
カバーの着脱が可能です。

AD-986A-1P AD-986A-2P AD-986B-1P AD-986B-2P

1/50

AD-986A-1P（アームチェア）
W650・D630・H800・SH420
AH580

AD-986A-2P（ラブチェア）
W1250・D630・H800・SH420
AH580

AD-986B-1P（アームチェア）
W650・D635・H800・SH420
AH580

AD-986B-2P（ラブチェア）
W1250・D635・H800・SH420
AH580

FESTAGRANDE ［フェスタ グランデ］
Lounge Chair + Covering

■カタログ掲載ページ…P.125

カバーの着脱が可能です。アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

木
（メープル）

前脚バリエーション

AD-007

1/50

AD-007
（ラウンジチェア）
W750・D790・H850・
SH400・AH560

AD-007　背・座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　アーム・脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、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）

FESTA GRANDE： Lounge Chair｜ラウンジチェア

（ファブリック）
・a～esランク

W：（メープル）・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

品  番 前  脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-007

FESTA GRANDE： Covering｜カバーリング

AD-007-C （ファブリック）・a～esランク

品  番 ヌードフェスタ グランデ  カバーリング a b c d ea

ea

e

es

es

¥157,000
（税込￥172,700）

¥165,000
（税込￥181,500）

¥173,000
（税込￥190,300）

¥180,000
（税込￥198,000）

¥183,000
（税込￥201,300）

¥192,000
（税込￥211,200）

¥194,000
（税込￥213,400）

¥201,000
（税込￥221,100）

¥216,000
（税込￥237,600）

¥223,000
（税込￥245,300）

¥321,000
（税込￥353,100）

¥328,000
（税込￥360,800）

¥239,000
（税込￥262,900）

¥246,000
（税込￥270,600）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥217,000
（税込￥238,700）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥223,000
（税込￥245,300）ー

FESTA: Lounge Chair／Love Chair（A-Type） （B-Type）｜ラウンジチェア／ラブチェア

AD-986A　背： 成型合板　メープル突板　座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　脚：メ ープル材、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）
AD-986B　背・座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　アーム・脚： メープル材、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）

AD-986A-1P
背：（メープル）
　  ・全13色

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-986A-2P
座：（ファブリック）
　  ・a～esランク

FESTA： Covering｜カバーリング

es

●AD-986Bには不適合張り地がありますのでご注意ください。

AD-986B-1P
アーム：（メープル）
　  　  ・全13色

AD-986B-2P

背・座：（ファブリック）
　  　 ・a～esランク

座：（ファブリック） ・a～esランク

背・座：（ファブリック） ・a～esランク

AD-986AC-1P

品  番 ヌードフェスタ  カバーリング a b c d e

AD-986AC-2P

AD-986BC-1P

AD-986BC-2P

●AD-986Bには不適合張り地がありますのでご注意ください。

ea

ea es

¥101,000
（税込￥111,100）

¥163,000
（税込￥179,300）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥159,000
（税込￥174,900）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥105,000
（税込￥115,500）

¥171,000
（税込￥188,100）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥177,000
（税込￥194,700）

¥133,000
（税込￥146,300）

¥214,000
（税込￥235,400）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥220,000
（税込￥242,000）

¥133,000
（税込￥146,300）

¥210,000
（税込￥231,000）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥192,000
（税込￥211,200）

¥140,000
（税込￥154,000）

¥221,000
（税込￥243,100）

¥148,000
（税込￥162,800）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥161,000
（税込￥177,100）

¥259,000
（税込￥284,900）

¥221,000
（税込￥243,100）

¥322,000
（税込￥354,200）

¥227,000
（税込￥249,700）

¥331,000
（税込￥364,100）

¥10,000
（税込￥11,000）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥27,000
（税込￥29,700）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥8,000
（税込￥8,800）

¥11,000
（税込￥12,100）

¥17,000
（税込￥18,700）

¥31,000
（税込￥34,100）

¥12,000
（税込￥13,200）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥34,000
（税込￥37,400）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥21,000
（税込￥23,100）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥16,000
（税込￥17,600）

¥29,000
（税込￥31,900）

¥55,000
（税込￥60,500）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥160,000
（税込￥176,000）

¥122,000
（税込￥134,200）

¥182,000
（税込￥200,200）

¥171,000
（税込￥188,100）

¥284,000
（税込￥312,400）

¥30,000
（税込￥33,000）

¥33,000
（税込￥36,300）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥121,000
（税込￥133,100）

¥171,000
（税込￥188,100）

FESTA ［フェスタ］
Lounge Chair + Love Chair + Covering

■カタログ掲載ページ…P.124

３次元成型合板によって創られた背からアームへの滑らかなカーブは、使う人の身体
を優しく包み込みます。木質感を活かした A タイプと、より柔らかなファブリック仕様
の B タイプ。しっかりフィットしたファブリックはカバーリングで、手掛けの部分には削
り出しのメープル材を付けました。座面には布バネ・ダイメトロールを使用しました。

包み込まれるような座り心地のパーソナルラウンジチェア。柔らかな曲面にフィットし
たファブリックはカバーリングシステム。着脱式のウッドアームや２タイプから選択可
能な前脚など、デザインだけではなく機能性も兼ね備えたチェアです。座面には布
バネ・ダイメトロールを使用しました。

74 AD CORE ●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。


