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『A-mode：エーモード』は、カリフォルニアスタイルをイメージしてスタートしたファニチャーシリー

ズ。シンプルでありながら素材や使い心地にこだわり、ナチュラルで優しいデザインを大切にし

ました。『A-mode Heritage：エーモードヘリテージ』はヴィンテージスタイルを基本に、様々

な時代のインテリアスタイルを組み合わせできる上質なファニチャーシリーズ。モダン空間だけ

でなく、和の空間など様々なスタイルでお使いいただけます。



MD-1201A/C
COMFORT CHAIR　コンフォートチェア

自然の素材を大切にするクラフト感のある優しいフォルムのコンフォートチェアです。
ゆったりしたサイズ感でシンプルなデザインは使われる場所を選びません。

MD-1201A　背：張・ビーチ成型合板+ウレタンフォーム　座：ビーチ成型合板+リサイクルチップウレタン　フレーム：ホワイトアッシュ材、塗装：ポリウレタン塗装+抗菌トップコート
MD-1201C　背：ビーチ成型合板+ホワイトアッシュ突板　座：ビーチ成型合板+リサイクルチップウレタン　フレーム：ホワイトアッシュ材、塗装：ポリウレタン塗装+抗菌トップコート

プラパート取付 ＋¥2,100
（税込¥2,310）

1201 モデル　コンフォートチェア

MD-1201A ¥125,000
（税込¥137,500）

¥113,000
（税込¥124,300）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥83,000
（税込¥91,300）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥73,000
（税込¥80,300）

ホワイトアッシュ・全９色
MD-1201C ¥101,000

（税込¥111,100）
¥94,000

（税込¥103,400）
¥83,000

（税込¥91,300）
¥79,000

（税込¥86,900）
¥76,000

（税込¥83,600）
¥74,000

（税込¥81,400）
¥72,000

（税込¥79,200）
¥69,000

（税込¥75,900）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

MD-1201C MD-1201A
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MD-1201A
W580・D535・H745

（SH430）

MD-1201C
W580・D535・H740

（SH430）

MD-1203
LIVING TABLE　リビング テーブル

アメリカモダン建築のインテリアシーンをイメージさせるシンプルな形状のリビングテーブル。
浮いた脚部にボトム天板が載り、低く抑えられた天板トップの二重天板が特徴的なデザインのテーブルです。

MD-1202W/M
DINING TABLE　ダイニング テーブル

北欧モダンのヴィンテージ家具を意識した、ダイニングテーブルです。流れるようなラインの脚部が天板を柔らかく支えます。
ホワイトアッシュ材のコンフォートテーブルは木天板の他にバイオマーブル素材の天板もお選びいただけます。

MD-1202W MD-1202M

M: バイオマーブル天板W: ホワイトアッシュ・突板天板

1202 モデル　テーブル

MD-1202

W: ホワイトアッシュ・
全９色

ホワイトアッシュ・全９色
¥290,000（税込¥319,000） ¥320,000（税込¥352,000） ¥332,000（税込¥365,200）

M:バイオマーブル天板 ¥438,000（税込¥481,800） ¥498,000（税込¥547,800） ¥588,000（税込¥646,800）

天板 脚部品  番 180： W1800×D900 210： W2100×D1000 240： W2400×D1000

MD-1202W/M　天板：ホワイトアッシュ突板／6tバイオマーブル樹脂材+木下地　フレーム：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート

MD-1203W-AL-110S

MD-1203W-AL-45R MD-1203W-AL-55R

MD-1203G-AL-110S
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MD-1203W-AL-45R
W900・D450・H350

MD-1203
W/G-AL-110S
W1100・D1100・H350

MD-1203
W/G-AL-90S
W900・D900・H350

MD-1203W-AL-55R
W1100・D550・H350

G:15t 透明ガラス天板 W: ホワイトアッシュ天板
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MD-1202-240W/M　
W2400・D1000・H714（t50）/H720（t56）

MD-1202-180W/M
W1800・D900・H714（t50）/H720（t56）

MD-1202-210W/M　
W2100・D1000・H714（t50）/H720（t56）

MD-1203-90S（H350）

MD-1203-110S（H350）

MD-1203-45R（H350）

MD-1203-55R（H350）

品  番

天板：W:ホワイトアッシュ突板、G:15tクリアガラス　本体、脚部：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート

1203 モデル　リビングテーブル

W1100×D1100

W900×D900

W1100×D550

W900×D450

ホワイトアッシュ・全９色

¥224,000（税込¥246,400）

¥188,000（税込¥206,800）

¥170,000（税込¥187,000）

¥149,000（税込¥163,900）

¥299,000（税込¥328,900）

¥243,000（税込¥267,300）

ー

ー

天板サイズ 脚部 W： ホワイトアッシュ G： クリアガラス

2 A-mode ●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。 3A-mode※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。



MD-1201HO

MD-1201HO
COMFORT CHAIR　コンフォートチェア

自然の素材を大切にするクラフト感のある優しいフォルムのコンフォートチェアです。
ゆったりしたサイズ感でシンプルなデザインは使われる場所を選びません。
チーク材をフレームに使用し、アウトスペースにも使用できる機能をもたせました。
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MD-1201HO
W580・D545・H730

（SH415）

オプションクッション：ベルトとホックによって簡単に装着できる背と座
は、用途別に別オプションとしてお選びいただけます。高いクッション性
と耐久性だけでなく、通気性があり水分を吸収し難く汚れがつきにくい
クッション素材です。（室内用はウレタンフォームを使用）

MD-1201HO　 背・座・フレーム：チーク無垢材　塗装：外部用水性塗料（防腐防虫防カビ剤配合）
※外部用として使用可能な素材と加工はされていますが、紫外線での変色やカビが発生する可能性がありますので、日本の気候での完全外部の雨ざらしでの使用は推奨しません。
MD-1201HO-CS-S 座クッション W480・D470　MD-1201HO-CS-B 背クッション W380・H410　オプションクッション：外部用クッション（外用クッション材） 内部用クッション（ウレタンフォーム）

樹脂プラパート付 

エア抜けが困難なため ea、e、es の革は使用できません。

1201 モデル　コンフォートチェア

背・座・フレーム：チーク無垢材品  番

MD-1201HO ¥178,000（税込¥195,800）

MD-1202HO
DINING TABLE　ダイニング テーブル

自然の素材を大切にするクラフト感のある優しいダイニングテーブルです。外部に使用できるチーク材を使用し、アウトスペースにも使用できる機能を持たせました。
柔らかでシンプルなデザインは人が集う、ダイニングシーンはもちろんオフィスのデスクとしてもお使いいただけます。

MD-1202HO

1202 モデル　テーブル

MD-1202HO チーク無垢材 ¥955,000（税込¥1,050,500） ¥1,082,000（税込¥1,190,200）

天板・脚部品  番 180： W1800×D900 210： W2100×D1000

MD-1202HO 　 天板：チーク無垢材　+15tチーク無垢材落し込み　脚部：チーク材　塗装：外部用水性塗料(防腐防虫防カビ剤配合）

HO: チーク材無垢天板

チーク材について
ミャンマー産の天然チーク材を使用して
います。※外部用として使用可能な素
材と加工はされていますが、紫外線での
変色やカビが発生する可能性はあります
ので、日本の気候での完全外部の雨ざ
らしでの使用は推奨しません。塗装に
使用されている水性塗料はハケ塗りでの
メンテナンスが可能になっています。
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MD-1202HO-180
W1800・D900・H720（t56）

MD-1202HO-210　
W2100・D1000・H720（t56）

1201 モデル　クッション

MD-1201HO-CS
¥50,000（税込¥55,000）BO: 外部用 背クッション

仕様品  番 eseeadcbaヌード

MD-1201HO-CS
ーーー¥37,000

（税込¥40,700）
¥30,000

（税込¥33,000）
¥27,000

（税込¥29,700）
¥23,000

（税込¥25,300）
¥19,000

（税込¥20,900）

¥47,000（税込¥51,700）

S: 内部用 座クッション

SO: 外部用  座クッション

ーーー¥30,000
（税込¥33,000）

¥24,000
（税込¥26,400）

¥21,000
（税込¥23,100）

¥18,000
（税込¥19,800）

¥14,000
（税込¥15,400）B: 内部用 背クッション

MD-1101
COMFORT CHAIR　コンフォートチェア

ラウンジチェアのようなゆったりとしたサイズ感で、長時間のビジネスワークにも耐えられる座り心地にしました。
背からアームに繋がる削り出しの背部は、ホワイトアッシュ無垢材を使用し、
背を受ける部分は成型合板とウレタンフォームを用い、優しく身体を包みます。

