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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： Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア

AD-861A （ファブリック） ・a～esランク

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座

AD-861DA

a b c d e

①ビーチ
・全13色

esea

AD-871A （ファブリック） ・a～esランク

（ファブリック）
・a～esランク

AD-871DA ①ビーチ
・全13色

AD-861A・AD-871A・AD-875A　背・座： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　脚： ビーチ材、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）　
フレーム： スチールパーツ（クロームメッキ ｏｒ ブラック）　
AD-861DA・AD-871DA・AD-875DA　背・座： 成型合板　ビーチ突板+張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　脚： ビーチ材、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）　
フレーム： スチールパーツ（クロームメッキ ｏｒ ブラック）　

AD-875A （ファブリック） ・a～esランク

（ファブリック）
・a～esランク

AD-875DA ①ビーチ
・全13色

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥55,000
（税込￥60,500）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥83,000
（税込￥91,300）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥104,000
（税込￥114,400）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥118,000
（税込￥129,800）

CERVO［チェルボ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair

1986 年の誕生以来、エーディコアのベストセラーモデルです。成型合板の背と座はステンレス L 字アングルで接
合され、バネのようなクッション性があります。成型合板のシェルとスレンダーなビーチウッド材の脚を繋ぐ X フレーム
と名付けたスチールパイプフレームが、座が浮遊したような軽やかなデザインと椅子全体の強度を保つ役目を担いま
す。パーツ化された構造は、メンテナンス性に優れています。

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
AD-861DA

（サイドチェア）
W450・D500・
H775・SH435
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AD-861A AD-861DA
AD-875A AD-875DA

AD-871A AD-871DA

FRESCO ［フレスコ］
Table

エーディコア ブランド創成期から生産しているロングセラーのテーブルです。
独自の形状を持つ４本脚のAタイプと、支柱のスリットがデザインのポイントになるスチールベース一本脚のBタイプ。
幕板などの構造体のないシンプルなスタイルです。チェルボシリーズとの相性は抜群です。

AD-862A-90 AD-862B-80C
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AD-862A（90）
W900・D900・H700（t 35）

AD-862A（135）
W1350・D900・H700（t 35）

AD-862A（180）
W1800・D900・H700（t 35）

AD-862B（80）
W800・D800・H700（t 35）

AD-862B（80C）
φ800・H700（t 35）

AD-862B（90C）
φ900・H700（t 35）

FRESCO: Table（H=700）｜テーブル　A-Type

FRESCO: Table（H=700）｜テーブル　B-Type

AD-862A（4本脚）　天板： メラミン（白）、ビーチ突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-862B（1本脚）　天板： メラミン（白）、ビーチ突板　脚： スチールパイプ、シナ合板、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）　ベース： スチールプレート（黒）

AD-862A

    90: W  900×D900

  135: W1350×D900

  180: W1800×D900

120C: φ1200

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ①ビーチ・全13色　M：メラミン（白）

品  番 脚  部天板サイズ ①ビーチ・全13色　M：メラミン（白）

（シナ合板）
・全13色

（ベース）
・ブラック

AD-862B

   80: W800×D800

80C: φ800

90C: φ900

¥113,000（税込￥124,300）

¥144,000（税込￥158,400）

¥158,000（税込￥173,800）

¥156,000（税込￥171,600）

¥110,000（税込￥121,000）

¥111,000（税込￥122,100）

¥112,000（税込￥123,200）

CERVO II ［チェルボ デゥエ］
Side Chair + Arm Chair

エーディコアのロングセラー、チェルボチェアの進化系。一体成型の成型合板シェルのしなりを活かした座り心地は、
初代とはまた違った快適な座り心地です。モダンなデザイン性と共にスタッキングという機能も持ち合わせています。
成型合板のシェルとビーチウッド材の脚を繋ぐXフレームと名付けたスチールパイプフレームが特徴で、パーツ化された構造は、メンテナンス性に優れています。

AD-961C　AD-971A　
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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

このイスはスタッキングが可能です。

①ビーチ

CERVO II: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

AD-961A （ファブリック）   ・a～esランク

●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。 ●CERVO IIには不適合張り地がありますのでご注意ください。 

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d e es

AD-961C ①ビーチ ・全13色

ea

AD-961A／AD-971A　背・座： 張り（a～esランク）ウレタンフォーム　脚： ビーチ材、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）　フレーム： スチールパーツ（クロームメッキ ｏｒ ブラック）
AD-961C／AD-971C　背・座： 成型合板　ビーチ突板　脚： ビーチ材、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）　フレーム： スチールパーツ（クロームメッキ ｏｒ ブラック）

CERVO II: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

AD-971A （ファブリック）   ・a～esランク

●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。 ●CERVO IIには不適合張り地がありますのでご注意ください。

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d eea es

AD-971C ①ビーチ ・全13色

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥57,000
（税込￥62,700）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥44,000（税込￥48,400）

¥60,000（税込￥66,000）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥105,000
（税込￥115,500）

CERVO III［チェルボ トレ］
Side Chair + Arm Chair

チェルボシリーズの、エグゼクティブバージョンのCERVO lll（チェルボ　トレ）。
ハイバックスタイルにグレードアップしたシェルは、背面を天然木の突き板で仕上げ、座り心地を決める背座表面はファブリック張りの贅沢な仕様です。
成型合板のシェルとスレンダーなビーチウッド材の脚を繋ぐXフレームと名付けたスチールパイプフレームが特徴で、パーツ化された構造はメンテナンス性に優れています。

AD-041S　AD-041A
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AD-041S
（サイドチェア）
W460・D525・H900・
SH440

AD-041A
（アームチェア）
W560・D525・H900・
SH440・AH640①ビーチ ⑨マホガニー ec（型押しクロコダイル）

CERVO III: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

AD-041S／AD-041A　背・座： 張り（a～es・ecランク）、成型合板　ビーチ突板、マホガニー突板、ウレタンフォーム　脚： ビーチ材、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）　
フレーム： スチールパーツ（クロームメッキ ｏｒ ブラック）

AD-041S
①ビーチ ・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。 

品  番 背 ・ 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

⑨マホガニー 

CERVO III: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

ヌード a b c d e es・ec

（ファブリック）
・a～es・ecランク

AD-041A
①ビーチ ・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。 

品  番 背 ・ 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

⑨マホガニー 

ヌード a b c d e es・ec

（ファブリック）
・a～es・ecランク

ea

ea

¥55,000
（税込￥60,500）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥83,000
（税込￥91,300）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥83,000
（税込￥91,300）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥109,000
（税込￥119,900）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥102,000
（税込￥112,200）

AD-862A（120C）
φ1200・H700（t 35）

46 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 47AD CORE



VALVA ［バルバ］
Side Chair + Arm Chair ／ Dining Table + Big Table

落ちついたスタイルと重厚さを感じさせるバルバシリーズ。
上質感を醸し出す天然素材を使い、チェアのシェルには成型合板を用い、本体を支えるシンプルな脚部には強度を上げるためにアルミダイカストを使用しました。
重厚かつシャープなデザインは、計算された構造を持つバルバの特徴でもあります。パーツ化された構造は、メンテナンス性に優れています。

AD-881A AD-882A

⑦ホワイトシカモア ⑨マホガニー

1/50

AD-885-180

AD-887-210　

1/50

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-885（90）
W900・D900・H700（t 45）

AD-885（150）
W1500・D900・H700（t 45）

AD-885（180）
W1800・D900・H700（t 45）

AD-887（180）　W1800・D900・H720（t 40） AD-887（210）　W2100・D1000・H720（t 40） AD-887（240）　W2400・D1200・H720（t 40）

VALVA: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア

AD-881A
⑨マホガニー （ファブリック）

・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d e

⑦ホワイトシカモア・全13色

⑨マホガニー
（ファブリック）
・a～esランクAD-882A

es

⑦ホワイトシカモア・全13色

ea

AD-881A／AD-882A　背・座： 布張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　背： 成型合板　マホガニー突板、ホワイトシカモア突板　
脚： ビーチ材、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）

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥105,000
（税込￥115,500）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥128,000
（税込￥140,800）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥134,000
（税込￥147,400）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥132,000
（税込￥145,200）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥104,000
（税込￥114,400）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥117,000
（税込￥128,700）

AD-885　天板： マホガニー突板、ホワイトシカモア突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-887　天板・脚： マホガニー突板、ホワイトシカモア突板　ハードコート塗装仕上（全てクリア仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション・抗ウイルス塗装でハードコート仕上げはできません）

VALVA: Dining Table｜ダイニングテーブル

AD-885
（H=700）

  90： W  900×D900

150： W1500×D900

180： W1800×D900

 

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ⑦ホワイトシカモア・全13色

VALVA: Big Table｜ビッグテーブル

⑨マホガニー

⑦ホワイトシカモア・全13色⑨マホガニー

AD-887
（H=720）

180： W1800×D900

210： W2100×D1000

240： W2400×D1200

天板と同材

品  番 脚  部天板サイズ

¥111,000（税込￥122,100）

¥146,000（税込￥160,600）

¥151,000（税込￥166,100）

¥113,000（税込￥124,300）

¥149,000（税込￥163,900）

¥153,000（税込￥168,300）

¥362,000（税込￥398,200）

¥435,000（税込￥478,500）

¥495,000（税込￥544,500）

¥371,000（税込￥408,100）

¥440,000（税込￥484,000）

¥510,000（税込￥561,000）

CERVO IV: Side Chair｜サイドチェア

AD-151S／AD-151A　背・座： 張り（a～esランク）、成型合板、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 ｏｒ ブラック）　
脚： 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）

AD-151S

品  番 背 ・ 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ヌード a b c d e es

（ファブリック）・a～esランク

ea

AD-151A

品  番 背 ・ 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ヌード a b c d e es

（ファブリック）・a～esランク

ea

CERVO IV: Arm Chair｜アームチェア

¥145,000
（税込￥159,500）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥128,000
（税込￥140,800）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥119,000
（税込￥130,900）

¥125,000
（税込￥137,500）

¥129,000
（税込￥141,900）

¥139,000
（税込￥152,900）

¥177,000
（税込￥194,700）

¥188,000
（税込￥206,800）

¥155,000
（税込￥170,500）

CERVO IV ［チェルボ クアトロ］
Side Chair + Arm Chair

ゆったりとしたモジュールは、ダイニングだけでなく、オフィスチェアとして、
コンパクトなラウンジチェアとして、幅広い場所での使用が可能です。
CERVOシリーズが、より快適に進化しました。
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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

Cr：クロームメッキ B：ブラック

スチールパーツ

AD-151S AD-151A

LIBERTA II : Table（H=700）｜テーブル　

天板：メープル共芯合板・ホワイトアッシュ突板、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）
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（抗ウイルス塗装/オプション）　アルミダイカスト（クロームメッキorブラック）

AD-152

    90: W  900×D900

  150: W1500×D900

  180: W1800×D900

120C: φ1200

（ホワイト アッシュ）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ⑪ホワイト アッシュ・全13色　

¥157,000（税込￥172,700）

¥203,000（税込￥223,300）

¥212,000（税込￥233,200）

¥197,000（税込￥216,700）

LIBERTA II ［リベルタ デゥエ］
Table

シャープなデザインが特徴のリベルタはミニマムなデザインを活かすため、より薄い天板厚とエッジの効いた脚部が特徴でした。
その為、最大寸法がスモールダイニングサイズのW1500×D800が最大でしたが、リベルタ デゥエでは軽やかさをそのままに、
厚みを増した天板と強度断面を増した楕円形状のホワイトアッシュ材の脚によって、W1800×D900のサイズまで対応できるようになりました。

AD-152（180）
W1800・D900・H700（t 35）

AD-152（120）
φ1200・H700（t 35）

AD-152（150）
W1500・D900・H700（t 35）

AD-152（90）
W900・D900・H700（t 35）
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Cr：クロームメッキ B：ブラック

脚部アルミダイカスト

AD-152-90 AD-152-120CAD-152-180

⑪ホワイトアッシュ

48 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 49AD CORE



CORDA ［コルダ］
Side Chair + Arm Chair ／ Dining Table + Living Table

繊細なメロディを奏でる弦楽器のような家具。優雅で柔らかい繊細な椅子のフォルムは、不均等厚成型合板の強度があって実現しました。
椅子やテーブルの幕板に供された優雅な曲線と、天然木の贅沢な質感がインテリアに気品を与えます。座には布バネ・ダイメトロールを使用、柔らかな座り心地です。
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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　AD-921A

CORDA: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア

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、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） プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

AD-921A

AD-922A
（ビーチ成型合板）
・全13色

品  番 フレーム ヌード座

（ファブリック）
・a～esランク

a b c d e esea

¥91,000
（税込￥100,100）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥95,000
（税込￥104,500）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥119,000
（税込￥130,900）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥145,000
（税込￥159,500）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥124,000
（税込￥136,400）

⑨マホガニー②アニーグレフリゼ

AD-925A（180）
W1800・D900・H700（t 60）

AD-925A（150）
W1500・D900・H700（t 60）

AD-925AL（80）
W800・D800・H380（t 60）

AD-925A（90）
W900・D900・H700（t 60）
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AD-925A-180　AD-925AL-80

CORDA: Dining Table（H=700）｜ダイニングテーブル

AD-925A／AD-925AL　天板： アニーグレフリゼ突板、マホガニー突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥189,000（税込￥207,900）90: W  900×D900

150: W1500×D900

180: W1800×D900

（メープル）・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ②アニーグレフリゼ・全13色　⑨マホガニー

¥227,000（税込￥249,700）AD-925A

¥238,000（税込￥261,800）

CORDA: Living Table（H=380）｜リビングテーブル

80: W800×D800

品  番 脚  部天板サイズ ②アニーグレフリゼ・全13色　⑨マホガニー

¥161,000（税込￥177,100）AD-925AL （メープル）・全13色

LIBERTA: Table（H=700）｜テーブル

¥87,000（税込￥95,700）

¥91,000（税込￥100,100）

¥151,000（税込￥166,100）

¥118,000（税込￥129,800）

¥119,000（税込￥130,900）

¥121,000（税込￥133,100）

AD-892A
AD-892B

    80: W800×D800

  90C: φ900

120C: φ1200

  135: W1350×D800（楕円形）

135T : W1350×D800（角）

 150: W1500×D800

品  番 脚  部天板サイズ 天  板

（メープル）
・全13色

（アルミダイカスト）
・ブラック
・クロームメッキ

（形状）
・Aタイプ

・Bタイプ

（形状）
T：テーパータイプ

R：ラウンドタイプ

①ビーチ・全13色   M： メラミン（白）

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　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、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　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、アルミダイカスト（クロームメッキ or ブラック）

①ビーチ M メラミン（白）
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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
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AD-892A／AD-892B
（80）W800・D800・H700（t 30）

AD-892A／AD-892B
（90C）φ900・H700（t 30）

AD-892A／AD-892B
（120C）φ1200 ・H700（t 30）

AD-892A／AD-892B（楕円形）
（135）W1350・D800・H700（t 30）

AD-892A／AD-892B
（135T）W1350・D800・H700（t 30）

AD-892A／AD-892B
（150）W1500・D800・H700（t 30）

FIORE: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア

AD-891A

品  番 ヌード背 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）FIORE: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア

（ファブリック）
・a～esランクAD-893A （ビーチ）

・全13色

AD-894A

a b c d e es

品  番 背 座

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

AD-891B

（ファブリック）
・a～esランクAD-893B （ファブリック）

・a～esランク

AD-894B

ヌード a b c d e

ea

ea es

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、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）、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、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）、アルミダイカスト（ブラック）

¥42,000
（税込￥46,200）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥47,000
（税込￥51,700）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥49,000
（税込￥53,900）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥55,000
（税込￥60,500）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥79,000
（税込￥86,900）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥95,000
（税込￥104,500）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥99,000
（税込￥108,900）

