2022

『A-mode：エーモード』は、カリフォルニアスタイルをイメージしてスタートした
ファニチャーシリーズ。シンプルでありながら素材や使い心地にこだわり、ナ
チュラルで優しいデザインを大切にしました。『A-mode Heritage：エーモー
ドヘリテージ』はヴィンテージスタイルを基本に、様々な時代のインテリアス
タイルを組み合わせできる上質なファニチャーシリーズ。モダン空間だけでな
く、和の空間など様々なスタイルでお使いいただけます。

MD-1201A
CHAIR

MD-1202M
DINING TABLE

3

A-mode

MD-1201A（c・FM-1）D-1
MD-1202M-240 D-1

MD-1201A/C
COMFORT CHAIR

1950 年代のアメリカで花開いた北欧モダンデザインのヴィンテージ家
具を意識したデザインで、自然の素材を無駄にしないデザインと、クラフ
ト感のある優しいフォルムの 2021 年モデル MD-1101 を進化させま
した。よりシンプルに軽快感を出し、様々なインテリアシーンにお使いい
ただけます。ゆったりとしたサイズ感はそのままに、シンプルなデザインは
使われる場所を選びません。ゆったりとしたダイニングシーンからミーティ
ングチェアやオフィスチェアとして長時間快適にお使いいただけます。
MD-1201A
背：ウレタンフォーム+ビーチ成型合板 座：ビーチ成型合板+リサイクルチップウレタン
フレーム：ホワイトアッシュ材、塗装：ポリウレタン塗装+抗菌トップコート
MD-1201C
背：ホワイトアッシュ突板+ビーチ成型合板 座：ビーチ成型合板+リサイクルチップウレタン
フレーム：ホワイトアッシュ材、塗装：ポリウレタン塗装+抗菌トップコート
MD-1201A W580・D535・H745
（SH430）
MD-1201C W580・D535・H740
（SH430）

MD-1201C（e・Aa-AV-3）D-1

MD-1201A（a・XF-1）D-3

MD-1201C（a・XF-5）D-3

MD-1202W/M
COMFORT TABLE

ホワイトアッシュ材を削り出した脚は、流れるようなラインで天板を柔らかく支えます。柔らかでシンプルなデザインは人が集うダイニングシーンからオフィスのデスクとしてもお使いいただけます。
ホワイトアッシュ材は北米で多く植林される木材で、街路樹にも多く使われ森林循環型の樹木としてサステナビリティの高い材として多く使われます。
天板はホワイトアッシュ突板の W タイプと 6 ミリの人工大理石・バイオマーブルの M タイプをお選びいただけます。
天板：50t ホワイトアッシュ突板

ホワイトアッシュ突板天板

バイオマーブル天板

6t バイオマーブル樹脂材+木下地 フレーム：ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装+抗菌トップコート

MD-1202W/M
W2400・W2100・D1000
W1800・D900
木天板 H714 / バイオマーブル樹脂天板 H720

MD-1202W-180 D-3

MD-1202M-240 D-1

A-mode
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MD-1201HO
OUTSPACE COMFORT CHAIR

MD-1202HO
OUTSPACE COMFORT TABLE

MD-1201HO
MD-1201HO-CS-S/B（c・RL-1）
MD-1202HO-210

5

A-mode

MD-1201HO
OUTSPACE COMFORT CHAIR

自然の素材を大切にするクラフト感のある優しいフォルムのコンフォート
チェアです。フレームにチーク材を使用し、アウトスペースにも使用でき
る機能を持たせました。シンプルなデザインは使われる場所を選びませ
ん。素材感を活かしたデザインと緻密な仕上がりは、アウトドア家具にあ
りがちな無骨さはありません。インドアのダイニングからミーティングチェ
アやオフィスチェアとしても快適にお使いいただけます。
背・座・フレーム：チーク無垢材 塗装：外部用水性塗料
（防腐防虫防カビ剤配合）
※外部用として使用可能な素材と加工を施していますが、紫外線での変色やカビが発生する可能性はあります
ので、
日本の気候での完全外部の雨ざらしでの使用は推奨しません。
MD-1201HO W580・D545・H730
（SH415）
MD-1201HO-CS-S 座クッション W480・D470
MD-1201HO-CS-B 背クッション W380・H410
オプションクッション：外部用クッション使用

MD-1201HO

MD-1201HO-CS-B（c・RL-1）
オプション・背クッション

MD-1201HO + MD-1201HO-CS-S/B（c・RL-1）

MD-1201HO + MD-1201HO-CS-S（c・RL-1）

MD-1201HO-CS-S（c・RL-1）
オプション・座クッション

MD-1202HO
OUTSPACE TABLE

自然の素材を大切にするクラフト感のある優しいダイニングテーブルで
す。外部に使用できるチーク材を使用し、アウトスペースにも使用できる
機能を持たせました。シンプルなデザインは使われる場所を選びません。
素材感を生かしたデザインと緻密な仕上がりは、アウトドア家具にありが
ちな無骨さはありません。柔らかでシンプルなデザインは人が集う、ダイ
ニングシーンはもちろんオフィスのデスクとしてもお使いいただけます。
天板：50tチーク無垢材+15tチーク無垢材落し込み 脚部：チーク材
塗装：外部用水性塗料(防腐防虫防カビ剤配合）
MD-1202HO
W2100・D1000・H720
W1800・D900・H720
チーク材について
ミャンマー産の天然チーク材を使用しています。チークは古くから高級材として様々な用途に用いられる材で、
堅く強靭で耐久性があり、病虫害にも強く、材に含まれる天然の油分によって、外部に置いても耐久性があ
る木材で、船舶の内装材や外部床材にも使われています。ミャンマー森林省は 1995 年に森林政策を刷新し、
持続可能な各種の施策を実施しています。ミャンマーでは英国植民地であった 150 年以上前よりチーク材の
国家管理を実施しており、計画的な伐採に加え、1998 年からは 40 年周期の年 8,100ha に及ぶ植林計画
が進んでおり、限りある資源を枯渇させずに循環させていく試みが実施されています。
※外部用として使用可能な素材と加工を施していますが、紫外線での変色やカビが発生する可能性はあります
ので、日本の気候での完全外部の雨ざらしでの使用は推奨しません。 塗装に使用されている水性塗料はハケ
塗りでのメンテナンスが可能になっています。

MD-1202HO-210

A-mode
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MD-1101
COMFORT CHAIR

MD-1102
TABLE

MD-1101A（c.DT-2）D-5
MD-1102G-210 D-5
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A-mode

MD-1101
COMFORT CHAIR

1950 年代のアメリカで花開いた北欧モダンデザインのヴィンテージ家
具を意識したデザインです。自然の素材を使い無駄のないデザインと、
クラフト感のある優しいフォルムを創りました。手が触れるアーム部は手
触りの良い形状で、ホワイトアッシュ材の杢目を美しく出したアームが優
しく背を包みます。ゆったりとしたダイニングシーンからミーティングチェア
やオフィスチェアとして長時間快適にお使いいただけます。
背：ビーチ成型合板+ホワイトアッシュ突板+ウレタンフォーム 座：ビーチ成型合板+ウレタンフォーム
フレーム：ホワイトアッシュ材、
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）
MD-1101A

W580・D560・H770
（SH430）

MD-1101A（c.DT-2）D-5

MD -1101A（e.Aa-AV2）D-8

MD -1101A（e.Aa-AV1）D-3

MD-1102
TABLE

1950 年代のアメリカで花開いた北欧モダンデザインのヴィンテージ家具を意識したデザインです。自然の素材を使い無駄のないデザインと、クラフト感のある優しいフォルムを創りました。
コンフォートチェアの MD-1101 に合わせてデザインされたテーブルです。羽のようなイメージを持つホワイトアッシュ材を削り出した脚は、シンプルな一枚の貫板でつながり、流れるようなラインで天板を柔らかく支えます。
柔らかでシンプルなデザインは人が集う、ダイニングシーンからオフィスのデスクとしてもお使いいただけます。
天板：クリアガラス
（t15）
、t6セラミック材+木下地、
ホワイトアッシュ突板貼り＋抗菌トップコート フレーム：ホワイトアッシュ材、
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）
MD-1102

W2100/1800・D900・ガラス天板 H703 / 木天板・セラミック天板 H720

クリアガラス天板（15ミリ）

大理石模様セラミック天板

MD-1102G-210 D-5

MD-1102C-210 D-8

ホワイトアッシュ突板天板

A-mode
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MD-901
CHAIR

MD-905
DINING TABLE

9

A-mode

MD-901S（WO-26/WO-47）D-5
MD-901A（WO-26/WO-47）D-5
MD-905-210 D-5
RA-071H-NCV-S

MD-901
CHAIR

フォーマルな空間にも使用できるチェア。
ヴィンテージ、モダンなど使用されるファブリックによって様々な意匠をまとう事のできるチェアは、
男女を選ばないユニセックスファッションのように、使用される空間を選びません。
The MD-901 is a chair that can be used in a formal space.
It will fit various designs depending on the fabric selection made by our customers.
In the same vein as a truly unisex piece that does not choose a fashion,
this piece does not need to choose its location.
背・座
（a～esランク） 座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム
脚部：ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5）
MD-901S W500・D566・H830
（SH445）
MD-901A W581・D566・H830
（SH445）
AH630

MD-901S（d・2H-3）D-4 ＋
MD-901H-OP

MD-901S（d・WO-26 / WO-47）D-5

MD-901A（b・LU-2）D-3

MD-901A（d・WO-26 / WO-47）D-5

MD-901H-OP
オプションハンドル（クローム・真鍮）

MD-905
DINING TABLE

場所を選ばないユニセックスデザインのダイニングチェア MD-901 に合わせてデザインしたダイニングテーブルです。
楕円形状の脚部に合わせて、柔らかな脚部とそれにつながるように削り込まれた天板が一体感を生み出したシンプルなデザイン。エーディコア・ディバイズの裏までの完成度を求めた結果のデザインです。
A dining table intended to fit to dining chair 901, with the unisex design that effortlessly fits anywhere. With soft-looking, oval-shaped legs that connect seamlessly to the table-top above,
table MD-905 is a simple, design that, through the insistence of quality inherent in AD CORE DEVISE’s pieces, embodies completeness and togetherness.
天板：ホワイトアッシュ突板柾目貼り、
ホワイトアッシュ材
（全5色） 脚部：ホワイトアッシュ材
（全5色）
樹脂製アジェスター付き 天板・脚部共、
ポリウレタン塗装仕上
MD-905-150
MD-905-180
MD-905-210

W1500・D900・H720
W1800・D900・H720
W2100・D900・H720

MD-905-180 D-3

MD-905-210 D-5

A-mode
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MD-901L
LOUNGE CHAIR

フォーマルな空間にも使用できるラウンジチェア。
ヴィンテージ、モダンなど使用される布によって様々な意匠をまとう事のできるラウンジチェアです。
男女を選ばないユニセックスファッションのように、使用される空間を選びません。
The lounge chair model 901L also finds a natural home in formal spaces.
Just like unisex fashion that specifies no gender, this piece is not limited to any one space.
背・座（a~esランク）／背：成型合板 メッシュシート+ウレタンフォーム

座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム

脚：ホワイトアッシュ材（全5色）

MD-901L-L W720・D750・H800（SH400）
・AH585
MD-901L-H W720・D770・H1050（SH400）
・AH585

MD-901L-L（RP-3）D1

MD-901L-H（SC-7/SC-6）D-3
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A-mode

MD-901L-L（ADC-2）D-4

MD-901L-H（SC-7/SC-6）D-3
MD-906-60 D-3

MD-906
LIVING TABLE

ラウンジチェア MD-901L に合わせてデザインしたリビングテーブルです。
楕円形状に削り出された柔らかな脚部と、
それにつながるように削り込まれた天板が一体感を生み出したシンプルなデザイン。
木製でありながら一体成型で創られた造形美を見せています。
A living room table designed to fit to the lounge chair, 901L.With soft-looking,
oval-shaped legs that connect seamlessly to the table-top above,
table MD-905 is a simple piece that appears complete and together.
Although being made of wood it appears as though crafted by artisans and formed in plastic.
天板：ホワイトアッシュ突板柾目貼り
（全5色）
ホワイトアッシュ材（全5色）
脚部：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-906-60
MD-906-90
MD-906-120
MD-906-90C

W600・D600・H350
W900・D900・H350
W1200・D600・H350
Φ900・H350

MD-906-60 D-3

MD-906-90 D-1

MD-906-90C D-5

MD-906-120 D-4

MD-906-90 D-1

A-mode
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MD-801 MD-802
CHAIR

MD-801S（e・AVS-1）D-3
MD-801A（e・AVS-1）D-3
MD-802-240 D-8
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A-mode

DINING TABLE

MD-801
CHAIR

シンプルで柔らかな印象の懐かしさも醸し出すモダン
ヴィンテージチェア。柔らかなラインを描くフレームと座
のシェルが一体化する事によって完成する椅子です。
シンプルに見えるフォルムからは想像できない深い座
り心地を感じていただけます。
This is a modern yet vintage-styled chair that creates
a simple and soft impression.The chair is completed
by the unified shell of the seat and the frame that
express soft lines.It delivers unimaginable comfort
from a simple form.
背・座：張り
（a～esランク）
、座：ウレタンフォーム
フレーム：ビーチ材成型合板 ポリウレタン塗装
（D-1～D-9）
MD-801S W495・D557・H800
（SH440）
MD-801A W560・D557・H800・AH630
（SH440）

MD-801S（c・SB-9）D-5

MD-801S（es・AVS-1）D-3

MD-801A（es・AVS-1）D-3

MD-801A（c・SB-4）D-1

MD-802
DINING TABLE

シンプルなモダンデザインの中にもヴィンテージイメージを持つテーブル。エクステンション機能が様々なシーンに対応します。
MD-801 とのデザイン的な相性は抜群で懐かしさの中に新しさを持つモダンヴィンテージスタイルのダイニングシーンで活躍します。
It is a modern-designed table with throwbacks to a vintage image.
MD-802 and MD-801 match in design and create a dining scene of a modern vintage style imbued with a sense of nostalgia.
天板：オーク突板
MD-802-150
MD-802-240

脚部：オーク無垢材

塗装：ポリウレタン塗装
（D-1～D-9)

W1500
（1820）
・D950・H720 MD-802-180
W2400
（2900）
・D950・H720

MD-802-180 D-1

MD-802-240 D-8

● MD-802 は、150 で 320 ／m 、
180 と 240 で 500 m／m 天板サイズが広がります。
m

W1800
（2300）
・D950・H720

MD-802-240 D-8

天板は伸張式です。

A-mode
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MD-101
CHAIR

MD-105
DINING TABLE

MD-101BC-160（b・LMS-11）SV
MD-101S-S（b・LMS-3）SV
MD-105N-180 D-6/SV
RA-071H-NCV-S
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A-mode

MD-101
CHAIR

スクエアなフォルムの中に柔らかなファブリックのライ
ン。ゆとりのあるサイズ感と上質な座り心地のダイニン
グチェア。シャープさの中に安定感のあるスチール脚
部と、和のテイストにもフィットする木製脚部のバリエー
ションを持ったチェアシリーズです。
A dining chair which is square and sharp in shape.
Using soft fabric, the lines with a generous size to
provide added comfort.
This chair series comes in two variations;
legs made from stable steel or
wooden legs to better compliment Japanese tastes.
背・座：張り
（a～esランク）、座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
S. 脚：スチール、焼付塗装仕上（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
プラパート付（スリップ・フェルト）
W. 脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
プラパート付（スリップ・フェルト）

MD-101S-S（a・MB-1）SS

MD-101A-S（a・MB-1）SV

MD-101S-S（a・MB-1）SV

MD-101S-W（a・MX-2）D-1

MD-101A-W（ea・Aa-3）D-2

MD-101S-S/W
W450・D520・H780（SH450）
MD-101A-S/W
W530・D520・H780（SH450）
・AH625

MD-101H オプションハンドル

MD-105 MD-105N

MD-101BC

MD-101 に合わせるようにデザインされたダイニングテーブル。スクエアな天板とスチール脚のシンプルな組合せが、テーブルの存在感と

MD-101 にベンチが登場しました。ダイニング使用に便利なカバーリング仕様の座は、

軽快なシャープさを表現します。ホワイトアッシュ材のシャープな印象の 105 と、オーク材の優しい木目の 105N の 2 タイプをお選びいただけます。

奥行きがあり、コントラクト空間のベンチとしても活躍します。

A dining table which was designed to match the MD-101 chair.
The simple form is created by the combination of table top and steel legs.It shows its presence and brisk lightness.

A bench has also been added to the MD-101 line-up. The covered seat chairs have a
generous sitting depth making them ideal in a personal or commercial space.

天板：ホワイトアッシュ突板（全5色） 脚：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
アジャスタ－付

座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム
（カバーリング） 脚部：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
アジャスター付

DINING TABLE

MD-105-150/150N

W1500・D900・H700

MD-105-180/180N

W1800・D900・H700

BENCH

天板：オーク突板（全9色） 脚：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
アジャスタ－付

MD-105-210/210N

W2100・D900・H700

MD-101BC-130
MD-101BC-190

W1300・D450・H450
W1900・D450・H450

MD-101BC-160

W1600・D450・H450

MD-101BC-160（b・LMS-11）SV

脚部の取り付け位置を変更出来ます。
MD-105-180 D-5/SS

MD-101BC-130（a・MB-1）SS

A-mode
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MD-101M
COMFORT CHAIR

シンプルでスクエアなデザインに、ダイニングとラウンジチェアの中間にあたる
ミドルサイズのコンフォートチェアが生まれました。
ゆとりのあるサイズにバネとウレタンクッションの組み合わせで柔らかで快適な座り心地を持たせました。
くつろいだダイニングやオフィス用としてもお使い下さい。
Based on a simple and square designed dining chair, we have made this comfort chair,
to be between the size of a dining chair and a lounge chair.
Generous size, and the combination of springs and urethane cushions provide a soft and greater comfort.
This size is optimal for a relaxed dining scene and also for office use.
背・座：張り
（a～esランク）、座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム
脚：スチール、焼付塗装仕上（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
プラパート付（スリップ・フェルト）
MD-101M

W600・D535・H720（SH450）

MD-101M（c・US-3913）SS

MD-101M（ea・Aa-2）SV
MD-101M（参考仕様）SS
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A-mode

MD-102
CHAIR

直線的なウッドフレームが織りなす、わずかな角度と計算されたテー
パー処理のフォルム。張りのある柔らかなラインのクッションが、
しっ
かりとした座り心地を提供します。限りなくシンプルな椅子だからこ
そ構造やバランスをはじめ、仕上りにも十分にこだわりました。
MD-102 is an original dining chair that has been made by the
linear design, consisting of a wood frame and the combination
of wood tapering at a slight calculated angle. The seat cushion
is of a gentle curve providing superb comfort. We insisted on the
finish, the whole balance and the structure of a bearing surface,
because it was a chair of simple design.
背・座：張り
（a～esランク）、座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全5色）
MD-102S

W450・D525・H780（SH440）

MD-102S（c・SB-2）D-2
MD-205-180 D-2
MD-102S（a・PP-9）D-3

MD-102S（a・MB-1）D-3

A-mode
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MD-103 MD-107
CHAIR

DINING TABLE

MD-103S（c・PM-2）D-2
MD-103A（c・PM-2）D-2
MD-107-180 D-1/D-2
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A-mode

MD-103
CHAIR

直線と曲線、後脚に角度を持たせたシンプルなダイニングチェア。
モダンなスタイルの中にも和の空間にマッチするミニマムな雰囲気を備えました。
ソファセットに合わせたり，ゆとりのあるダイニングシーンにお使い下さい。
This is a simply designed dining chair.Its hind legs are angled, creating a soft curve to the seat and a linear wood frame.
The minimum design suits a modern Western style or Japanese style.
Please coordinate with a sofa set or use in the dining room for a relaxation.
背・座：張り
（a～esランク）
、座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材
（全5色） プラパート付
（スリップ・フェルト）
MD-103S W450・D510・H800
（SH450）
MD-103A W530・D510・H800
（SH450）
・AH640

MD-103S（a・MX-2）D-2
MD-103A（a・MX-33）D-5
MD-103A（ea・Aa-2）D-3

MD-107 MD-107N
DINING TABLE

無垢素材をミニマルなモダンデザインに表現したダイニングテーブル。ソリッドウッドの動きを考慮した構造と安定感のある天板と
フラットな脚を持つデザインは、シンプルな空間を演出します。オーク材を使用した 107N もお選びいただけます。
A dining table which expresses the solid wood of a minimal modern design.Considering the change of the solid wood after being finished,
which are caused by humidity and dryness,its structure and design intensifies the simple interior setting.
MD-107 天板：ホワイトアッシュ無垢材
（全5色） 脚：ホワイトアッシュ突板
（全5色）
アジャスタ－付

MD-107N 天板：オーク無垢材
（全9色） 脚：オーク突板
（全9色）
アジャスタ－付

MD-107-180 W1800・D950・H720 MD-107-210 W2100・D950・H720 MD-107-240 W2400・D950・H720
MD-107N-180 W1800・D950・H720 MD-107N-210 W2100・D950・H720 MD-107N-240 W2400・D950・H720

MD-107N-210 D-8

脚位置を変更出来ます。

MD-107-240 D-1

A-mode
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MD-103N MD-701BC
CHAIR
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A-mode

BENCH

MD-103NS（es・AVS-3）D-8
MD-103NA（es・AVS-3）D-8
MD-107N-210 D-8
MD-701BC-C-180（b・OL-4）D-8
RA-071H-NCV-T

MD-103N
CHAIR

103 のバージョンアップタイプ。よりゆったりとした掛
け心地を実現しました。アームチェアの肘当たり部を
大きくし、パーソナルチェアとして長時間お使い頂ける
仕様になっています。
The upgraded 103 model combines a cushioned
seat and a cross-knitted elastic belt on a simple and
square frame. The armrest is also wider to make this
piece more comfortable as a personal chair.
背・座：張り
（a～esランク）
、座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム
フレーム：オーク材
（全9色） プラパート付
（スリップ・フェルト）
MD-103NS W470・D550・H800
（SH450）
MD-103NA W570・D550・H800
（SH450）
・AH640

MD-103NA（es・AVS-3）D-8

MD-103NS（a・MX-33）D-6
MD-103NA（es・AVS-3）D-8

MD-103NA（b・OL-3）D-7

アームタイプは肘掛け部のワイドを広く取り、
より
くつろげる座り心地です。

MD-701BC
BENCH

MD-107 の無垢のダイニングテーブルにベストマッチングのベンチが誕生しました。
使い方によって座る人数がフレキシブルなベンチは、今のナチュラルな空間作りには欠かせないアイテムです。
The best-matching bench is our latest offer to match the MD-107 dining table.
the bench seat gives you the freedom to seat as many people comfortably as needed.
MD-701BC-B 座：オーク無垢材 脚：オーク突板・アジャスター付
塗装：ポリウレタン塗装（D-1～D-9）
MD-701BC-C 座：クッション：張り
（a～esランク）／オーク無垢材 脚：オーク突板・アジャスター付 塗装：ポリウレタン塗装（D-1～D-9）
MD-701BC-B-150
MD-701BC-C-150

W1500・D450・H410
W1500・D450・H450

MD-701BC-C-180 (b・OL-4)D-8

MD-701BC-B-180 W1800・D450・H410 MD-701BC-B-210 W2100・D450・H410
MD-701BC-C-180 W1800・D450・H450 MD-701BC-C-210 W2100・D450・H450

MD-701BC-B-180 D-8

クッションは取り外しが可能です。

A-mode
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MD-503
CHAIR

MD-107L
DINING TABLE

MD-503S（参考仕様）D-3
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A-mode

MD-503A（参考仕様）D-3

MD-107L-210 ⑫

RA-071H-NC

MD-503
CHAIR

直線とカーブした無垢材の背もたれを持ったシンプルなフォルム。
高さは低く、ワイドをゆったりとしたサイズ感は
新しいスタイルのコンフォートチェアです。
A simple shape with a solid wood backrest encompassing both
curved and straight lines. This is a new style ofcomfortable chair
with low a height and broad width.
座（a～esランク）／座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム
背・フレーム：ホワイトアッシュ材（全5色） プラパート付（スリップ・フェルト）
MD-503S W525・D578・H730
（SH400）
MD-503A W585・D583・H730
（SH400）
・AH580

MD-503S（e・参考仕様）D-2

MD-503S（参考仕様）D-1

MD-503A（es・参考仕様）D-3

MD-503A（a・PP-9）D-1

MD-107L
DINING TABLE

無垢素材を、天板・脚部全てにミニマルなモダンデザインに表現したダイニングテーブル。
うずくりされた無垢天板は素材感を最大限に活かし、低く押さえられた高さは安定感を演出します。
The dining table expresses minimal modern design using solid wood for the table top and legs.The solid table top with “UZUKURI
finish” takes advantage of the natural qualities of the material and the reduced height brings a sense of stability.
天板・脚部：ホワイトアッシュ無垢材（全5色）／ウォールナット無垢材（D-1）／チーク無垢材（D-1） アジャスター付
MD-107L-180
MD-107L-210
MD-107L-240

天板・脚部共、
ポリウレタン塗装仕上

W1800・D950・H650
W2100・D950・H650
W2400・D950・H650

MD-107L-210 ⑪ D-1

脚位置を変更出来ます。

MD-107L-240 ⑧

A-mode
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MD-201
CHAIR

MD-207
DINING TABLE

MD-201S（a・MB-4）D-1
MD-201A（a・MB-4）D-1
MD-207-210 D-1
RA-071H-NC
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A-mode

MD-201
CHAIR

目指したのはあくまでもシンプルでオーソドックスなチェア。脚部にはビーチ材、座面ベースには
ファニチャーメッシュを使用しました。ふっくらとした厚めのウレタンと、
ゆとりを持たせたサイズでしっ
とりとした掛け心地を持たせました。柔らかなラインの中にもシャープさを感じさせるチェアです。
What was aimed at in this piece is a strictly simple yet orthodox dining chair.
It uses beach wood at the legs and a furniture mesh for the structure of the seat base.
It provides a calm feeling with a generous size, using thicker urethane for a back seat.
This dining chair has a blended design with soft lines and sharpness.
背・座：張り
（a～esランク）、座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全5色）
MD-201S W450・D530・H780（ SH450）
MD-201A W550・D530・H780（ SH450）
・AH630

MD-201S（c・SB-4）D-3 + MD-201-OH

MD-201S（ea・Aa-1）D-2

MD-201A（a・CBS-1）D-5

MD-201A（c・US-3913）D-1

MD-201-OH オプションハンドル

MD-207
DINING TABLE

重厚さと軽快さを併せ持つダイニングテーブル。無垢の素材感を活かしたテーブルトップと、シンプルで軽快なデザインの脚部が新鮮です。
無垢材の動きを考慮しながら、ソリッド感溢れるデザインは考え抜かれた構造から生まれました。
This dining table has a fresh design in combination with a table top of solid wood and legs of a simple light design feeling.
The structure was designed considering changes in the humidity and dryness after the piece being finished.

