『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
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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

10

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

36

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
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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
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