
SOFA　システムソファ

MD-1105 
大きな組み合わせだけでなく、コンパクトな組み合わせが可能なシス
テムソファ。シンプルな形状はメンテナンス性に優れ、家族が集まる
リビングから、公共スペースまで安心してご使用いただけます。

▲ポケットコイルスプリング
座の中に使用されています。

MD-1105-S-90
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-110
W1100・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-140
W1400・D900・H760（SH380）

MD-1105-CRR
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-OT
W900・D900・H380

MD-1105-CRL
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-L-90
W900・D1100・H760（SH380）

MD-1105-L-110
W1100・D1100・H760（SH380） MD-1105-L-140

W1400・D1100・H760（SH380）

MD-1105-CL
W900・D1400・H760
（SH380）

MD-1105-BC-90
W900・D500・H380

MD-1105-BC-110
W1100・D500・H380

ソファベースフレームにジョイント
パーツを取り付けています。

MD-1105-TR

MD-1105-BCの奥行き寸法に合
わせた木製トレー。

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

1105 モデル　ソファ（カバーリング）

MD-1105-S-90　ソファ1P ¥408,000
（税込¥448,800）

¥360,000
（税込¥396,000）

¥288,000
（税込¥316,800）

¥267,000
（税込¥293,700）

¥242,000
（税込¥266,200）

¥231,000
（税込¥254,100）

¥218,000
（税込¥239,800）

¥204,000
（税込¥224,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-110　ソファ1P ¥491,000
（税込¥540,100）

¥431,000
（税込¥474,100）

¥339,000
（税込¥372,900）

¥296,000
（税込¥325,600）

¥271,000
（税込¥298,100）

¥260,000
（税込¥286,000）

¥246,000
（税込¥270,600）

¥230,000
（税込¥253,000）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-140　ソファ1P ¥632,000
（税込¥695,200）

¥549,000
（税込¥603,900）

¥421,000
（税込¥463,100）

¥360,000
（税込¥396,000）

¥325,000
（税込¥357,500）

¥310,000
（税込¥341,000）

¥292,000
（税込¥321,200）

¥272,000
（税込¥299,200）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-90　ソファ1P ¥483,000
（税込¥531,300）

¥423,000
（税込¥465,300）

¥332,000
（税込¥365,200）

¥297,000
（税込¥326,700）

¥269,000
（税込¥295,900）

¥256,000
（税込¥281,600）

¥242,000
（税込¥266,200）

¥224,000
（税込¥246,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-110　ソファ1P ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-140　ソファ1P ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CRR（右肘）／CRL（左肘）
コーナー

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CL　シェーズロング ホワイトアッシュ
・全９色

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥12,000（税込¥13,200）MD-1105-S-90-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥24,000（税込¥26,400）MD-1105-S-110-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥24,000（税込¥26,400）MD-1105-S-140-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥24,000（税込¥26,400）MD-1105-L-90-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-L-110-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-L-140-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-CRR-OP／CRL-OP
オプション　ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-CL-OP　オプション　
ベースフレーム 革 革・全３色

背：合板下地、多層ウレタンフォーム　座：合板下地、ポケットコイル、多層ウレタンフォーム　
座フレーム：ホワイトアッシュ材or合板下地革張り、連結樹脂パーツ　脚部：ホワイトアッシュ突き板、脚先プラパート(樹脂、フェルト）、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）

MD-1105-OT　オットマン

MD-1105-BC-90　ベンチ

MD-1105-BC-110　ベンチ

MD-1105-OT-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-BC-90-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-BC-110-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-TR　トレイ

革・全３色

革・全３色

革・全３色

ホワイトアッシュ
・全９色

¥568,000
（税込¥624,800）

¥715,000
（税込¥786,500）

¥489,000
（税込¥537,900）

¥590,000
（税込¥649,000）

¥247,000
（税込¥271,700）

¥170,000
（税込¥187,000）

¥203,000
（税込¥223,300）

¥495,000
（税込¥544,500）

¥619,000
（税込¥680,900）

¥428,000
（税込¥470,800）

¥517,000
（税込¥568,700）

¥223,000
（税込¥245,300）

¥152,000
（税込¥167,200）

¥179,000
（税込¥196,900）

¥384,000
（税込¥422,400）

¥472,000
（税込¥519,200）

¥336,000
（税込¥369,600）

¥406,000
（税込¥446,600）

¥186,000
（税込¥204,600）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥392,000
（税込¥431,200）

¥310,000
（税込¥341,000）

¥354,000
（税込¥389,400）

¥174,000
（税込¥191,400）

¥117,000
（税込¥128,700）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥299,000
（税込¥328,900）

¥356,000
（税込¥391,600）

¥278,000
（税込¥305,800）

¥324,000
（税込¥356,400）

¥162,000
（税込¥178,200）

¥107,000
（税込¥117,700）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥286,000
（税込¥314,600）

¥340,000
（税込¥374,000）

¥264,000
（税込¥290,400）

¥310,000
（税込¥341,000）

¥157,000
（税込¥172,700）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥110,000
（税込¥121,000）

¥272,000
（税込¥299,200）

¥322,000
（税込¥354,200）

¥246,000
（税込¥270,600）

¥302,000
（税込¥332,200）

¥151,000
（税込¥166,100）

¥98,000
（税込¥107,800）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥252,000
（税込¥277,200）

¥298,000
（税込¥327,800）

¥226,000
（税込¥248,600）

¥282,000
（税込¥310,200）

¥142,000
（税込¥156,200）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥24,000（税込¥26,400）

¥24,000（税込¥26,400）

¥12,000（税込¥13,200）

¥24,000（税込¥26,400）

¥12,000（税込¥13,200）

¥12,000（税込¥13,200）

¥12,000（税込¥13,200）

¥32,000（税込¥35,200）

MD-1105-S-90 MD-1105-BC-90

MD-1105-BC-110

MD-1105-CLMD-1105-CRRMD-1105-OTMD-1105-L-140MD-1105-S-110

MD-1105-TR
W500・D500・H30

オプション：ベースフレーム革
3色の抗ウイルスレザーよりお選びいただけます。

Aa-AV1 Aa-AV2 Aa-AV3

※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。