脚位置を変更出来ます。

天板・脚：ホワイトアッシュ無垢材（全5色）
アジャスタ－付
MD-207-150
MD-207-180
MD-207-210

W1500・D900・H720
W1800・D900・H720
W2100・D900・H720

MD-207-210 脚部移動取付バリエーション

MD-207-180 D-3

MD-207-210 D-1

A-mode
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MD-202
CHAIR

MD-205
DINING TABLE

MD-202S（c・SB-9）B
MD-205-180 D-5
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A-mode

MD-202
CHAIR

シンプルなスタイルからは想像出来ない程の快適な座り心地のダイニングチェア。
３次元成型合板の座面と十分な厚みのウレタンクッションがこの座り心地の秘密です。
シンプルなスチールパイプ脚とボリュームのある背座シェルの組み合わせは、
快適な座り心地と共に多彩なインテリアに対応します。
This dining chair offers comfortable seating which is unimaginable from its simple appearance.
The secrets of its comfortableness are the bearing surface made from a three-dimensional molding plywood,
and thick enough urethane cushion.
Thanks to the combination of a simple back seat with the legs made from steel pipes.
Not only does it creates greater comfort, but also it accommodates itself to versatile interiors.
背・座：張り
（a～esランク）、成形合板、
ウレタンフォーム
脚：ハイテンションパイプ
（クロームメッキ・黒鏡面） プラパート付 オプションハンドル：スチール
（クロームメッキ）
●このイスはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。
MD-202S

W500・D525・H800（SH440）

MD-202-OH オプションハンドル

MD-202S（c・SB-9）B MD-202S（c・SB-4）B
MD-202S（c・SB-5）C + MD-202-OH

MD-205
DINING TABLE

ミニマリズムを追求したダイニングテーブル。対角線状に配置した五角形の脚は、面と面、曲線とテーパーラインを巧みに組み合わせ、
デザイン性と共に構造体としての強度も兼ね備えています。
MD-205 is a dining table in pursuit of the minimalist design.The legs have a pentagon side face, which are arranged in a diagonal.
Combined skillfully, the materials served to be tapered and curved, and face and face.
As a result of that, it makes its design improve and intensifies its structure.
天板：ホワイトアッシュ突板（全5色） 脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
アジャスタ－付
MD-205-90

W900・D900・H700

MD-205-90 D-1

MD-205-150

W1500・D800・H700

MD-205-180

W1800・D900・H700

MD-205-150 D-5

MD-205-180 D-4

A-mode
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MD-601
CHAIR

MD-607
DINING TABLE
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MD-601S ①（a・CBS-2）D-2
MD-601A ①（a・CBS-2）D-2
MD-607-180 ⑧SV

MD-601
CHAIR

ノーマルなスタイルながらどんなインテリアシーンにもフィットする、
モダンでもヴィンテージでもないカリフォルニアスタイルのダイニングチェア。
精緻に加工した無垢材のフレームは、
シャープなフォルムを表現しながら木肌の優しさを感じていただける仕上りです。
The dining chair of the California style
which fits any interior scenes with a normal style,
and which is not a vintage nor modern style.
A frame of solid material processed with
sophistication imbues the tenderness of the wooden surface
with a diametrically opposing sharp from.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ、
ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：ビーチ材（全５色）
MD-601S
MD-601A

W470・D550・H800（SH450）
W590・D550・H800（SH450）
・AH630

MD-601S ①（b・TH-12）D-1

MD-601S ①（a・CBS-2）D-2

MD-601A ①（a・CBS-2）D-2

MD-601A ①（ea・Aa-2）D-1

MD-607
DINING TABLE

素材感を感じさせるうずくり加工の無垢天板に、新しい仕上げのヴィンテージブラックを加えたスチールの脚部を組み合わせたシンプルなダイニングテーブル。
ソリッドな天板とシンプルなスチール脚部の組み合わせは、新しいモダンなスタイルと安定感を表現しています。
The simple solid dining table with “UZUKURI finish” combined steel legs, added antique black finish to the table top.
The combination of a solid table top with simple steel legs is expressing a modern new style and sense of stability.
天板：ホワイトアッシュ無垢材（全５色）、
ウォールナット無垢材（D-1）、
チーク無垢材（D-1） 脚：スチール焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
アジャスター付き
MD-607-150

W1500・D900・H720

MD-607-180

W1800・D900・H720

MD-607-210

MD-607-180 ⑧/SV

脚部の取り付け位置を変更出来ます。

W2100・D900・H720

MD-607-210 ⑪D-1/SS

A-mode
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MD-501
CHAIR

MD-502
DINING TABLE

MD-501S （b・参考仕様）D-2
MD-501A （b・参考仕様）D-2
MD-502-210 ⑧D-2
MD-501AL（d・参考仕様）
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A-mode

MD-501
CHAIR

柔らかくラウンドしたフォルムはミッドセンチュリーの懐かしさを感じさせ、
ゆったりとしたサイズの座と柔らかな背もたれは、身体を優しく包みます。
The soft, round shape gives the nostalgic feel of a mid-century piece and the
wide seat and the soft backrest gently support the body.
背・座（a～esランク）／座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム フレーム：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-501S
MD-501A

W500・D560・H800（SH435）
W580・D560・H800（SH435）
・AH620

MD-501S（参考仕様）D-1

MD-501S（a・MX-2）D-2

MD-501A（a・PP-4）D-1

MD-501A（e・参考仕様）D-4

MD-502
DINING TABLE

楕円モチーフを組み合わせた柔らかくラウンドしたダイニングテーブル。空間にリラックスした柔らかさを与えます。
A round dining table with unobtrusive curves combining an oval motif.This piece provides a gentleness that reflects how relaxed it is in its natural setting.
天板：ホワイトアッシュ突板（全5色）／チーク突板（D-1） 脚部：ホワイトアッシュ
（全5色） アジャスター付
MD-502-150

W1500・D900・H700

MD-502-180

W1800・D900・H700

MD-502-210

W2100・D1000・H700

MD-502-180 ⑧ D-2

MD-502-210 ⑪ D-1 ／D-1

A-mode
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MD-501AL
LOUNGE CHAIR

ラインの優しさとゆったりとした座り心地を持つ、柔らかなフォルムのラウンジチェア。
パーソナルにもパブリックスペースにもフィットするミッドセンチュリーの雰囲気を漂わせるラウンジチェアです。
The lounge chair with the calm sensibility of a soft form and tender lines.
It is a lounge chair which sets adrift the atmosphere of mid century and also fits
a public or personal space.
背・座（a～esランク）／座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム フレーム：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-501AL

W700・D650・H780（SH400）
・AH585

MD-501AL（e・ADC-3）D-1
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A-mode

MD-501AL（c・参考仕様）D-3

MD-501AL（d・参考仕様）D-2

MD-501AL（d・参考仕様）D-2

MD-506
LOUNGE CHAIR

ボックススタイルのラウンジチェア。しっかりとしたフォールド感と柔らかな掛け心地はリビングに安らぎを与えます。
A box-style lounge chair; the soft seating ergonomics provide peace to one's living room.
背・座（a～esランク）／本体：木フレーム ウェーブスプリング+ウレタンフォーム／
座面：ウレタンフォーム+ソフトタッチフォーム
（低硬度） 脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-506L
MD-506H

W700・D755・H800（SH400）AH600
W700・D800・H1000（SH400）AH600

本体：ウェーブスプリング

MD-506-HR オプション：ヘッドレスト

MD-506H（a・MX-4）D-1

MD-506L（ea・Aa-2）D-2

MD-506L（参考仕様）D-5

A-mode
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MD-1105
SOFA

MD-1203
LIVING TABLE

MD-1105-S-180（c・EB-2）D-1 + MD-1105-AR（e・Aa-AV-1）D-1
MD-1105-OT-L-90（c・EB-2）D-1 MD-1105-L-140（c・EB-2）D-1 MD-1105-CS-S（c・EB-5）D-1
MD-1203G-AL-90S D-11 MD-1203W-AL-55R D-1
MD-901L-L（a・RP-3）D-1
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A-mode

MD-1105
SYSTEM SOFA

アメリカモダン建築のインテリアシーンをイメージさせ
るゆったりとした奥行きとシンプルな形状のシステムソ
ファ。浮いたシートが水平方向に伸びるフレームに支
えられて、シンプルな形状は置かれる場所を選びませ
ん。奥行きの深い座は座り方にこだわらず、長く過ご
すためのスペースとしてお使いいただけます。2021
年モデルではコンパクトサイズの展開でしたが、ザイズ
アップした３人掛けを追加しました。オプションとして左
右のアームが装着可能になり、アームクッションと共

MD-1105-S-220（c・FM-3）D-3 + MD1105-AR/AL（e・Aa-AV- ２）

MD-1105-CS-S（c・FM-5）

MD-1105-S-180（c・EB-2）D-1 + MD-1105-AR/AL（e・Aa-AV-1）

に、
より豊かなレイアウトプランにお使いいただけます。
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）
背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工
オプションアーム：合板下地、硬質ウレタンフォーム
1P ソファ S（D：900）
MD-1105-S-90（1PソファS-900）
W900・D900・H760（SH380）
MD-1105-S-110（1PソファS-1100） W1100・D900・H760（SH380）
MD-1105-S-140（1PソファS-1400） W1400・D900・H760（ SH380）
MD-1105-S-180（3PソファS-1400） W1800・D900・H760（SH380）
MD-1105-S-220（3PLソファS-1400） W2200・D900・H760（ SH380）
1P ソファ L（D：1100）
MD-1105-L-90（1PソファL-900）
MD-1105-L-110（1PソファL-1100）
MD-1105-L-140（1PソファL-1400）

W900・D1100・H760（SH380）
W1100・D1100・H760（ SH380）
W1400・D1100・H760（SH380）

MD-1105-CRR/CRL（コーナー）
MD-1105-CL（シェーズロング）
MD-1105-OT-S-90（オットマン）
MD-1105-OT-S-110（オットマン）
MD-1105-OT-L-90（オットマン）
MD-1105-BC-90（ベンチ）
MD-1105-BC-110（ベンチ）
MD-1105-TR（トレイ）
MD-1105-AR/AL（右肘・左肘）
MD-1105-CS-S（クッション）
MD-1105-CS-L（クッション）

W900・D900・H760（ SH380）
W900・D1400・H760（ SH380）
W900・D900・H380
W1100・D900・H380
W900・D1100・H380
W900・D500・H380
W1100・D500・H380
W500・D500・H30
W60・D770・H375
W400・D400
W700・D390

MD-1105-S-180（c・EB-2）D-1

MD-1105-OT (c.GA-1)D-2

MD-1105-CRR (c.GA-1)D-2

MD-1105-BC-90 (es.APR-1)D-2

MD -1105-BC-110 (e.Aa-AV-1)D-3

MD -1105-CL (c.GA-1)D-2

MD-1105-BC の奥行き
寸 法に合わせた木 製ト
レー。ベンチの 座 面 の
形状にフィットするデザイ
ンで、トレーをセットして
センターテーブルとしても
お使いいただけます。

MD-1203
SYSTEM LIVING TABLE

アメリカモダン建築のインテリアシーンをイメージさせるシンプルな形状のシステムソファに合わせてデザインされたリビングテーブルです。
浮いた脚部にボトム天板が載せられ MD-1105 のシート高さに合わせるように、低く抑えられたトップの二重天板が特徴です。
MD-1203W 天板：ホワイトアッシュ突板 本体、脚部：ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装+抗菌トップコート
MD-1203G 天板：15tクリアガラス 本体、脚部：ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装+抗菌トップコート
MD-1203W-AL-110S
MD-1203W-AL-90S
MD-1203W-AL-55R
MD-1203W-AL-45R
MD-1203G-AL-110S
MD-1203G-AL-90S

W1100・D1100・H350
W900・D900・H350
W1100・D550・H350
W900・D450・H350
W1100・D1100・H350
W900・D900・H350

MD-1203W-AL-45R D-3

MD-1203G-AL-90S D-1

A-mode
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MD-505
SOFA

MD-505-2PR-L（参考仕様）D-5
MD-505-CLL-L（参考仕様）D-5
MD-505-OT（参考仕様）D-5
MD-506L（参考仕様）D-5
MD-502LL-120 ⑪D-5/D-5
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A-mode

MD-505
SOFA

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支え、どこ
までも柔かな座と背が安らぎを与えます。
The shape brings a feeling of nostalgia that wraps the body
softly and gently. The white ash legs support the main part so
that is floats seemingly and the softness of the seat and the
back give utter relaxation.
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
MD-505-3P-H
MD-505-2PR/2PL-H
MD-505-3PR/3PL-H
MD-505-CLR/CLL-H
MD-505-3P-L
MD-505-2PR/2PL-L
MD-505-3PR/3PL-L
MD-505-CLR/CLL-L
MD-505-OT-60
MD-505-OTS-60/40
MD-505-HR

脚：ホワイトアッシュ
（全5色）

W2100・D900・H960（ SH400）
・AH600
W1366・D900・H960（SH400）
・AH600
W2000・D900・H960（ SH400）
・AH600
W733・D1500・H960（ SH400）
・AH600
W2100・D900・H850（SH400）
・AH600
W1366・D900・H850（ SH400）
・AH600
W2000・D900・H850（ SH400）
・AH600
W733・D1500・H850（SH400）
・AH600
W600・D600・H400
W600・D400・H400
W633・D120・H220

MD-505-3P-L（c・参考仕様）D-2

MD-505-3P-H（c・参考仕様）D-2

MD-505-3PL-L（a・MX-2）D-1

MD-505-CLR-L（a・MX-2）D-1

本体：ウェーブスプリング

MD-502L
LIVING TABLE

楕円モチーフを組み合わせた柔らくラウンドしたリビングテーブル。
さまざまな使用を可能にした高さが魅力です。
A round living table with unobtrusive curves combining an
oval motif.Allowing many varied usages, the height of this
piece is a definite advantage.
天板：ホワイトアッシュ突板
（全5色）
／チーク突板
（D-1）
脚部：ホワイトアッシュ
（全5色） アジャスター付
MD-502LH/LL-90
MD-502LH/LL-120
MD-502LH/LL-150

W900・D500・H550/H450
W1200・D500・H550/H450
W1500・D600・H550/H450

MD-502LL-90（H:450） ⑪ D-3/D-3

MD-502LH-120（H:550）⑪ D-1/D-1

MD-502LL-150（H:450）⑧ D-2

A-mode
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MD-101L
LOUNGE CHAIR

MD-608
LIVING TABLE
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A-mode

MD-101L-1PL（a・MX-4）D-2/SV
MD-101L-2PL（a・CBS-2）D-2/SV
MD-608-120 ⑪D-2/SV

MD-101L
LOUNGE CHAIR

ファブリックとスチール、ソリッドウッドのパーツを絶妙に
組み合わせた 101 ラウンジチェア。デザインスタイル
はハイとローの２タイプで、一人掛けの他に二人掛け
のバリエーションも追加、組み合わせの幅を広げました。
The uniquely constructed 101 lounge chairs which
combine fabric, steel and parts of solid wood
exquisitely to add to your relaxation.
The design style is in two types – high and low and
along with the variation in one and two-person
layouts, a whole range of functionality is possible.
座：張り
（a～esランク）、座面：ウェーブスプリング、
ウレタンフォーム・
背：弾性ベルト、
ウレタンフォーム フレーム：スチール、
焼付塗装仕上（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
フェルト付 アーム：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-101L-1PL
MD-101L-2PL
MD-101L-1PH
MD-101L-2PH

MD-101L -1PL（a・MX-33）D-2/SV

MD-101L-2PL（a・MX-4）D-2/SS

MD-101L -1PH（ea・Aa-1）D-3/SS

MD-101L -2PH（a・RP-6）D-3/SV

W680・D722・H750（ SH400）
・AH580
W1380・D722・H750（SH400）
・AH580
W680・D750・H900（SH400）
・AH580
W1380・D750・H900（SH400）
・AH580

座：ウェーブスプリング

MD-101L -1PH（ea・Aa-1）D-3/SS

MD-608
LIVING TABLE

素材感を感じさせるうずくり加工の無垢天板に、
シルバーとヴィンテージブラックのスチール脚部を組み合わせたシンプルなリビングテーブル。
ソリッドな天板とシンプルで重量感のあるスチール脚部の組み合わせは、リビングに安定感を与えます。
The simple solid livingtable with “UZUKURI finish” combined steel legs,
added new antique black finish to the table top.
The combination of a solid table top with simple steel legs is expressing a modern new style and sense of stability.
天板：ホワイトアッシュ無垢材（全５色）
ウォールナット無垢材／チーク無垢材
脚：スチール焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
アジャスター付き
MD-608-60

W600・D600・H400

MD-608-120

W1200・D600・H400

MD-608-60 ⑪D-3/SV

MD-608-120 ⑪D-2/SV

A-mode
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MD-110 MD-106
SOFA

LIVING TABLE

MD-110-3P-SV（c・PM-5）
MD-110-2L-SV（c・PM-5）
MD-110-OT-SV（c・PM-5）
MD-101L-1LP-V（b・LMS-11）D-3
MD-106SV-78L D-3
AD-013C N-10
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A-mode

MD-110
SOFA

無駄をそぎ落としたシンプルなスタイルと、座り心地と
仕上りにこだわり抜いたシステムソファ。優れたコスト
パフォーマンスだけでなく、上級モデルにしか使用され
ないコイルスプリングを使用。贅沢で深い座り心地を
実現しました。
This system sofa was made focusing on seat
comfort and its finish. The design of the sofa is of a
simple structure. Not only is it and outstanding cost
performance but also we used the most advanced
coil springs as well as upper models. It offers luxury
and deep stroke comfortableness.
背・座：張り
（a～esランク）／
座面：コイルスプリング、
ウレタンフォーム
（布張りのみカバーリング）
置クッション：スモールフェザー+ポリエステル綿
脚 AL・AB：アルミダイカスト
（ポリッシュ仕上、黒鏡面仕上げ）
アジャスター付
S：スチール 焼付塗装仕上（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
フェルト付
W：ホワイトアッシュ突板（全5色）
アジャスター付
オプションハイバッククッション：ウレタンフォーム
MD-110-1P
MD-110-2P
MD-110-3P
MD-110-2L
MD-110-OT

MD-110-1P-AL（ea・Aa-2/ 背クッション・参考仕様）

MD-110-3P-S（a・MB-2/MB-4）SS

W800・D800・H680（SH380）
W1600・D800・H680（SH380）
W2100・D800・H680（SH380）
W1200・D800・H680（SH380）
W800・D800・H380

座：コイルスプリング

MD-110-2P-W（a・MB-1/MB-2）D-3

MD-110-2L-S（a・MB-2/MB-4）SS

MD-110-OT-W（a・MB-1）D-3

MD-106
LIVING TABLE

厚みを持たせたスクェアな天板と、スチール脚部の組み合わせがフレキシブルに空間を彩るリビングテーブルシリーズです。
A living table which was designed to match the MD-110 sofa.
The simple form is created by the combination of table top and steel legs.It shows its presence and brisk lightness.
天板：ホワイトアッシュ突板
（全5色） 脚：スチール、焼付塗装
（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）
フェルト付
MD-106L/H-78

W780・D780・H244/350

MD-106L/H-120

W1200・D780・H244/350

MD-106L-78 D-3/SV

MD-106L-120 D-5/SS

A-mode
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MD-111 MD-108
SOFA

SERVING TABLE
LIVING TABLE

MD-111-3P（b・OL-1）D-3
MD-111-1P（参考仕様）D-3
MD-108L-120 D-3
MD-108L-60 D-3
MD-103L (b・TH-17) D-1
RA-061-P
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A-mode

MD-111
SOFA

ホワイトアッシュ・無垢フレームのシンプルでスクエアなソファに、
ソリッドな重厚感を醸し出します。アームフレームのソリッドウッドの手触りが、
シャープな印象の中にも温もりを与えてくれます。
This is a simple and square design sofa,
having an impressive solid wood frame made from white ash.
The feel of solid wood of an arm frame portion
gives warmth in a sharp impression.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：コイルスプリング、
ウレタンフォーム
置クッション：スモールフェザー+ポリエステル綿 アーム：ホワイトアッシュ材（全5色）
アジャスター付
MD-111-1P
MD-111-2P
MD-111-3P

W800・D850・H700（ SH380）
・AH550
W1500・D850・H700（SH380）
・AH550
W2000・D850・H700（SH380）
・AH550

MD-111-1P（ea・Aa-3/ 背クッション・参考仕様）D-5

MD-111-2P（a・MX-2/MX-4）D-2

座：コイルスプリング

MD-111-3P（a・MB-4/MB-2）D-5

MD-108

SERVING TABLE / LIVING TABLE

ソリッドウッドを天板に用いたサービングテーブルとリビングテーブルシリーズ。
小口のデザインもソリッド感を活かしながらシャープに仕上げました。
A living table which expresses the solid wood of a minimal modern design.
Considering the change of the solid wood after being finished,
which are caused by humidity and dryness,
its structure and design intensifies the simple interior setting.
天板：ホワイトアッシュ無垢材（全5色） 脚：ホワイトアッシュ突板（全5色）
アジャスタ－付
MD-108L-60
MD-108L-120
MD-108H-120

W600・D600・H400
W1200・D600・H400
W1200・D450・H720

MD-108L-60 D-2

MD-108L-120 D-5

MD-108H-120 D-1

A-mode
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MD-210A
SOFA

MD-206
LIVING TABLE
MD-210A-CLR（c・SB-3）D-4
MD-210A-2PL（c・SB-3）D-4
MD-206-120 D-4
NC-057-60 D-4
MD-901L-L（e・ADC-2）D-4
MD-301N-L-210 D-4
MD-906-60
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A-mode

MD-210A
SOFA

エーモードらしいスクエアなスタイルに、上質な印象と使い心地を持たせました。脚部
フレームには色により印象が変わるホワイトアッシュ材。座背ベースにはウェーブスプ
リング、座クッションにはポケットコイルを併用使用し、柔らかな背のウレタンクッショ
ンとの組合せは深みのある座り心地を実現しました。
This sofa series has different impressions according to the view from the lower
back’s form and cushions’ position.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ウレタンフォーム
脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-210A-1P
MD-210A-2P
MD-210A-3P
MD-210A-2PR/2PL
MD-210A-CLR/CLL
MD-210A-OT

本体：ウェーブスプリング

座面：ウェーブスプリング+ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム

W800・D825・H770（SH400）AH650
W1500・D825・H770（SH400）AH650
W2000・D825 H770（SH400）AH650
W1500・D825 H770（SH400）AH650
W825・D1500 H770（SH400）AH650
W600・D600・H400

MD-210A-1P（a・MB-4）D-4

MD-210A-2P（a・MX-2）D-2 + MD-CS（a・MX-33）

座：ポケットコイルスプリング

MD-210A-OT（a・MB-4）D-4

MD-210A-3P（a・MB-1）D-1 + MD-CS（a・MB-6）

MD-206
LIVING TABLE

ホワイトアッシュ材が持つ木質感を活かしながら、
シンプルでミニマルなデザインを表現しました。
空間をデコレーションするためのリビングテーブルです。
Taking advantage of the texture of white ash wood,
this table was made to show a simple and minimal design.
This is a table to decorate your living space freely.
天板：ホワイトアッシュ突板（全5色） 脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
アジャスタ－付
MD-206-60 W600・D600・H400 MD-206-90
MD-206-120 W1200・D600・H400

W900・D450・H400

MD-206-60 D-4

MD-206-90 D-2

MD-206-120 D-1

A-mode
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MD-210B
SOFA

MD-210B-2PR-AL（b・OL-3/OL-2）
MD-210B-CLL-AL（b・OL-3/OL-2）
MD-210B-1P-AL（b・OL-5）
MD-212T-90C-AL D-5
RA-031L
RA-031H
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A-mode

MD-210B
SOFA

ロースタイルのフォルムに、柔らかな置きクッションで表情を変化させるソファシリーズ。シャープでモダンなアルミダイカストの脚でクラシカルモダンなデザインに仕上げました。
フレームベースと座面クッション、様々な置きクッションのファブリックの組み合わせをお楽しみ下さい。
本体：ウェーブスプリング

This sofa series has different impressions according to the view from the lower back’s form and cushions’ position.
The classical design is impressed by the sharp and modern legs with an aluminum die-casting.

座：ポケットコイルスプリング

背・座：張り
（a～esランク）／背：ウレタンフォーム
座面：ウェーブスプリング+ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
置クッション：スモールフェザー+ポリエステル綿
脚：アルミダイカスト
（ポリッシュ仕上・黒鏡面塗装仕上）
MD-210B-1P
MD-210B-2P
MD-210B-3P
MD-210B-2PR/2PL
MD-210B-CLR/CLL
MD-210B-OT

W800・D825・H650（ SH400）
W1500・D825・H650（ SH400）
W2000・D825・H650（ SH400）
W1500・D825・H650（SH400）
W825・D1500・H650（SH400）
W600・D600・H400

MD-210B-OT-AB（a・MB-4） + MD-210B-1P-AB（a・MB-4/MB-6）

MD-210B-CLL-AL（参考仕様）

MD-210B-2P-AB（b・LU-1/ 参考仕様）

MD-210B-3P-AL（a・MX-2/MX-33）

A-mode
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MD-211
SOFA

MD-212
LIVING TABLE
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A-mode

MD-211-2PR-AB（c・SB-1）
MD-211-2PL-AB（c・SB-1）
MD-211-C120-AB（c・SB-1）
MD-211-OT-AB（参考仕様）
MD-CL（参考仕様）
MD-CS（参考仕様）
MD-212T-C90-AB D-4
RA-071H-NC

MD-211
SOFA

クラシカルな雰囲気をまとったシステムソファ。柔らかな背のカーブが、
システムソファ全体に流れるような印象を与えます。コーナーソファのバ
リエーションを始め、豊富なサイズアイテムで多彩な組み合わせが可能
です。ミニマムなサイズでもしっかりとくつろげる使用感を持たせました。
A system sofa which has a classic design feel. The soft curves of
the back symbolizes the whole form of the sofa.It offers a diverse
combination using various item sizes, including the variations of the
corner sofa. Although size is smallish, we promise the cozy feeling
with a fully relax.
背・座：張り
（a～esランク）／
座面：ウェーブスプリング+ソフトワイヤースプリング、
ウレタンフォーム
脚：アルミダイカスト
（ポリッシュ仕上・黒鏡面塗装仕上）
MD-211-3P
MD-211-2PR/2PL
MD-211-2L
MD-211-C120
MD-211-C90
MD-211-OT
MD-211-OTR

MD-211-3P-AB（c・SB-4） + MD-CS（c・SB-5）

MD-211-C120-AL（c・US-3271）

W1900・D780・H700（SH400）
W1300・D780・H700（ SH400）
W1200・D780・H700（ SH400）
W990・D950・H700（ SH400）
W980・D980・H700（ SH400）
φ700・H400
W700・D500・H400

座：ウェーブスプリング

MD-211-2PR-AL（c・US-3271） + MD-211-2PL-AL（c・US-3271） + MD-CL（c・US-5788） + MD-CS（c・US-5788）

MD-212
LIVING TABLE

システムソファ 211 に合わせてデザインされたリビングテーブル。厚み
のある天板とシャープなアルミ脚の組合せは空間に安定感を与えます。
This table was designed to match the MD-211 sofa.
Its thick table top and angular aluminum die-cast
legs give a sense of stability to your living scene.
天板・本体：ホワイトアッシュ突板（全5色）
脚：アルミダイカスト
（ポリッシュ仕上・黒鏡面塗装仕上）
アジャスタ－付
引き出し内部（212TCのみ）
：南洋桐
MD-212T-60/TC-60
MD-212T-90/TC-90
MD-212T-90C
MD-212T-120/TC-120

W600・D600・H350
（TC:引き出し、1杯付き）
W900・D450・H350
（TC:引き出し、2杯付き）
φ900・H350
W1200・D600・H350
（TC:引き出し、2杯付き）

MD-212T-60-AB D-3

MD-212TC-90-AL D-1

MD-212TC-120-AB D-5

A-mode
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MD-605
SOFA
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A-mode

MD-605-3P（a・CBS-1）D-3
MD-605-1P（a・PP-1）D-3
MD-605-OT（a・CBS-1）D-3
MD-608-120 ⑪D-3/SV

MD-605
SOFA

木製のフレームと、フラットな座面を持ったナチュラル感とモダンな雰囲気
を合わせ持ったソファシリーズ。バリエーションの組み合わせにより、様々
な使い方が可能になります。キルティング加工を施したフラットな座面は、
置き式の背クッションを取り外すとデイベッドとしてもお使い頂けます。
The sofa series has wooden frames to give it a natural, modern feel.
With the combination of a variation, various usages become possible.
On removing the back cushion, you can use it also as daybed with a
quilted surface.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ウレタンフォーム
（カバーリング）
座面：ウェーブスプリング+ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（カバーリング）脚：ホワイトアッシュ材（全5色）
MD-605-1P
MD-605-2P
MD-605-3P
MD-605-2PL/2PR
MD-605-CLR/CLL
MD-605-OT