曲げ木加工のビーチ材の木肌と優しいカーブが持ち味のチェアシリーズです。
ベーシックで軽やかなデザインを可能にしているのが、オリジナルのアルミダイカストパーツ。
このパーツでウッドフレームと座面を繋ぐ構造は、メンテナンス性にも優れています。

FIORE ［フィオレ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair

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、柔らかな木口面のラウンドタイプを用意しました。

LIBERTA ［リベルタ］
Table

AD-891B　AD-893B　AD-894B AD-891A

AD-892B-120C AD-892A-80

50 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 51AD CORE



REGINA ［レジーナ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair ／ Dining Table

ファブリックを替えることにより多彩なイメージに変化する椅子。シンプルな木フレームのフォルムに隠されたスチールのフレームに布バネ・ダイメトロールを施し、
強度と柔らかな座り心地を実現しました。テーブルはトップの張り分け突板が鮮やかな木天板の仕様です。

AMATO ［アマート］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair

無機質になりがちなスチールチェアを、フレーム全体を柔らかな曲線で構成することにより優しく無駄のないデザインの椅子に仕上げたアマート。
曲線に沿った笠木は柔らかく身体を支え、スリットを入れる事によって成型合板の弾力を与えた座面は荷重を優しく受け止めます。

AD-902A　AD-901A　AD-903A

AD-905A-90

②アニーグレフリゼ ⑦ホワイトシカモア
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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-905A（150）
W1500・D900・H700（t 35）

AD-905A（120Ｃ）
φ1200・H700（t 35）

AD-905A（180）
W1800・D900・H700（t 35）

AD-905A（90）
W900・D900・H700（t 35）
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REGINA: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア

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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-901A

品  番 フレーム ヌード

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

張  地

AD-902A （ファブリック）
・a～esランク （ビーチ）・全13色

AD-903A

a b c d ea e es
¥68,000

（税込￥74,800）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥79,000
（税込￥86,900）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥109,000
（税込￥119,900）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥118,000
（税込￥129,800）

REGINA: Dining Table（H=700）｜ダイニングテーブル

AD-905A（木天板） 　天板： アニーグレフリゼ突板、ホワイトシカモア突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥156,000（税込￥171,600）

¥185,000（税込￥203,500）

¥178,000（税込￥195,800）

¥189,000（税込￥207,900）

AD-905A

     90: W900×D900

120C: φ1200

   150: W1500×D900

   180: W1800×D900

品  番 ②アニーグレフリゼ・全13色　⑦ホワイトシカモア・全13色天板サイズ

（メープル）・全13色

脚  部

PIATTO ［ピアット］
Table

木質・スチール・ガラスと異素材のパーツを組み合わせる事により、フレキシブルに変化を楽しめるテーブルシリーズです。
スチールの支柱とベースはシルバーとブラックからお選び下さい。支柱とベースのジョイント部に施した13色から選べる木製リングがデザインポイントです。

AD-895B　AD-896B　AD-897B

AD-898A-75 AD-898HL-120CAD-898A-80C

①ビーチ MDF（N-5）
AD-898HL（120C）
φ1200・H700（t 25）

AD-898HL（90C）
φ900・H700（t 25）

AD-898HL（90）
W900・D900・H700（t 25）

AD-898A（80C）
φ800・H700（t 25）

AD-898A（75）
W750・D750・H700（t 25）

AD-898A（60C）
φ600・H700（t 25）
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AMATO: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア（スタッキング）／アームチェア（スタッキング）／カウンターチェア

品  番 フレーム ヌード背 ・ 座

AD-895B
（スチールパーツ）
・ブラック
・シルバー

AD-896B （ファブリック）
・a～esランク

AD-897B

a b c d eea es

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 ｏｒ 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。 

¥45,000
（税込￥49,500）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥47,000
（税込￥51,700）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥88,000
（税込￥96,800）

PIATTO: Table（H=700）｜テーブル

AD-898A（ベース：φ450）　天板： MDF t 25（ブラウン）、ビーチ突板 t 25、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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-898HL（ベース：φ550）　天板： MDF t 25（ブラウン）、ビーチ突板 t 25、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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-898A

60C: φ600

   75: W750×D750

80C: φ800

（支柱： φ50.8、ベース： φ450）

（スチールパーツ） ・ブラック
　　　　　　　 ・シルバー

（脚木部リング： ビーチ） ・全13色

品  番 脚  部天板サイズ

PIATTO: Table（H=700）｜テーブル

 ◯ MDF（N-5）F ①ビーチ・全13色 クリアガラス フロストガラス

AD-898HL

     90: W900×D900

  90C: φ900

120C: φ1200

（支柱： φ76.3、ベース： φ550）

（スチールパーツ） ・ブラック
　　　　　　　 ・シルバー

（脚木部リング： ビーチ） ・全13色

品  番 脚  部天板サイズ  ◯ MDF（N-5）F ①ビーチ・全13色 クリアガラス フロストガラス

¥81,000
（税込￥89,100）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥127,000
（税込￥139,700）

－

¥153,000
（税込￥168,300）

¥154,000
（税込￥169,400）

－

¥202,000
（税込￥222,200）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥145,000
（税込￥159,500）

－

¥176,000
（税込￥193,600）

¥238,000
（税込￥261,800）

－

¥235,000
（税込￥258,500）

¥327,000
（税込￥359,700）

1/50

AD-895B
（サイドチェア）
W460・D510・H780・
SH435

AD-897B
（カウンターチェア）
W450・D490・H970・
SH750

AD-896B
（アームチェア）
W570・D510・H780・
SH435・AH655

52 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 53AD CORE



ZEFFIRO ［ゼフィーロ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair + Dining Table

メープル材の全身を流れる潔いライン。柔らかに繋がる曲線と面。モダンで無駄をそぎ落と
したシンプルなフォルムは、日本刀をイメージしたジャパニーズモダンのエーディコアスタイ
ル。チェアは、木質とファブリックによる背座の組み合わせでイメージが無限に広がります。

AD-911A AD-911B AD-913A AD-913BAD-912A AD-912B

1/50

AD-911A
AD-911B

（サイドチェア）
W460・D540・
H780・SH435

（445）

AD-913A
AD-913B

（カウンターチェア）
W450・D496・
H970・SH750

（760）

AD-912A
AD-912B

（アームチェア）
W540・D540・H780・
SH435（445）・
AH640

ZEFFIRO: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア

AD-911A・AD-912A・AD-913A　背・座： 成型合板 アニーグレフリゼ突板　フレーム： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-911B・AD-912B・AD-913B　背： 成型合板 アニーグレフリゼ突板　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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-911A ②アニーグレフリゼ・全13色

（ファブリック）
・a～esランクAD-911B

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d eea es

②アニーグレフリゼ・全13色

AD-912A ②アニーグレフリゼ・全13色

（ファブリック）
・a～esランクAD-912B ②アニーグレフリゼ・全13色

AD-913A ②アニーグレフリゼ・全13色

（ファブリック）
・a～esランクAD-913B ②アニーグレフリゼ・全13色

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥63,000（税込￥69,300）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥76,000（税込￥83,600）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥79,000
（税込￥86,900）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥78,000（税込￥85,800）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥94,000
（税込￥103,400）

AD-914A-90 AD-914A-150
AD-914A
W1500・D900・H700（t 30）

AD-914A
W1800・D900・H700（t 30）

AD-914A
W900・D900・H700（t 30）

1/50

ZEFFIRO: Dining Table（H=700）｜ダイニングテーブル

AD-914A　天板： アニーグレフリゼ突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥121,000（税込￥133,100）

¥155,000（税込￥170,500）

¥164,000（税込￥180,400）

AD-914A

90: W  900×D900

150: W1500×D900

180: W1800×D900

（メープル）
 ・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ②アニーグレフリゼ・全13色

ZEFFIROLOUNGE ［ゼフィーロ ラウンジ］
Lounge Chair

ソリッドメープルとアルミ鋳造パーツ、布バネ・ダイメトロールを使用
した柔らかな座り心地の座。各ファクターの絶妙な組み合わせが上
質なくつろぎを生み出すラウンジチェア。カバーリングシステムと、取
り外し可能なヘッドレスト仕様が機能性を高めます。

AD-008S AD-008AHAD-008A

カバーの着脱が可能です。

AD-008AH
（ハイバックチェア）
W630・D680・H1000・
SH420・AH610

AD-008A
（アームチェア）
W630・D650・H800・
SH420・AH610

AD-008S
（サイドチェア）
W600・D650・H800・
SH420

1/50

ZEFFIRO LOUNGE: Lounge Chair｜ラウンジチェア（カバーリング）

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　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）　
フレーム： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、アルミパーツ（ポリッシュ仕上）

（ファブリック）
・a～esランク

（メープル）
・全13色

品  番 フレーム ヌード 背・座（カバー） a b c d e

AD-008S

AD-008A

AD-008AH

esea
¥100,000

（税込￥110,000）

¥140,000
（税込￥154,000）

¥159,000
（税込￥174,900）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥145,000
（税込￥159,500）

¥164,000
（税込￥180,400）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥150,000
（税込￥165,000）

¥170,000
（税込￥187,000）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥155,000
（税込￥170,500）

¥176,000
（税込￥193,600）

¥121,000
（税込￥133,100）

¥162,000
（税込￥178,200）

¥184,000
（税込￥202,400）

¥162,000
（税込￥178,200）

¥203,000
（税込￥223,300）

¥235,000
（税込￥258,500）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥209,000
（税込￥229,900）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥176,000
（税込￥193,600）

¥199,000
（税込￥218,900）

AD-AD-941A

1/50

AD-941A
AD-941C

（サイドチェア）
W470・D520・H765・
SH440（455）

①ビーチ

PASSO ［パッソ］
Side Chair + Arm Chair

木が持つ強度と表現力を最大限に活かしたスタッキングチェア。身体を包み込む３次元成型合板のシェルは、柔らかい曲面を生むとともに強度も兼ね備えています。
無駄を削り取った脚フレームは、不均等厚成型技術で十分な強度を保ちます。

PASSO: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

●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。

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥53,000（税込￥58,300）AD-941A ①ビーチ成型合板・全13色

（ファブリック）・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c

¥94,000
（税込￥103,400）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥67,000
（税込￥73,700）AD-941C ¥72,000

（税込￥79,200）

d e

¥105,000
（税込￥115,500）

es

¥80,000
（税込￥88,000）

ea

AD-941A　背・座： 成型合板　ビーチ突板（ 全13色）　フレーム： ビーチ成型合板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-941C　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、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）

②アニーグレフリゼ

54 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 55AD CORE



ゆったりとしたサイズのベーシックでモダンなダイニングチェアに、
スタッキング機能をもたらすのは高度な加工技術と成型合板フレームによる強度。
座面の側面フレームに成型合板を使った「絞り」がスタイリッシュな木製スタッキングの秘密です。

PADRONA ［パドローナ］
Side Chair + Arm Chair

AD-989A-210 AD-989B-120AD-989B-120AD-989A-210

1/50

AD-989A（T脚）
W1500・D900・H690（t 12）（ガラス）
H710（t 35）（木天板）

AD-989A（T脚）
W1800・D900・H690（t 12）（ガラス）
H710（t 35）（木天板）

AD-989A（T脚）
W2100・D900・H690（t 12）（ガラス）
H710（t 35）（木天板）

AD-989B（X脚）
W900・D900・H690（t 12）（ガラス）
H710（t 35）（木天板）

AD-989B（X脚）
φ900・H690（t 12）（ガラス）
H710（t35）（木天板）

AD-989B（X脚）
φ1200・H690（t 12）（ガラス）
H710（t 35）（木天板）

AD-985A　AD-984B

AD-985A
AD-985B

（サイドチェア）
W475・D505・H820・
SH430

1/50

AD-984A
AD-984B

（アームチェア）
W560・D505・H820・
SH430・AH650

スタッキングが可能です。

PADRONA: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

AD-985A／AD-984A　背： 成型合板ビーチ突板　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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-985A ファブリック 
・a～esランク

ビーチ合板 
・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。

品  番 ヌード座 背

AD-985B ファブリック ・a～esランク

PADRONA: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

a b c d e es

AD-984A ファブリック 
・a～esランク

ビーチ合板 
・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。

品  番 座 背

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

AD-984B ファブリック ・a～esランク

ea

ヌード a b c d eea es

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥47,000
（税込￥51,700）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥49,000
（税込￥53,900）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥57,000
（税込￥62,700）

¥51,000
（税込￥56,100）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥77,000
（税込￥84,700）

¥59,000
（税込￥64,900）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥92,000
（税込￥101,200）

２枚の板脚を持つスクエア天板の A タイプと、円錐形に削
り出した一本脚の B タイプ、脚部の腕木で天板を浮かせ
る構造のテーブルです。滑らかなメープルフレームには、重
厚な木製天板とモダンなガラス天板の２タイプがあります。

PIATTINO ［ピアッティノ］
Table

PIATTINO: Table A-Type（ガラス天板H=690・木天板H=710）｜テーブル

AD-989A
（T脚）

150: W1500×D900

180: W1800×D900

210: W2100×D900

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ①ビーチ・全13色 ②アニーグレフリゼ・全13色 クリアガラス フロストガラス

PIATTINO: Table B-Type（ガラス天板H=690・木天板H=710）｜テーブル

AD-989B
（X脚）

    90: W900×D900

  90C: φ900

120C: φ1200

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ①ビーチ・全13色 ②アニーグレフリゼ・全13色 クリアガラス フロストガラス

AD-989A（T脚） 天板： ビーチ突板　AD-989B（X脚） 天板： ビーチ突板貼分け、アニーグレフリゼ、ガラス12t（クリアガラス、フロストガラス）　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥203,000（税込￥223,300）

¥234,000（税込￥257,400）

¥249,000（税込￥273,900）

¥211,000（税込￥232,100）

¥243,000（税込￥267,300）

¥257,000（税込￥282,700）

¥179,000（税込￥196,900）

¥186,000（税込￥204,600）

¥217,000（税込￥238,700）

¥183,000（税込￥201,300）

¥192,000（税込￥211,200）

¥223,000（税込￥245,300）

¥239,000（税込￥262,900）

¥276,000（税込￥303,600）

¥299,000（税込￥328,900）

¥293,000（税込￥322,300）

¥341,000（税込￥375,100）

¥373,000（税込￥410,300）

¥188,000（税込￥206,800）

¥214,000（税込￥235,400）

¥278,000（税込￥305,800）

¥220,000（税込￥242,000）

¥278,000（税込￥305,800）

¥368,000（税込￥404,800）

①ビーチ ②アニーグレフリゼ

AD-006-M-90 AD-006-T-180

①ビーチ M メラミン（白） M メラミン（黒）

AD-005B

1/50

AD-005B
W440・D500・H765・
SH430

1/50

AD-006（90）　
W935・D935・H700（t 80）

AD-006（150）　
W1535・D835・H700（t 80）

AD-006（180）　
W1835・D935・H700（t 80）

スタッキングが可能です。AD-991A AD-992C

1/50

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

FINO: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-991C／AD-992C　背・座・フレーム： 成型合板ビーチ突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-991A （ファブリック）
・a～esランク ビーチ成型合板

 ・全13色①ビーチ・全13色AD-991C

●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。

品  番 フレーム ヌード背 ・ 座 a b c d e es

FINO: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

AD-992A （ファブリック）
・a～esランク ビーチ成型合板

 ・全13色①ビーチ・全13色AD-992C

●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。

品  番 フレーム ヌード背 ・ 座 a b c d e es

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ea

ea

¥81,000
（税込￥89,100）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥47,000
（税込￥51,700）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥41,000（税込￥45,100）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥51,000
（税込￥56,100）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥59,000
（税込￥64,900）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥49,000（税込￥53,900）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥76,000
（税込￥83,600）

SPADA: Side Chair｜サイドチェア

AD-005B　背： 成型合板ビーチ突板　座： 張り（a～esランク）ウレタンフォーム　フレーム： ビーチ材、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）