背：ビーチ成型合板+ホワイトアッシュ突板+多層ウレタンフォーム　座：ビーチ成型合板+多層ウレタンフォーム　フレーム：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション） プラパート取付 ＋¥2,100
（税込¥2,310）

1101 モデル　コンフォートチェア

MD-1101A ¥154,000
（税込¥169,400）

¥142,000
（税込¥156,200）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥113,000
（税込¥124,300）

¥108,000
（税込¥118,800）

¥105,000
（税込¥115,500）

¥102,000
（税込¥112,200）

¥99,000
（税込¥108,900）ホワイトアッシュ・全９色

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

MD-1101A
MD-1101A
W580・D560・H770

（SH430）
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MD-1102
DINING TABLE　ダイニング テーブル

製品構造は重量のある天板を支えるために、高強度になる特殊な接合部を設計しました。ホワイトアッシュ材の脚部と貫を接合する部分は、接合方法が見えないようにデザイン。
ガラステーブルは15ミリの重厚なガラスを使用、それを支える軽やかな脚部のガラス天板受けには天然皮革を使用しています。

1102 モデル　テーブル

MD-1102

G:ガラス

ホワイトアッシュ・全９色

¥340,000（税込¥374,000） ¥366,000（税込¥402,600）

C:大理石模様セラミック

W:ホワイトアッシュ
（突板）・全９色

¥646,000（税込¥710,600）

¥364,000（税込¥400,400）

¥692,000（税込¥761,200）

¥398,000（税込¥437,800）

天板 脚部品  番 180： W1800×D900 210： W2100×D900

天板：G：15t透明ガラス（天然皮革天板受け）、C：16t大理石模様セラミック+木下地、W：135tホワイトアッシュ材　フレーム：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

MD-1102
G:クリアガラス天板（15ミリ）

W: ホワイトアッシュ突板天板

C: 大理石模様セラミック天板（黒）

C: 大理石模様セラミック天板（白）
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MD-1102-210　
W2100・D900・
ガラス天板 H703（t15） / 
セラミック天板 ・木天板 H720（t35）

MD-1102-180　
W1800・D900・
ガラス天板 H703（t15） /
セラミック天板 ・木天板 H720（t35）

4 A-mode ●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。 5A-mode※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。



MD-901L
LOUNGE CHAIR　ラウンジチェア

背は成型合板をシェルに、弾性メッシュを下地にして柔らかなウレタンフォームを多層に使用し、腰のホールド感には特にこだわりました。
座はダイメトロールと多層ウレタンフォームを重ねて柔らかな掛け心地を追求しました。ホワイトアッシュ材の脚部は楕円形状にシェイブし、出来るだけ存在感を少なくしました。

MD-901L-L MD-901L-H

背・座（a~esランク）／背：成型合板　メッシュシート+ウレタンフォーム　座面：布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム　
脚：ホワイトアッシュ材、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）

901L モデル　ラウンジチェア／オットマン

MD-901L-L 

ホワイトアッシュ・全５色MD-901L-H

MD-901L-OT

フレーム品  番

¥316,000
（税込¥347,600）

¥380,000
（税込¥418,000）

es（革）

¥281,000
（税込¥309,100）

¥335,000
（税込¥368,500）

e（革）

¥228,000
（税込¥250,800）

¥262,000
（税込¥288,200）

ea（革）

¥192,000
（税込¥211,200）

¥209,000
（税込¥229,900）

d
¥182,000

（税込¥200,200）

¥197,000
（税込¥216,700）

c
¥177,000

（税込¥194,700）

¥192,000
（税込¥211,200）

b
¥171,000

（税込¥188,100）

¥186,000
（税込¥204,600）

a
¥164,000

（税込¥180,400）

¥177,000
（税込¥194,700）

ヌード

MD-901
CHAIR　チェア

ミドルバックの成型合板シェル構造で、腰をしっかり包み込み、座り心地とホールド感を大切にしました。
フォーマルな空間にも使用できるチェアです。

背・座：張り（a～esランク）、座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム　脚：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）
オプションハンドル：真鍮、クローム、クリア塗装