座：ウェーブスプリング

W810・D850・H750（ SH400）AH580
W1460・D850・H750（SH400）AH580
W2110・D850・H750（ SH400）AH580
W1370・D850・H750
（SH400）
AH580
W720・D1510・H750
（SH400）
AH580
W650・D650・H400

MD-605-1P（a・PP-1）D-3

MD-605-2P（b・TH-01）D-5

本体：ポケットコイルスプリング

MD-605-OT（a・CBS-1）D-3

MD-605-3P（a・CBS-1）D-3 + MD-CS（a・CBS-3）

MD-605-3P デイベットの場合（背は置クッションです）

A-mode
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MD-705
SOFA

MD-705-3P（a・MX-2/a・MX-4）D-8 + MD-705-3P-OP（e・ADC-4）
MD-705-2PL（a・MX-2/a・MX-4）D-8 + MD-705-2PL-OP（e・ADC-4）
MD-705-OT（a・MX-2）D-8 + MD-705-OT-OP（e・ADC-4）
MD-705-CH（a・MX-4） MD-CS（a・VT-1）
MD-706A-85 D-8 MD-706A-60 D-8
MD-103NL-L（es・AVS-4）D-6 MD-301N-L-210 D-8
RA-071H-NCV-T RA-071L-NCV-T
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MD-705
SOFA

ナチュラル感と上質さを合わせ持ったヴィンテージ感漂
うソファシリーズ。システムソファとしても組合わせが自
由で、座と背に配置されたボタン絞りのアクセントが繋
がりのあるデザインになります。
A vintage living scene with a high quality, natural
finish is born into the world with the Californianstyled A-Mode brand. The stitched button design
form connects all these pieces in any space.
背・座・本体：張り
（a～esランク）
座：ポケットコイル、多層ウレタンフォーム
背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム
背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工
脚部：オーク材（全9色）
MD-705-3P
MD-705-3L
MD-705-2P
MD-705-2L
MD-705-2PR/2PL
MD-705-CLR/CLL
MD-705-OT
MD-705-CH

W2100・D850・H850
（SH400）
・AH720
W2100・D850・H850
（SH400）
W1800・D850・H850
（SH400）
・AH720
W1800・D850・H850
（SH400）
W1800・D850・H850
（SH400）
・AH720
W850・D1600・H850
（SH400）
・AH720
W850・D850・H400
W600・H500

MD-705-3P（a・MX-2/a・MX-2）D-8 ￥ + MD-705-3P-OP（e・ADC-4）

座：ポケットコイルスプリング

MD-705-OT（a・MX-2）D-8 + MD-705-OT-OP（e・ADC-4）

MD-705-2PL（a・MX-2/a・MX-2）D-8 + MD-705-2PL-OP（e・ADC-4）

MD-705のパイピング・ボタンは、通常本体と共布仕様ですが、
オプションで
３色の天然皮革からもお選びいただけます。

オプション：パイピング&ボタンカラー
ブラウン、
ブラック、
グレーの革よりお選びいただけます。

ADC-8
ADC-4
ADC-6
（キャメルブラウン） （カーボンブラック） （グレー）

MD-705-CLL（b・LMS-12/b・LMS-12）D-7 + MD-705-CLL-OP（e・ADC-6）

MD-705-2PR（b・LMS-12/b・LMS-12）D-7 + MD-705-2PR-OP（e・ADC-6）

A-mode
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MD-706A
LIVING TABLE

ナチュラル感と上質さを合わせ持ったリビングテーブルです。
脚部はなめらかなカーブで削り出し、楕円形の断面は細身ながら十分な強度を持たせました。
It is a living room table to match with MD-705
that has feeling of both natural and high quality in the A-mode Californian style.
The legs are curved but keep their strength even though they are slender with an elliptical surface.
天板：オーク材突板

脚部：オーク無垢材

天板・脚部共、
ポリウレタン塗装仕上（全9色）

MD-706A-60
W600・D600・H350
MD-706A-85
W850・D850・H350
MD-706A-120 W1200・D600・H350

MD-706A-60 D-8

MD-706A-85 D-8

MD-706A-120 D-7
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MD-706A-85 D-8 MD-706A-60 D-8
MD-705-3P（a・MX-2/a・MX-4）D-8 + MD-705-3P-OP（e・ADC-4）
MD-705-2PL（a・MX-2/a・MX-4）D-8 + MD-705-2PL-OP（e・ADC-4）
MD-705-CH（a・MX-4） MD-CS（a・MX-29）
RA-071H-NCV-T RA-071L-NCV-T

MD-103NL
LOUNGE CHAIR

103 ラウンジチェアを基本モジュールから見直し、
生まれ変わったのが MD-103NL です。
オーク材の素材感を活かしたフレームは、
アーム部のカーブを削り込み柔らかな触れ心地です。
従来モデルの高さとハイバックモデルをお選びいただけます。
We re-imagined the 103 lounge chair from its basic state.
The frame is made of carved oak and is smooth to the touch.
You can choose from our regular back model or the high back model.
背・座：張り
（a～esランク） 背・座：弾性ベルトクロス編み、多層ウレタンフォーム フレーム：オーク材（全9色） プラパート付
MD-103NL-L
W694・D765・H800（ SH400）AH600
MD-103NL-H
W694・D810・H1050（ SH400）AH600
MD-103NL-OT W610・D400・H400

MD-103NL-L（es・AVS-4）D-6

MD-103NL-H (b・OL-2)D-7

MD-103NL-H (b・OL-2)D-7
MD-103NL-OT (b・OL-2)D-7
MD-301N-W-180 D-7
RA-071H-NCV-S

A-mode
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MD-805
SOFA

MD-807
LIVING TABLE
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MD-805-3PL（OL-1）D-5
MD-805-2PR（OL-1）D-5
MD-805-CRR （OL-1）D-5
MD-805-OT（OL-1）D-5
MD-807AH-90 D-5
MD-807AL-90C D-5
MD-807BH-45 D-5
MD-901L-H（SC-7/SC-6）D-3
NC-001H（ADC-5）N-8

MD-805
SOFA

低くシンプルなスタイルは 1970 年のモダンなインテリ
アシーンをイメージしました。シンプルでスクエアの中に
もナチュラルで柔らかな印象を空間に与えます。モダ
ンすぎずナチュラルすぎないフォルムは、ニュートラル
な空間を演出する、ファブリックの組合せによって様々
な顔を持つソファシリーズです。
A low and simple-style piece that has reimagined an
interior scene reminiscent of the 1970s.It is simple in a
natural square environment; imparting a soft impression
to the surrounding space.The form that is neither too
modern nor too natural easily matches with a neutral
space and is can also be changed by a combination of a
fabric to a sofa with various personalities.

MD-805-3PW（b・LMS-1）D-1 ＋ OP（e・ADC-4）

MD-805-2PL（c・PM-3）D-8

背・座・本体：張り
（a～esランク） 座：ポケットコイル、
ウレタンフォーム
背：ウレタンフォーム 背クッション：ポリエステル球状綿
脚部：オーク材 塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）
MD-805-3PW
MD-805-3P
MD-805-3PR/3PL
MD-805-2P
MD-805-2PR/2PL
MD-805-CLR/CLL
MD-805-CRR/CRL
MD-805-OT

W2400・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W2100・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W1935・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W1800・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W1635・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W900・D1635・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W900・D900・Ｈ750
（SH380）
・AH530
W900・D900・Ｈ380

MD-805-CLR（c・PM-3）D-8

MD-805-CRL（c・GA-2/GA-1）D-8

MD-805-OT（c・GA-2）D-8

MD-807
LIVING TABLE

柔らかなオーク材のフォルムをまとったリビングテーブル。
オーバル断面のオーク無垢材の脚は、空間に柔らかな
存在感を表現しました。MD-805 のソファテーブルとし
て、システムソファの一部として組合わせが可能です。
A living room table series that imparts the richness of
natural oak.A rounded shape at the end surface of the
table top and beautifully rounded corners impart a gentle
feeling.AH type combines with 805-type sofas, and the BH
type can serve as a coffee table and as a serving table.
天板：オーク突板

脚部：オーク無垢材

塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）

MD-807AL
（H350）
90：W900・D400 2本脚 90C：φ900 4本脚
120：W1200・D400 2本脚 90S：W900・D900 4本脚
MD-807AH
（H590）
90：W900・D400 2本脚 120：W1200・D400 2本脚
MD-807BH（H590）
45：φ450 60：φ600

MD-807AL-90C D-6

MD-807AH-90 D-1

MD-807BH-60 D-9

MD-807BH-45 D-3

MD-807BH-45 D-3

A-mode
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MD-301N
TV BOARD ／ CABINET

スクエアでシンプルな MD-301N TV ボード。
W1800,W2100,W2400 の３サイズ、
センターのフラップ扉には３タイプをご用意していますので、
インテリアシーンとライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
This simple and square TV board maintains a thick
frame but displays advancement with the addition of
white oak and an interchangeable module.
There are 3 sizes, W1800, W2100, W2400 and 3 types
of flap center door and it can be chosen to match
the interior scene and life style.
本体：オーク突板 扉：オーク材、
クリアガラス
開き扉用蝶番：ソフトクローズ機能付
ハンドル：亜鉛ダイカスト・サテンニッケル仕上げ
塗装：ポリウレタン塗装仕上（D-1～D-9）
MD-301（N/N-W/N-L/N-G）-180 W1800・D450・H500
MD-301（N/N-W/N-L/N-G）-210 W2100・D450・H500
MD-301（N/N-W/N-L/N-G）-240 W2400・D450・H500

開き扉にはソフトクローズ機能
付きの蝶番を使用しています。

MD-301N-W-180 D-7

MD-301N-L-210 D-8

MD-301N-G-210 D-8
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MD-301N-L-210 D-4 MD-210A-CLR（c・SB-3）D-4

MD-302
SHELF

究極のシンプルなデザイン。厚みのあるフレームが、天然木製の素材感を際立たせます。
しっかりとしたフォルムは、飾るものを引き立て、インテリアを優しく安定感のある空間に変えてくれます。
This shelf has an ultimate simple design. A thick frame highlights the natural wood texture.
The strong form makes things that are ornamented with look better, and this shelf changes your
room into the gently harmonious interior space.
本体：ホワイトアッシュ突板
（全5色）
）
／ウォールナット突板
（D-1） アジャスター付 オプション：上棚に照明付き
MD-302S/SL
MD-302W/WL

MD-302S ⑪D-5

W900・D400・H1750
W1800・D400・H1750

MD-302WL ⑫

MD-302S ⑪
RA-031H

A-mode

60

MD-803
ZAISU CHAIR

和の空間にモダンなインテリアシーンを創りだす座椅子です。スク
エアなデザインの中に柔らかな掛け心地を表現しました。ダイニング
チェアの MD-103N と統一感のあるデザインは、リビングに畳のあ
る日本の住宅にモダンスタイルのインテリアシーンを創りだします。
The legless chair series personifies “Wa” (the Japanese style
element) as an eclectic addition to the stylings of the A-mode
heritage series.It is suitable in size as a legless chair, and the
design combines the softness of a straight form using natural oak
for the frame.
MD-803A 背・座：張り
（a～esランク）
、座面：ウレタンフォーム フレーム：オーク材
塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）
MD-803C 背：張り
（a～esランク）
、座面：ハイグリップシート フレーム：オーク材
塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）
MD-803A
W530・D620・Ｈ425
（SH75）
MD-803C
W530・D620・Ｈ425
（SH25）
MD-803-ZC W630・D580・Ｈ150

MD-803A（b・LMS-1）D-3

MD-806-90 D-3 MD-803A（b・LMS-1）D-3

MD-803C（a・PP-9）D-1 + MD-803-ZC（a・PP-9）

MD-806
ZATAKU TABLE

無垢材のカーブが和の空間にナチュラルで柔らかなインテリアシーンを創りだす座卓です。
オーク材の木目を持つ座卓は和の空間にナチュラルでモダンな印象を与え、使い込むほどに
上質なヴィンテージ感をお楽しみいただけます。
This low table expresses the eclectic style of the A-mode heritage. The low table series can be
matched with both modern design and Japanese vintage style. The solid kneehole panel and
legs combined with the thick table top express natural and soft space with soft curving lines.
天板：オーク突板

MD-803-ZC（a・RX-5）+ MD-803-ZC（a・PP-9）
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脚部：オーク無垢材

塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）

MD-806-90
W900・D900・Ｈ350 MD-806-150
MD-806-180 W1800・D900・Ｈ350

W1500・D900・Ｈ350

MD-806-90 D-3

MD-804
ZAISU CHAIR

和の空間にナチュラルでモダンなインテリアシーンを創りだす座椅子
です。無垢材のカーブが柔らかな掛け心地を表現しました。ダイニン
グチェアの MD-503 と統一感のあるデザインは、リビングに畳のあ
る日本の住宅にモダンスタイルのインテリアシーンを演出します。
A l legless chair series of A-mode heritage style using solid oak.
The cap piece holds the back providing comfortable seating
while bringing out the curved solid oak in three dimensions.You
can choose the A-type – a simple form combining thick urethane
cushion and the C-type set seat cushion as you prefer.
MD-804A 背：張り
（a～esランク）
、座面：ウレタンフォーム フレーム：オーク材
塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）
MD-804C 座面：ハイグリップシート フレーム：オーク材 塗装：ポリウレタン塗装仕上
（D-1～D-9）
MD-804A
MD-804C

W585・D615・Ｈ425
（SH95）
W585・D615・Ｈ425
（SH25）

MD-804A（a・RX-5）D-1

MD-806-180 D-1 MD-804C（a・RX-5）D-1 MD-803-ZC（a・RX-5）D-1

MD-804C D-1 + MD-803-ZC（a・RX-5）

MD-806-180 D-1

A-mode
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『PMMA ＋ Wood：ピーエムエムエー ＋ ウッド』は、アクリル樹脂と木製
素材という異素材を組合せ、温かさと柔らかさを持った、今までに無い新し
いスタイルの家具です。優美で透明なアクリル樹脂と、暖かい木製素材の
出合いが、新たなデザインを生み出しました。アクリル樹脂を柔らかく温かみ
のある造形にするデザインは、花をモチーフにナチュラルな自然美を、座面
のシェル造形に取込みました。

Lotus
TA-001

TA-001SC（d・WO-35）D-1
AD-152-120C D-1
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Lotus
TA-001

［ロータス］

Dining Chair

Lotus は水辺に浮かぶ蓮の花びらをイメージしてデザインしました。
柔らかくカーブしたシェルは優しく身体を包み、
脚部のホワイトアッシュ材は柔らかな円形を描くフレームとシャープな脚部で構成され、
温かみのある優しい木理と色で、透明なシェルを支えます。
The Lotus is designed in the image of the petals of a lotus flower floating on the water.
The soft curve of the seat shell embraces the body gently and
white ash legs of the frame draw a soft round shave.
A gentle, warm wood grain and color supports a completely transparent shell.
TA-001
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂12t
脚部:ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5） 座クッション:ウレタンフォーム
TA-001S-W
W482・D570・H850
（SH420）
TA-001SC-W W482・D570・H850
（SH450）

TA-001S-W D-5

TA-001S-W D-3

TA-001SC-W（d・WO-44）D-4

TA-001SC-W（b・OL-1）D-4
TA-001S-W D-5

TA-006-210 D-5
PMMA + Wood
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Magnolia
TA-002

Wisteria Trellis
TA-006
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TA-002S（d・WO-21）D-3
TA-002A（d・WO-21）D-3
TA-006-240 D-3
RA-071H-NCV-S

Magnolia
TA-002

［マグノリア］

Dining Chair

Magnolia は木蓮科のこぶしをイメージしてデザインしました。
背からアームにかけて柔らかにカーブするシェルが早春に咲く白いこぶしの花びらを、
シェルを支える成型合板の脚は風になびく枝を感じさせます。
The Magnolia is designed in the image of a Magnolia kobus of the family Magnoliaceae.
The gently formed curve from the seat back to the arms invokes memories
of the petals of white magnolia blooms in early spring.
The legs are crafted from formed plywood and support the shell.
The image is one of a branch fluttering in the wind.
TA-002
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂12t 脚部:不均等厚成型合板＋ホワイトアッシュ突板、
ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5） 座クッション:ウレタンフォーム
TA-002S-W
W490・D544・H800
（SH420）
TA-002SC-W W490・D544・H800
（SH450）
TA-002A-W
W600・D544・H800
（SH420）
AH630
TA-002AC-W W600・D544・H800
（SH450）
AH630

TA-002SC-W（c・SB-1）D-4

Wisteria Trellis
TA-006

TA-002S-W D-5

TA-002AC-W（d・WO-45）D-3

TA-002A-W D-4

［ウィステリア トレリス］

Formal Table

Wisteria Trellis は藤棚をイメージしてデザインしました。テーブルの上に置かれるテーブルウェアが床に様々な影を落とし、木漏れ日に揺れる藤棚を感じさせます。
光を透過する厚さのある天板を支える脚部は、美しい構造体になっています。ダイニングテーブルだけでなく、オフィスのカンファレンステーブルとしても使用できます。
The Wisteria Trellis is designed in the eponymous image. The object on the table throws various shadows on the floor, giving the appearance of sunlight filtering through the leaves of a Wisteria Trellis.
The legs that support the table top have thickness that penetrates through light completing this beautiful structure. It can also be used as a conference table in the office as well as a dining table.
TA-006
天板:ポリメタクリル酸メチル樹脂25t
TA-006-180
TA-006-210
TA-006-240

脚部:ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5）、
アジャスター付

W1800・D1000・H720
W2100・D1000・H720
W2400・D1000・H720

TA-006-210 D-5

TA-006-210 D-5

PMMA + Wood
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Plum
TA-003

Plum Core
TA-007
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PMMA + Wood

TA-003-W（d・WO-19）D-3
TA-007H-90C D-3

Plum
TA-003

［プラム］

Lounge Chair

Plum は梅の花弁をイメージしてデザインしました。丸い輪郭の花びらのシェルは、
古来から和歌に歌われ静かな美しさを表現する梅の花を感じさせ、
真っ直ぐに伸びるホワイトアッシュ材の脚部から浮かぶように載せられます。
The Plum is designed in the image of plum petals.
The shell, reminiscent of the round outline of a petal,
embodies the beauty sung about in WAKA poetry
from ancient times and makes one feel the plum petals’ expression of quiet beauty.
It looks as though it is floating above the perfectly straight white ash.
TA-003
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂 背16t、座20t 脚部:ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5）
座クッション:ポケットコイル＋ウレタンフォーム 背クッション:ウレタンフォーム
TA-003-W W753・D645・H720
（SH400）

TA-003-W（d・WO-35 / d・WO-47）D-5

TA-003-W（d・WO-21）D-3

座：ポケットコイルスプリング

TA-003-W（d・WO-35 / WO-47）D-5

Plum Core
TA-007

［プラム コア］

Living Table

Plum Core はラウンジチェアの Plum の花弁を集める花芯をイメージしてデザインしました。
真っ直ぐにシェイブされた脚部によって支えられたラウンドテーブルは、ラウンジチェアが集まり梅の花が完成されます。
The Plum Core is designed in the image of a floral core that collects around itself the petals of the Plum lounge chairs.
The Plum setting is completed when the lounge chair petals unite with this round table that is supported by straight-shaved legs.
TA-007
天板:ポリメタクリル酸メチル樹脂25t
TA-007H-90C-W φ890・H550

脚部:ホワイトアッシュ材、
ポリウレタン塗装仕上げ
（D-1～D-5）、
アジャスター付
TA-007H-60S-W

W590・D590・H550

TA-007H-90C-W D-3

TA-007L-90S-W

W890・D890・H350

TA-007L-120-W

W1190・D590・H350

TA-007H-60S-W D-5

TA-007L-90S-W D-4

TA-007L-120-W D-2
PMMA + Wood
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社名にもなっている、最初のブランド『AD CORE：エーディコア』。イタリア
モダンデザインを意識した、シャープでエッジの効いたデザインテイストが持ち
味のブランドです。金属と成型合板、ソリッドウッドと 3 次元成型など、異素
材の組み合わせが、先進的な技術と考え方、モダンで主張し過ぎないデザイ
ンに凝縮されています。洗練されたモダンデザインと存在感は、さまざまな施
設で協調性の高いキャラクターとして信頼されるブランドです。

CERVO

1986
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

FRESCO
1986
Table
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AD CORE

AD-861A（c・参考仕様）N-4
AD-871A（c・参考仕様）N-4
AD-862A-90 ① N-4／N-4

CERVO

1986
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

草原に立つ若鹿のように、凛々しく躍動的なたたずまい。
「鹿脚」と名づけられたスレンダーな脚とスチールフレーム。そして、その上を浮遊しているかのような座面。
それは、機能を超えた美の結晶。新しい価値を吹き込まれた椅子チェルボ。
Imagine a young deer ready to leap over the grassland. Legs and steel frame support a seat
that seems to float. The value of CERVO is beauty and function.
AD-861A／AD-871A／AD-875A
背・座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキ ｏ
ｒブラック） 脚：ビーチ材（全13色）
AD-861DA／AD-871DA／AD-875DA
背：成形合板 ビーチ突板（全13色）+張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム 座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキ ｏ
ｒブラック） 脚：ビーチ材（全13色）
AD-861A ／ AD-861DA
（サイドチェア）
W450・D500・H775・SH435
AD-871A ／ AD-871DA
（アームチェア）
W520・D500・H775・SH435・AH645
AD-875A ／ AD-875DA
（カウンターチェア） W430・D450・H970・SH745

AD-861A（c・US-6232）／N-1

AD-861DA ①（e・ADC-6）N-1／N-9

AD-871A（c・US-6232）／N-4

AD-871DA ①（a・CBS-2）N-4／N-4

AD-875A（c・SB-4）／N-4

AD-875DA ①（e・ADC-6）N-4／N-5

FRESCO
1986
Table

スマートな「鹿脚」に支えられたテーブルシリーズ［フレスコ］
。天然素材の美しい表情と、
幕板などの補強材を取り去った潔いその姿。
“颯爽”という形容がよく似合うテーブル。
The stylish deer legs of FRESCO.
A design without rail support with a natural wood tabletop.A thoroughly refreshing table series.
AD-862A（4本脚） 天板：メラミン
（白）、
ビーチ突板（全13色） 脚：メープル材（全13色）
AD-862B（1本脚） 天板：メラミン
（白）、
ビーチ突板（全13色） 脚：スチールパイプ、
シナ合板（全13色） ベース：スチールプレート
（黒）
AD-862A
（90）
AD-862A
（135）
AD-862A
（180）
AD-862A
（120C）
AD-862B
（80）
AD-862B
（80C）
AD-862B
（90C）

W900・D900・H700
W1350・D900・H700
W1800・D900・H700
φ1200・H700
W800・D800・H700
φ800・H700
φ900・H700

AD-862A-90 ① N-1／N-1

AD-862B-80C ① N-4／N-4
AD CORE
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CERVO II
1996
Side Chair / Arm Chair

CENTRO II
2006
Table
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AD CORE

AD-961A（b・RP-1）N-8
AD-971A（b・RP-1）N-8
AD-062B-180（GF）N-8

CERVO II
1996
Side Chair / Arm Chair

草原に立つ若鹿のように、凛々しく躍動的なたたずまい。「鹿脚」と名づけられたスレンダーな脚とスチールフレーム。
腰を下ろし背をあずけた瞬間、心地よさに包まれる椅子。３次元成型の背座が身体に自然にフィットします。
「鹿脚」の脚線美はそのままに、進化したチェルボ デゥエ。
Real comfort from the moment you sit down.A 3D design provides a natural fit for hips and back.CERVO II now has stylish deer legs.
AD-961A／AD-971A 背・座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキ ｏ
ｒブラック） 脚：ビーチ材（全13色）
AD-961C／AD-971C 背・座：成型合板 ビーチ突板（全13色） フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキ ｏ
ｒブラック） 脚：ビーチ材（全13色）
●このイスはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。
AD-961A ／ AD-961C
（サイドチェア） W460・D525・H830・SH440
（425）
AD-971A ／ AD-971C
（アームチェア） W560・D525・H830・SH440
（425）
・AH640

AD-971A（b・RP-1）N-8
AD-062B-180（GF）N-8
AD-961A（c・SB-3）／N-1

AD-971A（es・ADM-3）／N-4／N-6

AD-971C ①（ビーチ）N-1／N-1

CENTRO II
2006
Table

1987 年に生まれたセントロの新しいバージョン。少し大きめのサイズを基
本にしたデザイン。柔らかなカーブを描いたフレームとメープルの脚、天板
のガラス、違う素材が柔らかなハーモニーを醸し出します。
This is a new version of the original 1987 Centro. It is a design based
on a slightly larger size. Harmony in this piece is caused by legs of the
finest maple that leads into a soft curve and the glass of the top board
and the use of different materials only accentuates this.
AD-062A（4本脚）
天板：ガラス10t（クリアガラス・飛散防止フィルム貼り、
フロストガラス・飛散防止フィルム貼り）
フレーム：スチールパイプ
（シルバー） 脚：メープル材（全13色）
AD-062B（3本脚、6本脚）
天板：ガラス10t（クリアガラス・飛散防止フィルム貼り、
フロストガラス・飛散防止フィルム貼り）
フレーム：スチールパイプ
（シルバー） 脚：メープル材（全13色）
AD-062A
（90）
AD-062A
（120C）
AD-062B
（90C）
AD-062B
（180）

W900・D900・H700
φ1200・Ｈ700
φ900・H700
W1800・D900・H700

AD-062A-120C（G）／ N-12

AD-062B-180（GF）／ N-12
AD CORE
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CERVO IV
2015
Side Chair / Arm Chair

LIBERTA II
2015
Dining Table
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AD CORE

AD-151S（参考仕様）N-8
AD-151A（参考仕様）N-8
AD-152-180 ⑪ N-8/N-8
RA-031H

CERVO IV
2015
Side Chair / Arm Chair

1986 年に生まれた「鹿脚」をイメージした CERVO/
チェルボ、1996 年に CERVO Ⅱ（デゥエ）
、2004 年
に CERVO Ⅲ（トレ）と時代を重ねながら、CERVOら
しい浮遊感と軽やかな「鹿脚」はそのままに、より快
適に進化しました。
The 1986 creation CERVO which I based on the
concept of the deer leg. The CERVO evolved to
the CERVO II (due) in 1996 and CERVO III (tre) in
2004 and is even now a central masterpiece within
the AD CORE brand. CERVO IV (quattro) was born
recently in the CERVO series. It keeps the light free
character and soft “deer leg” lines that one expects
of the CERVO brand but adds a newly evolved
comfort.
座・背：張り(a~esランク）成形合板+多層ウレタンフォーム
フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキorブラック）
脚：ホワイトアッシュ材（全13色）
AD-151S
（サイドチェア） W480・D570・H850・SH435
AD-151A
（アームチェア） W560・D570・H850・SH435・AH635

AD-151S（es・ADM-3）N-1

AD-151S（参考仕様）N-8

AD-151A（参考仕様）N-8

AD-151A（参考仕様）N-1

AD-151A（es・AVS-2）N-9

LIBERTA II
2015
Dining Table

浮遊する天板にソリッドの脚部の組合わせ。浮遊す
るデザインは脚部を支えるアルミダイカストのジョイント
パーツが可能にしています。木目も美しいホワイトアッ
シュ材の脚部は、楕円の断面を持ち、伸びやかで柔ら
かなフォルムを表現しています。
“A combination of solid leg and floating table top”It
evolved into a stylish table over time. Aluminium die
cast joints give the appearance of a floating tabletop. The legs of white ash have beautiful grain also
expressing natural softness with ovalcross-sections.
天板：メープル共芯合板、
ホワイトアッシュ突板（全13色）
脚部：ホワイトアッシュ材（全13色）
アルミダイカスト
（クロームメッキorブラック）
AD-152
（90）
AD-152
（150）
AD-152
（180）
AD-152C
（120）

