57,000
（税込¥62,700）

¥45,000
（税込¥49,500）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥39,000
（税込¥42,900）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥35,000
（税込¥38,500）

品  番 eseeadcbaヌード

34 A-mode ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。