プラパート取付 ＋¥2,100（税込¥2,310）

901 モデル　サイドチェア／アームチェア／スツール

MD-901S
ホワイトアッシュ・全５色

オプションハンドル

ホワイトアッシュ・全５色

MD-901H-OP ¥9,000（税込¥9,900）

MD-901A

MD-901-ST

脚部品  番

¥118,000
（税込¥129,800）

¥155,000
（税込¥170,500）

es
¥110,000

（税込¥121,000）

¥143,000
（税込¥157,300）

e
¥103,000

（税込¥113,300）

¥126,000
（税込¥138,600）

ea
¥84,000

（税込¥92,400）

¥106,000
（税込¥116,600）

d
¥78,000

（税込¥85,800）

¥96,000
（税込¥105,600）

c
¥75,000

（税込¥82,500）

¥92,000
（税込¥101,200）

b
¥72,000

（税込¥79,200）

¥87,000
（税込¥95,700）

a
¥68,000

（税込¥74,800）

¥81,000
（税込¥89,100）

ヌード

MD-901H-OP（クローム） 

MD-901 チェアに、ダイニング
シーンでお使い易いように真鍮
製のハンドルをオプションでご用
意しました。真鍮色とクロームメッ
キ仕上げからお選び頂けます。

MD-901H-OP（真鍮） 

MD-905
DINING TABLE　ダイニング テーブル

天板トップにホワイトアッシュ材の突板を用い、裏までカーブした木口材にホワイトアッシュの無垢材を贅沢に使用しました。
脚部はホワイトアッシュ無垢材を正楕円形状のまま脚先までテーパー状に削り出しました。接合部など精巧な加工技術によって成り立つ造形美が際立つテーブルです。
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MD-905-150
W1500・D900・H720（t 50）

MD-905-180
W1800・D900・H720（t 50）

MD-905-210
W2100・D900・H720（t 50）

天板：ホワイトアッシュ突板柾目貼り、ホワイトアッシュ無垢材　脚：ホワイトアッシュ材 アジャスター付、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）

905 モデル　ダイニングテーブル

MD-905（H720） ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

天板 脚部品  番

¥296,000
（税込¥325,600）

150： W1500×D900

¥313,000
（税込¥344,300）

180： W1800×D900

¥344,000
（税込¥378,400）

210： W2100×D900

MD-905-180 MD-905-210
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MD-901S
W500・D566・H830

（SH445）

MD-901A
W581・D566・H830

（SH445）AH630MD-901S MD-901A MD-901-ST

MD-901L-L
W720・D750・H800

（SH400）・AH585

1/50

MD-901L-H
W720・D770・H1050

（SH400）・AH585

LIVING TABLE　リビングテーブル

MD-906
天板トップにホワイトアッシュ材の突板を用い、裏までカーブした木口材にホワイトアッシュの無垢材を贅沢に使用しました。
脚部はホワイトアッシュ無垢材を正楕円形状のまま脚先までテーパー状に削り出しました。接合部など精巧な加工技術によって成り立つ造形美の際立つテーブルです。

MD-906-60 MD-906-90 MD-906-120 MD-906-90C

天板：ホワイトアッシュ突板柾目貼り、ホワイトアッシュ材　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）

906 モデル　リビングテーブル

MD-906（H350） ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

天板 脚部品  番

¥120,000
（税込¥132,000）

60： W600×D600

¥149,000
（税込¥163,900）

90： W900×D900

¥153,000
（税込¥168,300）

120： W1200×D600

¥160,000
（税込¥176,000）

90C： Φ900
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MD-906-60
W600・D600・H350

MD-906-90
W900・D900・H350

MD-906-120
W1200・D600・H350

MD-906-90C
ΦH900・H350

¥73,000
（税込¥80,300）

¥67,000
（税込¥73,700）

¥58,000
（税込¥63,800）

¥55,000
（税込¥60,500）

¥52,000
（税込¥57,200）

¥51,000
（税込¥56,100）

¥49,000
（税込¥53,900）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥73,000
（税込¥80,300）