W900・D900・H700
W1500・D900・H700
W1800・D900・H700
φ1200・H700

AD-152-180 ⑪ N-8/N-8

AD-152-90 ⑪ N-1/N-1

AD-152-120C ⑪ N-6/N-9
AD CORE
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CERVO III
2004
Side Chair / Arm Chair

AD-041S ①（es・AVS-2）N-4/N-8
AD-041A ①（es・AVS-2）N-4/N-8
AD-053-180 ③ N-4/N-8
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CERVO III
2004
Side Chair / Arm Chair

草原に立つ若鹿のように、凛々しく躍動的なたたずまい。
「鹿脚」
と名づけられたスレンダー
な脚とスチールフレーム。AD CORE の代表作であるチェルボの進化型 CERVO III
（チェ
ルボ トレ）
。均整のとれたハイバックのプロポーションに、型押しのクロコダイルをマテリア
ルに加えたラグジュアリー・スタイルのチェルボです。
We offer a new version of CERVO named CERVO III. Its extended seatback has a
more elegant look and some new materials of seat are added to CERVO III, leather
embossed with a crocodile touch and exclusive luxury leather. Only CERVO III is
available for this gorgeous selection of materials.
AD-041S／AD-041A
背・座：張り
（a～es・ecランク）、成型合板 ビーチ突板（全13色）、
マホガニー突板、
ウレタンフォーム
フレーム：スチールパーツ
（クロームメッキ ｏ
ｒブラック） 脚：ビーチ材（全13色）
●このイスはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。
AD-041S
（サイドチェア） W460・D525・H900・SH440
AD-041A
（アームチェア） W560・D525・H900・SH440・AH640

ec
（型押しクロコダイル）

AD-041S ⑨（es・ec）N-9

AD-041A ⑨（es・ec）N-9

REMO
2000
Folding Table

美しさと質の高さを誇るフォールディングテーブル［レモ］
。ガススプリングにより、軽く動かすだけで折りたた
みはスムーズ。アルミパーツも天然木のやわらかい風合いに包まれて、やさしげな印象になります。
REMO is a folding table both lovely and excellent. The gas springs only need a nudge to fold easily into
place.The natural wood enwrapping the aluminum is soft and warm.
AD-004（フォールディングテーブル）
天板：メープル共芯合板／メラミン
（白・黒）、
シナ単板(全13色) 脚：メープル材（全13色）、
アルミパーツ
（シルバー）、
ガスダンパー
（ブラック）
■REMOの脚パーツは強度にすぐれたAD COREオリジナルパーツです
（特願 2002-101961）
。
AD-004
（90） W900・D900・H700

AD-041S ⑨（es・ec）N-9 AD-041A ⑨（es・ec）N-9

AD-004T-180 N-5／N-9 RA-031H

AD-004-T90 N-1／N-9

AD-004
（150） W1500・D850・H700

AD-004
（180） W1800・D900・H700

AD-004-T180 N-12
AD CORE
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ADESSO
2005
Banquet Chair

SOTTILE
2005
Dining Table
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AD CORE

AD-051S（es・AVS-3）N-7
AD-051A（es・AVS-3）N-7
AD-051H-W N-7
AD-053-180 ⑨ N-7

ADESSO
2005
Banquet Chair

昨日でも明日でもない「今」を表現したチェア。既存のスタッキングチェアにはない、
新しいスタイルのバンケットチェアです。最高の加工精度を駆使し、奇をてらうことな
く、そのフォルムの中に技術を凝縮しデザインしました。
The ADESSO chair is a suitable chair for a new banquette at the next generation
the current and stacking chair and quite different. This design is an advanced form
design that was able to be achieved by using the highest processing technology.
AD-051S／051A
背・座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
フレーム：ビーチ材（全13色）+ビーチ成形合板
オプションハンドル：成型合板
ビーチ突板（全13色）
AD-051S W485・D515・H900・SH440
AD-051A W575・D515・H900・SH440・AH650

AD-051H-W

（ビーチ 成型合版）

イスの引き手として、ジャケットハン
ガーとしてお使いいただけます。

AD-051S-es（es・AVS-2）N-7

AD-051S-es（es・AVS-3）N-12

AD-051A（e・ADC-1）N-9

AD-051A（c・US-3147）N-11

SOTTILE
2005
Dining Table

無駄の無い、洗練されたシンプルで端正なテーブルです。
テーブルサイドを極限まで薄く見せた天板と力強い脚部のデザインは、
脚のジョイント部に技術とセンスを凝縮しました。
This SOTTILE table condenses a technical essence
to the thing and the leg collaboration part where the edge
of the top board is shown to the extreme thinness,
and is finished up in the table design simply refined.
AD-053

天板：メープル突板（全13色）、
マホガニー突板

脚：メープル材（全13色）

AD-053
（90） W900・D900・H720
AD-053
（150） W1500・D900・H720
AD-053
（180） W1800・D900・H720

AD-053-90 ③ N-11

AD-053-180 ⑨ N-1／N-12
AD CORE
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VALVA
1988
Side Chair / Arm Chair

成熟した家具と呼ぶにふさわしいバルバ。
背を花びらに例えた天然素材だけがもつ高級感をベーシックにデザイン。
時に磨かれてこそ輝きを増す質実剛健なたたずまいが、
ゆとりある上質な空間をつくります。
Frankly speaking, VALVA is urbane.
Natural materials and a basic design refined over time.
Simple and sturdy, your space filling with comfort.
AD-881A／AD-882A 背・座：布張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
背：成形合板 マホガニー突板、
ホワイトシカモア突板（全13色） 脚：ビーチ材（全13色）
AD-881A
（サイドチェア） W460・D520・H790・SH440
AD-882A
（アームチェア） W507・D520・H790・SH440・AH660

AD-881A ⑨（e・ADC-6）N-4／N-9

AD-882A ⑨（e・ADC-6）N-9

VALVA

1988
Dining Table / Big Table
AD-885 天板：マホガニー突板、
ホワイトシカモア突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）
AD-887 天板・脚：マホガニー突板、
ホワイトシカモア突板（全13色）
ウレタン・ハードコート塗装仕上（全てクリア仕上）
AD-885
（90） W900・D900・H700
AD-885
（150） W1500・D900・H700
AD-885
（180） W1800・D900・H700
AD-887
（180） W1800・D900・H720
AD-887
（210） W2100・D1000・H720
AD-887
（240） W2400・D1200・H720

AD-885-180 ⑦ N-1／N-6

AD-887-210 ⑨
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AD-882A ⑦（ea・Aa-3）N-1/N-9

CORDA
1992
Side Chair / Arm Chair

コルダのイメージは、繊細なメロディを奏でる弦楽器。時を経てさらに磨かれる凛とした気品と、
天然木の贅沢でやわらかい質感を表現しました。
CORDA, like a recital of stringed instruments. Refined over time, the soft,
rich touch of natural wood. Feel the harmony between man, time and space.
AD-921A／AD-922A

座：布張り
（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：成型合板ビーチ突板（全13色）

AD-921A
（サイドチェア） W450・D507・H800・SH445
AD-922A
（アームチェア） W540・D507・H800・SH445・AH620

AD-922A（e・ADC-6）N-7

AD-921A（c・SB-1）N-8

CORDA

1992
Dining Table / Living Table
AD-925A／AD-925AL

天板：アニーグレフリゼ突板（全13色）、
マホガニー突板

AD-925A
（90） W900・D900・H700 AD-925A
（150） W1500・D900・H700
AD-925AL
（80） W800・D800・H380

脚：メープル材（全13色）

AD-925A
（180） W1800・D900・H700

AD-925A-180 ② N-7

AD-925AL-80 ⑨ N-5

AD-922A（e・ADC-4）N-7
AD CORE

82

FIORE

1989
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

デザインが決して主張しない、使い込むほどに愛着を誘う花をイメージして創られた椅子。
そのベーシックな無垢のビーチ材から生まれたやさしいフォルムは、
日々の暮らしに迎え入れられて、その美しさを発揮します。
FIORE embraces you with a tried-and-true feeling.
Its gentle from made of pure beech wood. The word “basic”was born of such sense.
AD-891A／AD-893A／AD-894A
座：張り
（a～esランク）、合板下地+ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全13色）、
アルミダイカスト
（ブラック）
AD-891B／AD-893B／AD-894B
背・座：張り
（a～esランク）合板下地+ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全13色）、
アルミダイカスト
（ブラック）
AD-891A ／ AD-891B
（サイドチェア）
W420・D470・H780・SH440
AD-893A ／ AD-893B
（アームチェア）
W540・D470・H780・SH440・AH610
AD-894A ／ AD-894B
（カウンターチェア） W420・D450・H970・SH760

AD-891B（e・ADC-1）／N-6
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AD-893B（es・AVS-2）／N-4

AD-894B（a・MB-5）／N-11

AD-893B（es・AVS-2）N-4

REGINA

AD-901A（a・MB-5）N-8
AD-902A（a・MB-5）N-8
AD-905A-180 ② N-8

1990
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

張り地を替えることで、イメージが多彩に変化する椅子。温かく気品ある天然木のテーブル。
季節やスペースに合わせて“衣替え”
を楽しむことができます。
A chair with a wide-range of upholstery choice. Tabletops from cool glass to natural wood.
The simple design optimizes coordinating flexibility.
AD-901A／AD-902A／AD-903A
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 フレーム：スチールフレーム、
ビーチ材（全13色）
AD-901A
（サイドチェア）
W460・D520・H790・SH440
AD-902A
（アームチェア）
W530・D520・H790・SH440・AH650
AD-903A
（カウンターチェア） W410・D450・H970・SH750

AD-902A（a・MB-5）／N-8

AD-901A（a・MB-5）／N-8

AD-903A（a・MB-1）／N-5

REGINA
1990
Dining Table

AD-905A（木天板）
天板：アニーグレフリゼ突板（全13色）、
ホワイトシカモア突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）
AD-905A
（90）
AD-905A
（120Ｃ）
AD-905A
（150）
AD-905A
（180）

W900・D900・H700
φ1200・H700
W1500・D900・H700
W1800・D900・H700

AD-905A-90 ② N-4／N-4（アニーグレフリゼ）
AD CORE
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PIATTO
1989
Table

パーツの組み合わせで、インテリアに皿を並べるように変化を楽しめるテーブル。
天板とベースのバランスが生み出す絶妙なフォルムが魅力。
多彩なコーディネーションで幅広い空間イメージに応えます。
Parts that can be arranged flexibly.
The subtlety of form in balancing tabletop and base.
The sky's the limit in coordinating your space.
AD-898A（ベース：φ450）
天板：MDF
（ブラウン）
、
ビーチ突板
（全13色）
、
ガラス12t
（クリア、
フロスト） 脚・ベース：スチールパーツ
（ブラック or シルバー） 飾り木：ビーチ
（全13色）
AD-898HL（ベース：φ550）
天板：MDF
（ブラウン）
、
ビーチ突板
（全13色）
、
ガラス12t
（クリア、
フロスト） 脚・ベース：スチールパーツ
（ブラック or シルバー） 飾り木：ビーチ
（全13色）
AD-898A
（60C）
AD-898A
（75）
AD-898A
（80C）
AD-898HL
（90）
AD-898HL
（90C）
AD-898HL
（120C）

φ600・H700
W750・D750・H700
φ800・H700
W900・D900・H700
φ900・H700
φ1200・H700

AD-898A-75 ① B／N-4／N-4

AD-898HL-120C（GF）S／N-1
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AD-898A-80C Ⓕ S／N-5／N-5

AD-898HL-90C（GF）S・N-10
_ 参考仕様）
AD-895A N-10・S （
AD-895B（e・ADC-1）S
_ 参考仕様）
AD-896A N-10・S （
AD-896B（e・ADC-1）S

AMATO

1989
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

やわらかな曲線が描く、シンプルで無駄のないどこか懐かしいデザイン。
無機質なスチール家具のイメージに、やさしいフォルムが、懐かしい風景のように愛しく思えてきます。
Softly curving lines give new life to plain steel furniture.
A gentle design that reminds you of the past. AMATO, for a chair as warm as an old memory.
AD-895B／AD-896B／AD-897B
背・座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム フレーム：スチールパイプ
（ブラック ｏ
ｒシルバー）
●AD-895B、AD-896Bはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。
AD-895B
（サイドチェア）
W460・D510・H780・SH435
AD-896B
（アームチェア）
W570・D510・H780・SH435・AH655
AD-897B
（カウンターチェア） W450・D490・H970・SH750

AD-895B（e・ADC-1）／S

AD-896B（e・ADC-6）／B

AD-897B（es・AVS-1）／S

AD-897B（es・AVS-1）B
AD CORE
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ZEFFIRO

1989
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair / Table
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AD-911B ②（a・MX-9）N-1／N-1
AD-912B ②（a・MX-9）N-1／N-1
AD-914A-180 ② N-1／N-1

ZEFFIRO

1991
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

椅子の背から脚部へのゆるやかなライン。
そして、天然木の温もりが伝わるテーブル。
シンプルでありながら味わい深く、
長く使い継がれるべきスタンダードな家具ゼフィーロ。
風に向かう椅子をイメージしました。
Gentle lines from back to legs and the warmth of natural wood.
ZEFFIRO is simple yet tasteful design.
Furniture you will rely on for years to come.
AD-911A／AD-912A／AD-913A
背・座：成型合板 アニーグレフリゼ突板（全13色） フレーム：メープル材（全13色）
AD-911B／AD-912B／AD-913B
背：成型合板 アニーグレフリゼ突板（全13色）
座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材（全13色）
AD-911A ／ AD-911B
（サイドチェア）
W460・D540・H780・SH435
（445）
AD-912A ／ AD-912B
（アームチェア）
W540・D540・H780・SH435
（445）
・AH640
AD-913A ／ AD-913B
（カウンターチェア） W450・D496・H970・SH760

AD-911A ②／N-4／N-1

AD-912A ②／N-1／N-1

AD-912B ②（c・US-4342）／N-4

AD-913B ②（c・SB-4）／N-4／N-2

ZEFFIRO
1991
Dining Table

メープル材の全身を流れる潔いライン。
モダンで無駄をそぎ落としたシンプルなフォルムは
ジャパニーズモダンの粋です。
Clean and simple formed of maple
in the Japanese modern style.
AD-914A
天板：アニーグレフリゼ突板（全13色） 脚：メープル材（全13色）
AD-914A
AD-914A
AD-914A

W900・D900・H700
W1500・D900・H700
W1800・D900・H700

AD-914A-90 ②／N-4／N-4

AD-914A-150 ②／N-1／N-1
AD CORE
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ZEFFIRO LOUNGE
2000
Lounge Chair

このシンプルなラウンジチェアから生まれる、ゆったりとした上質のくつろぎ。
木とアルミの絶妙なコンビネーションによるアームの軽やかな美しさが、ラウンジをモダンに彩ります。
From this simple lounge chair enjoy a new level of relaxation.
Graceful arms made of wood and aluminum gives your lounge a modern feel.
AD-008S／AD-008A／AD-008AH
背・座：張り
（a～esランク）／座：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材（全13色）、
アルミパーツ
（ポリッシュ仕上）

背：布バネ・ファニチャーテープ、
ウレタンフォーム
（カバーリング）

AD-008S
（サイドチェア）
W600・D650・H800・SH420
AD-008A
（アームチェア）
W630・D650・H800・SH420・AH610
AD-008AH
（ハイバックチェア） W630・D680・H1000・SH420・AH610

AD-008S（e・ADC-1）N-3

AD-008A（c・US-4342）／N-1
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AD-008AH（e・ADC-6）N-12

AD-008A（a・RP-1）N-8
AD-027-65 ⑩ N-8
RA-031L

PASSO
1994
Side Chair / Arm Chair

無駄な装飾を省き、木の表現力を最大限に生かした木製スタッキングチェア パッソ。
ステップを踏む足音が聞こえて来そうな動きのあるデザインです。
強度を誇る 3 次元成型によって生まれたしなやかなフォルムが、機能と美の融合を物語ります。
Eliminating the frivolous for the full expression of wood.
The PASSO wood stack chair has supple 3D design, Reuniting function and beauty.
AD-941A／AD-942A
背・座：成型合板 ビーチ
（ 全13色） フレーム：ビーチ成型合板（全13色）
AD-941C／AD-942C
背・座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ成型合板（全13色） アーム：スチール
（シルバー）
●このイスはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。●PASSOには不適合張り地がありますのでご注意ください。
AD-941A ／ AD-941C
（サイドチェア） W470・D520・H765・SH440
（455）
AD-942A ／ AD-942C
（アームチェア） W560・D520・H765・SH440
（455）
・AH640

AD-941A ① N-1／N-1

AD-942C（c・US-1240）N-1

AD-941A ① N-11
AD CORE
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PADRONA
1998
Side Chair / Arm Chair

PIATTINO
1998
Table

AD-985B（e・ADC-1）N-4
AD-984B（e・ADC-1）N-4
AD-989B-120（天板ガラス・参考仕様）
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PADRONA
1998
Side Chair / Arm Chair

女主人と名つけられたモダンとノスタルジーが溶け合った端麗なデザインのチェア。
アームの絶妙なアールと脚部の曲線は 3 次元成型によるもので、
強度アップと、座り心地のよさを約束してくれます。
A beautiful design blending the modern and nostalgic.
The "R" in arm and curve of the legs are 3D designed.
AD-985A／AD-984A
背：成型合板ビーチ突板（全13色） 座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム
フレーム：ビーチ材+成形合板（全13色）
AD-985B／AD-984B
背・座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材+成形合板（全13色）
AD-985A ／ AD-985B
AD-984A ／ AD-984B

W475・D505・H820・SH430
W560・D505・H820・SH430・AH650

AD-985B（e・ADC-1）／N-6

AD-984A（e・ADC-4）／N-1

AD-985A（e・ADC-2）N-4

AD-984B（e・ADC-3）N-8

PIATTINO
1998
Table

天板は大きなトレー、というユニークな発想から生まれたこのテーブル。脚部で天板を浮かせる構造になっています。
軽快なガラス天板と、重厚な木天板。テーブルトップのマテリアルを変えることで、インテリアの印象は大きく変化します。
Imagine a large dining tray floating over table legs. Select from solid wood to buoyant glass, And change the feel of your interior.
AD-989A（T脚） 天板：ビーチ突板（全13色）、
アニーグレフリゼ
（全13色）、
ガラス12t（クリアガラス、
フロストガラス） 脚：メープル材（全13色）
AD-989B（X脚） 天板：ビーチ突板 矢羽貼り
（全13色）、
アニーグレフリゼ
（全13色）、
ガラス12t（クリアガラス、
フロストガラス） 脚：メープル材（全13色）
AD-989A
（T脚） W1500・D900・H690
（ガラス）
H710
（木天板）
AD-989A
（T脚） W1800・D900・H690
（ガラス）
H710
（木天板）
AD-989A
（T脚） W2100・D900・H690
（ガラス）
H710
（木天板）

AD-989B
（X脚） W900・D900・H690
（ガラス）
H710
（木天板）
AD-989B
（X脚） φ900・H690
（ガラス）
H710
（木天板）
AD-989B
（X脚） φ1200・H690
（ガラス）
H710
（木天板）

AD-989A-210 ② N-1／N-1

AD-989B-120 ① N-4／N-4

AD-989B-120（G）／N-4
AD CORE
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FINO

1999
Side Chair / Arm Chair

LIBERTA
Table

AD-991A（a・参考仕様）N-8
AD-992A（a・参考仕様）N-8
AD-892A-150 ① N-1／N-8
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FINO

1999
Side Chair / Arm Chair

極限までシンプルに、流れるような脚部と
ゆるやかにカーブした座部の優雅な交わり。
フィーノ＝薄い、の名が象徴するしなやかな背座が、
適度なしなりで身体をやさしく包みこんでくれます。
Flowing legs and supple seat reveal fine curves.
The chair back fits your contours gracefully.
As the name suggests, FINO is "thin".
AD-991A／AD-992A
背・座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム
フレーム：成型合板ビーチ突板（全13色）
AD-991C／AD-992C
背・座・フレーム：成型合板ビーチ突板（全13色）
●このイスはスタッキングタイプです。スタッキング台車は受注生産にて承ります。
AD-991A ／ AD-991C
（サイドチェア） W465・D520・H800・SH440
（425）
AD-992A ／ AD-992C
（アームチェア） W530・D520・H800・SH440
（425）
・AH630

AD-991A（c・US-1240）／N-1

AD-991C ①（ビーチ）N-6／N-1

AD-992A（e・ADC-1）／N-3

AD-992C ① N-6／N-1

LIBERTA
Table

浮いたようなシャープな天板にソリッドのテーパー脚部の組み合わせ。
幕板を持たないミニマムなデザインは、クロームメッキ仕上げのアルミダイカストの
ジョイントパーツが可能にしています。天板にはシャープなエッジのテーパータイプと、
柔らかな小口面のラウンドタイプを用意しました。
AD-892A（三角脚）
天板：メープル共芯合板／メラミン
（白）、
ビーチ突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）、
アルミダイカスト
（クロームメッキ or ブラック）
AD-892B（丸脚）
天板：メープル共芯合板／メラミン
（白）、
ビーチ突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）、
アルミダイカスト
（クロームメッキ or ブラック）
AD-892A ／ AD-892B
AD-892A ／ AD-892B
AD-892A ／ AD-892B
AD-892A ／ AD-892B
AD-892A ／ AD-892B
AD-892A ／ AD-892B

（80）
W800・D800・H700
（90C）
φ900・H700
（120C）
φ1200・H700
（135）
W1350・D800・H700
（楕円形）
（135T）
W1350・D800・H700
（150）
W1500・D800・H700

AD-892B-120C ① N-1／N-5

AD-892A-80 ① N-1／N-1
AD CORE
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SPADA

2000
Side Chair / Dining Table

AD-005B（e・ADC-4）N-1
AD-006-T150 ① N-1／N-6
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SPADA
2000
Side Chair / Dining Table

剣のように細くシェイプされた脚線は華奢でありながら、しっかりした座り心地です。
優れたデザインと高度な技術によって「繊細にして堅牢」というスパーダが誕生しました。
Slender legs support a surprisingly comfortable seat.
Superior design and wood craftsmanship have created the legendary durability of SPADA.
AD-005B

背：成型合板ビーチ突板（全13色） 座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全13色）

AD-005B

W440・D500・H765・SH430

AD-005B（e・ADC-4）／N-4 AD-005B（e・ADC-1）／N-5 AD-005B（a・MB-5）／N-1

SPADA
2000
Dining Table

驚く程シェイプしたビーチ材を脚部に用いた
スパーダシリーズ。細くテーパー加工された脚部は、
シンプルなデザインだからこそ求められる
高度な加工技術です。
All SPADA series have very slim legs.
These tapered legs are made
by high processing technology.
AD-006（テーブル）
天板：メラミン
（白・黒）、
ビーチ突板（全13色） 脚：ビーチ材（全13色）
AD-006
（90） W935・D935・H700
AD-006
（150） W1535・D835・H700
AD-006
（180） W1835・D935・H700

AD-006-M90 M（メラミン黒）／N-1

AD-006-T180 N-1／N-6
AD CORE
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ARCO

2001
Side Chair / Arm Chair
Counter Chair / Table

AD-013C N-10
AD-011A ①（e・ADC-1）N-5
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ARCO

2001
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair

あくまでもシャープに、そしてシンプルに。弓をイメージしたスチールフレームと、
背座のおだやかなカーブによる風紋のようなラインが美しく波打つ曲線美のチェアです。
In the end there is simplicity.The gentle wave of the seat and back lined up side-by-side.Curvature crafted to perfection.
AD-011A／AD-012A／AD-013A
背・座：成形合板 ビーチ突板
（全13色）+ 張り
（a～esランク）
、
ウレタンフォーム アーム：ビーチ突板
（全13色） フレーム：ハイテンション パイプ（クロームメッキ）
AD-011C／AD-012C／AD-013C
背・座：成形合板 ビーチ突板（全13色） アーム：ビーチ突板（全13色） フレーム：ハイテンション パイプ（クロームメッキ）
AD-011A ／ AD-011C W500・D510・H790・SH435
（420）
AD-012A ／ AD-012C W580・D510・H790・SH435
（420）
・AH620
AD-013A ／ AD-013C W485・D480・H1000・SH750

AD-011A ①（e・ADC-1）N-10

AD-011C ① N-1

AD-012A ①（ea・Aa-1）N-12

AD-013A ①（e・ADC-6）N-10

AD-013C ① N-11

ARCO
2001
Table

弓をイメージしたスチールフレームが、
シャープかつシンプルなテーブルです。
Sharp and simple table.
Steel legs are inspired by bows.
AD-014
天板：メラミン
（白）、
メープル共芯合板 ビーチ突板（全13色）
脚：スチール
（クロームメッキ）
AD-014
（80） W800・D800・H700
AD-014
（90） W900・D900・H700
AD-014
（150） W1500・D800・H700

AD-014-80 N-10

AD-014-150 ① N-1
AD CORE
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REMO II
2002
Folding Table

フォールディングテーブルの機能美をさらに進化させたレモ デゥエ。
ボートのオールのような脚を持った木製レモのスチールバージョンです。
Style worth boasting about. The functional elegance of REMO II gets better and better.
AD-028（フォールディングテーブル）
天板：メラミン
（白・黒）、
ビーチ突板（全13色） 脚：スチールロッドクロームメッキ仕上、
ガスダンパー
（黒）
AD-028-90
AD-028-150
AD-028-180

W900・D900・H700
W1500・D800・H700
W1800・D900・H700

AD-028-90 M・N-1

AD-028-150 ① N-1

AD-028-150T ① N-11
AD CORE
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LUSSO

2002
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair /
Lounge Chair / Dining Table / Big Table

AD-021C（a・RP-1）N-4
AD-022C（a・RP-1）N-4
AD-025-180 N-4/N-4
RA-071H-NC
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LUSSO

2002
Side Chair / Arm Chair / Counter Chair / Lounge Chair

シンプルな豪華さをイメージしたルッソ。
そのこだわりは細部にまで至り、丁寧に仕上げています。
オーク材のオープンフィニッシュ仕上げが、ひとクラス上のインテリアを演出します。
Dignified but new, sharp but voluptuous.The open finish of the solid oak.
An interior space a class above the rest.
AD-021A／AD-022A／AD-023A 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 脚：オーク材（全13色）
AD-021C／AD-022C／AD-023C 背・座：成形合板 オーク材
（全13色）
＋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 脚：オーク材
（全13色）
AD-024A 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 脚：オーク材（全13色）
AD-021A ／ AD-021C
（サイドチェア）
AD-022A ／ AD-022C
（アームチェア）
AD-023A ／ AD-023C
（カウンターチェア）
AD-024A
（ラウンジチェア）
AD-020HL
（オプションハンドル）

W460・D520・H860・SH440
W555・D520・H860・SH440・AH655
W460・D485・H1025・SH750
W650・D650・H800・SH400

AD-020HL

AD-022A（es・ADM-3）N-12 AD-021A（es・ADM-3）N-12 AD-023A（es・ADM-3）N-12

AD-024A（b・LMS-2）N-12

LUSSO

2002
Dining Table / Big Table

シンプルな豪華さをイメージしました。
仕立てはあくまでも丁寧に、細部にま
でこだわりクロームメッキのパーツがオ
リジナリティを高めています。
Simple luxury, that is what we try to
express. Fine finished details with
chromium plating plates between the
legs and the table tops.
AD-025／AD-026
天板：オーク突板（全13色）
脚：オーク材（全13色）、
スチールプレート（クロームメッキ）
AD-025
（90）
AD-025
（150）
AD-025
（180）
AD-026
（210）
AD-026
（240）