（ビーチ）・全13色（ファブリック）
・a～esランクAD-005B

品  番 背・フレーム ヌード座 a b c d e es

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ea
¥61,000

（税込￥67,100）
¥57,000

（税込￥62,700）
¥46,000

（税込￥50,600）
¥47,000

（税込￥51,700）
¥48,000

（税込￥52,800）
¥49,000

（税込￥53,900）
¥50,000

（税込￥55,000）
¥63,000

（税込￥69,300）

AD-006（テーブル）　天板： メラミン（白・黒）、ビーチ突板　脚： ビーチ材、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）

SPADA: Dining Table（H=700）｜ダイニングテーブル

¥128,000（税込￥140,800）

¥162,000（税込￥178,200）

¥170,000（税込￥187,000）

AD-006

  90: W 900×D900

150: W1500×D800

180: W1800×D900

（ビーチ）・全13色

品  番 脚  部天板サイズ

¥123,000（税込￥135,300）

¥158,000（税込￥173,800）

¥164,000（税込￥180,400）

①ビーチ・全13色M: メラミン（白・黒）

最小限のパーツで構成された軽量スタッキングチェア。
シンプルなフォルムの秘密は３次元成型合板の緩やかにカーブしたシェルと、
流れるような脚部の成型合板の強度です。非常に薄く仕上げた成型合板のしなりが身体を優しく包みます。

FINO ［フィーノ］
Side Chair + Arm Chair

曲げ木を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。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。その使用感は、華奢なフォルムからは想像
出来ない程、しっかりとした安定感があります。細くテーパー
加工された脚部のテーブルと合わせてお使い下さい。

SPADA ［スパーダ］
Side Chair ／ Dining Table

56 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 57AD CORE



ARCO ［アルコ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair ／ Table

ハイテンションパイプフレームと３次元成型合板の組み合わせが、極限のシンプルなラインのスタッキングチェアを生みました。
穏やかなシェルの曲面と強度と機能美を併せ持つ脚部。完璧なまでに精巧な曲線美を持つチェアシリーズです。
背座には合板のCタイプと、背の木目を活かしたウレタン張り仕様のAタイプがあります。

ARCO: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

AD-011A／AD-012A／AD-013A　
背・座： 成型合板　ビーチ突板 + 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　アーム： ビーチ突板、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）　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： 成型合板　ビーチ突板　アーム： ビーチ突板、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）　フレーム： ハイテンション パイプ （クロームメッキ）

AD-011A ①ビーチ・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座

ARCO: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

AD-011C ①ビーチ ・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。（10脚まで）

a b c d eea es

AD-012A ①ビーチ・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座

AD-012C ①ビーチ ・全13色

a b c d eea es

AD-013A ①ビーチ・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座

AD-013C ①ビーチ ・全13色

a b c d eea es

ARCO: Counter Chair｜カウンターチェア

連結金具＋¥3,000
（税込￥3,300）

¥38,000
（税込￥41,800）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥43,000
（税込￥47,300）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥49,000
（税込￥53,900）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥57,000
（税込￥62,700）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥57,000
（税込￥62,700）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥36,000（税込￥39,600）

¥53,000（税込￥58,300）

¥48,000（税込￥52,800）

AD-011A
AD-011C

（サイドチェア）
W500・D510・H790・
SH435（420）

1/50

AD-012A
AD-012C

（アームチェア）
W580・D510・H790・
SH435（420）・AH620

AD-013A
AD-013C

（カウンターチェア）
W485・D480・H1000・
SH750（735）

AD-014（80）
W800・D800・H700（t35）

1/50

AD-014（90）
W900・D900・H700（t35）

AD-014（150）
W1500・D800・H700（t35）

AD-011C AD-012A

AD-014-150

AD-013A　AD-013C

AD-011、012はスタッキング
が可能です。

AD-014　天板： メラミン（白）、メープル共芯合板　ビーチ突板、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）　脚： スチール（クロームメッキ）

ARCO: Table（H=700）｜テーブル

¥82,000（税込￥90,200） ¥100,000（税込￥110,000）

AD-014

  80: W 800×D800

  90: W 900×D900

150: W1500×D800

スチール・
クロームメッキ

品  番 脚  部 M： メラミン（白）天板サイズ ① ビーチ・全13色

¥83,000（税込￥91,300） ¥106,000（税込￥116,600）

¥111,000（税込￥122,100） ¥140,000（税込￥154,000）

①ビーチ M メラミン（白）

LUSSO ［ルッソ］
Side Chair + Arm Chair + Counter Chair
Lounge Chair ／ Handle／ Dining Table／ Big Table

構造から細部に至るまで、家具の常識にとらわれずこだわり抜いたルッソシリーズ。
ジャケットハンガーと手掛けを兼ねたアルミダイカストのハンドルや、
テーブルのクロームメッキパーツもルッソシリーズのオリジナリティを高めています。

1/50

AD-021A
AD-021C

（サイドチェア）
W460・D520・H850・
SH435

AD-022A
AD-022C

（アームチェア）
W555・D520・H850・
SH435・AH655

AD-023A
AD-023C

（カウンターチェア）
W460・D485・H1025・
SH750

AD-022A　AD-021A　AD-023A AD-021C　AD-022C AD-020HL

LUSSO: Side Chair／Arm Chair／Counter Chair／Handle｜サイドチェア／アームチェア／カウンターチェア／オプションハンドル（オーダー時のみ取付可能）

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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
AD-021C／AD-022C／AD-023C　背・座： 成形合板 オーク材＋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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-021A

AD-022A

AD-023A

AD-021C

AD-022C

AD-023C

（オーク）・全13色

（オーク）・全13色
背（オーク）
・全13色

（ファブリック）
・a～esランク

（ファブリック）
・a～esランク

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ヌード a b c d e esea

アルミ鋳造ポリッシュ／オーダー時のみ取付可能オプションハンドルAD-020HL ¥10,000（税込￥11,000）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥95,000
（税込￥104,500）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥101,000
（税込￥111,100））

¥141,000
（税込￥155,100）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥105,000
（税込￥115,500）

¥121,000
（税込￥133,100）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥107,000
（税込￥117,700）

¥145,000
（税込￥159,500）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥127,000
（税込￥139,700）

AD-024A

AD-024A
（ラウンジチェア）
W650・D650・H800・
SH400

1/50

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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-024A （オーク）・全13色
（ファブリック）
・a～esランク

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

ヌード esa b c d eea

LUSSO: Lounge Chair｜ラウンジチェア（カバーリング）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥136,000
（税込￥149,600）

¥142,000
（税込￥156,200）

¥147,000
（税込￥161,700）

¥160,000
（税込￥176,000）

¥174,000
（税込￥191,400）

¥233,000
（税込￥256,300）

¥241,000
（税込￥265,100）

LUSSO: Dining Table（H=720）／Big Table（H=720）｜ダイニングテーブル／ビッグテーブル

品  番 ⑩オーク・全13色

AD-025／AD-026　天板： オーク突板　脚： オーク材、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）、スチールプレート （クロームメッキ）

  90: W  900×D900

150: W1500×D900

180: W1800×D900

（オーク）・全13色
 クロームメッキ目地

脚  部天板サイズ

AD-025

¥147,000（税込￥161,700）

¥181,000（税込￥199,100）

¥195,000（税込￥214,500）

¥383,000（税込￥421,300）

¥423,000（税込￥465,300）

210: W2100×D900

240: W2400×D900

（オーク）・全13色
 クロームメッキ目地AD-026

脚部が100 m／mピッチで
6段階に移動します。

AD-026-240 AD-026（240）　W2400・D900・H720（t 60）AD-026（210）　W2100・D900・H720（t 60）

1/50

1/50

AD-025（90）
W900・D900・H720（t 50）

AD-025（150）
W1500・D900・H720（t 50）

AD-025（180）
W1800・D900・H720（t 50）AD-025-90　AD-025-180

⑩オーク

58 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 59AD CORE



ADESSO ［アデッソ］
Banquet Chair + Banquet Arm Chair +  Handle

長時間の使用にもしっかり応えるゆとりのある快適な座り心地は、新しいバンケットチェアをコンセプトにした木製スタッキングチェア。
曲線と曲面を駆使したビーチのフレーム、滑らかな曲線を持つアームチェアももちろんスタッキングの機能を有しています。
背にはジャケットハンガーの役割を持った木製ハンドルを用意しました。

AD-051S AD-051A

1/50

AD-051S
W485・D515・H900・
SH440

AD-051A
W575・D515・H900・
SH440・AH650

スタッキングが可能です。

SOTTILE ［ソッティーレ］
Dining Table

テーブルサイドを極限まで薄く見せた天板と、コーナーにセットしたメープル材の力強い脚部。
シャープなフォルムを実現させる、脚のジョイント部分に高度な技術とデザインセンスを凝縮しました。
天板トップはメープルとマホガニーの２種から選べます。

AD-053-90 AD-053-180

1/50

AD-053（90）
W900・D900・H720（t 45）

AD-053（150）
W1500・D900・H720（t 45）

AD-053（180）
W1800・D900・H720（t 45）

SOTTILE: Dining Table（H=720）｜ダイニングテーブル

¥140,000（税込￥154,000）

¥179,000（税込￥196,900）

¥188,000（税込￥206,800）

AD-053

  90: W900×D900

150: W1500×D900

180: W1800×D900

品  番 天板： ③メープル・全13色　天板： ⑨マホガニー天板サイズ

メープル材
・全13色

脚 部

AD-053 　天板： メープル突板、マホガニー突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

ADESSO: Banquet Chair｜バンケットチェア（スタッキング）

ADESSO: Handle｜ハンドル（後付可能）

ビーチ材・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e esヌード

AD-051S

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

品  番 素 材 オプション取付

●このイスはスタッキング タイプです。

ADESSO: Banquet Arm Chair｜バンケット アームチェア（スタッキング）

ビーチ材・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e esヌード

ea

ea

AD-051A

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

●このイスはスタッキング タイプです。

AD-051H-W Wood HANDLE: ビーチ成型合板・全13色

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+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、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）

¥58,000
（税込￥63,800）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥118,000
（税込￥129,800）

¥9,000（税込￥9,900）

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-051H-W （ビーチ 成型合版）

IRIS ［イリス］
Side Chair + Arm Chair

座り心地でそのクオリティの違いは明確に感じていただける、ハイテンションパイプと3次元成型合板のスタッキングチェア。
３次元に深く曲げられた合板座面の柔らかな座り心地にきっと驚かれるはずです。
アームチェアのフォルムは、一体成型では不可能と思われる程難度の高い技術を駆使しました。

①ビーチ ⑨マホガニー

AD-061A AD-071C
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AD-061A
（サイドチェア）
W500・D530・H850・
SH435

AD-061C
（サイドチェア）
W500・D530・H850・
SH420

AD-071A
（アームチェア）
W570・D530・H850・
SH435

AD-071C
（アームチェア）
W570・D530・H850・
SH420

スタッキングが可能です。

NINFEA ［ニンフィア］
Table

睡蓮をイメージした、シンプルな一本脚のサイドテーブル。
細くかつ肉厚なスチールパイプと、スチールベースに薄い木製カバーの構造。
特筆すべきバリエーションは、漆の最高峰である輪島塗の天板を用意しました。
鏡のように仕上げ込まれた本漆の天板を持つテーブルは、工芸品をも凌ぐ仕上りです。

F： MDF　JT： 輪島塗 T： ビーチ柾

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。

輪島塗

AD-065H-60-T-B　AD-065H-60C-F-C AD-065L-80D-T-C　AD-065L-45C-F-B
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AD-065H／AD-065L
（45C）φ450 ・H700、H600

AD-065H／AD-065L
（60C）φ600・H700、H600

AD-065H／AD-065L
（60）W600・D600・H700、H600

AD-065H／AD-065L
（80D）W800・D600・H700、H600

支柱黒鏡面塗装
＋¥2,000
（税込￥2,200）

NINFEA: Table｜テーブル

45C: φ450

60C: φ600

  60: W600×D600

80D: W800×D600（楕円形）

スチール／黒
ビーチ・13色

スチールパイプ
φ31.8
・クロームメッキ
・黒鏡面

品  番 ベース天板サイズ 支柱 F： MDF T： ビーチ柾・全13色 JT： 輪島塗（溜塗）

AD-065H
（H:700）

AD-065L
（H:600）

AD-065H／AD-065L　天板： MDF、ビーチ突板、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）、輪島塗　
脚： スチールパイプ（クロームメッキ、黒鏡面）、ビーチ突板、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）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥76,000
（税込￥83,600）

ー

¥82,000
（税込￥90,200）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥86,000
（税込￥94,600）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥210,000
（税込￥231,000）

¥288,000
（税込￥316,800）

ー

¥343,000
（税込￥377,300）

IRIS: Side Chair｜サイドチェア（スタッキング）

AD-061A

AD-061C

品  番 フレーム座背

（ファブリック）
・a～esランク

ヌード a b c d e

a b c d e

ea

ea

es

スチール部黒鏡面塗装
＋¥2,000
（税込￥2,200）

①ビーチ
 ・全13色

①ビーチ
 ・全13色

⑨マホガニー 

①ビーチ ・全13色

⑨マホガニー 

クロームメッキ
・黒鏡面

スチール部黒鏡面塗装
＋¥2,000
（税込￥2,200）

クロームメッキ
・黒鏡面

IRIS: Arm Chair｜アームチェア（スタッキング）

AD-071A

AD-071C

品  番 フレーム座背

（ファブリック）
・a～esランク

ヌード es

⑨マホガニー 

①ビーチ ・全13色

⑨マホガニー 

AD-061A／AD-071A　背： 成型合板　ビーチ突板、マホガニー突板、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）　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、マホガニー突板、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）　フレーム： ハイテンション パイプ （クロームメッキ、黒鏡面）

¥36,000
（税込￥39,600）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥38,000
（税込￥41,800）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥43,000
（税込￥47,300）

¥49,000
（税込￥53,900）

¥32,000（税込￥35,200）

¥38,000（税込￥41,800）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥51,000
（税込￥56,100）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥68,000
（税込￥74,800）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥59,000（税込￥64,900）

¥68,000（税込￥74,800）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥87,000
（税込￥95,700）

¥48,000
（税込￥52,800）

¥57,000
（税込￥62,700）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥93,000
（税込￥102,300）

⑨マホガニー③メープル

60 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 61AD CORE



CAMBIA ［カンビア］
Dining Chair ／ Dining Table

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。
テーブルは木製フレームと木天板、カラーガラス天板の組み合わせがデザインイメージを広げます。

ビーチ材 カラーガラス（全2色）

ブラック ピュアホワイト

AD-083-CG120AD-083-T180AD-083-CG90

AD-081S　AD-081S-BT BT オプションボタンスタッキングが可能です。

AD-081S
W510・D510・H780・
SH440
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AD-083（180）
W1800・D900・H700（t 65）

AD-083（90C）
φ900・H700（t 65）

AD-083（120C）
φ1200・H700（t 65）

AD-083（90）
W900・D900・H700（t 65）
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CAMBIA: Dining Chair｜ダイニングチェア（スタッキング）

ビーチ材・全13色 （ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e esヌード ea

AD-081S

プラパート取付＋¥2,100（税込￥2,310）
オプションボタン取付＋¥1,000（税込￥1,100）

AD-081S　背・座： 成型合板　ビーチ突板+ 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　オプションボタン： 張り（a～esランク）、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）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥59,000
（税込￥64,900）

¥60,000
（税込￥66,000）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥89,000
（税込￥97,900）

CAMBIA: Dining Table（H=700）｜ダイニングテーブル

AD-083

　 90: W900×D900

   180: W1800×D900

  90C: φ900

120C: φ1200

品  番 天板： ①ビーチ・全13色天板サイズ

ビーチ材
・全13色

脚 部 天板： カラーガラス

AD-083　天板： ビーチ材、ビーチ突板、カラーガラス（全2色）　脚： ビーチ材、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）