¥67,000
（税込¥73,700）

¥58,000
（税込¥63,800）

¥55,000
（税込¥60,500）

¥52,000
（税込¥57,200）

¥51,000
（税込¥56,100）

¥49,000
（税込¥53,900）

¥47,000
（税込¥51,700）

MD-901-ST
W550・D430・
H445

MD-901L-OT
W550・D430・
H400

MD-901L-OT

6 A-mode ●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。 7A-mode※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。



MD-101
CHAIR　チェア

シンプルでスクエアな背座と、脚部にスチールとホワイトアッシュの木製バリエーションを持たせたチェア。
座面には、布バネとウレタンクッションの組み合わせで、上質な座り心地を。
2色から選べるスチール脚は、シルバーと幅広く使いやすいヴィンテージブラック。和のスタイルにもフィットする木製バージョンがあります。

MD-101H オプションハンドル

1/50

MD-101S-S/W
W450・D520・H780

（SH450）

MD-101A-S/W
W530・D520・H780

（SH450）・AH625

MD-101S-S 　MD-101A-S MD-101S-W 　MD-101A-W

MD-105　MD-105N 
DINING TABLE　ダイニング テーブル

ダイニングチェアMD-101に合わせてデザインされたダイニングテーブルです。
ホワイトアッシュ材のシャープな印象の105と、オーク材の優しい木目の105Nの2タイプ。
脚部の固定位置が可動可能なスチールの脚パーツは、マットなシルバーとヴィンテージブラック色からお選びいただけます。

スチール脚を固定している6 箇所の
ボルトを付け替える事により、100ミリ
ピッチで４段階に脚部の取り付け位置
を変更出来ます。

MD-105-150
W1500・D900・H700（t 50）

MD-105-180
W1800・D900・H700（t 50）

MD-105-210
W2100・D900・H700（t 50）

1/50

MD-105-180 MD-105N-180

MD-101M
COMFORT CHAIR　コンフォートチェア

MD-101のシンプルでスクエアなデザインに、ダイニングチェアとラウンジチェアの中間にあたるミドルサイズのコンフォートチェアをつくりました。
厚みのあるフレームとゆとりのあるサイズに、バネとウレタンクッションの組合せで、柔らかで快適な座り心地を持たせました。
くつろいだダイニングや、オフィス用としてもお使いいただけます。脚部はシルバーとヴィンテージブラックの2色からお選びいただけます。

MD-101M
W600・D535・H720

（SH450）

1/50

MD-101M

BENCH　ベンチ

MD-101BC 
シルプルでスクエアな101チェアと、ダイニングテーブル105にぴったりのスチール脚ベンチです。
便利なカバーリング仕様の座は、ゆったりとした奥行きがあり、
コントラクト空間のベンチとしても活躍します。

MD-101BC-160 MD-101BC-130

MD-101BC ベンチの座面は、カバ
ーリング仕様で着脱が可能です。

MD-101BC-160
W1600・D450・H450

MD-101BC-190
W1900・D450・H450

MD-101BC-130
W1300・D450・H450

1/50

座：張り（a～esランク）ウレタンフォーム（カバーリング）　脚部：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）プラパート付（スリップ・フェルト）

101BC モデル　ベンチ（カバーリング）

MD-101BC-130 ¥150,000
（税込¥165,000）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥130,000
（税込¥143,000）

¥129,000
（税込¥141,900）

¥119,000
（税込¥130,900）

¥113,000
（税込¥124,300）

¥108,000
（税込¥118,800）

¥101,000
（税込¥111,100）

スチール（シルバー
 ・ヴィンテージブラック）

MD-101BC-190 ¥219,000
（税込¥240,900）

¥206,000
（税込¥226,600）

¥167,000
（税込¥183,700）

¥160,000
（税込¥176,000）

¥145,000
（税込¥159,500）

¥139,000
（税込¥152,900）

¥131,000
（税込¥144,100）

¥122,000
（税込¥134,200）

MD-101BC-160 ¥184,000
（税込¥202,400）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥142,000
（税込¥156,200）

¥129,000
（税込¥141,900）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥118,000
（税込¥129,800）

¥109,000
（税込¥119,900）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

⑪ホワイトアッシュ ⑩オーク

MD-105 天板：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：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）アジャスター付　
MD-105N 天板：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）　脚：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）アジャスター付

105 モデル　ダイニングテーブル

MD-105（H700） ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

スチール（シルバー・
ヴィンテージブラック） ¥184,000（税込¥202,400） ¥191,000（税込¥210,100） ¥226,000（税込¥248,600）