W900・D900・H720
W1500・D900・H720
W1800・D900・H720
W2100・D900・H720
W2400・D900・H720

AD-025-90 ⑩ N-4／N-4 AD-025-180 ⑩ N-11／N-11

AD-026-240 ⑩ N-12 脚部が100m／mピッチで6段階に移動します。
AD CORE
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IRIS

2006
Side Chair / Arm Chair

花菖蒲のような柔らかなラインを持った AD CORE スタイルのスタッキングチェア。
華美な装飾を排した、全方向からの視線にも美しく見える構造が特徴です。
The AD CORE style stacking chair with soft lines like an iris.
The ostentatious decoration was cleared away; a structure that looks beautiful
at a glance from all directions is also a feature.
AD-061A／AD-071A
背：成型合板 ビーチ突板（全13色）、
マホガニー突板 座：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム
フレーム：ハイテンション パイプ（クロームメッキ、黒鏡面）
AD-061C／AD-071C
背・座 成型合板 ビーチ突板（全13色）、
マホガニー突板 フレーム：ハイテンション パイプ（クロームメッキor黒鏡面）
AD-061A/C
（サイドチェア） W500・D530・H850・SH435
（420）
AD-071A/C
（アームチェア） W570・D530・H850・SH435
（420）

AD-061A ①（e・ADC-1／N-12）B

AD-071C ⑨／C
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AD-061A ⑨（es・AVS-2）C

AD-071C ① N-9／C

AD-061C ① B／N-12

NINFEA
2006
Table

睡蓮の葉のような柔らかなエッジの天板をバリエーションに持つテーブル。
A table with a top board of soft edges like a lotus leaf.
The top board is like a mirror, finished with highest peak Wajima lacquer.
It is a table that will extend beyond this generation into the next.
The steel base is a platform on which the table floats.
AD-065H／AD-065L
天板：MDF、
ビーチ突板（全13色）、輪島塗
AD-065H ／ AD-065L
（45C）
AD-065H ／ AD-065L
（60C）
AD-065H ／ AD-065L
（60）
AD-065H ／ AD-065L
（80D）

脚：スチールパイプ
（クロームメッキor黒鏡面）、
ビーチ突板（全13色）

φ450・H700/H600
φ600・H700/H600
W600・D600・H700/H600
W800・D600・H700/H600

F：MDF JB、
JT：輪島塗

T：ビーチ柾

AD-065H-60-T-B ／N-5／N-5

AD-065L-80D-T-C ／N-1／N-1

AD-065H-60C-F-C ／N-7／N-9

AD-065L-45C-F-B ／N-9／N-7

AD-065L-60 C-F-C／N-2
AD CORE
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CAMBIA

2008
Dining Chair / Dining Table

AD-081S（es・参考仕様）N-9
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AD-083-CG90（CG）N-9

CAMBIA
2008
Dining Chair

エーディコアが得意とする 3 次元成型合板のシェルを持つ木製のスタッキングチェア。
独特のスタイルと独創的な構造を持ち、
座り心地を重視した新しいコンセプトのコンフォートチェアです。
Stacking chair with 3D molded plywood shell.
They have unique styles and creative structures with great comfortableness.
AD-081S
背・座：成型合板 ビーチ突板（全13色）+ 張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
フレーム：ビーチ材+成形合板（全13色） オプションボタン：張り
（a～esランク）
AD-081S

W510・D510・H780・SH440

BT オプションボタン

AD-081S（es・AVS-1）N-9 AD-081S-BT（e・ADC-1）N-7 AD-081S（参考仕様）N-11

CAMBIA
2008
Dining Table

木製フレームと木天板、カラーガラス天板の様々な組合わせがデザインイメージを広げます。
Wooden frames, wooden tops, and colored glass tops.Various combinations of these can fit in any interiors.
AD-083

天板：ビーチ材、
ビーチ突板（全13色）、
カラーガラス
（全2色） 脚：ビーチ材（全13色）

AD-083
（90） W900・D900・H700

AD-083
（180） W1800・D900・H700

AD-083
（90C） φ900・H700

AD-083
（120C） φ1200・H700

ビーチ材

AD-083-CG90 N-9

AD-083-CG120 N-8

AD-083-T180 N-11／N-7

カラーガラス
（全2色）

AD CORE
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LINEA
2008
Dining Chair

LUNA
2003
Table

AD-031A ①（a・RP-4）N-12
AD-033HL-120T N-12／N-12
RA-071H-NC
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LINEA
2008
Dining Chair

フォルムが「線」を描くように繋がるデザインと構造の融合。素材感を損なうことなく、
高度な加工技術によって完成された独創的なスタイルのアームチェアです。
The amalgamation of form into construction.
The ingenious styling armchair "LINEA" was accomplished with advanced processing.
AD-031A
背・座：成型合板 ビーチ突板（全13色）、
メープル突板（全13色）+張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
フレーム：成型合板 ビーチ突板（全13色）、
メープル突板（全13色）
AD-031A

W530・D560・H780・SH440・AH640

AD-031A ③（e・ADC-6）N-11／N-11

AD-031A ①（e・ADC-1）N-12／N-12 AD-031 ①（参考仕様）N-10／N-9

LUNA
2003
Table

支柱の削り出しにより、一体感を持った木製のフレーム。
優雅でモダンなフォルムを持ちながらどこか懐かしさを感じさせる、
今までになかった一本脚の木製テーブルです。
The wooden frame gives a feeling of onenessbecause of the whittled column.
The one legged wooden table is as if never seen before.
It has a grace and modern form with an air of nostalgia.
AD-033A／AD-033HL
天板：メープル突板（全13色）
支柱：メープル材（全13色）、芯材支柱・ベース：スチール

ベース：メープル突板（ウレタン塗装、ハードコート仕上）

AD-033A
（65C） φ650・H700 AD-033A
（80C） φ800・H700 AD-033A
（90C） φ900・H700
AD-033HL
（120C） φ1200・H700 AD-033HL
（150C） φ1500・H700

AD-033A-65 ③ N-6／N-6／N-6

AD-033HL-150 ③ N-6／N-6／N-6
AD CORE
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PACE

2011
Side Chair / Arm Chair / Dining Table

AD-111S-C ⑫（参考仕様）
AD-111A-C ⑫（参考仕様）
AD-115B-210 ⑫
RA-031H
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PACE

2011
Side Chair / Arm Chair

エーディコアらしいシャープなイタリアンモダンテイストを持ちながら、
柔らかな優しい印象を持つダイニングシリーズ。
フォーマルな印象の中に家族が集えるリラックスしたイメージを与え
無垢の家具にありがちな重厚さではなく、木の持つ柔らかな素材感を引き出すシリーズです。
This dining room series was designed with the concept of tenderness based on an Italian modern taste.
While it has a formal taste, it also has a casual and relaxed atmosphere
that you have in a happy family environment. It was designed to express a natural feeling of solid wood.
AD-111S-A／AD-111A-A
背・座：張り
（a～esランク）、布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
フレーム：ウォールナット材、ホワイトアッシュ材（全13色）
AD-111S-C／AD-111A-C
背：成形合板 ウォールナット突板、
ホワイトアッシュ突板 ポリウレタン塗装（全13色）
座：張り
（a～esランク）、布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
フレーム：ウォールナット材、ホワイトアッシュ材（全13色）
AD-111S-A/C
（サイドチェア） W510・D540
（535）
H850・SH450
AD-111A-A/C
（アームチェア） W580・D540
（535）
H850・SH450・AH640

AD-111S-A ⑪（a・MB-4）N-1

AD-111A-A ⑫（a・MB-7）

AD-111A-C ⑫（参考仕様）

AD-111A-C ⑪（b・TH-16）N-11

PACE
2011
Dining Table

ソリッドテーブルならではの天板から脚先まで流れるようなラインは、木材の持つ素材感を引き出しました。
Solid woods are shaped into flowing form so as to enjoy wood texture.
AD-115A／AD-115B／AD-115C

天板・脚：ウォールナット無垢材、
ホワイトアッシュ無垢材（全13色）

AD-115A
（150） W1500・D850・H700
AD-115B
（150） W1500・D900・H700
AD-115C
（150） W1500・D900・H700

AD-115A-150 ⑫

AD-115A
（180） W1800・D900・H700
AD-115B
（180） W1800・D950・H700
AD-115C
（180） W1800・D950・H700

AD-115A
（210） W2100・D1000・H700
AD-115B
（210） W2100・D1100・H700
AD-115C
（210） W2100・D1100・H700

AD-115B-210 ⑫

AD-115C-180 ⑪ N-1
AD CORE
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CIRCOLO II
1998
Stool

ＡＤ ＣＯＲＥの名品をリモデル。
遊び心あふれるサイコロをイメージしたデザインは、キャリーやスタッキングをも考慮しました。
ひとつでアクセントに、いくつも並べてグループで、さまざまな使い方を楽しむことができます。
The remodeled AD CORE masterpiece.
The whimsical design enables carrying and stacking. Enjoy for a variety of uses.
AD-982A
AD-982P

座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム 本体：ビーチ突板（全13色）
座：成型合板 ビーチ突板（全13色） 本体：ビーチ突板（全13色）

AD-982A W390・D390・H440
AD-982P W390・D390・H425

AD-982A（ea・Aa-1）N-8
AD-982A（ea・Aa-1）N-8
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AD-982P 参考商品

AD-982A（e・ADC-4）N-1

MEDUSA
1998
Stool

その名のとおり、メデューサのイメージは水中をゆらめくクラゲ。
円形の座と、ゆるやかにカーブした脚がユーモラスなフォルムを描きます。
Circular with gently curving legs, MEDUSA is whimsically comical.
As the name suggests, the stool is modeled after a rippling jellyfish.
AD-981A-A／AD-981B-A／AD-981C-A
座：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム フレーム：ビーチ材（全13色） 足掛け：スチールロッド
（クロームメッキ）
AD-981A-P／AD-981B-P／AD-981C-P
座：成型合板 ビーチ突板（全13色） フレーム：ビーチ材（全13色） 足掛け：スチールロッド
（クロームメッキ）
AD-981A-A/P
AD-981B-A/P
AD-981C-A/P

W432・D432・H750
（725）
W432・D432・H600
（575）
W360・D360・H450
（425）

AD-981A-A（es・AVS-2）N-4
AD-981C-P ① N-6

AD-981B-P ① N-4／N-9

AD-981A-A（e・ADC- 4）N-1
AD CORE
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FESTA

AD-986A-2P（c・SB-6）N-4／N-4

1998
Lounge Chair / Love Chair

まるで一枚の花びらのような、やわらかなフォルム。
休日にゆったりとくつろぐ為の椅子です。
3 次元成型によってつくられた背からアームへのカーブは、
身体をやさしく包み込んで、この上ないやすらぎをもたらしてくれます。
Enwrapping the body in mellow relaxation.
Curves and 3D form created by highly skilled hands.
AD-986A
背：成型合板 メープル突板（全13色）
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（全13色）
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（全13色）
●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-986A-1P
（アームチェア）
AD-986A-2P
（ラブチェア）
AD-986B-1P
（アームチェア）
AD-986B-2P
（ラブチェア）

W650・D630・H800・SH420・AH580
W1250・D630・H800・SH420・AH580
W650・D635・H800・SH420・AH580
W1250・D635・H800・SH420・AH580

AD-986A-1P（e・ADC-4）N-1／N-6

AD-986A-2P（c・US-4342）N-4／N-4

AD-986B-1P（c・US-4342）N-1／N-1

AD-986B-2P（c・US-1240）N-1／N-1
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FESTA GRANDE
2000
Lounge Chair

包み込まれるような座り心地と上品な存在感のラウンジチェア。
手軽に印象を変えられるカバーリングシステムでさまざまなイメージを楽しむことが可能です。
Enwrapping comfort is the charm of FESTA GRANDE.
A cover system for changing seat covers is available to enjoy a variety of interior moods.
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（全13色）／アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上）
AD-007
（ラウンジチェア） W750・D790・H850・SH400・AH560

AD-007（a・MB-5）AL／N-5

AD-007（参考仕様）AL／N-5

AD-007（b・TH-03）AL／N-1
AD CORE

113

REGALO
1999
Sofa / Ottoman

クラシックなソファの魅力を残しながら、空間に贈り物のような華やかさをもたらすソファ レガロ。
やわらかさとシャープさ、ふたつのラインが美しい調和を生み出します。
A modern design that preserves the classic charms of a sofa.
Softness and shape in complete harmony.
AD-001
座：張り
（a～esランク）
バネ下地・弾性ベルト、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム （カバーリング） 脚・フレーム：メープル材（全13色）
AD-001-1P W850・D760・H800・SH400・AH600
AD-001-2P W1440・D800・H800・SH400・AH600
AD-001-3P W2040・D800・H800・SH400・AH600
AD-001-0P W760・D600・H400

AD-001-OP（a・CBS-1）／N-6

AD-001-3P（a・MX-2）／N-6
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クッション
（オプション）

AD-001-3P（b・参考仕様）N-7

CALMA

AD-988-2P（e・ADC-3）N-7
AD-065L-45C JB-B／N-7

1998
Sofa

モダンで落ち着いた雰囲気が薫る平静という名のカルマ。
洋でもない和でもない独特のイメージとそのコンパクトさが、どんな空間にも違和感なく溶け込みます。
The modern, quiet comfort of CALMA.
Neither western nor oriental, the compact size is harmonious in any space.
AD-988
座：張り
（a～esランク）
バネ下地・弾性ベルト、
ウレタンフォーム
背：張り
（a～esランク）
ウレタンフォーム 背・座・座下：カバーリング ※アーム部分は交換不可 フレーム：メープル材（全13色）
AD-988-1P
AD-988-2P
AD-988-3P
AD-988-K

W700・D700・H750・SH400・AH600
W1340・D700・H750・SH400・AH600
W1940・D700・H750・SH400・AH600
W350・D350・H200

AD-988-1P（c・US-6232）N-6

AD-988-3P（c・US-1240／6232）／N-1

クッション
（オプション）

AD CORE
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ARIA
2000
Sofa

AD-009B-3P（b・参考仕様）W／N-11 クッションオプション
AD-009B-1P（ea・Aa-3）W／N-11
AD-016A-100W ／N-12 + AD-027-65 ／N-12
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ARIA
2000
Sofa

空間を漂うようにゆったりくつろげる心地よさ、端正なフォルム
に加えて豊富なバリエーションが魅力のアリア。スクエアなスタ
イルとＲをつけたアームが、しなやかなやすらぎを感じさせます。
Noble and supremel comfort. ARIA is rich in variation. Square
style and R-shaped arm rests offer complete comfort.
AD-009A
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）
背：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム カバーリング
背・フレーム：メープル突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ仕上）
AD-009B
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）
背：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム カバーリング
背・フレーム：メープル突板（全13色）
アーム：成形合板 メープル突板（全13色）
脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上）
AD-009A-1P
AD-009A-2P
AD-009A-3P
AD-009B-1P
AD-009B-2P
AD-009B-3P

W600・D870・H800・SH400
W1400・D870・H800・SH400
W2100・D870・H800・SH400
W800・D870・H800・SH400
W1600・D870・H800・SH400
W2300・D870・H800・SH400

AD-009B-3P（a・CBS-1）W／N-1／N-1／N-1 クッション（オプション）

AD-009B-1P（参考仕様）W／N-1

AD-009B-2P（参考仕様）W／N-1

AD-009A-3P（e・ADC-6）AL・N-1
AD CORE
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ZONA

2001
Sofa / Chaise Longue /
Ottoman / Living Table

AD-015BR-2PL ③（b・TH-17）AL/N-1 + AD-015LL③（b・TH-17）AL/N-1
AD-007 ③（b・TH-03）AL/N-1 AD-016B-120 GF③ AL/N-1
RA-031L RA-031H
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ZONA

2001
Sofa / Chaise Longue / Ottoman

リビングとダイニングの境界を分ける為に生まれたソファ。
シンプルなデザインと異素材の出会いで、無限に組み合わせが広がります。
背部にまわした天然木がモダンな印象をアピールします。
Simple design and combination of diverse materials provide limitless combination.
A back of natural wood has a modern sense.
AD-015 Low ローバック
（H700）
座：張り
（a～esランク）、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背・フレーム：メープル突板（全13色）、
チーク突板 脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上）
AD-015A-1PL
AD-015BR-1PL／AD-015BL-1PL
AD-015B-1PL
AD-015A-2PL
AD-015BR-2PL／AD-015BL-2PL
AD-015B-2PL
AD-015A-3PL
AD-015BR-3PL ／ AD-015BL-3PL
AD-015B-3PL
AD-015C-L
AD-015LR-L ／ AD-015LL-L

W820・D850・SH400
W850・D850・SH400
W880・D850・SH400
W1600・D850・SH400
W1630・D850・SH400
W1660・D850・SH400
W2100・D850・SH400
W2130・D850・SH400
W2160・D850・SH400
W850・D850・SH400
W850・D1630・SH400

AD-015B-1PL ③（a・MX-2）／W／N-6／N-6

AD-015A-2PL ⑧（a・MX-2）／AL

座：ポケットコイルスプリング

AD-015BL-3PL ⑧（a・MX-2）／AL

AD-015C-L ⑧（a・MX-2）／AL

AD-015LR-L ⑧（a・MX-2）／AL
AD CORE
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ZONA

2001
Sofa / Chaise Longue / Ottoman / Living Table

AD-015BR-2PH ③（c・US-1240）AL／N-1
AD-015LL-H ③（c・US-1240）AL／N-1
AD-016B-120T ③ AL／N-1
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ZONA
2001
Sofa / Chaise Longue / Ottoman

リビングとダイニングの境界を分ける為に生まれたソファ。シンプル
なデザインと異素材の出会いで、無限に組み合わせが広がります。
背部にまわした天然木がモダンな印象をアピールします。
Simple design and combination of diverse materials provide limitless
combination. A back of natural wood has a modern sense.
AD-015 High ハイバック
（H850）
座：張り
（a〜esランク）、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背：張り
（a〜esランク）、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背・フレーム：メープル突板（全13色）、
チーク突板
脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上）
AD-015A-1PH
AD-015BR-1PH／AD-015BL-1PH
AD-015B-1PH
AD-015A-2PH
AD-015BR-2PH／AD-015BL-2PH
AD-015B-2PH
AD-015A-3PH
AD-015BR-3PH ／ AD-015BL-3PH
AD-015B-3PH
AD-015C-H
AD-015LR-H ／ AD-015LL-H
AD-015OT-1P
AD-015OT-2P

W820・D850・SH400
W850・D850・SH400
W880・D850・SH400
W1600・D850・SH400
W1630・D850・SH400
W1660・D850・SH400
W2100・D850・SH400
W2130・D850・SH400
W2160・D850・SH400
W850・D850・SH400
W850・D1630・SH400
W820・D820・SH400
W1600・D820・SH400

AD-015LL-H ③（c・US-1240）／AL／N-1

AD-015BR-2PH ③（c・US-1240）／AL／N-1

1/100

AD-015A-1PL（H720）
AD-015A-1PH（H850）
W820・D850・SH400

AD-015BR-1PL／AD-015BL-1PL（H720）
AD-015BR-1PH／AD-015BL-1PH（H850）
W850・D850・SH400
（図はAD-015BR-1PL 右肘）

AD-015B-1PL（H720）
AD-015B-1PH（H850）
W880・D850・SH400

AD-015A-2PL（H720）
AD-015A-2PH（H850）
W1600・D850・SH400

AD-015BR-2PL／AD-015BL-2PL（H720）
AD-015BR-2PH／AD-015BL-2PH（H850）
W1630・D850・SH400
（図はAD-015BR-2PL 右肘）

AD-015B-2PL（H720）
AD-015B-2PH（H850）
W1660・D850・SH400

座：ポケットコイルスプリング

AD-015A-3PL（H720）
AD-015A-3PH（H850）
W2100・D850・SH400

AD-015BR-3PL／AD-015BL-3PL（H720）
AD-015BR-3PH／AD-015BL-3PH（H850）
W2130・D850・SH400
（図はAD-015BL-3PL 左肘）

AD-015B-3PL（H720）
AD-015B-3PH（H850）
W2160・D850・SH400

AD-015C-L（H720）
AD-015C-H（H850）
W850・D850・SH400

AD-015LR-L／AD-015LL-L（H720）
AD-015LR-H／AD-015LL-H（H850）
W850・D1630・SH400
（図はAD-015LL-H 左肘）

AD-015OT-1P

W820・D820・H400

AD-015OT-2P

W1600・D820・H400

ZONA
2001
Living Table
AD-016A
本体：メープル突板（全13色）、
チーク突板 脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ仕上）
AD-016B
本体：メープル突板（全13色）、
チーク突板天板：ガラス10t（クリアガラス、
フロストガラス）
脚：メープル材（全13色）／アルミ
（ポリッシュ仕上）
AD-016A／AD-016B
（85） W850・D850・H250、H385
AD-016A／AD-016B
（100） W1000・D1000・H250、H385
AD-016A／AD-016B
（120） W1200・D600・H250、H385

AD-016A-100 ⑧ AL

AD-016A-85 ③ AL／N-1

AD-016B-100 ⑧（G・参考仕様）／AL

AD-016B-120T ③ AL／N-1
AD CORE
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MASSA

2002
Sofa / Ottoman / Stool

AD-029-2P（a・PP-4）W／N-12
AD-065L-45C JB-B／N-9
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AD-029-ST（c・SB-3）W／N-12

AD-029-TR N-12

クッション
（オプション）

MASSA
2002
Sofa / Ottoman / Stool

ボリュームのあるスクエアなフォルムのソファは、
鮮やかなカラーリングで、ファッションのように楽しむことができます。
スライドする座面によって、くつろぎと上質な座り心地を実現しました。
The simple, square from itself provides a sense of fashion.
Enjoy the coloring, variety of sliding expressions, And high-seating comfort.
AD-029
座：張り
（a～esランク）、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（カバーリング）
背：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム 置きクッション：羽毛 台輪：オーク突板（全13色）、
ステンレスヘアラインイメージ
AD-029-1PS W750・D800・H700・SH400
AD-029-2P
W1800・D850
（1100）
・H700・SH400
AD-029-2L
W2200・D850
（1100）
・H700・SH400
AD-029-OT W900・D600・H400
AD-029-ST ／ AD-029-STC W500・D500・H400

AD-029-1PS（e・ADC-6）W／N-5

AD-029-1PS（参考仕様）S

座：ポケットコイルスプリング

AD-029-2P （c・SB-3）W／N-12

AD-029-2L （c・SB-7）S

クッション
（オプション）

2P、2L は座が前へ 250 m／m スライドします。

AD-029-OT（参考仕様）S

AD-029-ST（a・SB-5）S

クッション
（オプション）

AD-029-ST（c・SB-4）W／N-12 + AD-029-TR-ST N-12

AD-029-ST（a・SB-7）S
AD CORE
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SOGNO
2003
Sofa Bed

AD-035S（参考仕様）N-12
AD-016A-100W ③ N-12
AD-029-1PS（参考仕様）W／N-12
AD-029-ST（参考仕様）W／N-12
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SOGNO
2003
Sofa Bed

夢を見る為のソファベッド ソーニョ。
ソファとして、ベッドとしての機能性をそこなうことなく、スタイリッシュにデザインしました。
You will find satisfaction in each using either the sofa or bed.
When you use it for a sofa, it is very stylish with a beautiful back view
showing a design and function that hasn't been sacrificed. When you use it for a bed,
you will have a comfortablesleep compared to other equally luxurious mattresses.
AD-035（ソファベッド）
背・座：張り
（a～esランク）、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（背座部以外、
カバーリング） 脚・把手：メープル材（全13色）
※S（シングル）、L（セミダブル）
は、市販のボックスシーツがご使用になれます。 ※座面下に収納スペースがあります。
AD-035S
（ソファベッド） W2190・D810
（D980）
・H745・SH400・AH700
AD-035L
（ソファベッド） W2190・D995
（D1160）
・H795・SH400・AH700

座：ポケットコイルスプリング

ベッド時

AD-035S（a・RP-6）N-7

ベッド時

AD-035L（c・US-6232）N-12
AD CORE
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STAGIONI

2006
Sofa / Chaise Longue / Ottoman / Living Table

AD-055F-3P（a・CBS-2／CBS-1 ）N-2
AD-055F-CL（a・CBS-2／CBS-1）N-2
AD-055-OT（a・CBS-2）N-2
AD-056-GF120 N-2 AD-982A（e・ADC-4）N-1
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STAGIONI
2006
Sofa / Chaise Longue / Ottoman

「季節が変わるようにインテリアを替える」、そんなシステムソファです。
安定感のあるゆったりとした座面と、流れる様なシャープなラインを生む、無垢材の削り出しの背フレームが独特な空間を生み出します。
This sofa produces unique spatial expression the bearing surface which has the sense of security as comfortably,
with the sharp back frame which the solid material which starts shaving is expressed, grasping the heart of the person who is seen, does not release.
AD-055
座：張り
（a～esランク）、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム

背：張り
（a～esランク）、
ウレタンフォーム

置きクッション：羽毛

背・フレーム：メープル材（全13色） 脚：メープル材（全13色）
・ストッパー付きキャスター内蔵

キャスター内臓のメープル脚部
（ストッパー付）

AD-055-3P W2142・D977・H750
（SH370）
AD-055-CL W1691・D952・H750
（SH370）
AD-055-OT W952・D952・H370

AD-055F-3P（es・AVS-2）N-7

AD-055F-CL（es・AVS-2）N-7

座：ポケットコイルスプリング

AD-055-OT（es・AVS-2）N-7

STAGIONI
2001
Living Table

ソファに寄り添うように滑るリビングテーブル。球状の脚が空間に柔らかく浮遊します。
A living table stays close beside sofas calmly.Spherical legs looks floating softly.
AD-056
本体：メープル突板（全13色） 天板：メープル突板（全13色）、
ガラス10t（クリアガラス、
フロストガラス）
脚：メープル材（全13色）
・ストッパー付きキャスター内蔵
AD-056
（912） W912・D912・H350
AD-056
（120） W1200・D600・H350
AD-056
（150） W1500・D750・H350

キャスター内臓のメープル脚部
（ストッパー付）

AD-056-GF120 N-7

AD-056-T912 ③ N-11
AD CORE
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PANNELLO

2008
Sofa / Chaise Longue / Ottoman
AD-085-LL-U（a・CBS-1／CBS-3）N-13
AD-085BR-2P-U（a・CBS-1／CBS-3）N-13
AD-085B-1P-U（参考仕様）N-12
AD-085OT-U（参考仕様）N-12
AD-003-120（天板：参考仕様）
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PANNELLO
2008
Sofa / Chaise Longue / Ottoman

特徴はフレキシブルに対応する、パネルを自由に使うシステムソファです。
ベースとなる座面のユニットに、変更可能なバックパネル、左右のアームパネルも交換が可能な構造のシステムソファです。
A characteristic of new system sofa "PANNELO" of AD CORE is to have a back and the side panel
which a change can play in a bearing surface unit freely.
AD-085
ウレタン仕様 座：張り
（a～esランク）
、
ウレタンフォーム
（カバーリング） アーム・背：張り
（a～esランク）
、合板下地+ウレタンフォーム
置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿 400×400、450×450 脚：メープル材
（全13色）
AD-085
ポケットコイル仕様 座：張り
（a～esランク）
、
ポケットコイルスプリング、
ウレタンフォーム
（カバーリング） アーム・背：張り
（a～esランク）
、合板下地+ウレタンフォーム
置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿 400×400、480×480 脚：メープル材
（全13色）
AD-085A-1P
AD-085A-2P
AD-085CR/CL