¥183,000（税込￥201,300）

¥267,000（税込￥293,700）

¥200,000（税込￥220,000）

¥252,000（税込￥277,200）

¥215,000（税込￥236,500）

¥336,000（税込￥369,600）

¥273,000（税込￥300,300）

¥401,000（税込￥441,100）

LINEA ［リネア］
Arm Chair

デザインと構造美の可能性を突き詰めた、エーディコアオリジナルの完成されたスタイルのアームチェア。
素材感を活かしながら３Dプレス技術の粋を集め、フレーム・座、全てに成型合板を使用。
しっかり安定した座り心地と適度にスイングする絶妙の掛け心地です。

AD-031A

①ビーチ ③メープル

AD-031A

AD-031A
（アームチェア）
W530・D560・H780・
SH440・AH640
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①ビーチ ・全13色

③メープル・全13色

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e esヌード

AD-031A

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

LINEA： Arm Chair｜アームチェア

AD-031A　背・座： 成型合板　ビーチ突板、メープル突板+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、メープル突板、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）

ea
¥61,000

（税込￥67,100）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥75,000
（税込￥82,500）

¥83,000
（税込￥91,300）
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AD-033A
65C: φ650・H700（t 30）

AD-033HL
150C: φ1500・H700（t 30）

AD-033A
90C: φ900・H700（t 30）

AD-033A
80C: φ800・H700（t 30）

AD-033HL
120C: φ1200・H700（t 30）

LUNA ［ルナ］
Table

メープル材の削り出しによる一本脚の支柱と、木製のベースカバー、芯材には強度を高めるスチールパイプとスチールベースを使用しました。
天板はφ650からφ1500までカバーする豊富なサイズ展開のテーブルシリーズです。

AD-033HL-150AD-033A-65

裏面仕上支柱・ベースのカラーコンビネーション

③メープル

メープル ・全13色
φ700
メープル ・13色

120C:φ1200（芯材・支柱、ベース＝スチール）

150C:φ1500（芯材・支柱、ベース＝スチール）
AD-033HL

メープル ・全13色
φ480
メープル ・13色

  65C:  φ650（芯材・支柱、ベース＝スチール）

  80C:  φ800（芯材・支柱、ベース＝スチール）

  90C:  φ900（芯材・支柱、ベース＝スチール）

品  番 支柱 ベース天板サイズ ③ メープル・全13色

AD-033A

LUNA: Table（H=700）｜テーブル

AD-033A　天板： メープル突板／AD-033HL　天板： メープル突板貼分け　支柱： メープル材、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）、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・抗ウイルス塗装でハードコート仕上げはできません）

¥248,000（税込￥272,800）

¥254,000（税込￥279,400）

¥271,000（税込￥298,100）

¥406,000（税込￥446,600）

¥522,000（税込￥574,200）

62 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 63AD CORE



PACE ［パーチェ］
Side Chair + Arm Chair ／ Dining Table

３次元成型合板の柔らかな背のカーブが精緻に仕上げられた無垢材のフレームに滑らかに連なります。
ファブリック部は背座共カバーリングシステムを採用し椅子のフレームを包み込みました。
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AD-115A（150）　W1500・D850・H700（t 40） AD-115A（180）　W1800・D900・H700（t 40） AD-115A（210）　W2100・D1000・H700（t 40） AD-115C（150）　W1500・D900・H700（t 40） AD-115C（180）　W1800・D950・H700（t 40）

AD-115B（150）　W1500・D900・H700（t 40） AD-115B（180）　W1800・D950・H700（t 40） AD-115B（210）　W2100・D1100・H700（t 40） AD-115C（210）　W2100・D1100・H700（t 40）

AD-111A-A/C
（アームチェア）
W580・D540（535）・
H850・SH450・AH640

AD-111S-A/C
（サイドチェア）
W510・D540（535）・
H850・SH450
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AD-111S-C　AD-111A-CAD-111S-A　AD-111A-A カバーの着脱が可能です。

AD-115 シリーズの天板には、
無垢材（巾ハギ板）を使用し
ています。無垢板は、経年変
化による反りや収縮が生じるデ
リケートな素材です。 木色や
木目のバラツキが生じる場合が
ありますので、素材の特性をご
了承の上お使いください。

PACE Atype: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア（カバーリング）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-111S-A
⑪ホワイトアッシュ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座フレーム a b c d e

⑫ウォールナット

⑪ホワイトアッシュ
（ファブリック）
・a～esランクAD-111A-A

es

⑫ウォールナット

ea

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

PACE Ctype: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア（カバーリング）

AD-111S-C
⑪ホワイトアッシュ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード座背 ・ フレーム a b c d eea

⑫ウォールナット

⑪ホワイトアッシュ
（ファブリック）
・a～esランクAD-111A-C

es

⑫ウォールナット

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥104,000
（税込￥114,400）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥105,000
（税込￥115,500）

¥118,000
（税込￥129,800）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥122,000
（税込￥134,200）

¥125,000
（税込￥137,500）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥149,000
（税込￥163,900）

¥163,000
（税込￥179,300）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥156,000
（税込￥171,600）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥118,000
（税込￥129,800）

¥131,000
（税込￥144,100）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥107,000
（税込￥117,700）

¥121,000
（税込￥133,100）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥130,000
（税込￥143,000）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥153,000
（税込￥168,300）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥128,000
（税込￥140,800）

¥139,000
（税込￥152,900）

¥155,000
（税込￥170,500）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥107,000
（税込￥117,700）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥132,000
（税込￥145,200）

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、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）

PACE: Dining Table｜ダイニングテーブル

AD-115A
（H=700）

150： W1500×D850

180： W1800×D900

210： W2100×D1000

スクエア

品  番 タイプ 天板サイズ ⑫ウォールナット

AD-115B
（H=700）

150： W1500×D900

180： W1800×D950

210： W2100×D1100

AD-115C
（H=700）

150： W1500×D900

180： W1800×D950

210： W2100×D1100

⑪ホワイトアッシュ

ボート

オーバル

￥524,000（税込￥576,400）

￥545,000（税込￥599,500）

￥583,000（税込￥641,300）

￥576,000（税込￥633,600）

￥607,000（税込￥667,700）

￥663,000（税込￥729,300）

￥529,000（税込￥581,900）

￥552,000（税込￥607,200）

￥597,000（税込￥656,700）

￥583,000（税込￥641,300）

￥614,000（税込￥675,400）

￥669,000（税込￥735,900）

￥529,000（税込￥581,900）

￥552,000（税込￥607,200）

￥597,000（税込￥656,700）

￥583,000（税込￥641,300）

￥614,000（税込￥675,400）

￥669,000（税込￥735,900）

AD-115A-150 AD-115B-210 AD-115C-180

MEDUSA ［メデューサ］
Stool

円形の座面と緩やかにカーブした脚部のデザインスツール。
掛け心地を左右する座面は、優しく身体を支えるボウルのような３次元成型合板。
天然木の質感を活かした座面と、クッションが効いたファブリック仕様の座面の２タイプがあり、用途により３種の高さバリエーションがあります。

AD-981C-P　AD-981B-P　AD-981A-A
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AD-981A-A/P
W432・D432・
H750（H725）

AD-981B-A/P
W432・D432・
H600（H575）

AD-981C-A/P
W360・D360・
H450（H425）

MEDUSA: Stool｜スツール

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、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）　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　フレーム： ビーチ材、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）　足掛け： スチールロッド（クロームメッキ）

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

AD-981A-A （ビーチ）・全13色
（脚掛）・クロームメッキ

品  番 フレーム ヌード座

AD-981B-A
（ファブリック）
・a～esランク

AD-981C-A （ファブリック）
・a～esランク （ビーチ）・全13色

a b c d eea es

（ビーチ）・全13色
（脚掛）・クロームメッキ

AD-981A-P ①ビーチ・全13色

（ビーチ）・全13色
（脚掛）・クロームメッキ

AD-981B-P ①ビーチ・全13色

（ビーチ）・全13色AD-981C-P ①ビーチ・全13色

¥51,000
（税込￥56,100）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥39,000
（税込￥42,900）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥51,000
（税込￥56,100）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥53,000
（税込￥58,300）

¥42,000
（税込￥46,200）

¥55,000
（税込￥60,500）

¥54,000
（税込￥59,400）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥63,000
（税込￥69,300）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥61,000
（税込￥67,100）

¥49,000
（税込￥53,900）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥51,000
（税込￥56,100）

¥52,000（税込￥57,200）

¥51,000（税込￥56,100）

¥39,000（税込￥42,900）

CIRCOLO II ［サーコロ デゥエ］
Stool

様々な使い方が楽しめるスツール。単体でアクセントに、並べてみたり集合で置いてみたり、重ねてみる事もサーコロデザインの一つです。
丸い座面はボウルのような3次元の成型合板。木製と布張りの仕様をお選びいただけます。

AD-982A　AD-982P
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AD-982A/P
W390・D390・
H440（H425）

CIRCOLO II: Stool｜スツール

AD-982A　座： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　本体： ビーチ突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-982P　座： 成型合板　ビーチ突板　本体： ビーチ突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-982A （ファブリック）
・a～esランク （ビーチ）・全13色

品  番 本  体 ヌード座 a b c d e es

AD-982P ①ビーチ・全13色

ea

¥54,000
（税込￥59,400）

¥42,000
（税込￥46,200）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥46,000
（税込￥50,600）

¥47,000
（税込￥51,700）

¥55,000
（税込￥60,500）

¥45,000（税込￥49,500）

¥52,000
（税込￥57,200）

⑪ホワイトアッシュ ⑫ウォールナット
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AD-872A-90C AD-872B-180
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AD-872A（75）
W750・D750・H700

AD-872A（90C）
φ900 ・Ｈ700

AD-872B（80C）
φ800・H700

AD-872B（180）　W1800・D900・H700AD-872B（150）　W1500・D750・H700

CENTRO: Table（H=700）｜テーブル　A-Type

CENTRO: Table（H=700）｜テーブル　B-Type

AD-872A（4本脚）　天板： ガラス10t（クリアガラス、フロストガラス）　フレーム： スチールパイプ（シルバー）　
脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-872B（3本脚、6本脚）　天板： ガラス10t（クリアガラス、フロストガラス）　フレーム： スチールパイプ（シルバー）　
脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-872A
  75 : W750×D750（4本脚）

90C: φ900（4本脚）

（スチールパーツ） ・シルバー
（メープル）・全13色

品  番 脚  部天板サイズ フロストガラスクリアガラス

¥115,000（税込￥126,500）

¥145,000（税込￥159,500）

¥130,000（税込￥143,000）

¥171,000（税込￥188,100）

（スチールパーツ） ・シルバー
（メープル）・全13色AD-872B

80C : φ800（3本脚）

150 : W1500×D750（6本脚）

180 : W1800×D900（6本脚）

品  番 脚  部天板サイズ フロストガラスクリアガラス

¥131,000（税込￥144,100）

¥183,000（税込￥201,300）

¥210,000（税込￥231,000）

¥158,000（税込￥173,800）

¥226,000（税込￥248,600）

¥274,000（税込￥301,400）

CENTRO ［セントロ］
Table

シャープでクリーンなガラストップと、三角形のソリッドメープルの脚部を繋ぐ
シルバーのスチールフレームは、まるでガラス天板が浮遊したようなデザイン。
異素材をバランス良く組み合わせたエーディコアを代表するテーブルです。
チェルボシリーズとの相性は抜群です。

AD-062A-120C AD-062B-180

CENTRO II: Table（H=700）｜テーブル　A-Type

CENTRO II: Table（H=700）｜テーブル　B-Type

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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-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、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-062A
    90: W900×D900（4本脚）

120C: φ1200（4本脚）

（スチールパーツ） ・シルバー
（メープル）・全13色

品  番 脚  部天板サイズ

AD-062B
90C : φ900（3本脚）

 180 : W1800×D900（6本脚）

（スチールパーツ） ・シルバー
（メープル）・全13色

品  番 脚  部天板サイズ フロスト飛散防止フィルムクリア飛散防止フィルム

フロスト飛散防止フィルムクリア飛散防止フィルム

¥165,000（税込￥181,500）

¥238,000（税込￥261,800）

¥167,000（税込￥183,700）

¥241,000（税込￥265,100）

¥153,000（税込￥168,300）

¥273,000（税込￥300,300）

¥154,000（税込￥169,400）

¥277,000（税込￥304,700）

CENTRO II ［セントロ デゥエ］
Table

1987年に誕生したセントロテーブルの進化バージョン。
特徴はガラストップ天板のサイズアップバリエーションと、
天板とメープル材脚部を繋ぐスチールフレームのカーブを描くデザインです。

AD-062A（120C）　φ1200 ・Ｈ700
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AD-062A（90）　W900・D900・H700

AD-062B（90C）　φ900・H700 AD-062B（180）　W1800・D900・H700

REMO ［レモ］
Folding Table

ガスダンパーを可動部に組み込んだ、今までにないオリジナルのフォールディングテーブル。
ガススプリングの作動により、折り畳みの脚の動きは非常にスムーズで、
脚を畳んだ状態でもダンパーの反力により、ストッパーがなくても脚部をホールドします。

REMO II ［レモ デゥエ］
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。
クロームメッキ仕上げのスチールロッド脚部は、意匠的な軽快さを表現するとともに、
畳んだ時にもよりコンパクトに収納可能です。

AD-028-150 AD-028-90
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AD-028-90
W900・D900・H700（t 40）

AD-028-150
W1500・D800・H700（t 40）

AD-028-180
W1800・D900・H700（t 40）

M メラミン（白） M メラミン（黒）①ビーチ

シナ M メラミン（白） M メラミン（黒）

AD-004-T180 AD-004-T90

1/50

AD-004（90）
W900・D900・H700（t 30）

AD-004（150）
W1500・D850・H700（t 30）

AD-004（180）
W1800・D900・H700（t 30）

REMO: Folding Table（H=700）｜フォールディングテーブル

AD-004（フォールディングテーブル）　天板： 合板下地／メラミン（白・黒）、シナ単板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、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）。

¥148,000（税込￥162,800）

¥188,000（税込￥206,800）

¥196,000（税込￥215,600）

AD-004

  90: W  900×D900

150: W1500×D850

180: W1800×D900

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ

¥144,000（税込￥158,400）

¥182,000（税込￥200,200）

¥188,000（税込￥206,800）

T: シナ単板・全13色M: メラミン（白・黒）

REMO II: Folding Table（H=700）｜フォールディングテーブル

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、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）　脚： スチールロッドクロームメッキ仕上、ガスダンパー（黒）
■REMO II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）。

¥111,000（税込￥122,100）

¥131,000（税込￥144,100）

¥137,000（税込￥150,700）

AD-028

  90: W  900×D900

150: W1500×D800

180: W1800×D900

スチールロッド
クロームメッキ

品  番 脚  部天板サイズ

¥119,000（税込￥130,900）

¥142,000（税込￥156,200）

¥152,000（税込￥167,200）

①ビーチ・全13色M: メラミン（白・黒）

66 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 67AD CORE



カバーの着脱が可能です。

AD-986A-1P AD-986A-2P AD-986B-1P AD-986B-2P
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AD-986A-1P（アームチェア）
W650・D630・H800・SH420
AH580

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

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

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

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

カバーの着脱が可能です。アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

木
（メープル）

前脚バリエーション

AD-007

1/50

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

AD-007　背・座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　アーム・脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

FESTA GRANDE： Lounge Chair｜ラウンジチェア

（ファブリック）
・a～esランク

W：（メープル）・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

品  番 前  脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-007

FESTA GRANDE： Covering｜カバーリング

AD-007-C （ファブリック）・a～esランク

品  番 ヌードフェスタ グランデ  カバーリング a b c d ea

ea

e

es

es

¥165,000
（税込￥181,500）

¥173,000
（税込￥190,300）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥188,000
（税込￥206,800）