MD-105N（H700） オーク
（突板）・全９色

スチール（シルバー・
ヴィンテージブラック） ¥187,000（税込¥205,700） ¥195,000（税込¥214,500） ¥233,000（税込¥256,300）

天板 脚部品  番 150： W1500×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D900

背・座：張り（a～esランク）、座面：弾性ベルトクロス編み、ウレタンフォーム　脚：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）プラパート付（スリップ・フェルト）

101M モデル　コンフォートチェア

MD-101M ¥153,000
（税込¥168,300）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥125,000
（税込¥137,500）

¥101,000
（税込¥111,100）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥83,000
（税込¥91,300）

¥78,000
（税込¥85,800）

¥73,000
（税込¥80,300）

スチール
（シルバー・ヴィンテージブラック）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）、座面：布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム　S.脚：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）プラパート付（スリップ・フェルト）
W.脚：ホワイトアッシュ材　プラパート付（スリップ・フェルト）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

101 モデル　サイドチェア／アームチェア（スチール側／木脚）

MD-101S-S（スチール脚） ¥94,000
（税込¥103,400）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥71,000
（税込¥78,100）

¥64,000
（税込¥70,400）

¥58,000
（税込¥63,800）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥53,000
（税込¥58,300）

¥49,000
（税込¥53,900）スチール

（シルバー・ヴィンテージブラック）

MD-101S-W（木脚） ¥94,000
（税込¥103,400）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥71,000
（税込¥78,100）

¥64,000
（税込¥70,400）

¥58,000
（税込¥63,800）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥53,000
（税込¥58,300）

¥49,000
（税込¥53,900）

MD-101A-S（スチール脚） ¥139,000
（税込¥152,900）

¥130,000
（税込¥143,000）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥64,000
（税込¥70,400）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

MD-101A-W（木脚） ¥139,000
（税込¥152,900）

¥130,000
（税込¥143,000）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥64,000
（税込¥70,400）

ホワイトアッシュ・全５色

ステンレス ヘアライン仕上MD-101H ¥5,000（税込¥5,500）（オプション
ハンドル）

8 A-mode ●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。 9A-mode※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。



MD-701BC-B-180 MD-701BC-C-180

MD-103
CHAIR　チェア

直線と曲線、後脚に角度を持たせたスタイルは、デザインと座り心地を追求した結果です。
モダンなスタイルの中にも、和の空間にマッチするミニマムさを兼ね備えたチェアです。
座に弾性ベルトを使用し、上質な座り心地を実現しました。 アームチェアはワイド寸法を十分に取ったゆとりのある使い心地です。

MD-103 Ａ
W530・D510・H800

（SH450）・AH640

MD-103Ｓ
W450・D510・H800

（SH450）
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MD-103S　MD-103A

MD-107　MD-107N 
DINING TABLE　ダイニング テーブル

今までの無垢材テーブルにはない、モダンなテーブルシリーズです。天板の奥行はD950とゆったりとした奥行きがあり
W2400／W2100／W1800のバリエーションをご用意しています。
ホワイトアッシュ材のシャープな107と、面取りで手触りを良くしたオーク材の１０７Nをお選びいただけます。

MD-107シリーズの天板には、無垢材
（巾ハギ板）を使用しています。天然
素材の無垢板は、季節や湿度、経年
変化による木材の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
ご了承ください。

MD-107-240  脚部移動取付バリエーション

MD-107-240 MD-107-180 MD-107N-210

MD-107N の天板には、オークの無
垢材（巾ハギ板）を使用しています。
天板トップは、オーク材のナチュラル
感を引き出すために、うずくりを掛け木
目を引き立たせました。

板脚を固定しているスチールプレート
のボルト4 本（脚 1 枚につき）を付
け替えていただく事により、脚位置を
変更出来ます。取り付け位置は80ミ
リピッチで 3 段階に変更可能です。

MD-103NAMD-103NS

MD-103NA
W570・D550・H800

（SH450）・AH640

MD-103NS
W470・D550・H800

（SH450）
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BENCH　ベンチ

MD-701BC 
ダイニングテーブルにマッチするナチュラルな仕上がり感のベンチです。
奥行きのゆったりとしたサイズ感は厚みのある脚部と共に安定感を出しています。