AD-085BR/BL-1P W930・D930・H750・SH400 AD-085B-1P
W900・D930・H750・SH400
W1700・D930・H750・SH400 AD-085BR/BL-2P W1730・D930・H750・SH400 AD-085-2P
AD-085LR/LL
W930・D930・H750・SH400
W930・D1730・H750・SH400 AD-085OT

W960・D930・H750・SH400
W1760・D930・H750・SH400
W900・D900・H400

座：ポケットコイルスプリング

AD-085BL-2P-L（参考仕様）N-13
AD-085LL-L（参考仕様）N-13
AD-085B-1P（参考仕様）N-13

AD-085B-2P（a・CBS-1／CBS-3／CBS-3）N-13

CORNICE
2002
Dining Table / Living Table

額縁フレームのような幕板フレームに、円錐形の木脚を組み合わせたシンプルなテーブルです。
ガラストップと軽快な木製天板のバリエーションをご用意しました。
The simple table which put a conic wooden table leg together in the structure of the table such as the frame.
The variation of glass and a light wooden top, dining and 2 items of the living table.
AD-002
AD-003

天板：メープル突板（全13色）、
ガラス10t（クリアガラス・フロストガラス）、
フレーム・脚：メープル材（全13色）
天板：メープル突板（全13色）、
ガラス10t（クリアガラス・フロストガラス）、
フレーム・脚：メープル材（全13色）

AD-002
（90） W900・D900・H700
（710） AD-002
（120C） φ1200・H700
（710）
AD-002
（150） W1500・D900・H700
（710） AD-002
（180） W1800・H700
（710）
AD-003
（60） W600・D600・H380
（ガラス）
H390
（突板） AD-003
（120） W1200・D600・H380
（ガラス）
H390
（突板）
AD-003
（75） W750・D750・H380
（ガラス）
H390
（突板） AD-003
（150） W1500・D750・H380
（ガラス）
H390
（突板）

AD-002-T-180 ①N-1／N-1／N-6

AD-003-GC-150（参考仕様）N-6／N-6
AD CORE
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CASSA
2000
Cabinet

CA-017-HM ／N-12 + AD-041S ⑨（es・ec）N-9
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CASSA
2007
Cabinet

テレビの大型化に伴う使用機材の重量にも十分対応出来る耐荷重設計と、
収納器材によって自由に選択可能な多彩なバリエーションをご用意しています。
This cabinet prepares for the-rich variation that I can choose to a weighting design
by upsizing of the television-resistant and the kind of machine parts to receive.
CA-017

本体：メープル突板（全13色）

CA-017-L
W1800・D600、450・H260
CA-017-HO W1800・D600、450・H480
CA-017-HM W1800・D600、450・H475

CA-017-L ③ N-11

CA-017-L

CA-017-HM

CA-017-HM ③ N-12

CA-017-HM

CA-017-HO

CA-017-HO-G ③ N-7

CASSA Mirror
2002
Mirror

MA-021A
フレーム：メープル無垢材（全13色）
鏡：5t面取りミラー
※壁面用取付け木製プレートが付属しています。
取付けの場合は専門業者にご相談下さい。
MA-021B
オーク無垢材（全13色）
鏡：5tミラー
※壁面用取付け木製プレートが付属しています。
取付けの場合は専門業者にご相談下さい。
MA-021A
（120）
MA-021A
（180）
MA-021B
（120）
MA-021B
（180）

W500・H1200・40t
W600・H1800・40t
W550・H1200・35t
W650・H1800・35t

MA-021A-120 N-12

MA-021A-180 N-11

MA-021B-120 N-12

MA-021B-180 N-12
AD CORE
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CASSA
2000
Cabinet

テレビの大型化に伴う使用機材の重量にも十分対応出来る耐荷重設計と、
収納器材によって自由に選択可能な多彩なバリエーションをご用意しました。
This cabinet prepares for the-rich variation that
I can choose to a weighting design by upsizing of the
television-resistant and the kind of machine parts to receive.
CA-001／CA-002
本体：メープル突板（全13色）、脚：メープル材（全13色）、内部：ホワイト仕上げ
CA-011
本体：メープル突板（全13色）、
チーク突板
脚：メープル材（全13色）、
アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上） 内部：ポリエステル合板（白）
CA-012S／CA-012M／CA-012L
本体：メープル突板（全13色）、
チーク突板
脚：メープル材（全13色）、
アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面仕上） 内部：ポリエステル合板（白）
CA-016
本体：メープル突板（全13色）、脚：メープル材（全13色）、
アルミ
（ポリッシュ仕上）
CA-001
CA-002
CA-012S
CA-012M
CA-012L
CA-016W-HC

W1800・D500・H660
（AL・H640）
W2100・D500・H660
（AL・H640）
W600・D470・H1010
（W・H1030）
W1200・D470・H1010
（W・H1030）
W1800・D470・H1010
（W・H1030）
W1800・D450・H500

CA-016

CA-001 ③ AL／N-8

CA-002
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CA-016W-HC（GF）AB／N-5

CA-002 ③ N-2

CA-012L ⑧ AL

LUCE

2003
Floor Stand / Desk Stand

シンプルなスタイルでインテリアを引き立てるモダンな照明シリーズ ルーチェ。
LUCE is a line of modern light fixtures. It decorates your interior charmingly with its simple style.
There are 2 types of lamp. The stand A lamp has a light control.
RA-031

支柱／ベース：スチール、
シルバー塗装 シェード：布（ホワイト） スイッチ：調光機能付

RA-031H
（Aタイプ／フロアスタンド）
W400・D270・H1700
RA-031L
（Bタイプ／デスクスタンド）
W400・D270・H600

調光機能付スイッチ

AD-008A（a・PP-3）N-12
AD-987H-50 ① N-12 RA-031L
RA-031H

RA-031L

ERBA
Living Table

天板トップの、天然木の張り分けが美しいリビングテーブルです。
脚部のなめらかな曲線がシャープなスタイルの中にも柔らかな印象を与えます。
高さが H400 と H450 タイプがあります。
AD-987L（H400）／AD-987H（H450）
天板：ビーチ突板 矢羽貼り
（全13色）、
マホガニー突板
AD-987L ／ AD-987H
（50）
AD-987L ／ AD-987H
（100）
AD-987L ／ AD-987H
（70C）
AD-987L ／ AD-987H
（120）

矢羽貼り 脚：メープル材（全13色）

W500・D500・H400、H450
W1000・D1000・H400、H450
φ700・H400、H450
W1200・D600・H400、H450
（楕円）

AD-987H-120 ① N-1

AD-987L-50 ⑨ N-5
AD CORE
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華美な装飾を避け、素材感を生かした『NEO CLASSICO：ネオ クラシコ』。
プロダクト製品をリリースするのではなく、モノと人との関わり合いまでもイメー
ジして創りあげました。『NEO CLASSICO Heritage（ネオクラシコ ヘリテー
ジ）』は、伝統的なインスピレーションを使い易いデザインに進化させたアメリ
カンクラシックシリーズです。クラシカルなフォルムの中にも現代的なラインを
表現した、細部にまでこだわり抜いたブランドです。

001 MODEL

001M MODEL

Chair

Chair
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NC-001MS（参考仕様）N-11 NC-001MA（参考仕様）N-11 NC-005A-210 / N-11 RA-071H-NC

001 MODEL
Chair

スーツのように丁寧に作り込んだベーシックスタイル
のダイニングチェア。凛とした姿勢を保持しながら、心
地よいホールド感のあるフォーマルな雰囲気を持った
チェアシリーズです。
A basic style dining chair which is made exquisitely
like a fine men’s suit.This chair series has a formal
feel, having a beautiful figure and a comfortable
feeling when users sit down.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
アーム・脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）
オプションハンドル：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-001LS
NC-001LA
NC-001HS
NC-001HA
NC-001H

W460 × D540× H825
（SH450）
W530 × D540× H825
（SH450）
AH645
W460 × D550× H950
（SH450）
W530 × D550× H950
（SH450）
AH645
W460 × D540× H1125
（SH750）

NC-001LS（a・MB-3）N-13

NC-001LA（a・MB-3）N-13

NC-001HA（b・OL-1）N-13 + NC-001OP
NC-001HS（b・OL-1）N-13

NC-001H（b・OL-4）N-4

001M MODEL
Chair

ベーシックなスタイルの 001 シリーズに、コンフォートを
テーマにゆったりとした、今までにないサイズのダイニ
ングチェア。ゆとりのあるダイニング空間を演出します。
This new dining chair is one size larger than the
basic 001 style series with the theme of comfort and
relaxation. We offer a more comfortable dining space.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）
オプションハンドル：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-001MS W520 × D635 × H900（SH450）
NC-001MA W600 × D635 × H900（SH450）AH645

NC-001MS（c・SB-9）N-1

NC-001MA（a・参考仕様）N-6
NC-001OP 把手

NC-001H（e・ADC-5）N-8
NEO CLASSICO
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NC-002SA（参考仕様）N-12
NC-005B-120 / N-12

002 MODEL
Chair

005 MODEL
Table
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002 MODEL
Chair

直線的なラインを基調としたシンプルなデザインのチェア。
西洋と和のインテリアにフィットします。
フレームも最小限の太さで構成したミニマムなデザインながら、
ボリュームのある深みのある座り心地を持たせました。
This chair has a simple design with a straight line, which suits both
Japanese and Western interiors.
While the chair frame is composed with minimum thickness, it has
a sense of volume and depth.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-002SA
NC-002SB
NC-002HA
NC-002HB

W420 × D500 × H820
（SH450）
W420 × D500 × H820
（SH450）
W420 × D500 × H1120
（SH750）
W420 × D500 × H1120
（SH750）

NC-002SB（a・MX-2）N-13
NC-002HA（c・US-1240）N-12
NC-002SA（e・ADC-4）N-11
NC-002HB（es・AVS-2）N-11

005 MODEL
Table

装飾性を全て取り払ったダイニングテーブル。
シンプルだからこそ際立つ天板と脚部のプロポーション。
ラウンドタイプの天板トップは、張り分けられたメープル材が表情をつけます。
005-MODEL is a dining table which was designed simply without decoration.
Its simple design make the legs and the top plate stand out. With a round
top, it expresses the richness accented with inlaid maple.
A. 天板：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）
B. 天板：メープル突板（貼り分け）、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-005A-150
NC-005A-180
NC-005A-210
NC-005B-90
NC-005B-120
NC-005B-150

W1500 × D900 × H720
W1800 × D900 × H720
W2100 × D900 × H720
φ900 × H720
φ1200 × H720
φ1500 × H720

NC-005A-210 / N-13

NC-005B-120 / N-11

NEO CLASSICO
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003 MODEL
Chair

カーブした背が背中を柔らかく包み込むダイニングチェア。
木部とファブリックの納め方にも細心の注意をはらい丁寧に仕上げ、
ファブリックの優しさと木質のシャープな二面性を持たせました。
A dining chair which has a curved back that wraps around the user’s back softly.
Finished with fine attention to the fit of the fabric and wood.
It has the duality of textures, a gentle fabric and sharp wood.
A.背・座：張り
（a～esランク） 座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム／メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）
B.背：成形合板メープル突板 + 張り 座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム／メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-003SA / SB
NC-003AA / AB

W460 × D525 × H800
（SH450）
W560 × D525 × H800
（SH450）
AH650

NC-003SA（e・ADC-1）N-7
NC-003AA（e・ADC-1）N-7
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NC-003SB（b・TH-01）N-11

NC-003AB（e・ADC-1）N-7

004 MODEL
Stool

縫製箇所を最小限に抑え、ファブリックの持つ素材感を最大限に活かしたシンプルなスツール。
シンプルながら丁寧に作り込まれたスツールは高さが H400 と H450 があり、リビングにダイニングにお使い頂けます。
With minimal stiches, this is a simple stool made with the best fabric.
Carefully made and you can use it freely in the living room or the dining room..
座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム

台輪：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-004L W400 × D400 × H400
NC-004H W400 × D400 × H450

NC-004L（c・SB-4）N-1

NC-004H（c・US-1240）N-12

NC-004H（c・SB-1）N-13
NEO CLASSICO
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006 MODEL
Chair

011 MODEL
Table

NC-006S（e・ADC-2）N-4
NC-006A（e・ADC-2）N-4
NC-011A-210 / N-4
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006 MODEL
Chair

カーブを描くように柔らかく削られた背と、優雅なラインのメープルフレームが特徴のダイニングチェア。
背板とフレームのジョイント部にあしらったメタルパーツがデザインアクセントになります。
This dining chair has a special quality expressed in its flowing curved backrest, made from softly shaved wood,
and a frame made from maple with graceful lines.
The design is accented by metal parts in the back plate and frame joints.
座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-006S W480 × D525 × H820（SH450）
NC-006A W550 × D525 × H820（SH450）AH640

NC-006S（参考仕様）N-11

NC-006A（e・ADC-3）N-13

011 MODEL
Table

厚みのある天板とそれを受け止めるソリッドメープルを組み合わせた構造体の脚部、
存在感のあるダイニングテーブル。
メープル材の滑らかな質感を活かした大らかで安定感のあるデザインです。
The large dining table series consists of a thick top plate, and the solid maple legs.
The design has a sense of stability with a smooth texture of maple wood.
A. 天板／メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）
B. 天板／メープル突板（貼り分け）、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-011A-180
NC-011A-210
NC-011A-240
NC-011B-120
NC-011B-150

W1800 × D900 × H720
W2100 × D1000 × H720
W2400 × D1200 × H720
φ1200 × H720
φ1500 × H720

NC-011A-210 / N-13

NC-011B-150 / N-11
NEO CLASSICO
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007 MODEL
Chair

007M MODEL
Chair
NC-007S（SC-8）N-10
NC-007A（SC-8）N-10
NC-011B-120 N-11/N-10
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007 MODEL
Chair

クラシカルで特徴的なオーバルバックチェアをエーディコア流にリスペクト。クラシ
カルなスタイルとモダンなラインが融合したダイニングチェアです。クラフトマンシッ
プの丁寧な創り込みと精緻なフレーム加工が他の椅子と一線を画します。
This classical and characteristic oval back chair was arranged in the AD CORE
DEVISE style. This dining chair has a splendid blend of classic style together
with modern line. Through the fusion of delicate craftsmanship and a delicate
frame process, you can easily see the distinction in quality from other chairs.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ポリプロピレンシート、
ウレタンフォーム
座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-007S W480 × D530 × H900（SH450）
NC-007A W570 × D530 × H900（SH450）AH640
NC-007H W480 × D530 × H1200（SH750）

NC-007S（e・ADC-1）N-7

NC-007A（c・SB-9）N-11

NC-007H（参考仕様）N-5

NC-007A（e・ADC-1）N-7
NC-007H（参考仕様）N-11

007M MODEL
Chair

クラシカルで特徴的なオーバルバックチェア 007 のコンフォー
トチェア。カーブした背とゆったりとしたサイズが優しく身体を包
み、よりリラックスしたダイニング空間を創ります。
The NC-007M is a size larger than the 007-MODEL with a
classic characteristic oval back. The curved back of the chair
envelops the user’s body gently. It provides a more relaxing
dining space with a comfortable and spacious feel.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ポリプロピレンシート、
ウレタンフォーム
座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-007MS W520 × D597 × H930（SH450）
NC-007MA W610 × D597 × H930（SH450）AH640

NC-007MA（参考仕様）N-1

NC-007MS（b・TH-03）N-11

NC-007MA（参考仕様）N-5
NC-007MA（参考仕様）N-5 MD-206-60 /D-3 RA-061-P
NEO CLASSICO
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NC-021A（e・ADC-1）N-7
NC-021S（e・ADC-1）N-7
NC-025-210 / N-7

021 MODEL
Chair

025 MODEL
Table
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021 MODEL
Chair

ジョージアンスタイルをモチーフにデザインした背が特徴のダイニングチェア。
背のラインに沿った柔らかなカーブとゆとりのある柔らかな座が安心感を与えます。
古典的な印象の中にエーディコアらしいモダンさを表現しました。
This dining chair has been designed using the Georgian style motifs with regards to its back.
The soft curve alignment in the line of its back and a calm seat creates a feeling of security.
Although it has a classic impression, it expresses the modernity of the AD CORE DEVISE feeling.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ポリプロピレンシート、
ウレタンフォーム
座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-021S W500 × D550 × H900（SH450）
NC-021A W600 × D550 × H900（SH450）AH640

NC-021S（e・ADC-1）N-7
NC-021A（e・ADC-1）N-7

025 MODEL
Table

重厚な天板にモダンな装飾を持ったダイニングテーブル。
テーパーを掛けたソリッドメープルの脚部がテーブル全体のフォルムを引き締めます。
W2100 サイズのテーブルは奥行きが 1000 ミリあり、フォーマルな空間を演出します。
The modernly, designed dining table has a stately table top.
It has tapered legs of solid maple that give it a silhouette.
It can accommodate a formal dining dinner (W2100 in size in which 1000 mm depth).
天板：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-025-120C
NC-025-90
NC-025-180
NC-025-210

φ1200 × H720
W900 × D900 × H720
W1800 × D900 × H720
W2100 × D1000 × H720

NC-025-120C / N-11

NC-025-210 / N-7
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020 MODEL
Chair

アールデコスタイルをモダンにリスペクト。
座から背に描く滑らかに繋がるフレームのカーブが、優しく身体を包みます。
ゆったりとした座り心地はダイニングだけでなくパーソナルチェアとして空間を演出します。
020-MODEL was arranged in a modern Art Deco style.
The curve of the frame smoothly connects with the back of the chair. Wrapping the user’s body gently.
Calm and comfortable, this chair would be ideal for a dining room or on its own anywhere.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ウレタンフォーム

座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-020 W510 × D600 × H950（SH450）

NC-020（a・MX-2）N-7
NC-020（es・AVS-3）N-12
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NC-020（b・OL-2）N-12

027 MODEL
Chair

昔見た映画のシーンを思い起こさせる重厚なチェア。
堅実な印象と十分なサイズの奥の深い座り心地は安心感を与えます。
ダイニングだけでなくプライベートチェアとして空間を演出します。
Being a spacious and comfortable seat, this is a substantial piece
using a strong solid maple sumptuously. Its classical and stable
appearance retains the sense of modern design lines. This chair has a
strong presence like you would see in a movie. The solid impression,
comfortableness and calm size gives a comfortable feeling. It would be
suitable for your dining room, or any other location in your home.
座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-027S W480 × D520 × H850（SH450）
NC-027A W550 × D520 × H850（SH450）AH640

NC-027S（es・AVS-2）N-13
NC-027A（es・AVS-2）N-13

NC-027S（a・RP-6）N-5

NC-027A（a・RP-6）N-5

NC-029B-150C ⑨
NEO CLASSICO
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028 MODEL
Chair

029 MODEL
Table
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NC-028S（参考仕様）N-12
NC-028A（参考仕様）N-12
NC-029A-240 ③/N-12

028 MODEL
Chair

オーソドックスでエレガントなアールデコのデザインソースを現代のモダンな NEO CLASSICO スタイルで表現しました。
構造的な納まりから、細部のデザインにまでこだわり抜いた、柔らかでリラックスした余韻を楽しんでいただけるチェアです。
This chair was arranged for the NEO CLASSICO brand using an elegant Art Deco design sauce,
and was designed to match today’s modern lifestyle.
It was finished carefully so that the structure of the bearing surface, which is perfectly comfortable,
and the whole design form stand out. We provide you with an elegant and relaxing dining room scene.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ウレタンフォーム

座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-028S W480 × D575 × H850（SH450） NC-028A W570 × D575 × H850（SH450）AH640

NC-028A（e・ADC-1）N-7

NC-028S（a・MX-9）N-11
NC-028S（a・MX-2）N-9

029 MODEL
Table

アールデコ・イメージが際立つ、
上質な空間を彩るフォーマル・ダイニングに相応しいテーブル。
重厚な天板と安定感のある脚は、絶妙なバランスで構成。
天板小口の無垢材の意匠や、要所にあしらったステンレスパーツ、
なだらかな曲面の木ベースなど、それぞれがテーブルの質感を高めています。
A dining table with an Art Deco touch
which is suitable for a high-quality living space or for a formal dining room.
The stately designed table top and solid legs have been configured for a perfect balance.
Each quality adds to this balance. Sides of the table top are natural wood.
Stainless steel is placed at key points,
and the solid wood base is constituted of gently-sloping curved surfaces.
NC-029A
NC-029B

NC-029A-240 ③ / N-12

天板・脚：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色）
・マホガニー突板（N-1） ベース：ステンレス スチール
天板・脚：メープル突板（貼り分け）、
ポリウレタン塗装（全13色）
・マホガニー突板（N-1） ベース：ステンレス スチール

NC-029A-210
NC-029A-240
NC-029A-300
NC-029B-120
NC-029B-120C
NC-029B-150C

W2100 × D1000 × H720
W2400 × D1200 × H720
W3000 × D1200 × H720
W1200 × D1200 × H720
φ1200 × H720
φ1500 × H720

NC-029B-150C ⑨
NEO CLASSICO
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001L MODEL
Lounge Chair

やわらかでボリュームのあるスタイル。伝統的な製法による深みのある座り心地が、ラウンジチェアとしての存在感を高めてい
ます。２タイプの背の高さバリエーションを始め、アームも多彩な仕様を用意。様々なシーンに対応するパーソナルチェアです。
Soft with a voluminous design. Comfortableness with a deep stroke produced by a traditional process to raise the value
to a lounge chair. There are two variations to this chair regarding the height of the back. We also offer a variety of
design specifications to the arm.This lounge chair would compliment any location perfectly.
NC-001L-L/H

背・座：張り
（a～esランク）／座面：コイルスプリング、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-001L-LS
NC-001L-LA
NC-001L-LC

W600 × D740 × H800
（SH420）
W700 × D740 × H800
（SH420）
AH600
W700 × D740 × H800
（SH420）
AH600

NC-001L-HS W600 × D760 × H900（SH420）
NC-001L-HA W700 × D760 × H900（SH420）AH600
NC-001L-HC W700 × D760 × H900（SH420）AH600

座：コイルスプリング

NC-001L-LA（c・US-1240）N-12
NC-001L-LS（c・SB-4）N-13

NC-001L-LC（e・ADC-2）N-12

NC-001L-HS（参考仕様）N-11
NC-001L-HC（c・US-1240）N-13
NC-001L-HA（a・RP-6）N-13
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NC-001L-HA（参考仕様）N-4

003L MODEL
Lounge Chair

柔らかい曲線を活かしたデザインの中にも張りのあるライン。
体を包み込むような背が特徴の、快適でゆったりした使い心地が、くつろいだ空間を演出します。
ファブリックの優しさと木質のシャープな二面性を持たせました。
This lounge chair has been designed to express a soft curve with regards
to its sharp edge’s line. The back of the chair’s special features is that it
envelops the user’s body gently.
It provides relaxing space with a comfortable and spacious feel.
There are two variations, A Type and B type regarding the back exterior.
A type: wrapped in fabric. B type: natural wood.
NC-003LA
NC-003LB

背・座：張り
（a～esランク） 座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル、
ポリウレタン塗装（全13色）
背：成形合板メープル突板+ 張り 座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム レーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-003LA / LB W650 × D660 × H750（SH420）

NC-003LA（参考仕様）N-13

NC-003LB（a・MB-4）N-11

NC-003LB（b・LMS-1）N-8
NEO CLASSICO

152

009 MODEL
Sofa

NC-009-2PR（SC-5/SC-4）N-13
NC-009-2PL（SC-5/SC-4）N-13
NC-010AH-120 N-13
NC-010AH-60 N-13
RA-061P
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009 MODEL
Sofa

オーソドックスなこのソファが目指したのは、
一瞬の快適な座り心地ではない時間と共に心地よい座り心地を提供するソファ。
フレームのスプリングと、座面のコイルスプリングによる
ダブルクッションのシートは柔らかさの中にも張りのある掛け心地です。
ゆとりあるサイズにより上質な座り心地を実現しました。
The aim of this orthodoxly designed sofa was to offer a comfortable seating experience for a long time.
Comfortable sitting which is not too soft has been achieved by double
cushions seat using built-in springs and coil springs of the seat.
In addition, a generously sized higher-quality comfortableness.
背・座：張り
（a～eランク）／座本体：ウェーブスプリング+ウレタンフォーム 座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
（カバーリング）
背本体：ウレタンフォーム 背クッション：ウレタンフォーム 置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿 台輪：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-009-4P（2PR+2PL）
NC-009-3P
NC-009-2LR ／ 2LL
NC-009-CLR ／ CLL

W2800
（W1400 + W1400）
×D980×H800
（SH400）
AH650
W2150×D980×H800
（SH400）
AH650
W1700×D980×H800
（SH400）
AH650
W900×D1800×H800
（SH400）
AH650

本体：ウェーブスプリング

座：ポケットコイルスプリング

NC-009-2LR + NC-009-CLL 組み合せイメージ

NC-009-CLL（a・MX-2）N-7

NC-009-2PL + NC-009-2PR（c・US-1240）N-12

NC-009-2LR（a・MX-2）N-7

NC-009-3P（a・CBS-3/CBS-2）N-11
NEO CLASSICO
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016 MODEL
Sofa

010 MODEL
Table

NC-007L（a・CBS-2）N-13 NC-007L（a・CBS-3）N-11
NC-016-3P（b・LU-1）N-13 NC-016-1P（es・AVS-1）N-13
NC-010AL-90 / N-13

155

NEO CLASSICO

016 MODEL
Sofa

重厚で張りのあるたたずまい、クラフトマンによって充分に創り込まれた存在感のあるソファシリーズ。
モダンクラシックとでもいうべき、現代にフィットした落ち着きのあるデザインにしました。
座にはコイルスプリング、背にもバネを使用。伝統的な手法を用いた懐かしい座り心地のソファです。
016-MODEL is a sofa series with a real presence, bringing out the craftsmanship, and having a substantial upholstered design.
It was designed with a contemporary taste, which is expressed in the word “classic modern design”.
Coil springs are used in the seat and S springs are used in the back.
This sofa has a nostalgic comfortableness made with traditional manufacturing methods.
背・座：張り
（a～esランク）／座本体：コイルスプリング+ウレタンフォーム
背：ウェーブスプリング 置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿

台輪：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-016-1P W900 × D880 × H850（SH410）AH600
NC-016-2P W1550 × D880 × H850（SH410）AH600
NC-016-3P W2150 × D880 × H850（SH410）AH600

NC-016-1P（es・AVS-3）N-13

背：ウェーブスプリング

座：コイルスプリング

NC-016-3P（c・SB-5）N-13

010 MODEL
Table

装飾性を全て取り払ったリビングテーブル。
天板の表面のメープル材をデザイン的に貼り分け、
モダンな上質さを演出しました。脚部はストレートなソリッドメープル材。
高さが 250mm と 400mm の２タイプ。ベッドのサイドテーブルとしてもお使いいただけます。
This living table has been designed with minimal finish.To express the high-quality modern,
maple wood surface of the table top, that was inlaid creatively. The legs are straight solid maple.
Height with two variations, (250mm and 400mm).This table can also be used as a bedside table.
天板：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-010A-60
NC-010A-90
NC-010A-64
NC-010A-120
NC-010B-60
NC-010B-90

W600 × D600 × H250 / H400
W900 × D900 × H250 / H400
W600 × D400 × H250 / H400
W1200 × D600 × H250 / H400
φ600 × H250 / H400
φ900 × H250 / H400

NC-010AL-64 / N-13

NC-010AH-120 / N-11

NC-010BH-60 / N-13

金額は税抜表示となっています
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007L MODEL
Lounge Chair

クラシカルなオーバルバックのラウンジチェア。
ゆったりとしたサイズとバネのきいた座、柔らかめの背が上質でリラックスした座り心地を実現しました。
リビングだけでなくダイニングでのゆとりの空間を演出します。
A lounge chair which has a classic oval back design.
Spring seat cushions, spacious size, and a softer back providing high-quality and greater comfort.
It provides generous space for a dining room as well as a living room.
背・座：張り
（a～esランク）／背：ポリプロピレンシート、
ウレタンフォーム
座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-007L W700 × D670 × H925（SH420）AH600

NC-007L（a・CBS-2）N-13
NC-007L（c・SB-9）N-11

157

NEO CLASSICO

NC-007L（c・SB-9）N-11

023 MODEL
Lounge Chair / Ottoman

1930 年代のアールデコの持つ優雅さと重厚さを備えたラウンジチェア。
くるみボタンのアクセントは上質な印象を与え、しっかりとしたクラフトマンシップを感じる事が出来ます。
This lounge chair is equipped with the elegance and stateliness which were influenced by the Art Deco design of the 1930s.
The design is accented by the wrapped button, showing an advanced craftsmanship and a high-quality impression.
背・座：張り
（a～esランク） 座：クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム

NC-023L
NC-023 OT-A
NC-023 OT-B
NC-023LB
NC-023 OT-AF
NC-023 OT-BF

背：ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

W750 × D680 × H750
（SH420）
AH600
W600 × D600 × H420
φ600 × H420
W750 × D680 × H750
（SH420）
AH600
W600 × D600 × H420
φ600 × H420

NC-023L（ea・Aa-1）N-5
NC-023L（es・AVS-2）N-5

NC-023LB（参考仕様）N-12

NC-023OT-B（es・AVS-2）N-5

NC-023LB（参考仕様）N-7

NC-023OT-AF（a・RP-6）N-12

座：ポケットコイルスプリング

NC-023L（e・ADC-2）N-4
NEO CLASSICO
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026 MODEL
Sofa

NC-026（a・PP-1）N-4 NC-023L（e・ADC-2）N-4 NC-030L-W（b・TH-01）N-5
NC-024A-120 / N-4 NC-024A-60 / N-4
RA-061-P
RA-071H-NC
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026 MODEL
Sofa

1930 年代のアールデコの持つ優雅さと重厚さを備えたスクエアなソファ。くるみボタ
ンで柔らかいカーブを持たせた、仕立ての良いスーツのような仕上がりです。スクエア
でシャープなフレームと、丁寧に仕上げた柔らかく張りのあるクッション部の組み合わ
せが、意匠の優雅さと上質な座り心地を約束します。
This squarely designed sofa is equipped with elegance and a stateliness which
were influenced by the Art Deco design of the 1930s. The seat and the back are
curved softly with covered buttons and finished like a well-tailored men’s suit. The
combination of its square, sharp frame and the soft yet tense cushions were finished
carefully to make sure of a high-quality comfortableness that graces the design.
（オプション）
NC-026（a・MX-2）N-7 クッション

026B MODEL
Sofa

ファブリックの美しさを表現する為に創られたソファ。シンプルな縫製仕上げにより、ファ
ブリックの表情をより自由に表現出来るソファに仕上がりました。シャープなメープルフ
レームのラインがよりモダンな雰囲気を表現します。
This sofa was designed to express the beauty of the fabric.The sofa shows the fabric
expression more freely with its simple sawing finish. The sharp lines of the frame are
made of maple and stand out, giving it a modern feel.