¥191,000
（税込￥210,100）

¥200,000
（税込￥220,000）

¥202,000
（税込￥222,200）

¥209,000
（税込￥229,900）

¥224,000
（税込￥246,400）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥336,000
（税込￥369,600）

¥247,000
（税込￥271,700）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥83,000
（税込￥91,300）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥220,000
（税込￥242,000）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥345,000
（税込￥379,500）

¥226,000
（税込￥248,600）ー

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

AD-986A　背： 成型合板　メープル突板　座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　脚：メ ープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-986B　背・座： 張り（a～esランク）布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　アーム・脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-986A-1P
背：（メープル）
　  ・全13色

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-986A-2P
座：（ファブリック）
　  ・a～esランク

FESTA： Covering｜カバーリング

es

●AD-986Bには不適合張り地がありますのでご注意ください。

AD-986B-1P
アーム：（メープル）
　  　  ・全13色

AD-986B-2P

背・座：（ファブリック）
　  　 ・a～esランク

座：（ファブリック） ・a～esランク

背・座：（ファブリック） ・a～esランク

AD-986AC-1P

品  番 ヌードフェスタ  カバーリング a b c d e

AD-986AC-2P

AD-986BC-1P

AD-986BC-2P

●AD-986Bには不適合張り地がありますのでご注意ください。

ea

ea es

¥106,000
（税込￥116,600）

¥171,000
（税込￥188,100）

¥104,000
（税込￥114,400）

¥167,000
（税込￥183,700）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥176,000
（税込￥193,600）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥179,000
（税込￥196,900）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥185,000
（税込￥203,500）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥222,000
（税込￥244,200）

¥142,000
（税込￥156,200）

¥228,000
（税込￥250,800）

¥139,000
（税込￥152,900）

¥220,000
（税込￥242,000）

¥129,000
（税込￥141,900）

¥202,000
（税込￥222,200）

¥146,000
（税込￥160,600）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥154,000
（税込￥169,400）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥167,000
（税込￥183,700）

¥269,000
（税込￥295,900）

¥228,000
（税込￥250,800）

¥332,000
（税込￥365,200）

¥233,000
（税込￥256,300）

¥341,000
（税込￥395,100）

¥10,000
（税込￥11,000）

¥50,000
（税込￥55,000）

¥8,000
（税込￥8,800）

¥33,000
（税込￥36,300）

¥12,000
（税込￥13,200）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥16,000
（税込￥17,600）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥162,000
（税込￥178,200）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥190,000
（税込￥209,000）

¥177,000
（税込￥194,700）

¥294,000
（税込￥323,400）

¥30,000
（税込￥33,000）

¥125,000
（税込￥137,500）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥173,000
（税込￥190,300）

¥16,000
（税込￥17,600）

¥28,000
（税込￥30,800）

¥12,000
（税込￥13,200）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥19,000
（税込￥20,900）

¥35,000
（税込￥38,500）

¥22,000
（税込￥24,200）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥30,000
（税込￥33,000）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥34,000
（税込￥37,400）

¥65,000
（税込￥71,500）

¥71,000
（税込￥78,100）

¥122,000
（税込￥134,200）

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

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

ERBA ［エルバ］
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。

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

⑨マホガニー①ビーチ AD-987L／
AD-987H（50）
W500・D500・
H400、H450

1/50

AD-987L／
AD-987H（70C）
φ700・H400、H450

AD-987L／AD-987H（100）
W1000・D1000・H400、H450

AD-987L／AD-987H（120）
W1200・D600・H400、H450（楕円）

AD-987H-120　AD-987L-50

ERBA: Living Table｜リビングテーブル

AD-987L（H400）／AD-987H（H450）　天板： ビーチ突板 矢羽貼り、マホガニー突板　矢羽貼り　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-987L
（H:400）

AD-987H
（H:450）

  50: W500×D500

70C: φ700

100: W1000×D1000

120: W1200×D600（楕円）

（メープル）
・全13色

品  番 脚  部天板サイズ ⑨マホガニー（柾、矢羽貼）①ビーチ（柾、矢羽貼）・全13色

¥84,000（税込￥92,400）

¥97,000（税込￥106,700）

¥142,000（税込￥156,200）

¥119,000（税込￥130,900）

¥96,000（税込￥105,600）

¥106,000（税込￥116,600）

¥157,000（税込￥172,700）

¥137,000（税込￥150,700）

CALMA ［カルマ］
Sofa + Covering ／ Cushion アームフレームの優しい木の手触りと、コンパクトで使いやすいサイズでも落ちついた座り心地のソファ。

痛みやすいアーム部分には天然木をあしらい、それ以外のフレームはカバーリングシステムを採用しています。

AD-988-2P
W1340・D700・H750・SH400
AH600

AD-988-3P
W1940・D700・H750・SH400
AH600

1/50

AD-988-1P
W700・D700・H750・
SH400・AH600

AD-988-K
（オプション）
W350・D350・H200

AD-988-1P AD-988-3P（置きクッションオプション）

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　フレーム： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

CALMA: Sofa｜ソファ

AD-988-1P

アーム:
（メープル）・全13色

背・座：
（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-988-2P

AD-988-3P

CALMA: Covering｜カバーリング （アーム部分は交換不可）

AD-988-1PC
座・座下・背（アーム交換はできません）

・a～esランク

品  番 ヌードカルマ  カバーリング a b c d e

AD-988-2PC

AD-988-3PC

パンヤ100%

CALMA: Cushion｜クッション

AD-988-K W350×D350×H200 ・a～esランク

品  番 ヌードカルマ  クッション a b c d e

ea

ea

ea

es

es

es

ー

ー

ー

ー

¥180,000
（税込￥198,000）

¥260,000
（税込￥286,000）

¥351,000
（税込￥386,100）

¥193,000
（税込￥212,300）

¥286,000
（税込￥314,600）

¥383,000
（税込￥421,300）

¥205,000
（税込￥225,500）

¥303,000
（税込￥333,300）

¥406,000
（税込￥446,600）

¥213,000
（税込￥234,300）

¥319,000
（税込￥350,900）

¥426,000
（税込￥468,600）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥355,000
（税込￥390,500）

¥471,000
（税込￥518,100）

¥354,000
（税込￥389,400）

¥523,000
（税込￥575,300）

¥657,000
（税込￥722,700）

¥74,000
（税込￥81,400）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥172,000
（税込￥189,200）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥192,000
（税込￥211,200）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥139,000
（税込￥152,900）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥166,000
（税込￥182,600）

¥252,000
（税込￥277,200）

¥240,000
（税込￥264,000）

¥355,000
（税込￥390,500）

¥449,000
（税込￥493,900）

¥10,000
  （税込￥11,000）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥20,000
（税込￥22,000）

¥30,000
（税込￥33,000）

¥249,000
（税込￥273,900）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥503,000
（税込￥553,300）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥185,000
（税込￥203,500）

¥295,000
（税込￥324,500）

¥28,000
（税込￥30,800）

¥363,000
（税込￥399,300）

¥538,000
（税込￥591,800）

¥675,000
（税込￥742,500）

¥245,000
（税込￥269,500）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥461,000
（税込￥507,100）

¥32,000
（税込￥35,200）

68 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 69AD CORE



伝統的なソファスタイルをエーディコアスタイルにモダンにデザインしました。
全てカバーリングシステムの本体と、ベースを支えるメープル材の脚との組み合わせ。
柔らかで丸みを帯びたフォルムは柔らかさとシャープさを持ち合わせています。

REGALO ［レガロ］
Sofa + Ottoman

額縁フレームのような幕板フレームに、円錐形のテーパー木脚を組み合わせたシンプルなテーブル。
クリアとフロストタイプのガラストップ天板と、軽快な木製天板のバリエーション。
高さとサイズにより、ダイニングとリビングテーブルの２アイテムです。

CORNICE ［コルニーチェ］
Dining Table + Living Table

AD-001-3P（置きクッションオプション）

AD-001-1P AD-001-OP

AD-002-T-180

AD-003-GC-150

1/50

AD-001-1P
W850・D760・H800・SH400

AD-001-0P
W760・D600・H400

AD-001-3P
W2040・D800・H800・SH400

AD-001-2P
W1440・D800・H800・SH400

AD-003（60）
W600・D600
H380（t 10）（ガラス）
H390（t 20）（突板）

AD-003（75）
W750・D750
H380（t 10）（ガラス）
H390（t 20）（突板）

AD-003（120）
W1200・D600
H380（t 10）（ガラス）
H390（t 20）（突板）

AD-003（150）
W1500・D750
H380（t 10）（ガラス）
H390（t 20）（突板）

AD-002（120C）
φ1200・H700（t 10）（ガラス）
H710（t 20）（突板）

AD-002（150）
W1500・D900・
H700（t 10）（ガラス）
H710（t 20）（突板）

AD-002（180）
W1800・D900・
H700（t 10）（ガラス）
H710（t 20）（突板）

AD-002（90）
W900・D900・
H700（t 10）（ガラス）
H710（t 20）（突板）

1/50

③メープル

CORNICE: Dining Table（ガラス天板H=700・木天板H=710）｜ダイニングテーブル

CORNICE: Living Table（ガラス天板H=380・木天板H=390）｜リビングテーブル

AD-002

90: 900×900

120C: φ1200

150: 1500×900

180: 1800×900

（メープル）・全13色

品  番 脚 ・ フレーム天板サイズ T・メープル・全13色 G・クリアガラス GF・フロストガラス

AD-002　天板： メープル突板t20、ガラスt10（クリアガラス・フロストガラス）、フレームt50・脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-003　天板： メープル突板t20、ガラスt10（クリアガラス・フロストガラス）、フレームt50・脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-003

  60:   600×600

  75:   750×750

120: 1200×600

150: 1500×750

（メープル）・全13色

品  番 脚 ・ フレーム天板サイズ T・メープル・全13色 G・クリアガラス GF・フロストガラス

¥155,000（税込￥170,500）

¥179,000（税込￥196,900）

¥198,000（税込￥217,800）

¥209,000（税込￥229,900）

¥169,000（税込￥185,900）

¥239,000（税込￥262,900）

¥217,000（税込￥238,700）

¥231,000（税込￥254,100）

¥200,000（税込￥220,000）

¥326,000（税込￥358,600）

¥269,000（税込￥295,900）

¥296,000（税込￥325,600）

¥96,000（税込￥105,600）

¥103,000（税込￥113,300）

¥123,000（税込￥135,300）

¥135,000（税込￥148,500）

¥97,000（税込￥106,700）

¥108,000（税込￥118,800）

¥126,000（税込￥138,600）

¥157,000（税込￥172,700）

¥110,000（税込￥121,000）

¥132,000（税込￥145,200）

¥153,000（税込￥168,300）

¥200,000（税込￥220,000）

REGALO: Sofa［1P／2P／3P／OP］｜ソファ（カバーリング）

AD-001-1P

（ファブリック）
・a～esランク （メープル）・全13色

品  番 脚・フレーム ヌードファブリック a b c d e

AD-001-2P

AD-001-3P

AD-001-OP

es

AD-001　座： 張り（a～esランク）バネ下地・エラスティックベルト、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、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）

ea

¥205,000
（税込￥225,500）

¥292,000
（税込￥321,200）

¥384,000
（税込￥422,400）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥224,000
（税込￥246,400）

¥318,000
（税込￥349,800）

¥412,000
（税込￥453,200）

¥108,000
（税込￥118,800）

¥237,000
（税込￥260,700）

¥338,000
（税込￥371,800）

¥434,000
（税込￥477,400）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥251,000
（税込￥276,100）

¥356,000
（税込￥391,600）

¥454,000
（税込￥499,400）

¥119,000
（税込￥130,900）

¥279,000
（税込￥306,900）

¥395,000
（税込￥434,500）

¥497,000
（税込￥546,700）

¥131,000
（税込￥144,100）

¥396,000
（税込￥435,600）

¥590,000
（税込￥649,000）

¥725,000
（税込￥797,500）

¥158,000
（税込￥173,800）

¥406,000
（税込￥446,600）

¥607,000
（税込￥667,700）

¥743,000
（税込￥817,300）

¥163,000
（税込￥179,300）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥422,000
（税込￥464,200）

¥512,000
（税込￥563,200）

¥146,000
（税込￥160,600）

ARIA ［アリア］
Sofa ／ Cushion

座面の傾斜と奥行きがくつろいだ座り心地を生みます。
メープル材のバックパネルが全体のフォルムを引き締めます。
メープル材を貼った成型合板の柔らかい曲線を持ったアームタイプとアームレスタイプ、前脚は木製、アルミタイプからお選びいただけます。

AD-009A-3P

AD-009B-1P　AD-009B-2P

アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

木（メープル）

前脚バリエーション

クッション（オプション）

1/50

AD-009A-1P
W600・D870・H800・SH400

AD-009A-2P
W1400・D870・H800・SH400

AD-009A-3P
W2100・D870・H800・SH400

AD-009B-2P
W1600・D870・H800・SH400

AD-009B-3P
W2300・D870・H800・SH400

AD-009B-1P
W800・D870・H800・SH400

1/50

ARIA: Sofa（1P／2P／3P／Armress）｜ソファ（アームレス）（カバーリング）

品  番 前脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-009A-1P

（ファブリック）
・a～esランクAD-009A-2P

AD-009A-3P

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

ea es

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　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥189,000
（税込￥207,900）

¥191,000
（税込￥210,100）

¥201,000
（税込￥221,100）

¥200,000
（税込￥220,000）

¥208,000
（税込￥228,800）

¥207,000
（税込￥227,700）

¥215,000
（税込￥236,500）

¥224,000
（税込￥246,400）

¥232,000
（税込￥255,200）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥356,000
（税込￥391,600）

¥263,000
（税込￥289,300）

¥273,000
（税込￥300,300）

¥286,000
（税込￥314,600）

¥295,000
（税込￥324,500）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥318,000
（税込￥349,800）

¥326,000
（税込￥358,600）

¥351,000
（税込￥386,100）

¥360,000
（税込￥396,000）

¥569,000
（税込￥625,900）

¥578,000
（税込￥635,800）

¥357,000
（税込￥392,700）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥391,000
（税込￥430,100）

¥400,000
（税込￥440,000）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥425,000
（税込￥467,500）

¥439,000
（税込￥482,900）

¥448,000
（税込￥492,800）

¥489,000
（税込￥537,900）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥810,000
（税込￥891,000）

¥818,000
（税込￥899,800）

¥250,000
（税込￥275,000）

¥257,000
（税込￥282,700）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥387,000
（税込￥425,700）

¥537,000
（税込￥590,700）

¥546,000
（税込￥600,600）

¥357,000
（税込￥392,700）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥585,000
（税込￥643,500）

¥593,000
（税込￥652,300）

¥831,000
（税込￥914,100）

¥840,000
（税込￥924,000）

ARIA: Sofa（1P／2P／3P／Arm）｜ソファ（アーム付）（カバーリング）

品  番 前脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-009B-1P

（ファブリック）
・a～esランクAD-009B-2P

AD-009B-3P

W ： メープル・全13色

W ： メープル・全13色

W ： メープル・全13色

ea es

AD-009-K φ170・ℓ450（ファブリック）・a～esランク

品  番 ヌードアリア クッション a b c d e esea

ARIA: Cushion｜クッション

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　
アーム： 成型合板　メープル突板　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥246,000
（税込￥270,600）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥263,000
（税込￥289,300）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥271,000
（税込￥298,100）

¥278,000
（税込￥305,800）

¥288,000
（税込￥316,800）

¥399,000
（税込￥438,900）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥319,000
（税込￥350,900）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥342,000
（税込￥376,200）

¥351,000
（税込￥386,100）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥367,000
（税込￥403,700）

¥374,000
（税込￥411,400）

¥383,000
（税込￥421,300）

¥408,000
（税込￥448,800）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥619,000
（税込￥680,900）

¥629,000
（税込￥691,900）

¥410,000
（税込￥451,000）

¥418,000
（税込￥459,800）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥468,000
（税込￥514,800）