座：ポケットコイルスプリング

背・座：張り
（a～esランク）／座本体：ウェーブスプリング+ウレタンフォーム 座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
背：ウェーブスプリング+ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-026
NC-026B

W2100 × D800 × H750
（SH420）
W2100 × D800 × H750
（SH420）

本体：ウェーブスプリング

NC-026B（参考仕様）N-12

024 MODEL
Table

上質な空間を豊かに演出するテーブルシリーズ。センターテーブル、サイドテーブル、サービングテーブルは、
低めにセットした棚はインテリアデコレーション用として、サービングキャビネットはダイニングシーンにお使い下さい。
This table series offers high-quality space, conveniently.Coffee tables, side tables, and a serving table with a shelf set low,
please use them for decorative purposes.Please use the serving cabinet in combination with a dining table.
天板：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-024A-60 W600 × D600 × H450 NC-024A-120 W1200 × D600 × H450
NC-024B-90C φ900 × H450 NC-024H W900 × D450 × H720 NC-024HC W1200 × D450 × H800

NC-024A-60 / N-13

NC-024B-90C / N-11

NC-024A-120 / N-5

NC-024H / N-13

NC-024HC / N-13
NEO CLASSICO
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030 MODEL
Sofa

024 MODEL
Table

031 MODEL
Table

NC-030-3P（参考仕様）N-8+（置きクッション 参考仕様）
NC-030-1P（参考仕様）N-8+（置きクッション 参考仕様）
NC-030-OT（参考仕様）N-8
NC-024A-60 /N-8 NC-024A-120 /N-8
NC-031H-JB + RA-061-B
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030 MODEL
Sofa

アールデコのノイエスタイルをエーディコアらしくリスペクトしたソファ。ハイバックの背は、
よりリラックスした座り心地を、腰部に置かれたクッションは、
本体：ウェーブスプリング

柔らかな印象を与えるとともに座り心地に豊かさを提供します。

座：ポケットコイルスプリング

This sofa is designed by arranging the neue style of Art Deco with an AD CORE DEVISE touch.
The high back gives it a more comfortableness.
The cushions are put around the waist of the seat to enrich the seating comfort with a soft impression.
背・座：張り
（a～esランク）
／座本体：ウェーブスプリング+ウレタンフォーム
座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
（カバーリング） 背本体・背クッション：ウレタンフォーム
（カバーリング）
Sクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿 フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装
（全13色）

NC-030-1P
NC-030-2P
NC-030-3P
NC-030-OT

W900 × D950 × H900
（SH400）
AH580
W1600 × D950 × H900
（SH400）
AH580
W2150 × D950 × H900
（SH400）
AH580
W900 × D900
（SH400）

NC-030-OT（参考仕様）N-8

NC-030-1P（参考仕様）N-8

NC-030-3P（参考仕様）N-8

031 MODEL
Side Table

伝統的な和漆器を西洋のインテリアに取り入れたサイドテーブル。
本来、料理を供する時に使われる伝統的な輪島塗の和盆をトレイとして、現代のリビングスペースにサイドテーブルとしてデザインしました。
This table has been designed using Western designs while incorporating the skills of traditional Japanese lacquer.
A tray of Wajima-nuri lacquerware is used for serving meals in the ordinary way. We made the tray into a side table for a contemporary living scene.
天板：輪島塗

脚：スチール、
クロームメッキ仕上

NC-031L φ395 × H450
NC-031H φ395 × H650

輪島塗
輪島漆器は、高い技術を維持する為に各工程の、専門職が分業しています。それを最大限生かした塗りの品質です。その仕上げを支えるのは、
目に見えない、素地や下塗りや研ぎの技があっての仕上がりです。触る手のぬくもりを、柔らかく返してくれる、漆の質感をお楽しみください。

NC-031L

NC-031H

NC-031H-JB
NC-030-1P（参考仕様）N-8（置きクッション 参考仕様）
NEO CLASSICO
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030L-W MODEL
Lounge Chair

エレガントなソファ 030 モデルのパーソナルチェア。
メープル材とファブリック、柔らかな座の組合せはより上質な印象を与えます。
オットマンとの組合せは、フォーマルなリビング、パーソナル空間にリラックスした場所を提供します。
An arm chair from the 030-MODEL series with an elegant touch.
Its soft seat gives a classy image, using a combination of maple wood and fabric.
In combination with an ottoman, it provides a relaxing feel to a formal living room.
背・座：張り
（a～esランク）／本体：木フレーム 座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
背本体・背クッション：ウレタンフォーム 置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿 フレーム：
メープル無垢材、
ポリウレタン塗装
（全13色）

NC-030L-W W690 × D720 × H850（SH420）AH550
NC-030L-OT W600 × D600 × H420

座：ポケットコイルスプリング

NC-030L-W（b・OL-2）N-13

NC-030L-W（b・TH-01）N-13
NC-030L-OT（b・OL-2）N-13
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030L-C MODEL
Executive Chair

エレガントな 030 モデルをモチーフにしたエグゼグティブチェア。機能性と柔らかな座り心地を両立させた
パーソナルチェアは、エグゼクティブ使用だけでなく、パーソナルチェアとしてフォーマルな空間を演出します。
An executive chair, which has an elegant feel, was designed based on the 030-MODEL.
It strikes a balance between functionality and comfort. It would be suitable for an executive scene,
or any other location in your home, producing a formal feel.
背・座：張り
（a～esランク）／本体：木フレーム 座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
背本体・背クッション：ウレタンフォーム 脚／ガス圧上下機能アルミダイキャスト
（ウレタンキャスター付）
NC-030L-CL 背・座：張り
（a～esランク）／本体：木フレーム 座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
背本体・背クッション：ウレタンフォーム 脚：ウレタンキャスター

NC-030L-C

NC-030L-C
NC-030L-CL

W690 × D720 × H850~925
（SH420~495）
AH550~625
W690 × D720 × H850
（SH420）
AH550

座：ポケットコイルスプリング

NC-030L-C（b・OL-2）

NC-030L-CL（a・PP-6）
NC-030L-CL（a・PP-6）
NEO CLASSICO
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022 MODEL
Lounge chair

上質な時間を提供するために創られたラウンジチェア。
ダイニングチェアとラウンジチェアの中間に位置する座り心地とサイズ感。
硬めの熟練した座り心地は、上質な時間を提供します。
A lounge chair which was created to offer a high-quality experience.
The comfortableness and size are a mix between a dining chair and a lounge chair Harder,
firm comfortableness always offers high-quality.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-022L W650 × D625 × H710（SH420）AH640
NC-022H W650 × D670 × H880（SH420）AH640

NC-022L（es・AVS-1）N-12
NC-022H（es・AVS-2）N-13
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NC-022H（es・ADV-3）N-12

015 MODEL
Executive Chair

落ち着きのあるデザインと上質な質感を実現したデスク用エグゼクティブチェア。
人間工学に基づいた快適な座り心地を木フレームに表現、クラフトマンのハンドメイドと
最新のガスダンパー付きアルミ脚を融合させ、
最高のエグゼクティブ空間を演出します。
An executive chair which has a calm design using high-quality materials.
A wooden inner frame represents a comfortable seat based on ergonomics.
Uniting the quality of a handmaid craft with the legs together with aluminum gas
dampers use a state-of-the –art technology,
that provides the best executive space.
背・座：張り
（a～esランク）／座面：布バネ・ダイメトロール、
ウレタンフォーム
脚：ガス圧上下ロッキング機能アルミダイキャスト ポリッシュ仕上（ウレタンキャスター付）

NC-015L W650 × D625 × H710~810（SH400~470）AH630~700
NC-015H W650 × D670 × H880~970（SH400~470）AH630~700

NC-015L（e・ADC-1）

NC-015H（es・ADM-2）

NC-015L（es・ADM-3）

NC-015H（es・ADM-3）
NEO CLASSICO
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017 MODEL
Conference Table

重厚さに安定感を備えたカンファレンステーブル。
最大で W4800 の厚みのある天板と安定感の有る脚部は、その大きさと相まって実に存在感のあるテーブルになりました。
017-MODEL is a conference table with a sense of stability and substance.
The thick top plate is W4800, the largest size in the series, and the legs have a sense of stability to create a table with a real presence.
天板：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色）

NC-017-240 W2400 × D1200 × H720
NC-017-360 W3600 × D1200 × H720
NC-017-480 W4800 × D1200 × H720

NC-017-240 / N-13

NC-017-480 / N-13
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NC-015L（es・ADM-2）

018 MODEL
Executive Desk

重厚で安定感のある、エグゼクティブな空間に最適の上質なデスク。
ゆったりしたサイズの天板トップには
天然素材のリノリウムを使用しました。
This partners desk is perfect for an executive’s offices.
Linoleum of a natural material was used for the table top.
本体：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色）
天板：天然リノリウム貼り
（黒）
オプションハンドル：スワロフスキー・クリスタル

NC-018 W2100 × D900 × H700

NC-018 / N-13

NC-018 / N-13
NEO CLASSICO
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014 MODEL
Cabinet

厚みを持たせたトップとサイドパネルでしっかり組み上げられたサイドボードキャビネットシリーズ。
組み立て式の収納家具にはないしっかりとした剛性感と細部の創り込みが美しい収納家具です。
ハードウェアにもこだわり、スワロフスキーⓇ・クリスタルを使用したオプションの把手を用意しました。
本体：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色）
・マホガニー オプションハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル

NC-014C
NC-014TL

W1800 × D450 × H800
W1800 × D450 × H500

NC-014TL ③ / N-11

NC-014C ⑨ + OP + C

014 MODEL

スワロフスキーとは

Options handle

オーストリアのラグジュアリーブランド、
014-B-1
φ30

NEO CLASSICO

014-A

014-C

φ34

25

014-S

169

014-B-2

φ16

014-B

28

014-A-2

25

オプションハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル

014-A-1

33

ネオクラシコのオリジナルオプションパーツです。

通常品にはこのハンドル
（ツマミ）が付いています。

35.4

スワロフスキーのクリスタルガラスを使用した把手です。

014-C

オーストリア・チロル地方のワテンズに本拠地を置くスワロフスキーは、100 年以上の伝統に支えられた世界的
なフルカット・クリスタルのリーディングメーカーです。創業者のダニエル・スワロフスキー氏は 1895 年にチロル
地方の小さな村ワテンズにスワロフスキーを創業しました。従来とは比べ物にならない、
スピード・品質・精密さでカッ
トされるスワロフスキーのクリスタルストーンは、19 世紀終わりには世界中にその名が知られるようになり、ファッ
ションジュエリー産業の大改革を促進することになりました。その後も新しい技術への挑戦とデザイン開発は次々
と成功を納め、あらゆる分野へ進出。ファッションジュエリーや世界のファッションデザイナーのコレクションはもち
ろん、照明、インテリア、家具等、ライフスタイル全般にスワロフスキーⓇ・クリスタルの輝きは広がりつつあります。
スワロフスキーⓇは Swarovski AG の登録商標です。

019 MODEL
Cabinet / Wardrobe

重厚な中にシルエットを浮かび上がらせ、収納するものまでもデザインと考えたキャビネット。
扉には、クリアガラス／フロストガラスと木製パネルのバリエーション。
充分な高さを確保し、書棚からワードローブまで汎用性の高いキャビネットとしてお使い頂けます。
This cabinet was designed with consideration of part of it being stored.
There are three variations of doors, clear glass, frosted glass, and a wooden panel.
This is a versatile cabinet which can be used freely as a bookshelf or wardrobe with a height of 2200 mm.
本体：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色） 扉：メープル突板、
ポリウレタン塗装（全13色）
・クリアガラス・フロストガラス
ダウンライト照明付 オプションハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル

NC-019 W900 × D503 × H2200
NC-019-OP（サイドパネル 2枚セット） W50 × D503 × H2200
NC-019-3-OP（下記画像のセット3連結の場合+サイドパネル） W2800 × D503 × H2200

NC-019C-G/W（ガラスは参考仕様）+ NC-019C-G + NC-019K-G/W（ガラスは参考仕様）+ NC-019-OP / N-13
※スワロフスキーのクリスタルを使用した把手はオプションになります。
NEO CLASSICO
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061 Lighting
Table Lamp

柔らかなカーブの陶磁器と
ファブリックシェードの組み合せがやさしい光を演出。
透き通るような白い磁器肌は上質なクラシコスタイルを表現します。
RA-061 is a table lamp with a beautiful silhouette combination of pottery and a shade with a soft curve.
A translucent porcelain white surface represents a premium CLASSICO style.
本体：陶磁器（有田焼） 支柱・ベース：スチール、
クロームメッキ仕上 シェード：布（プレーンホワイト・プレーンブラック・シルキーホワイト） スイッチ：調光機能付

RA-061 φ380 × H720

調光機能付スイッチ

RA-061-P
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071H Lighting
Floor Stand

シンプルな佇まいの中にも存在感のある NEO CLASSICO のフロアスタンド。
ブラックフレームとシェードにより光の表情が際立ちます。
This is a simply designed floor stand from NEO CLASSICO.
Model RA-071H uses a black lampshade accentuated by a black stand, resulting in uniquely chic lighting.
支柱・ベース：スチール、黒艶塗装 シェード：布（ブラック） スイッチ：調光機能付

RA-031H-NC φ350 × H1700

調光機能付スイッチ

RA-071H-NC
NEO CLASSICO
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013 MODEL
Bed

173
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NC-013D / N-13
RA-031L

012 MODEL

013 MODEL

スーツのように丁寧に作り込んだベーシックスタイルのベッド。

ヘッドボード／フレームに厳選したメープル材を使用して重厚な印象に仕上がったベッド。

Bed

Bed

布張り仕様の柔らかいラインと共に，ファブリックの表情によりベッドルームのコーディネートは大胆に変化します。

ヘッドボードは背面まで仕上げてありますので、お部屋の中央にセットして間仕切りとしてもお使いいただけます。

マットレスには、全米ホテルシェア No.1 のサータ社オリジナルマットレスをセットしました。

マットレスには、全米ホテルシェア No.1 のサータ社オリジナルマットレスをセットしました。

This basic style bed is made exquisitely like a fine men’s suit.
The coordination of a bedroom changes a lot depending on the upholstery’s specification of its headboard.
With a soft line and fabric. NC-012 type bed has wooden or aluminum die-cast legs.

The profound designed of this bed’s headboard and frame are made using carefully selected maple wood.
Since the headboard is finished to the back side, it can be set in the center of the room and use as a partition.

ヘッドボード・本体フレーム：布張りカバーリング
（a～esランク）、
ウレタンフォーム

脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色） マットレス：オリジナル サータ社（ポスチャーノーマルマットレス）

NC-012 S W1070 × D2110 × H1000（MH530） NC-012 SD W1270 × D2110 × H1000（MH530）
NC-012 D W1450 × D2110 × H1000（MH530） NC-012 Q W1700 × D2110 × H1000（MH530）

NC-012D（c・SB-9）N-11 クッション オプション

ヘッドボード・本体フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色） 脚：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色） マットレス／オリジナル サータ社（ポスチャーノーマルマットレス）

NC-013 S W1170 × D2030 × H1000（MH400） NC-013 SD W1370 × D2030 × H1000（MH400）
NC-013 D W1540 × D2030 × H1000（MH400） NC-013 Q W1800 × D2030 × H1000（MH400）

NC-013D / N-13

1/100

NC-012 S

W1090 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-012 SD

W1290 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-013 S

W1170 × D2030
× H1000
（MH400）

サータ ポスチャーノーマルマットレス

NC-013 SD

W1370 × D2030
× H1000
（MH400）

（３ゾーンポケットコイル交互配列）

スプリングの反発力・耐久性・強度 NO.1
SWRH 82 B C 種
JIS 規格で最高グレードの線材を使用しています。

AD CORE ／ Serta（サータ社）
サータポスチャーノーマルマットレス
NC-012 D

W1460 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-012 Q

W1700 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-013 D

W1540 × D2030
× H1000
（MH400）

NC-013 Q

W1780 × D2030
× H1000
（MH400）

全米ホテルシェア No.1 のサータ社の
マットレスを使用しています。

２種の線径からなるコイルで
ゾーニング配列し、正しい寝姿勢へ
腰部が落ち込みすぎず、
理想的な寝姿勢と耐久性を保持します。
○線径１．
９mm

●線径 2.0mm
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061A MODEL
Chair

062 MODEL
Table

NC-061A ecs（PL-86/CS-86）D-1
NC-062-240 D-1
NC-048SB-GL-210 D-1
RA-071H-NCV-S
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061A MODEL
Comfort Chair

AMERICAN BARRELBACK CHAIR

（アメリカン バレルバック チェア）

アメリカン アール・デコをイメージしたフォーマルなチェア。厚みのある座
とフローティングした柔らかな背が重厚感と上質さを印象付けます。ゆっ
たりとしたサイズはフォーマルチェアとして、オフィスでのカンファレンス
チェアやリビングに合わせるラウンジチェアとしてもお使いいただけます。
A formal chair that re-imagines American art deco.It gives an
impression of true substance and high quality through its generous
seat, while the soft back appears to float. Being of a generous and
comfortable semi-lounge size, it can be used as a formal chair,
conference chairs at the office or lounge chairs in the living room.
背・座（a~esランク）／座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、
ウレタンフォーム
フレーム：オーク材（D-1～D-9）

NC-061A W590 × D585 × H800（SH450）

NC-061A（a・SC-3）D-5

NC-061A ecs（特別仕様：PL-86 ＋ CS-86）D-1

NC-061A（d・2H-3）D-3

ecs：特別仕様
座面のみクロスステッチレザー

NC-061A ecs（特別仕様：PL-86 ＋ CS-86）D-1

062 MODEL
Table

AMERICAN RECTANGULAR TABLE （アメリカン レクタンギュラー テーブル）
長方形を強く意識したテーブルで、天板のバーチカルスリットはアメリカのアールデコ建築をイメージさせます。
重厚な板厚の天板に合わせる脚部は、太い柱のような力強い無垢のオーク材です。フォーマルダイニングだけでなく、オフィス用テーブルやデスクとしてもご使用いただけます。
It is the table made to accentuate the rectangular shape that gives an impression of American art deco architecture through the addition of vertical slit on the table top.Thick pillars of
solid powerful white oak like meet a solid heavy table top. It can be used for not only formal dining but also as an office table and a desk.
天板：オーク突板（全9色）、バーチカルスリット：オーク材（全9色）
脚部：オーク無垢材（D-1～D-9）樹脂製アジャスター付き
天板・脚部共、
ポリウレタン塗装仕上

NC-062-180 W1800 × D1000 × H720
NC-062-210 W2100 × D1000 × H720
NC-062-240 W2400 × D1000 × H720

NC-062-240 D-1

NC-062-180 D-9
NEO CLASSICO Heritage
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030M MODEL 041BC MODEL
Dining Chair

Bench

NC-030MS（a・RX-5） ＋ OP（ADC-8）D-6
NC-030MA（a・RX-S） ＋ OP（ADC-8）D-6
NC-041BC-C-180（a・RX-5）D-6
NC-042A-210 D-6
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030M MODEL

オプション：パイピングカラー

Dining Chair

BELGIAN SLOPE ARM CHAIR （ベルジャン スロープアームチェア）
ゆったりとしたサイズ感のコンフォートチェアで、

ADC-4
ADC-6
ADC-8
（キャメルブラウン）（カーボンブラック）（グレー）

ラウンジチェアにとしてもお使いいただけるスロープアームチェアです。
オーク材の脚部との組合わせは、

オプションの場合のみパイピング仕
様で３色の天然皮革からお選びい
ただけます。

ナチュラル印象を空間に与え様々なフォーマル空間にお使いいただけます。
It is a comfort chair of semi-lounge-equivalent size that has plenty of room
to fit not only as a dining chair but also in the office and public spaces.
You can choose leather piping for a smooth and comfortable arm line and
natural oak legs also comes as an option.
座：張り
（a～esランク）、座面：弾性ベルト、
ウレタンフォーム フレーム：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-9）

NC-030MS W600 × D600 ×Ｈ850（SH430）
NC-030MA W600 × D600 ×Ｈ850（SH430）AH610

NC-030MS（a・RX-5）+OP（ADC-8）D-6

NC-030MS （C・SB-4）+OP（ADC-6）D-9

NC-030MA（a・RX-5）+OP（ADC-8）D-6

NC-030MA（e・ADC-6）+OP（ADC-8）D-1

041BC MODEL
Bench

MONASTERY BENCH （モナステリー ベンチ）
アメリカンクラシックらしい、ナチュラルで上質な空間に
お使いいただけるダイニングベンチが誕生しました。
ヘリテージシリーズのダイニングに、
より自由でナチュラルな印象を与えるベンチです。
Our Neo-Classico Heritage series bench is also out now.
It will compliment American classic-style high-end décor.
The bench gives more freedom and natural expression to the dining table.
NC-041BC-B 座：オーク無垢材 脚：オーク突板・アジャスター付
NC-041BC-C 座クッション：張り
（a～esランク）／オーク無垢材
脚：オーク突板・アジャスター付、
ポリウレタン塗装（D-1～D-9）

NC-041BC-B-150
NC-041BC-B-180
NC-041BC-B-210
NC-041BC-C-150
NC-041BC-C-180
NC-041BC-C-210

W1500 × D450 × H410
W1800 × D450 × H410
W2100 × D450 × H410
W1500 × D450 × H450
W1800 × D450 × H450
W2100 × D450 × H450

NC-041BC-C-180 （a・MX-4）D-7

NC-041BC-B-180 D-7
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051 MODEL 052 MODEL
Dining Chair

Dining Table
NC-052A-210 D-7
NC-051BC-S（a・CBS-1）D-7 ＋ NC-051H-OP
NC-051BC-A（a・CBS-1）D-7 ＋ NC-051H-OP
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051 MODEL
Dining Chair

AMERICAN GEORGIAN CAMELBACK CHAIR （アメリカン ジョージアン キャメルバックチェア）
051 モデルは、アメリカに渡ったジョージアンスタイルをモチーフにし、キャメルバックを持つ事によって、よりエレガントなデザインになりました。その調和の取れた威厳あるデザインは、

NC-051H-OP（クローム・真鍮）

アメリカのコロニアルスタイルとして定着しました。フォーマルでエレガントなカーブによってそのスタイルをよりモダンにリデザインしました。
The 051 models are the more elegant design based on the Georgian style which developed in the United States.
The camel back became an elegant curve for use at more formal occasions. It was redesigned to its modern style and expression by AD CORE DEVISE.
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9）
布：ファブリックコレクションのaからesランクを選択可能 ヌードにはベースファブリックが張られています。 オプションハンドル：真鍮・クローム

NC-051BC-S W480 × D605 × H950（SH450）
NC-051BC-A W625 × D605 × H950（SH450）AH640

NC-051BC-S（es・AVS-1）D-6
NC-051BC-S（a・CBS-1）D-7 ＋ NC-051H-OP

NC-051BC-A（a・CBS-1）D-7 ＋
NC-051H-OP

NC-051BC-A（a・MX-4）D-6

052 MODEL
Dining Table

ENGLISH FARMHOUSE DINING TABLE （イングリッシュ ファームハウス ダイニングテーブル）
052 モデル ENGLISH FARMHOUSE TABLE はイギリスの農家のテーブルをモチーフにリデザインしました。実用的な４本脚のテーブルは、
作業用として安定感を求められるシーンにも使われました。幕板を廃したシンプルな構造で、フォーマルにもカジュアルにも様々なシーンにお使いいただけるダイニングテーブルになりました。
The 052 model is a redesign of an ENGLISH FARMHOUSE TABLE.The practical 4 legs make a work table that provides stability.
The removal of the sideboards through the use of a simple structure makes it a useful dining table for both formal and casual scenes.
天板：オーク材＋オーク厚突板ランダム貼り、
うずくり加工
脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9）
ハンドメイド轆轤（ろくろ）加工

NC-052A-210
NC-052A-180
NC-052A-90
NC-052B-120

W2100 × D1000 × H720
W1800 × D900 × H720
W900 × D900 × H720
Φ1200 × H720

NC-052A-210 D-7

NC-052A-180 D-6

NC-052B-120 D-1
NEO CLASSICO Heritage
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041 MODEL

042 MODEL

Dining Chair

Dining Table
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NC-041BC-A-N D-6 NC-041BC-S-N D-6 NC-042A-240 D-6 NC-048SB-LL-180 D-6 RA-071H-NCV-T

041 MODEL
Dining Chair

AMERICAN GEORGIAN CHAIR（アメリカン ジョージアン チェア）
041 モデルは、アメリカに渡ったジョージアンスタイルをモチーフにデザインしました。その調和の取れた威厳あるデザインは、
アメリカのコロニアルスタイルとして定着しました。その時代のスタイルをモダンにリデザイン、ゆったりとしたサイズ感でソファのような掛け心地を実現しました。
The 041 models are designed in the motif of the Georgian style that migrated to the United States.
We have re-designed this style with a modern twist.
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム

背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9） 布：ファブリックコレクションのaからesランクを選択可能 ヌードにはベースファブリックが張られています。

NC-041BC-S W480 × D594 × H900（SH450） NC-041BC-A W600 × D594 × H900（SH450）AH640

NC-041BC-A（c・SB-3）D-3

NC-041BC-A-N D-6
NC-041BC-S-N D-6

NC-041BC-S（c・SB-3）D-3

042 MODEL
Dining Table

MONASTERY TABLE（モナステリー テーブル）
042 モデル モナステリー テーブルは 17 世紀、修道院で使われたテー
ブルをモチーフにリデザインしました。荘厳な印象のダイニングテーブル
を、アメリカン・ジョージアンスタイルのダイニングチェアに合わせてデザ
イン。アメリカコロニアルスタイルのダイニングテーブルとして、
様々なシー
ンに安定感のある空間を創ります。フォーマルダイニングにも使用できる
サイズとデザインのダイニングテーブルです。
The 042 model,MONASTERY TABLE was redesigned as a motif
of the kinds of tables used in monasteries in the 17th century.
The dining table of awe-inspiring impression was designed to
accompany the dining chairs of the American Georgian style. It is a
dining table with the size and design of a formal dining room table.
天板：オーク材＋オーク厚づき突板ランダム貼り、
うずくり加工
脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-9）、ハンドメイド轆轤（ろくろ）加工

NC-042A-240 W2400 × D1000 × H720
NC-042A-210 W2100 × D1000 × H720
NC-042A-180 W1800 × D900 × H720

NC-042A-210 D-6

NC-042A-180 D-3
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041C MODEL
Dining Chair + Slipcovered
NC-042B-150 D-1
NC-041C-S（参考仕様）
NC-041C-A（参考仕様）
RA-071H-NCV-S
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042 MODEL
Dining Table

041C MODEL
Dining Chair + Slipcovered

AMERICAN GEORGIAN CHAIR+SLIPCOVERED

（アメリカン ジョージアン チェア＋スリップカバー）

スリップカバー（カバーリング）は、フォーマルな場所で使うイメージが強いのですが、普段の生活の中でスリップカバーを使い
豊かな変化のあるインテリアシーンをお楽しみいただけます。生活に合わせて新しいスリップカバーのあるインテリアシーンをお楽しみ下さい。
Although ‘slip cover (covering)’ has a strong image of use in formal venues like public places and a wedding halls,
it can also adapt to various interior scenes in one’s ordinary life with a surprising degree of versatility.
This piece enjoy changing expressions in any interior scene.Won’t you test-drive our interior scene with new ‘slip cover’.
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9） ヌードにはベースファブリックが張られています。
布：スリップカバーはファブリックコレクションのaからeランクを選択可能

NC-041C-S W480 × D594 × H900（SH450） NC-041C-A W600 × D594 × H900（SH450）AH640

NC-041C-S（参考仕様）

NC-041C-S（参考仕様）

NC-041C-S（c・SB-1）

NC-041C-A（参考仕様）

NC-041C-A（参考仕様）

NC-041C-A（c・US-6232）

042 MODEL
Dining Table

MONASTERY TABLE（モナステリー テーブル）
042 モデル モナステリー テーブルは 17 世紀、修道院で使われたテーブルをモチーフにリデザインしました。
荘厳な印象のダイニングテーブルを、アメリカン・ジョージアンスタイルのダイニングチェアに合わせてデザインしました。
アメリカコロニアルスタイルのダイニングテーブルとして、様々なシーンに安定感のある空間を創ります。
円形の天板とろくろ加工による天然木の美しさをお楽しみ下さい。
The 042 model,MONASTERY TABLE was redesigned as a motif of the kinds of tables used in monasteries in the
17th century. The dining table of awe-inspiring impression was designed to accompany the dining chairs of the
American Georgian style. It is a dining table in the American colonial style, and exudes a formal impression in the
casual and natural interior scenes making a space that has a sense of stability in various settings. It is a dining table
with the size and design of a formal dining room table.
天板：オーク材＋オーク厚づき突板ランダム貼り、
うずくり加工

脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-9）、ハンドメイド轆轤（ろくろ）加工

NC-042B-150 Φ1500 × H720 NC-042B-120 Φ1200 × H720

NC-042B-150 D-1
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043W MODEL
Lounge Chair / Wing Chair

FRENCH STYLE CHAIR（フレンチスタイル チェア）
043 モデルは 19 世紀に流行したフレンチスタイルのウィングバックチェアをモチーフにデザインしました。
静かな落ち着いたパーソナルな空間を創るチェアとして
インテリアシーンに合わせて自分だけのパーソナルチェアをお楽しみ下さい。
The 043 models have taken the wingback chair of the French style as the motif that was in fashion in the
19th century.The wingback chair has a traditional high back and is called so because of its characteristic
curves like the wings of a bird.The legs are in white oak; please enjoy your personal chair in any interior
scene you please!
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム
脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9） 布：ファブリックコレクションのaからesランクを選択可能

NC-043LS-W W570 × D690 × H950（SH420）
NC-043LA-W W650 × D700 × H1050（SH420）AH620

LOUNGE
CHAIR

NC-043LS-W（es・ADM-3）D-3

NC-043LS-W（b・TH-01）D-2

WING
CHAIR

NC-043LA-W（c・WO-47）D-4
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NC-043LA-W（b・OL-3）D-8
RA-071L-NCV-T
NC-047L-60 D-8/N

043C MODEL
Desk Chair / Wing Desk Chair

FRENCH STYLE DESK CHAIR（フレンチスタイル デスクチェア）
043 モデルは 19 世紀に流行したフレンチスタイルのウィングバックチェアをモチーフにデザインしました。
ネオクラシコ ヘリテージではそのウィングバックチェアを、エグゼクティブチェアとして、より快適に使いやすく、
リデザインしました。同じ構造のアームレスチェアはオフィス空間のミーティングチェアとして活躍します。
The 043 model is designed with the French-style wingback chair as motif; a fashionable item in the 19th century.
In NEO CLASSOCO heritage, we have redesigned the wing chair to be more comfortable and useful as an executive chair.
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム
布：ファブリックコレクションのaからesランクを選択可能

脚部：ガス上下機能付アルミダイキャスト
（ウレタンキャスター付）

NC-043LS-C W570（647）
× D690 × H930～1005
（SH400～475）
NC-043LA-C W650 × D700 × H980～1055（SH400～475）AH600～675

DESK
CHAIR

NC-043LS-C（es・ADM-3）
NC-043LS-C（b・TH-01）

WING
DESK
CHAIR

NC-043LA-C（a・CBS-2）
NC-043LA-C（c・WO-47）

NC-043LA-C（es・APR-303）
NC-062-240 D-1
NEO CLASSICO Heritage
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065 MODEL
Sofa
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NC-065-1P ds（WO-35/VS-35）D-5
NC-065-2P ds（WO-35/VS-35）D-5
NC-047L-120 D-5/N

065 MODEL
Sofa

FRENCH BARRELBACK SOFA

（フレンチ バレルバック ソファ）

曲線と直線が融合したエレガントなソファは、1920 年代モダニズムをイメージしました。
オーク材で縁取られたモダン彫刻のようなフレームと柔らかなクッションは、優雅に身体を包み込みます。
ラウンジチェアとしての１人用、ホテルやオフィスでも使用しやすい２人用、
フォーマルな空間で使用できる３人用まで幅広いシーンでお使いいただけます。
This elegant sofa with curved lines and straight lines re-imagines the modernism of the 1920s.
The frame fringed with oak appears carved and the soft cushion graciously wraps the body.
It finds uses in various scenes; as a single lounge chair,
for two people at a hotel or office, and for 3 people in a formal space.
背・座、本体：張り（a~esランク） 座クッション：鋼製ウェーブバネ+ポケットスプリング、
ウレタンフォーム
フレーム：オーク材（D-1～D-9） 脚：オーク材（D-1～D-9）
ストッパー付キャスター
（1Pのみ）

背クッション：ウレタンフォーム

NC-065-1P W750 × D750 × H750（SH400）AH650
NC-065-2P W1500 × D750 × H750（SH400）AH650
NC-065-3P W2000 × D750 × H750（SH400）AH650

NC-065-1P（Aa-2）D-1

NC-065-1P ds（WO-35 + VS-35）D-5

ds
（特別仕様）
背面側のみ
バーチカルステッチ
本体：ウェーブスプリング

座：ポケットコイルスプリング

NC-065-2P ds（WO-35 + VS-35）D-5

NC-065-3P（C・GA-1）D-4
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045 MODEL
Sofa
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NC-045C-3P（a・PP-3）D-3
NC-045BC-1P（c・GA-5）D-3
NC-045BC-OT（c・GA-5）D-3
NC-043LS-W（es・AVS-4）D-7
NC-047L-90 D-7/B
RA-071H-NCV-S

045 MODEL
Sofa

ENGLISH SLOPE ARM SOFA

（イングリッシュ スロープアーム ソファ）

045 モデル イングリッシュ スロープアーム ソファはヨーロッパの伝
統的なソファを少し男性的に、19 世紀初頭の様々なインテリアスタ
イルが花開いた時代のヴィンテージソファをイメージし、
リデザインしま
した。１人用ではパーソナル感を大切にしたラウンジチェア、３.5 人
用では安定感のあるフルサイズのソファと、サイズが変わってもデザ
イン性を崩さず、空間にフォーマルな安定感を与えます。
The 045 model English slope-arm sofa was redesigned from a
European traditional sofa to a slightly more masculine piece in line
with the image of a vintage sofa. This was in the time that various
interior styles began to flourish in the early 19th century.The
single-seater puts value on a personal seating experience while
the other type for 3.5 persons has the stability of a full-size sofa.
Even with the differing size, it keeps the truth of the design and
gives a sense of formal stability in the room.

NC-045BC-1P（es・AVS-3）D-3

NC-045BC-OT（es・AVS-3）D-3

座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム
フレーム：木枠（合板、堅木材） 布：ファブリックコレクションのaランクからesランクを選択可能
脚部：堅木材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-5） 置きクッション：ポリエステル綿100％
ヌードにはベースファブリックが張られています。

NC-045BC-1P
NC-045BC-2P
NC-045BC-2PL
NC-045BC-3P
NC-045BC-3PL
NC-045BC-OT

W850 × D875 × H850
（SH400）
AH590
W1500 × D875 × H850
（SH400）
AH590
W1800 × D875 × H850
（SH400）
AH590
W2100 × D875 × H850
（SH400）
AH590
W2400 × D875 × H850
（SH400）
AH590
W600 × D600 × H400

本体：ウェーブスプリング

NC-045BC-2P-N D-2

NC-045BC-2PL-N D-2

NC-045BC-3PL-N D-2

NEO CLASSICO Heritage
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045C MODEL
Sofa + Slipcovered

ENGLISH SLOPE ARM SOFA+SLIPCOVERED

（イングリッシュ スロープアーム ソファ＋スリップカバー）

スリットスカートを持ったスリップカバー（カバーリング）は、豊かな変化のあるインテリアシーンをお楽しみいただけます。
生活するインテリアシーンに合わせて表情を変えて楽しむ事ができます。
新しいスリップカバーのあるインテリシーンをお楽しみ下さい。
The slip cover with a slit skirt enlivens any interior scene with various changes as the mood demands.
It enjoys changing expression in any interior scene. Won’t you liven up your interior scene with the new “slipcover”.
座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：木枠（合板、堅木材）
脚部：堅木材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-5） 置きクッション：ポリエステル綿100％ ヌードにはベースファブリックが張られています。
布：スリップカバーはファブリックコレクションのaからeランクを選択可能
下地本体にはベースファブリックが張られていますので、
スリップカバー無しの状態でもお使いいただけます。

NC-045C-1P W850 × D875 × H850（SH400）AH590 NC-045C-2P W1500 × D875 × H850（SH400）AH590
NC-045C-2PL W1800 × D875 × H850（SH400）AH590 NC-045C-3P W2100 × D875 × H850（SH400）AH590
NC-045C-3PL W2400 × D875 × H850（SH400）AH590 NC-045C-OT W600 × D600 × H400

NC-045C-1P（a・PP-1）
NC-045C-1P（c・SB-4）

NC-045C-OT（c・SB-4）

NC-045BC-1P（c・GA-5）D-3
NC-045C-3P（参考仕様）
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047 MODEL
Living Table

ANTIQUE METAL LIVING TABLE（アンティークメタル リビングテーブル）
19 世紀、産業革命によって鋼製製品が様々なインテリア製品に使用されました。
ナチュラル感を大切にしたホワイトオーク材の天板と合わせるのは、アンティークメタルの脚部。
ヴィンテージブロンズとヴィンテージニッケルに仕上げ、リビングシーンにナチュラルさと懐かしさを演出します。
Steel products were used for various interior products by the time of the Industrial Revolution in the 19th century.
The legs finished in antique metal unite with the natural feeling of the table in white oak.
This piece comes with a vintage bronze and vintage nickel finish and they each give a certain nature and nostalgia in the living room.
天板：オーク材＋オーク厚突板ランダム貼り、
うずくり加工、
ポリウレタン塗装（D-1～D-9）
脚部：スチールプレート、
スチールパイプ 脚部仕上げ：アンティーク仕上げ
（B:ヴィンテージブロンズ、N:ヴィンテージニッケル）

NC-047L-40
NC-047L-60
NC-047L-90
NC-047L-120
NC-047H-120

W400 × D600 × H400
W600 × D600 × H400
W900 × D900 × H400
W1200 × D600 × H400
W1200 × D450 × H720

NC-047L-40 D-4/B

NC-047L-60 D-6/N

NC-047L-90 D-3/B

RA-071L-NCV-T NC-047L-60 D-6/B

NC-047L-120 D-6/N

NC-047H-120 D-6/N
NEO CLASSICO Heritage
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046C MODEL
Sofa + Slipcovered
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NC-046C-3P（RX-04/RX-03）D-2
NC-047L-120 D-8/N
NC-047L-60 D-8/N
NC-043LA-W（OL-3）D-8
RA-071L-NCV-T
RA-071H-NCV-T

046 MODEL
Sofa

BELGIAN CAMELBACK SOFA

（ベルジャン キャメルバック ソファ）

046 モデル ベルジャン キャメルバック ソファはヨーロッパの伝統的なソファを女性的にリデザインしました。
スクエアなボックス形状のフォルムは空間に安定感を、
アームから背につながる柔らかなカーブは、空間に優しさと華やかな美しさを与えます。
The 046 model Belgian Camelback sofa was redesigned from a traditional sofa of European style
to suit a more feminine manner. It gives stability through its square box form in the room
and the soft curve that runs from the arm to the back gives a certain tenderness and gorgeous beauty to the room.
座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：木枠（合板、堅木材） 布：ファブリックコレクションのaからesランクを選択可能
脚部：堅木材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-5） 置きクッション：ポリエステル綿100％ ヌードにはベースファブリックが張られています。

NC-046BC-1P
NC-046BC-2P
NC-046BC-2PL
NC-046BC-3P
NC-046BC-3PL
NC-046BC-OT

NC-046BC-1P-N D-2

W900 × D850 × H800
（SH400）
AH650
W1500 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W1800 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W2100 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W2400 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W600 × D600 × H400

NC-046BC-2P-N D-2

本体：ウェーブスプリング

NC-046BC-2PL-N D-2

NC-046BC-3PL-N D-2

046C MODEL
Sofa + Slipcovered

BELGIAN CAMELBACK SOFA+SLIPCOVERED

（ベルジャン キャメルバック ソファ＋スリップカバー）

スリットスカートを持ったスリップカバー（カバーリング）は、豊かな変化のあるインテリ
アシーンをお楽しみいただけます。生活するインテリアシーンに合わせて表情を変えて
楽しむ事ができます。新しいスリップカバーのあるインテリシーンをお楽しみ下さい。
The slip cover with a slit skirt enlivens any interior scene with various changes as
the mood demands. It enjoys changing expression in any interior scene. Won’t you
liven up your interior scene with the new “slipcover”.
布：スリップカバーはファブリックコレクションのaからeランクを選択可能
下地本体にはベースファブリックが張られていますので、
スリップカバー無しの状態でもお使いいただけます。

NC-046C-1P
NC-046C-2P
NC-046C-2PL
NC-046C-3P
NC-046C-3PL
NC-046C-OT

W900 × D850 × H800
（SH400）
AH650
W1500 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W1800 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W2100 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W2400 × D900 × H850
（SH400）
AH650
W600 × D600 × H400

NC-046C-3P（c・SB-4/SB-2）

NC-046C-OT（参考仕様）
NEO CLASSICO Heritage
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055 MODEL
Sofa

NC-055BC-3PL（a・CBS-1/CBS-2）D-4 NC-051L-A（参考仕様）D-7 NC-053L（b・LMS-13）D-7
NC-054L（b・LMS-2）D-7 NC-057-120 D-7 NC-057-60 D-7 NC-057B-60 D-7 RA-071L-NCV-T
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055 MODEL
Sofa

SAVOY TUFTED SOFA

（サヴォイ タフト ソファ）

055 モデル サヴォイ タフト ソファは 1920 年代のイギリスのアールデコ時代のソ
ファをリデザインしました。背に並んだ規則的なボタンは、
クラシカルなデザインのミッ
ドセンチュリー的なモダンな印象と、ボタン絞りによるカーブがエレガントさを与えて
います。背はダイニングテーブルやサービングテーブルと同じ高さに押さえられてい
て、空間に統一感を与えます。
The 055 model Savoy Taft sofa is a redesign of the sofas in the British art deco
age of the 1920s.The buttons which are lined up on the back gives a modern
impression mixed with the mid-century-like classical design and the curve added
by the buttons gives the impression of elegance. The back is the same height
as a dining table and a serving table giving uniformity to the space.

NC-055BC-2P（c・SB-5）D-2

NC-055BC-2PL-N D-2

座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム、
フレーム：木枠（合板、堅木材） 布：ファブリックコレクションのaランクからesランクを選択可能
脚部：堅木材、
ポリウレタン塗装（D-1～D-5）

NC-055BC-2P
NC-055BC-2PL
NC-055BC-3P
NC-055BC-3PL

W1500 × D850 × H720
（SH400）
W1800 × D850 × H720
（SH400）
W2100 × D850 × H720
（SH400）
W2400 × D850 × H720
（SH400）

本体：ウェーブスプリング

NC-055BC-3PL-N D-2

055C MODEL
Sofa + Slipcovered

SAVOY TUFTED SOFA+SLIPCOVERED

（サヴォイ タフト ソファ + スリップカバー）

055C モデルの背のボタン絞りは、スリップカバーの中にも存在します。表面のカ
バーでは柔らかな表情のラインを、カバーを取り外せば違った印象を空間に与えま
す。スリットスカートを持ったスリップカバー（カバーリング）は、豊かな変化のあるイ
ンテリアシーンをお楽しみいただけます。生活するスタイルに合わせて表情を変えて
楽しむ事ができます。新しいスリップカバーのあるインテリシーンをお楽しみ下さい。
A button fixture on the back in the 055C Model is also available in the slip cover.
It adds an impression of soft lines on the surface of the cover and gives different
impressions in the room when taken off. It is possible to change and enjoy an
expression according to your interior scene.
布：スリップカバーはファブリックコレクションのaからeランクを選択可能
下地本体にはベースファブリックが張られていますので、
スリップカバー無しの状態でもお使いいただけます。

NC-055C-2P
NC-055C-2PL
NC-055C-3P
NC-055C-3PL

W1500 × D850 × H720
（SH400）
W1800 × D850 × H720
（SH400）
W2100 × D850 × H720
（SH400）
W2400 × D850 × H720
（SH400）

NC-055C-2P（b・LMS-6）D-2（スクウェアクッション オプション）

NC-055C-3P（参考仕様・スクウェアクッション オプション）
NEO CLASSICO Heritage
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054 MODEL

NC-054L（b・LMS-2）D-7
RA-071L-NCV-T
NC-057-60 D-7

Lounge Chair

ENGLISH ROLL ARM LOUNGE CHAIR （イングリッシュ ロール アーム ラウンジチェア）
054 モデルは 19 世紀に流行した第二帝政時代のインテリアをモチーフに、
イギリスで構築されたアームチェアをリデザインしました。柔らかで優しい形状は、インテリアに安心感と安定感を与えます。
インテリアシーンに合わせて、自分だけのパーソナルチェアをお楽しみ下さい。
The 054 models are designed after armchairs in the motif of the interior
in the second monarchical period which came into fashion in the 19th century.
The gentle shape of this soft piece gives a sense of security and a sense of stability to the interior.
座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルトクロス編み＋多層ウレタンフォーム、
アーム：チップウレタン＋多層ウレタンフォーム
脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9） 布：ファブリックコレクションのaランクからesランクを選択可能

NC-054L W800×D900×H850（SH410）AH570

NC-054L（b・LMS-2）D-7

NC-054L（a・CBS-2）D-4
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053 MODEL
Lounge Chair

BELGIAN SLOPE ARM CHAIR （ベルジャン スロープアーム チェア）
053 モデルは 19 世紀に流行したシンプルなベルギースタイルのインテリアをモチーフにデザインしました。
ウィングチェアのウィングを控えめにし、なだらかなアームを持つラウンジチェアです。
ウィングバックチェアと同様、頭まで包まれる空間は、静かな落ち着いたパーソナルな空間を創るために、
そのウィングチェアを、より快適に使いやすくリデザインしました。
The 053 models were designed in the motif of the interior simple Belgium style which came into fashion in the 19th century.
The idea of a chair where even the head is surrounded was used to create a quiet and calm, personal space.
Neo Classico Heritage redesigns the wing chair to make it even more comfortable and easy to use.
座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム 背：弾性ベルトクロス編み＋多層ウレタンフォーム アーム：チップウレタン＋多層ウレタンフォーム
脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9） 布：ファブリックコレクションのaランクからesランクを選択可能

NC-053L-L
NC-053L-H
NC-053-OT

W700 × D845 × H850
（SH400）
AH600
W700 × D845 × H1050
（SH400）
AH600
W700 × D600 × H400

NC-053L-L（d・2H-4）D-9
NC-053L-L（参考仕様）D-3

NC-053L-H（b・OL-1）D-6

NC-053-OT（b・OL-1）D-6

NC-053L-H（b・LMS-13）D-7
NEO CLASSICO Heritage
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051L MODEL
Lounge Chair

AMERICAN GEORGIAN CAMELBACK LOUNGE CHAIR

（アメリカン ジョージアン キャメルバック ラウンジチェア）

051L モデル アメリカン ジョージアン キャメルバック ラウンジチェアは、
アメリカに渡ったジョージアンスタイルをモチーフに、キャメルバックを持つ事によってよりエレガントなデザインになりました。
その調和の取れた威厳のあるデザインは、
フォーマルでエレガントなカーブによってそのスタイルをよりモダンにリデザインしました。
The 051L models are the more elegant design based on the Georgian style which developed in the United States.
The camel back became an elegant curve for use at more formal occasions.
It was redesigned to its modern style and expression by AD CORE DEVISE.
座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム、 フレーム：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9）
布：ベーシックモデル専用ファブリック ベースファブリック、
その他ファブリックコレクションのaランクからesランクを選択可能
オプションハンドル：真鍮・クローム

NC-051L-S W480 × D620 × H900（SH410）
NC-051L-A W625 × D620 × H900（SH410）AH600

NC-051H-OP

NC-051LA（参考仕様）D-7
NC-051LS（es・AVS-3）D-6
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NC-051L-A（参考仕様）D-7
RA-071H-NCV-T

057 MODEL
Living Table

ENGLISH FARMHOUSE LIVING TABLE （イングリッシュ ファームハウス リビングテーブル）
057 モデル イングリッシュ ファームハウス リビングテーブルは、
052 モデルのダイニングテーブルをモチーフにデザインされました。
その安定感のあるデザインはそのままに、ソファに合うリビングテーブルにリデザイン。
リビングーシーンのシンプルなセンターテーブル、サイドテーブルにお使いいただけます。
The 057 model ENGLISH FARMHOUSE LIVING TABLE is designed in the motif of a dining table from a
traditional British farmhouse. The base of the design maintains a sense of stability while creating a living
room table which matches a sofa. You can use it for a simple center table and a bedside table.
天板：オーク材＋オーク厚突板ランダム貼り、
うずくり加工

脚部：オーク材、
ポリウレタン塗装（D-1~D-9）、ハンドメイド轆轤（ろくろ）加工

NC-057L-40
W400 × D600 × H400 NC-057L-60
W600 × D600 × H400
NC-057L-90
W900 × D900 × H400 NC-057L-120 W1200 × D600 × H400
NC-057B-60C Φ600 × H600

NC-057B-60C D-6

NC-057L-60 D-7

NC-057L-120 D-7

NC-057L-90 D-6

NC-057B-60C D-7
NC-055BC-3PL（a・CBS-1/CBS-3）D-4
NEO CLASSICO Heritage
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048 MODEL
TV Board / Cabinet

COLONIAL STYLE CABINET（コロニアルスタイル キャビネット）
048 モデル コロニアルスタイル TV ボード、キャビネットは、様々なデザイ
ン源流を持つコロニアル様式をモチーフにデザインしたキャビネットです。
素材感溢れるオーク材を用いた存在感のあるキャビネットシリーズは、彫り
の深い印象的なキャビネットシリーズになりました。
The 048 model, a COLONIAL STYLE TV BOARD-CABINET is
a cabinet designed in the colonial style with various design origins in the
motif. It is solidly framed in both drawers and doors and is truly a deepcurved impressive cabinet series.
本体：オーク材＋オーク突板、
うずくり加工 扉：オーク材＋オーク突板、
クリアガラス
ポリウレタン塗装（D-1～D-9） ハンドル：真鍮・ブロンズ仕上げ

NC-048TV-150
NC-048TV-180
NC-048TV-210
NC-048SB-150
NC-048SB-180
NC-048SB-210

W1500 × D500 × H500
W1800 × D500 × H500
W2100 × D500 × H500
W1500 × D500 × H720
W1800 × D500 × H720
W2100 × D500 × H720

NC-048TV-LV-180 D-6

NC-048TV-GL-180 D-6

NC-048SB-GL-210 D-1
RA-071H-NCV-T
NC-048SB-LL-180 D-6
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NC-048SB-GL-210 D-1
RA-071H-NCV-T

071 MODEL
Lighting

ANTIQUE METAL LAMP（アンティークメタル ランプ）
19 世紀、産業革命によって鋼製製品が様々なインテリア製品に使用されました。
インテリアにとって重要な照明もその一つです。ネオクラシコブランドの照明をアンティークメタルのブロンズに仕上げ、
ヴィンテージイメージにしました。様々なインテリアシーンに光の輪を広げます。
Steel products came to be used for various interior products in the Industrial Revolution in the 19th century.
Lighting is one of the important factors in interior design where steel is found.
It extends the ring of light on a multitude of interior scenes.
支柱・ベース:スチール、
ヴィンテージブロンズ仕上げ

シェード:スクエアS type（ナチュラルリネン）／テーパーT type（プレーンホワイト） スイッチ:調光機能付

RA-071H-NCV-S Φ350 × H1750 RA-071H-NCV-T Φ450 × H1750
RA-071L-NCV-S Φ350 × H730
RA-071L-NCV-T Φ450 × H730

RA-071L-NCV-S

RA-071L-NCV-T

Sタイプテーブルランプのシェードトッ
プには、上から見た時に直接光源
が眼に入らないように樹脂プレート
を取り付けました。

RA-071H-NCV-S

RA-071H-NCV-T

フロアランプのシェード底面には、
下から見上げた時に直接光源が眼
に入らないように樹脂プレートを取
り付けました。スイッチは、調光機能
付きです。

RA-071H-NCV-S

NEO CLASSICO Heritage
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