¥477,000
（税込￥524,700）

¥491,000
（税込￥540,100）

¥500,000
（税込￥550,000）

¥542,000
（税込￥596,200）

¥551,000
（税込￥606,100）

¥862,000
（税込￥948,200）

¥871,000
（税込￥958,100）

¥300,000
（税込￥330,000）

¥310,000
（税込￥341,000）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥439,000
（税込￥482,900）

¥589,000
（税込￥647,900）

¥597,000
（税込￥656,700）

¥408,000
（税込￥448,800）

¥417,000
（税込￥458,700）

¥637,000
（税込￥700,700）

¥646,000
（税込￥710,600）

¥885,000
（税込￥973,500）

¥894,000
（税込￥983,400）

¥24,000
（税込￥26,400）

¥9,000
（税込￥9,900）

¥7,000
（税込￥7,700）

¥12,000
（税込￥13,200）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥17,000
（税込￥18,700）

¥26,000
（税込￥28,600）

¥20,000
（税込￥22,000）

70 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 71AD CORE



SOGNO ［ソーニョ］
Sofa Bed 

ソファとしてのデザイン性と機能性をしっかりと保ちながら、ベッドとしての使い心地を十分に満足いただける
ソファベッドです。座面にはポケットコイルを使用し、通常のシングルとセミダブルサイズを用意。市販のボッ
クスシーツも使用出来、ブランケットやリネン用品を収納出来るスペースを座下に設けました。

SOGNO: Sofa Bed｜ソファベッド

AD-035（ソファベッド）　背・座： 張り（a～e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、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）
※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。

（ファブリック）・a～eランク メープル ・全13色

品  番 脚 ・ 把手背 ・ 座 ・ アーム

AD-035S
（シングルサイズ）

（ファブリック）・a～eランク メープル ・全13色AD-035L
（セミダブルサイズ）

¥395,000
（税込￥434,500）

¥434,000
（税込￥477,400）

¥461,000
（税込￥507,100）

¥487,000
（税込￥535,700）

¥542,000
（税込￥596,200）

¥452,000
（税込￥497,200）

¥503,000
（税込￥553,300）

¥538,000
（税込￥591,800）

¥571,000
（税込￥628,100）

¥644,000
（税込￥708,400）

b c daヌード

1/50

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

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

AD-035S（ソファベッド）
W2190・D810（D980）・H745・
SH400・AH700

1/50

AD-035L（ソファベッド）
W2190・D995（D1160）・H795・
SH400・AH700

AD-035S ベッド時

AD-035L ベッド時

ZONA: Living Low Table（H=250）｜リビング ローテーブル

AD-016A　本体： メープル突板、チーク突板　脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
AD-016B　本体： メープル突板、チーク突板　天板： メープル突板、チーク突板、ガラス10t（クリアガラス、フロストガラス）　脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

  85: W850×D850

100: W1000×D1000

120: W1200×D600

W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP（税込￥12,100）

品  番 脚天板サイズ ⑧ チーク

ZONA: Living High Table（H=385）｜リビング ハイテーブル

AD-016A
（H=250）

③ メープル ・全13色

③メープル・全13色

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

品  番 脚天板サイズ 本体（下） ③メープル・全13色 ⑧ チーク クリアガラス フロストガラス

⑧チーク

③メープル・全13色

⑧チーク

③メープル・全13色

⑧チーク

AD-016B
（H=385）

  85: W850×D850

100: W1000×D1000

120: W1200×D600

¥90,000（税込￥99,000）

¥111,000（税込￥122,100）

¥95,000（税込￥104,500）

¥91,000（税込￥100,100）

¥112,000（税込￥123,200）

¥97,000（税込￥106,700）

¥164,000
（税込￥180,400）

ー

¥197,000
（税込￥216,700）

ー

¥169,000
（税込￥185,900）

ー

ー

¥166,000
（税込￥182,600）

ー

¥201,000
（税込￥221,100）

ー

¥171,000
（税込￥188,100）

¥171,000
（税込￥188,100）

¥174,000
（税込￥191,400）

¥210,000
（税込￥231,000）

¥212,000
（税込￥233,200）

¥179,000
（税込￥196,900）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥199,000
（税込￥218,900）

¥200,000
（税込￥220,000）

¥247,000
（税込￥271,700）

¥249,000
（税込￥273,900）

¥199,000
（税込￥218,900）

¥201,000
（税込￥221,100）

ZONA LIVING TABLE ［ゾナ リビングテーブル］
Living Table

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

1/50

AD-016A-100　AD-016A-85 AD-016B-100　AD-016B-120T

リビングスペースに異素材の組み合わせによる美しさ。デザイ
ンはあくまでもシンプルに。スクエアなフォルムがエーディコアら
しいスタイルを主張します。

MASSA ［マッサ］
Sofa + Ottoman + Cushion ／ Stool + Tray

シンプルでスクェアなボリュームのあるフォルムは、様々なインテリア空間にフィットします。張りのあるクッション性は
身体をしっかりと支えて耐久性も十分です。本体は全てカバーリングシステムで、ポケットコイルが入った２Pと２Lタイプの座面は、
スライドしてゆったりした座を作り、シェーズロング的な使用も可能です。

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

2P、2L は座が前へ 250 m／mスライドします。ステンレスイメージ⑩オーク

AD-029-1PS AD-029-2P クッションオプション AD-029-ST　AD-029-TR-STAD-029-OT

AD-029-TR-OT　AD-029-TR-STAD-029-K

MASSA: Sofa 1P／Sofa 2P（W=1800）／Sofa 2L（W=2200）｜ソファ（カバーリング）

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、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）、ステンレスヘアラインイメージ

AD-029　オーク材、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）

品  番 ヌード台  輪 アーム ・ 背 ・ 座 a b c d e

AD-029-1PS
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

MASSA: Ottoman｜オットマン／MASSA: Stool｜スツール（カバーリング）

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-2P
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-2L
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

（ファブリック）
・a～esランク

es

品  番 ヌード台  輪 座 a b c d e

AD-029-OT
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

MASSA: Cushion｜クッション

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-ST
座： 収納

W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ （ファブリック）
・a～esランク

AD-029-STC
座： 固定

W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

es

品  番 ヌード内  部 ファブリック a b c d e es

AD-029-K W400×D400（フェザー1kg）

ea

ea

ea

MASSA: Tray｜トレイ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 用  途 サイズ ⑧ オーク・全13色

AD-029-TR
OT： オットマン用 W600×D450

ST： スツール用 W500×D500

¥161,000
（税込￥177,100）

¥157,000
（税込￥172,700）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥400,000
（税込￥440,000）

¥457,000
（税込￥502,700）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥185,000
（税込￥203,500）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥442,000
（税込￥486,200）

¥436,000
（税込￥479,600）

¥496,000
（税込￥545,600）

¥489,000
（税込￥537,900）

¥202,000
（税込￥222,200）

¥197,000
（税込￥216,700）

¥469,000
（税込￥515,900）

¥463,000
（税込￥509,300）

¥523,000
（税込￥575,300）

¥517,000
（税込￥568,700）

¥217,000
（税込￥238,700）

¥214,000
（税込￥235,400）

¥493,000
（税込￥542,300）

¥487,000
（税込￥535,700）

¥549,000
（税込￥603,900）

¥542,000
（税込￥596,200）

¥252,000
（税込￥277,200）

¥249,000
（税込￥273,900）

¥545,000
（税込￥599,500）

¥539,000
（税込￥592,900）

¥605,000
（税込￥665,500）

¥598,000
（税込￥657,800）

¥383,000
（税込￥421,300）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥739,000
（税込￥812,900）

¥734,000
（税込￥807,400）

¥848,000
（税込￥932,800）

¥841,000
（税込￥925,100）

¥393,000
（税込￥432,300）

¥390,000
（税込￥429,000）

¥758,000
（税込￥833,800）

¥753,000
（税込￥828,300）

¥869,000
（税込￥955,900）

¥862,000
（税込￥948,200）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥59,000
（税込￥64,900）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥119,000
（税込￥130,900）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥196,000
（税込￥215,600）

¥193,000
（税込￥212,300）

¥145,000
（税込￥159,500）

¥144,000
（税込￥158,400）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥201,000
（税込￥221,100）

¥199,000
（税込￥218,900）

¥150,000
（税込￥165,000）

¥147,000
（税込￥161,700）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥36,000
（税込￥39,600）

¥8,000
（税込￥8,800）

¥11,000
（税込￥12,100）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥38,000
（税込￥41,800）

¥276,000
（税込￥303,600）

¥273,000
（税込￥300,300）

¥594,000
（税込￥653,400）

¥588,000
（税込￥646,800）

¥645,000
（税込￥709,500）

¥638,000
（税込￥701,800）

¥130,000
（税込￥143,000）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥95,000
（税込￥104,500）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥21,000
（税込￥23,100）

¥17,000（税込￥18,700）

¥15,000（税込￥16,500）

72 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 73AD CORE



シンプルなデザインと，ポケットコイルを座面に用いた上質な座り心地のソファ
シリーズ。背クッションはフラットなロータイプとゆったりと身体を預けてくつろげ
るハイタイプが選べます。豊富なサイズとタイプバリエーションで、その組み合
わせは無限に広がります。背座は全てカバーリングシステム、背はメープルと
チーク材の木製パネルで、メープル材は 13 色から選択出来ます。

ZONA ［ゾナ］
Sofa + Chaise Longue + Ottoman

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

AD-015B-2PL（H720）
AD-015B-2PH（H850）
W1660・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-015A-3PL（H720）／AD-015A-3PH（H850）
W2100・D850・SH400

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

ZONA: Sofa 1P Low｜ゾナ ソファ ローバック 1P（カバーリング）

ZONA: Sofa  2P Low｜ゾナ ソファ ローバック 2P

ZONA: Sofa 3P Low｜ゾナ ソファ ローバック 3P

ヌード a b c d eea es

アームレス
AD-015A-1PL

片アーム
AD-015BR-1PL（右肘）
AD-015BL-1PL（左肘）

アーム
AD-015B-1PL

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

品  番 脚  部背  板

⑧チーク

⑧チーク

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

⑧チーク

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

アームレス
AD-015A-2PL

片アーム
AD-015BR-2PL（右肘）
AD-015BL-2PL（左肘）

アーム
AD-015B-2PL

⑧チーク

⑧チーク

⑧チーク

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

アームレス
AD-015A-3PL

片アーム
AD-015BR-3PL（右肘）
AD-015BL-3PL（左肘）

アーム
AD-015B-3PL

⑧チーク

⑧チーク

⑧チーク

ZONA: Corner Low／Chaise Longue Low｜ローバック コーナー／ローバック シェーズロング

AD-015A／AD-015BR・BL／AD-015B／AD-015C／AD-015LR・LL　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）、バネ下地・Sテープ、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、チーク突板　脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

コーナー
AD-015C-L

シェーズロング
AD-015LR-L（右肘）
AD-015LL-L（左肘）

ヌード a b c d eea es
③メープル 
・全13色

品  番 背  板

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

③メープル 
・全13色

⑧チーク

⑧チーク

脚  部

¥202,000
（税込￥222,200）

¥203,000
（税込￥223,300）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥256,000
（税込￥281,600）

¥299,000
（税込￥328,900）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥216,000
（税込￥237,600）

¥217,000
（税込￥238,700）

¥270,000
（税込￥297,000）

¥272,000
（税込￥299,200）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥227,000
（税込￥249,700）

¥228,000
（税込￥250,800）

¥283,000
（税込￥311,300）

¥284,000
（税込￥312,400）

¥326,000
（税込￥358,600）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥236,000
（税込￥259,600）

¥237,000
（税込￥260,700）

¥295,000
（税込￥324,500）

¥297,000
（税込￥326,700）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥342,000
（税込￥376,200）

¥258,000
（税込￥283,800）

¥259,000
（税込￥284,900）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥321,000
（税込￥353,100）

¥361,000
（税込￥397,100）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥364,000
（税込￥400,400）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥429,000
（税込￥471,900）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥483,000
（税込￥531,300）

¥488,000
（税込￥536,800）

¥282,000
（税込￥310,200）

¥283,000
（税込￥311,300）

¥346,000
（税込￥380,600）

¥348,000
（税込￥382,800）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥375,000
（税込￥412,500）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥440,000
（税込￥484,000）

¥441,000
（税込￥485,100）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥282,000
（税込￥310,200）

¥285,000
（税込￥313,500）

¥334,000
（税込￥367,400）

¥338,000
（税込￥371,800）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥386,000
（税込￥424,600）

¥309,000
（税込￥339,900）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥364,000
（税込￥400,400）

¥367,000
（税込￥403,700）

¥410,000
（税込￥451,000）

¥413,000
（税込￥454,300）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥331,000
（税込￥364,100）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥388,000
（税込￥426,800）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥435,000
（税込￥478,500）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥349,000
（税込￥383,900）

¥405,000
（税込￥445,500）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥449,000
（税込￥493,900）

¥454,000
（税込￥499,400）

¥386,000
（税込￥424,600）

¥388,000
（税込￥426,800）

¥447,000
（税込￥491,700）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥488,000
（税込￥536,800）

¥495,000
（税込￥544,500）

¥574,000
（税込￥631,400）

¥576,000
（税込￥633,600）

¥629,000
（税込￥691,900）

¥632,000
（税込￥695,200）

¥695,000
（税込￥764,500）

¥698,000
（税込￥767,800）

¥424,000
（税込￥466,400）

¥426,000
（税込￥468,600）

¥484,000
（税込￥532,400）

¥488,000
（税込￥536,800）

¥543,000
（税込￥597,300）

¥547,000
（税込￥601,700）

¥589,000
（税込￥647,900）

¥592,000
（税込￥651,200）

¥647,000
（税込￥711,700）

¥650,000
（税込￥715,000）

¥714,000
（税込￥785,400）

¥718,000
（税込￥789,800）

¥357,000
（税込￥392,700）

¥360,000
（税込￥396,000）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥410,000
（税込￥451,000）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥458,000
（税込￥503,800）

¥394,000
（税込￥433,400）

¥397,000
（税込￥436,700）

¥443,000
（税込￥487,300）

¥448,000
（税込￥492,800）

¥490,000
（税込￥539,000）

¥497,000
（税込￥546,700）

¥421,000
（税込￥463,100）

¥426,000
（税込￥468,600）

¥475,000
（税込￥522,500）

¥478,000
（税込￥525,800）

¥520,000
（税込￥572,000）

¥525,000
（税込￥577,500）

¥448,000
（税込￥492,800）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥504,000
（税込￥554,400）

¥545,000
（税込￥599,500）

¥550,000
（税込￥605,000）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥505,000
（税込￥555,500）

¥559,000
（税込￥614,900）

¥563,000
（税込￥619,300）

¥602,000
（税込￥662,200）

¥608,000
（税込￥668,800）

¥819,000
（税込￥900,900）

¥821,000
（税込￥903,100）

¥865,000
（税込￥951,500）

¥871,000
（税込￥958,100）

¥925,000
（税込￥1,017,500）

¥930,000
（税込￥1,023,000）

¥566,000
（税込￥622,600）

¥568,000
（税込￥624,800）

¥624,000
（税込￥686,400）

¥629,000
（税込￥691,900）

¥683,000
（税込￥751,300）

¥689,000
（税込￥757,900）

¥841,000
（税込￥925,100）

¥845,000
（税込￥929,500）

¥889,000
（税込￥977,900）

¥895,000
（税込￥984,500）

¥949,000
（税込￥1,043,900）

¥955,000
（税込￥1,050,500）

¥273,000
（税込￥300,300）

¥275,000
（税込￥302,500）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥305,000
（税込￥335,500）

¥291,000
（税込￥320,100）

¥292,000
（税込￥321,200）

¥321,000
（税込￥353,100）

¥324,000
（税込￥356,400）

¥303,000
（税込￥333,300）

¥305,000
（税込￥335,500）

¥336,000
（税込￥369,600）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥315,000
（税込￥346,500）

¥317,000
（税込￥348,700）

¥348,000
（税込￥382,800）

¥350,000
（税込￥385,000）

¥341,000
（税込￥375,100）

¥343,000
（税込￥377,300）

¥375,000
（税込￥412,500）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥492,000
（税込￥541,200）

¥494,000
（税込￥543,400）

¥558,000
（税込￥613,800）

¥560,000
（税込￥616,000）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥368,000
（税込￥404,800）

¥417,000
（税込￥458,700）

¥419,000
（税込￥460,900）

¥504,000
（税込￥554,400）

¥507,000
（税込￥557,700）

¥572,000
（税込￥629,200）

¥574,000
（税込￥631,400）

ZONA: Sofa 1P High｜ソファ ハイバック 1P（カバーリング）

ZONA: Sofa  2P High｜ソファ ハイバック 2P

ZONA: Sofa 3P High｜ソファ ハイバック 3P

アームレス
AD-015A-1PH

片アーム
AD-015BR-1PH（右肘）
AD-015BL-1PH（左肘）

アーム
AD-015B-1PH

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

品  番 脚  部 ヌード背  板 a b c d eea

⑧チーク

⑧チーク

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

⑧チーク

es

アームレス
AD-015A-2PH

片アーム
AD-015BR-2PH（右肘）
AD-015BL-2PH（左肘）

アーム
AD-015B-2PH

⑧チーク

⑧チーク

⑧チーク

アームレス
AD-015A-3PH

片アーム
AD-015BR-3PH（右肘）
AD-015BL-3PH（左肘）

アーム
AD-015B-3PH

⑧チーク

⑧チーク

⑧チーク

AD-015A／AD-015BR・BL／AD-015B／AD-015C／AD-015LR・LL　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）、バネ下地・Sテープ、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、チーク突板　脚： メープル材／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

ZONA: Corner High／Chaise Longue High／Ottoman｜ハイバックコーナー／ハイバックシェーズロング／オットマン

③メープル 
・全13色

③メープル 
・全13色

ea

W： メープル 
・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

W： メープル・全13色
AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）
¥11,000UP
（税込￥12,100）

コーナー
AD-015C-H

シェーズロング
AD-015LR-H（右肘）
AD-015LL-H（左肘）

オットマン
AD-015OT-1P
オットマン
AD-015OT-2P

ー

品  番 脚  部 ヌード背  板 a b c d e

⑧チーク

⑧チーク

es

¥207,000
（税込￥227,700）

¥209,000
（税込￥229,900）

¥259,000
（税込￥284,900）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥305,000
（税込￥335,500）

¥308,000
（税込￥338,800）

¥223,000
（税込￥245,300）

¥224,000
（税込￥246,400）

¥277,000
（税込￥304,700）

¥280,000
（税込￥308,000）

¥322,000
（税込￥354,200）

¥325,000
（税込￥357,500）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥235,000
（税込￥258,500）

¥290,000
（税込￥319,000）

¥293,000
（税込￥322,300）

¥335,000
（税込￥368,500）

¥338,000
（税込￥371,800）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥245,000
（税込￥269,500）

¥303,000
（税込￥333,300）

¥305,000
（税込￥335,500）

¥346,000
（税込￥380,600）

¥349,000
（税込￥383,900）

¥267,000
（税込￥293,700）

¥268,000
（税込￥294,800）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥331,000
（税込￥364,100）

¥370,000
（税込￥407,000）

¥374,000
（税込￥411,400）

¥379,000
（税込￥416,900）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥440,000
（税込￥484,000）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥388,000
（税込￥426,800）

¥389,000
（税込￥427,900）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥455,000
（税込￥500,500）

¥512,000
（税込￥563,200）

¥515,000
（税込￥566,500）

¥291,000
（税込￥320,100）

¥293,000
（税込￥322,300）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥349,000
（税込￥383,900）

¥390,000
（税込￥429,000）

¥393,000
（税込￥432,300）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥323,000
（税込￥355,300）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥379,000
（税込￥416,900）

¥419,000
（税込￥460,900）

¥422,000
（税込￥464,200）

¥340,000
（税込￥374,000）

¥342,000
（税込￥376,200）

¥399,000
（税込￥438,900）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥440,000
（税込￥484,000）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥360,000
（税込￥396,000）

¥361,000
（税込￥397,100）

¥420,000
（税込￥462,000）

¥422,000
（税込￥464,200）

¥460,000
（税込￥506,000）

¥464,000
（税込￥510,400）

¥400,000
（税込￥440,000）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥464,000
（税込￥510,400）

¥468,000
（税込￥514,800）

¥504,000
（税込￥554,400）

¥508,000
（税込￥558,800）

¥592,000
（税込￥651,200）

¥594,000
（税込￥653,400）

¥659,000
（税込￥724,900）

¥662,000
（税込￥728,200）

¥712,000
（税込￥783,200）

¥717,000
（税込￥788,700）

¥608,000
（税込￥668,800）

¥610,000
（税込￥671,000）

¥676,000
（税込￥743,600）

¥680,000
（税込￥748,000）

¥731,000
（税込￥804,100）

¥736,000
（税込￥809,600）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥368,000
（税込￥404,800）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥420,000
（税込￥462,000）

¥460,000
（税込￥506,000）

¥464,000
（税込￥510,400）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥409,000
（税込￥449,900）

¥459,000
（税込￥504,900）

¥463,000
（税込￥509,300）

¥502,000
（税込￥552,200）

¥506,000
（税込￥556,600）

¥436,000
（税込￥479,600）

¥438,000
（税込￥481,800）

¥490,000
（税込￥539,000）

¥495,000
（税込￥544,500）

¥532,000
（税込￥585,200）

¥537,000
（税込￥590,700）

¥463,000
（税込￥509,300）

¥465,000
（税込￥511,500）

¥520,000
（税込￥572,000）

¥523,000
（税込￥575,300）

¥560,000
（税込￥616,000）

¥566,000
（税込￥622,600）

¥523,000
（税込￥575,300）

¥525,000
（税込￥577,500）

¥583,000
（税込￥641,300）

¥588,000
（税込￥646,800）

¥622,000
（税込￥684,200）

¥628,000
（税込￥690,800）

¥834,000
（税込￥917,400）

¥836,000
（税込￥919,600）

¥897,000
（税込￥986,700）

¥901,000
（税込￥991,100）

¥950,000
（税込￥1,045,000）

¥954,000
（税込￥1,049,400）

¥300,000
（税込￥330,000）

¥301,000
（税込￥331,100）

¥363,000
（税込￥399,300）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥419,000
（税込￥460,900）

¥425,000
（税込￥467,500）

¥441,000
（税込￥485,100）

¥442,000
（税込￥486,200）

¥507,000
（税込￥557,700）

¥511,000
（税込￥562,100）

¥562,000
（税込￥618,200）

¥567,000
（税込￥623,700）

¥585,000
（税込￥643,500）

¥587,000
（税込￥645,700）

¥647,000
（税込￥711,700）

¥652,000
（税込￥717,200）

¥704,000
（税込￥774,400）

¥708,000
（税込￥778,800）

¥857,000
（税込￥942,700）

¥859,000
（税込￥944,900）

¥921,000
（税込￥1,013,100）

¥925,000
（税込￥1,017,500）

¥976,000
（税込￥1,073,600）

¥981,000
（税込￥1,079,100）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥146,000
（税込￥160,600）

¥154,000
（税込￥169,400）

¥173,000
（税込￥190,300）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥184,000
（税込￥202,400）

¥200,000
（税込￥220,000）

¥212,000
（税込￥233,200）

¥222,000
（税込￥244,200）

¥245,000
（税込￥269,500）

¥353,000
（税込￥388,300）

¥223,000
（税込￥245,300）

¥361,000
（税込￥397,100）

¥280,000
（税込￥308,000）

¥282,000
（税込￥310,200）

¥309,000
（税込￥339,900）

¥311,000
（税込￥342,100）

¥300,000
（税込￥330,000）

¥303,000
（税込￥333,300）

¥329,000
（税込￥361,900）

¥331,000
（税込￥364,100）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥318,000
（税込￥349,800）

¥345,000
（税込￥379,500）

¥346,000
（税込￥380,600）

¥328,000
（税込￥360,800）

¥330,000
（税込￥363,000）

¥358,000
（税込￥393,800）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥358,000
（税込￥393,800）

¥361,000
（税込￥397,100）

¥387,000
（税込￥425,700）

¥389,000
（税込￥427,900）

¥520,000
（税込￥572,000）

¥522,000
（税込￥574,200）

¥572,000
（税込￥629,200）

¥574,000
（税込￥631,400）

¥196,000
（税込￥215,600）

¥286,000
（税込￥314,600）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥387,000
（税込￥425,700）

¥437,000
（税込￥480,700）

¥439,000
（税込￥482,900）

¥535,000
（税込￥588,500）

¥537,000
（税込￥590,700）

¥587,000
（税込￥645,700）

¥588,000
（税込￥646,800）

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

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

（図はAD-015BR-1PL 右肘）

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

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

AD-015OT-1P
W820・D820・H400

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-2P
W1600・D820・H400

AD-015B-1PL AD-015BL-3PLAD-015A-2PL AD-015LR-LAD-015C-L

③メープル ⑧チーク

W： メープル AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

脚バリエーション

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

AD-015BR-2PH AD-015LL-H

74 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 75AD CORE



STAGIONI ［スタジオーニ］
Sofa + Chaise Longue + Back Cushion + Ottoman + Cushion ／ Living Table 

絞りを施した張りのある座面クッションと、メープル材を削り出した背中のフレームがこのソファに特別な存在感を与えています。
３人掛けとシェーズロング、大型のオットマンとクッションの組み合わせで多彩な表情を生み出します。
テーブルにも使用されている球状のソリッドウッドの脚部には、移動を可能にするストッパー機能付きのキャスターが内蔵されています。

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

キャスター内臓のメープル脚部（ス
トッパー付）ブレーキボタンを押し込
んだ状態がブレーキ解除になります。

AD-056-GF120　AD-056-T912AD-055-OTAD-055F-CLAD-055F-3P
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AD-055
W2142・D977・H750（SH370）

AD-055-CL
W952・D1691・H750（SH370）

AD-055-OT
W952・D952・H370

AD-056（912）
W912・D912・H350

AD-056（120）
W1200・D600・H350

AD-056（150）
W1500・D750・H350

STAGIONI: Sofa｜ソファ

ソファ3P ベース
AD-055A-3P

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Chaise Longue／Back Cushion／Cushion｜シェーズロング／背クッション／クッション

ヌード

3P ベース + クッションフルセット
AD-055F-3P  
クッション：L×5 S×2

3P用背クッション
AD-055BC-3P 背クッションのみ／3個セット

メープル材
・全13色

（ファブリック）
・a～esランク

1個

メープル材
・全13色

シェーズロング ベース
AD-055A-CL

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Ottoman｜オットマン

ヌード

シェーズロング ベース + クッションフルセット
AD-055F-CL
クッション：L×2 S×1

シェーズロング 3P用背クッション
AD-055BC-CL

メープル材
・全13色

オットマン
AD-055-OT

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Cushion｜クッション

ヌード

450×450　1個
（ファブリック）
・a～esランク

品  番 a羽毛クッション b c d e esヌード

AD-055C-L

400×400　1個AD-055C-S

ea

ea

ea

ea

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  L:450×450、S:400×400　
背・フレーム： メープル材　脚： メープル材・ストッパー付きキャスター内蔵、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-056　本体： メープル突板　天板： メープル突板、ガラス10t（クリアガラス、フロストガラス）　脚： メープル材・ストッパー付きキャスター内蔵、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）

STAGIONI: Living Table（H=350）｜リビングテーブル

（メープル）
全13色

キャスター
AD-056

912: W912×D912

120: W1200×D600

150: W1500×D750

品  番 ③メープル・全13色 クリアガラス フロストガラス天板サイズ 脚 部

¥460,000
（税込￥506,000）

¥596,000
（税込￥655,600）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥476,000
（税込￥523,600）

¥644,000
（税込￥708,400）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥488,000
（税込￥536,800）

¥680,000
（税込￥748,000）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥710,000
（税込￥781,000）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥521,000
（税込￥573,100）

¥779,000
（税込￥856,900）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥669,000
（税込￥735,900）

¥1,190,000
（税込￥1,309,000）

¥214,000
（税込￥235,400）

¥688,000
（税込￥756,800）

¥1,221,000
（税込￥1,343,100）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥192,000
（税込￥211,200）

¥204,000
（税込￥224,400）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥233,000
（税込￥256,300）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥11,000
（税込￥12,100）

¥10,000
（税込￥11,000）

¥14,000
（税込￥15,400）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥16,000
（税込￥17,600）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥17,000
（税込￥18,700）

¥22,000
（税込￥24,200）

¥21,000
（税込￥23,100）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥394,000
（税込￥433,400）

¥28,000
（税込￥30,800）

¥353,000
（税込￥388,300）

¥427,000
（税込￥469,700）

¥34,000
（税込￥37,400）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥39,000
（税込￥42,900）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥472,000
（税込￥519,200）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥402,000
（税込￥442,200）

¥518,000
（税込￥569,800）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥509,000
（税込￥559,900）

¥753,000
（税込￥828,300）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥553,000
（税込￥608,300）

¥874,000
（税込￥961,400）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥251,000
（税込￥276,100）

¥33,000
（税込￥36,300）

¥32,000
（税込￥35,200）

¥429,000
（税込￥471,900）

¥579,000
（税込￥636,900）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥524,000
（税込￥576,400）

¥773,000
（税込￥850,300）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥282,000
（税込￥310,200）

¥241,000
（税込￥265,100）

¥241,000
（税込￥265,100）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥268,000
（税込￥294,800）

PANNELLO ［パンネロ］
Sofa + Chaise Longue + Ottoman

このシステムソファの最大の特徴はフレキシブルに対応可能な背、サイドパネルのシステム。
ベースとなるゆったりとしたサイズの座面ユニットはポケットコイルを使用。
1P、2P、シェーズロングとコーナータイプがあり，様々な組み合わせが可能な事はもちろん、パネルを外したり左右の交換も可能です。

アーム部は取りはずし左右肘変更
が可能です。

AD-085B-1P-P AD-085B-2P-P AD-085CR-P AD-085LL-P AD-085OT-P

AD-085A-2P
W1700・D930・H750・SH400

AD-085BR・BL-2P
W1730・D930・H750・SH400

AD-085B-2P
W1760・D930・H750・SH400

1/50

AD-085A-1P
W900・D930・H750・SH400

AD-085BR・BL-1P
W930・D930・H750・SH400

AD-085B-1P
W960・D930・H750・SH400

AD-085CR・CL
W930・D930・H750・SH400

AD-085LR・LL
W930・D1730・H750・SH400

AD-085OT
W900・D900・H400

PANNELLO: Sofa 1P｜パンネロ ソファ 1P

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  L:450×450、S:400×400　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

AD-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  L:450×450、S:400×400　脚： メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

PANNELLO: Sofa 2P｜パンネロ ソファ 2P

PANNELLO: Corner／Chaise Longue／Ottoman｜パンネロ コーナー／シェーズロング／オットマン

アームレス
AD-085A-1P
クッション：L×2

片アーム
AD-085BR-1P（右肘）
AD-085BL -1P（左肘）
クッション：L×2 S×1

アーム
AD-085B-1P
クッション：L×2 S×2

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

アームレス
AD-085A-2P
クッション：L×4

片アーム
AD-085BR-2P（右肘）
AD-085BL -2P（左肘）
クッション：L×4 S×1

アーム
AD-085B-2P
クッション：L×4 S×2

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

コーナー
AD-085CR・CL
クッション：L×2

シェーズロング
AD-085LR（右肘）
AD-085LL（左肘）
クッション：L×2 S×1

オットマン
AD-085OT

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

¥213,000
（税込￥234,300）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥240,000
（税込￥264,000）

¥267,000
（税込￥293,700）

¥275,000
（税込￥302,500）

¥240,000
（税込￥264,000）

¥246,000
（税込￥270,600）

¥264,000
（税込￥290,400）

¥270,000
（税込￥297,000）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥268,000
（税込￥294,800）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥294,000
（税込￥323,400）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥345,000
（税込￥379,500）

¥280,000
（税込￥308,000）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥371,000
（税込￥408,100）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥352,000
（税込￥387,200）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥424,000
（税込￥466,400）

¥431,000
（税込￥474,100）

¥445,000
（税込￥489,500）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥521,000
（税込￥573,100）

¥529,000
（税込￥581,900）

¥598,000
（税込￥657,800）

¥605,000
（税込￥665,500）

¥480,000
（税込￥528,000）

¥486,000
（税込￥534,600）

¥574,000
（税込￥631,400）

¥581,000
（税込￥639,100）

¥670,000
（税込￥737,000）

¥675,000
（税込￥742,500）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥409,000
（税込￥449,900）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥465,000
（税込￥511,500）

¥471,000
（税込￥518,100）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥322,000
（税込￥354,200）

¥338,000
（税込￥371,800）

¥353,000
（税込￥388,300）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥374,000
（税込￥411,400）

¥352,000
（税込￥387,200）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥390,000
（税込￥429,000）

¥404,000
（税込￥444,400）

¥419,000
（税込￥460,900）

¥433,000
（税込￥476,300）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥399,000
（税込￥438,900）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥462,000
（税込￥508,200）

¥476,000
（税込￥523,600）

¥414,000
（税込￥455,400）

¥428,000
（税込￥470,800）

¥464,000
（税込￥510,400）

¥478,000
（税込￥525,800）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥517,000
（税込￥568,700）

¥479,000
（税込￥526,900）

¥493,000
（税込￥542,300）

¥540,000
（税込￥594,000）

¥555,000
（税込￥610,500）

¥588,000
（税込￥646,800）

¥603,000
（税込￥663,300）

¥758,000
（税込￥833,800）

¥774,000
（税込￥851,400）

¥836,000
（税込￥919,600）

¥850,000
（税込￥935,000）

¥912,000
（税込￥1,003,200）

¥926,000
（税込￥1,018,600）

¥789,000
（税込￥867,900）

¥801,000
（税込￥881,100）

¥884,000
（税込￥972,400）

¥897,000
（税込￥986,700）

¥980,000
（税込￥1,078,000）

¥992,000
（税込￥1,091,200）

¥548,000
（税込￥602,800）

¥562,000
（税込￥618,200）

¥592,000
（税込￥651,200）

¥606,000
（税込￥666,600）

¥648,000
（税込￥712,800）

¥663,000
（税込￥729,300）

¥255,000
（税込￥280,500）

¥262,000
（税込￥288,200）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥126,000
（税込￥138,600）

¥134,000
（税込￥147,400）

¥292,000
（税込￥321,200）

¥301,000
（税込￥331,100）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥341,000
（税込￥375,100）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥321,000
（税込￥353,100）

¥328,000
（税込￥360,800）

¥355,000
（税込￥390,500）

¥370,000
（税込￥407,000）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥149,000
（税込￥163,900）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥354,000
（税込￥389,400）

¥381,000
（税込￥419,100）

¥395,000
（税込￥434,500）

¥148,000
（税込￥162,800）

¥155,000
（税込￥170,500）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥411,000
（税込￥452,100）

¥438,000
（税込￥481,800）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥162,000
（税込￥178,200）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥530,000
（税込￥583,000）

¥536,000
（税込￥589,600）

¥742,000
（税込￥816,200）

¥756,000
（税込￥831,600）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥251,000
（税込￥276,100）

¥555,000
（税込￥610,500）

¥562,000
（税込￥618,200）

¥760,000
（税込￥836,000）

¥774,000
（税込￥851,400）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥460,000
（税込￥506,000）

¥505,000
（税込￥555,500）

¥520,000
（税込￥572,000）

¥179,000
（税込￥196,900）

¥185,000
（税込￥203,500）

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。
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CASSA ［カッサ］
Cabinet

しっかりと組み上げられた収納キャビネットは，コーナーの納まり等、細部もきちんと仕上げてあります。
シンプルなフォルムが天然木の上質な質感を引き立てます。様々なシーンに、用途に合わせたバリエーションを用意しました。

CA-002CA-001

CA-016W-HC
CA-012L オプション引出し

CA-017-HM

CASSA: Type-A／Type-B／Type-C｜キャビネット  タイプ A／タイプ B

CA-001　本体： メープル突板、　脚： メープル材、アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）　内部： ポリエステル合板（白）　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）

CA-001 キャビネット

CA-001D 引出しユニット

W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）¥11,000UP（税込￥12,100）

品  番 脚品  名

M：（メープル）・全13色

アガチス

仕  様 ③メープル・全13色

CA-002 キャビネット W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）¥11,000UP（税込￥12,100）M：（メープル）・全13色

CASSA: Type-A（S）／Type-D｜タイプ A ショート／タイプ D

品  番 脚品  名 サイズ ⑧ チーク

CA-012　本体： メープル突板、チーク突板　脚： メープル材、アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）　内部： ポリエステル合板（白）　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）

③ メープル・全13色

CA-012S キャビネット W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）¥11,000UP（税込￥12,100）

W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）¥11,000UP（税込￥12,100）

W： メープル ・全13色
AL： アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）¥11,000UP（税込￥12,100）

W： 600

CA-012S-D 引出しユニット 1個 ー

CA-012M キャビネット W： 1200

CA-012M-D 引出しユニット 1個 ー

CA-012L キャビネット W： 1800

CA-012L-D 引出しユニット 1個 ー

CASSA: Type-F｜キャビネット  タイプ F

CA-016W-HC TVボード （メープル）・
全13色

品  番 本  体品  名

M：（メープル）・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

脚 クリアガラスTOPメープルTOP・全13色 フロストガラスTOP

参考耐荷重　ガラスTOP＝40kg　メープルTOP＝50kg

CASSA: Type-G｜TVボード

CA-017　本体： メープル突板、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）

CA-017-L TVボード

TVボード（天板ガラスTYPE）

品  番 品  名 天板・本体 プライス

CA-017-HO

M：（メープル）・全13色

M：（メープル）・全13色

（天板）クリアガラス
M：（メープル）・全13色
（天板）フロストガラス

M：（メープル）・全13色

CA-017-HM TVボード

¥405,000（税込￥445,500）

 ¥21,000（税込￥23,100）

¥414,000（税込￥455,400）

¥229,000（税込￥251,900）

¥21,000（税込￥23,100）

¥333,000（税込￥366,300）

¥21,000（税込￥23,100）

¥471,000（税込￥518,100）

¥21,000（税込￥23,100）

¥239,000（税込￥262,900）

¥21,000（税込￥23,100）

¥338,000（税込￥371,800）

¥21,000（税込￥23,100）

¥486,000（税込￥534,600）

¥21,000（税込￥23,100）

¥265,000（税込￥291,500）

¥279,000（税込￥306,900）

¥216,000（税込￥237,600）

¥232,000（税込￥255,200）

¥305,000（税込￥335,500）

¥320,000（税込￥352,000）

￥281,000（税込￥309,100）

￥439,000（税込￥482,900）

￥489,000（税込￥537,900）

￥479,000（税込￥526,900）

1/50

CA-001 Type-A
W1800・D500・H640（W・H660）

（図はアルミ脚）
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CA-002 Type-B
W2100・D500・H640（W・H660）

（図はアルミ脚）
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CA-016W-HC
W1800・D450・H500

CA-017-L
W1800・D450、600・H260

CA-012S
W600・D470・
H1010（W・H1030）

（図はアルミ脚）

CA-012M
W1200・D470・H1010（W・H1030）

（図はアルミ脚）

CA-012L
W1800・D470・H1010（W・H1030）

（図はアルミ脚）
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CA-017-HO
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CASSA Mirror ［カッサ ミラー］
Mirror

MA-021B-180MA-021B-120MA-021A-120 MA-021A-180

⑩オーク③メープル

MA-021A（120）
W500×H1200×40t

1/50

MA-021A（180）
W600×H1800×40t

MA-021B（120）
W550×H1200×35t

MA-021B（180）
W650×H1800×35t

LUCE ［ルーチェ］
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照明シリーズです。
柔らかなファブリックシェードが作り出す柔らかな光。スタンドタイプの照明には、明るさの演出が可能な調光機能付きスイッチがついています。

RA-031LRA-031H
調光機能付スイッチ

RA-031L
（デスクスタンド）
W400・D270・H600

400 270

60
0

RA-031H
（フロアスタンド）
W400・D270・H1700

400 270

17
00

LUCE： Lamp Floor Stand／Lamp Desk Stand｜フロアスタンド／デスクスタンド

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 E17 クリプトン球90W

支  柱 ・シルバー塗装
ベース ・シルバー塗装
支  柱 ・シルバー塗装
ベース ・シルバー塗装

フロアスタンド

デスクスタンド

￥105,000（税込￥115,500）

￥99,000（税込￥108,900）

品  番 本体スタンドランプ 布シェード

RA-031H

RA-031L

CASSA： Mirror｜ミラー

MA-021A　フレーム： メープル無垢材、　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、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）　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。

￥99,000（税込￥108,900）

￥121,000（税込￥133,100）
MA-021A

品  番 サイズ

③メープル ・全13色
フレーム幅15mm

フレーム プライス

120： W500×H1200×40t

180： W600×H1800×40t

￥86,000（税込￥94,600）

￥111,000（税込￥122,100）
MA-021B ⑩オーク ・全13色

フレーム幅60mm

120： W550×H1200×35t

180： W650×H1800×35t

現場組立設置費用は別途になります。

80 AD CORE ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。 81AD CORE



● 価格
すべて上代価格で2022年1月現在のものです。価格表記については、

（  ）内に消費税込価格を表記させていただいております。

● 納期
エーディコア・ディバイズでは、すべて受注生産にてご注文をお受けし
ております。商品は、ご注文をいただいてから約10〜30日（商品によっ
てはさらに日数をいただく場合もあります）で工場より出荷されます。ま
た、地域によって配送日数が異なりますので、詳しくは担当者にご確認
ください。

● 配送費
商品の単価には配送費は含まれておりません。商品内容またはセッテ
ィング、組立の有無により配送費を実費にてご負担いただきます。金
額など、詳しい内容につきましては担当者にご確認ください。

● クレーム
商品到着後、直ちに検品をお願いします。商品に損傷のある場合は、
到着後3日以内にその明細をご通知ください。それ以外は原則的に認
められません。

● 変更・返品
受注生産のため、ご注文後の商品の変更及び返品につきましてはお
受けいたしかねます。やむをえずご返品される場合は、キャンセル料が
発生いたしますのでご了承ください。

● 保証
製品上の欠陥による故障、破損に関しましては、納入日より1年間無
償修理させていただきます。また、下記の原因による場合は当社では
責任を負いかねます。
　①直射日光、冷暖房器具の熱などで起こった変形、変色。
　②購入後の移動、輸送により生じた故障及び破損。
　③製品の使用目的以外にご使用になったり、
　　改造などにより起こった事故、破損。
　④その他、不適切な取扱い、不注意により生じた故障、破損。

● 製品仕様・デザイン及び価格の変更
カタログに掲載されている商品の仕様、デザイン及び価格は、改良な
どの理由で予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

● サイズの誤差
製造ロットなどの違いにより多少の誤差が生じる場合がありますので
ご了承ください。

● マテリアル
「マテリアル」掲載の9種類の木質表面材をご用意しております。木
部は抗菌塗装を施しており、オプションで抗ウイルス塗装も対応してい
ます。また商品によってはメラミン、MDF、ガラス素材にも対応しており
ますので、このカタログをご参照のうえご検討ください。さらに、大理石、
他の突板など記載されたマテリアル以外にも対応可能ですので詳しく
は担当者までお問い合わせください。

● ファブリック
エーディコア・ディバイズではa〜esまで、7段階の張地をご用意しており
ます。ランク表示がございますので、別冊の［マテリアル&ファブリック バ
リエーション］をご参照のうえインテリアとの適正、お好み、ご予算などに
合わせてご検討ください。また、布地には撥水・撥油・防汚・抗ウイルス加
工などを施すことも出来ますので、機能面についてもご検討ください。な
お、「ファブリック バリエーション」掲載以外の、どのメーカーの張地にも
対応が可能です。ただし、製品によっては適合しない張地があります。ま
た、お客様から支給された張地を使用することもできますので、その際に

必要な要尺や価格など、詳しい内容につきましてはお気軽にお問い合わ
せください。

●サンプル
カタログに掲載されている色調は印刷物のため実物と多少異なる場
合もあります。また、すべて自然の木材を使用しておりますので、サンプ
ルと実際の商品の仕上がりの違いはご了承ください。プレゼンテーショ
ンなどに実物のサンプルが必要な場合は、お問い合わせください。

● ご注文
エーディコア・ディバイズの商品は、価格を抑えるために在庫ロスをなく
しています。すべての商品が受注生産（FMS）対応ですので、ご使用
をお考えになった時点で納期をお問い合わせください。当社規定の注
文書は注文ごとに作成され、製品の仕上げを記しています。この注文
書の内容が正しいかどうかご確認をおねがいいたします。注文書が不
完全な場合、生産は開始されませんのでご注意ください。受注物件に
ついてはエーディコア・ディバイズの発行する注文書に記載されている
内容に基づきます。お客様の発行した発注書に記載されている条件
には基づきませんので、ご注意ください。

● イス用脚先オプション
各シリーズともテーブルにはすべて、レベル調節及び床面保護用の
アジャスターが標準仕様として付いていますがイスにはそれがない
ため、イス専用の床面保護用のプラパートをオプションとして有償で
ご用意しております。床の材質によりプラパートのタイプが異なりま
すので担当者にお問い合わせください。またプラパート取付により
7mm〜10mm高さが高くなります。
床の材質に合わせ下記のプラパートを用意しております。
①スリップ（ポリエチレン樹脂）…H=7mm フローリング（重歩行用）
、Pタイル、ジュウタン、大理石、コンクリート用。ポリエチレン樹脂を使用
のためイスが動きやすくなります。先端が硬質のため、住宅用フローリ
ングではキズがつく場合が有りますのでご注意下さい。消耗による下
部パーツ交換が出来るセレクトプラパートです。
②フェルト（底部フェルト）…H=８．５mm フローリング等の床材に最
適。引き摺り音が防止出来ますが、先がフェルトのため、石、コンクリー
ト等の上では耐久性がありません。消耗による下部パーツ交換が出
来るセレクトプラパートです。
③塩化ビニルタイプ…H7mm 色が透明で目立ちません。イスの使用
時の音の防止ができます。塩化ビニルのため、床によってはイスが移動
しづらい場合があります。

● 特別注文
規格商品については、お客様のご希望により一部デザインを変更して
のご注文を承ります。
※高さ変更
脚部が木製のイスやテーブルはアイテムにより高さを規格寸法より低
くすること（脚カット）が可能です。また、カウンターチェアの脚カットは
SH550まで対応可能です。イス、テーブルとも高さを高くする場合は、
商品により可・不可がありますので詳しくは担当者にご確認ください。
※天板サイズ
テーブルの天板サイズは、各シリーズの規格寸法内であれば基本的に
変更可能ですが、商品により可・不可がありますので詳しくは担当者に
ご確認ください。納期、金額についてはお問い合わせください。テーブル
の天板が、規格寸法の最大サイズを超えるご注文は基本的に受けかね
ますが、多少の構造変更により対応可能な場合もございますのでお問
い合わせください。
※その他
指定色や、その他の特別注文に関しても担当者にお問い合わせくだ
さい。

●カタログに表記されている平面図はすべて1/50サイズです。

カタログについて
Catalogue information