MD-701BC-B-180
W1800・D450・H410

MD-701BC-B-210
W2100・D450・H410

MD-701BC-B-150
W1500・D450・H410

1/50

MD-701BC-Cのクッションは本体
にベルクロテープで固定されていま
すので、取り外しが可能です。

MD-701BCの座面には、オークの
無垢材を使用しています。無垢材
の持つ木目の豊かな表情や重厚感
を感じていただける仕上がりです。２
枚ハギの板材に角度を付ける事に
より、板座の座り心地を柔らかく感じ
ていただけます。

MD-103N 
シンプルでスクエアなフレームに、クッション性の高い座面を組み合わせた
103のバージョンアップタイプです。
ナチュラルで手触りのよい木部は、使い込むほど味わいの増すオーク材を用いました。

背・座：張り（a～esランク）　座面：弾性ベルト、ウレタンフォーム　フレーム：オーク材、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） プラパート付（スリップ・フェルト）

103N モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-103NS ¥100,000
（税込¥110,000）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥79,000
（税込¥86,900）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥74,000
（税込¥81,400）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥70,000
（税込¥77,000）

¥68,000
（税込¥74,800）

オーク・全９色
MD-103NA ¥122,000

（税込¥134,200）
¥117,000

（税込¥128,700）
¥96,000

（税込¥105,600）
¥94,000

（税込¥103,400）
¥91,000

（税込¥100,100）
¥89,000

（税込¥97,900）
¥88,000

（税込¥96,800）
¥85,000

（税込¥93,500）

背・フレーム品  番 eseeadcbaヌード

MD-701BC-B 座：オーク無垢材　脚：オーク突板・アジャスター付、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
MD-701BC-C 座：クッション：張り（a～esランク）　オーク無垢材　脚：オーク突板・アジャスター付、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）

701BC モデル　ベンチ

MD-701BC-B-150
（クッション無し） ¥179,000（税込¥196,900）

オーク・全９色

MD-701BC-C-150 ¥255,000
（税込¥280,500）

¥247,000
（税込¥271,700）

¥229,000
（税込¥251,900）

¥221,000
（税込¥243,100）

¥216,000
（税込¥237,600）

¥214,000
（税込¥235,400）

¥211,000
（税込¥232,100）

¥208,000
（税込¥228,800）

オーク・全９色

MD-701BC-B-210
（クッション無し） ¥224,000（税込¥246,400）

MD-701BC-C-210 ¥353,000
（税込¥388,300）

¥339,000
（税込¥372,900）

¥302,000
（税込¥332,200）

¥275,000
（税込¥302,500）

¥269,000
（税込¥295,900）

¥266,000
（税込¥292,600）

¥263,000
（税込¥289,300）

¥261,000
（税込¥287,100）

MD-701BC-B-180
（クッション無し） ¥197,000（税込¥216,700）

MD-701BC-C-180 ¥300,000
（税込¥330,000）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥262,000
（税込¥288,200）

¥245,000
（税込¥269,500）

¥239,000
（税込¥262,900）

¥236,000
（税込¥259,600）

¥233,000
（税込¥256,300）

¥230,000
（税込¥253,000）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

MD-107 天板：ホワイトアッシュ無垢材　脚部：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）
MD-107N 天板：オーク無垢材（うずくり加工）　脚部：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）

107 モデル　ダイニングテーブル

MD-107（H720） ホワイトアッシュ
（無垢）・全５色

ホワイトアッシュ
（突板）・全５色 ¥301,000（税込¥331,100） ¥337,000（税込¥370,700） ¥383,000（税込¥421,300）

MD-107N（H720） オークうずくり加工
（無垢）・全９色

オーク
（突板）・全９色 ¥500,000（税込¥550,000） ¥543,000（税込¥597,300） ¥585,000（税込¥643,500）

天板 脚部品  番 180： W1800×D950 210： W2100×D950 240： W2400×D950

⑪ホワイトアッシュ ⑩オーク

MD-701BC-C-150
W1500・D450・H450

MD-701BC-C-180
W1800・D450・H450

MD-701BC-C-210
W2100・D450・H450

MD-107-180
W1800・D950・H720（t 50）
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MD-107-210
W2100・D950・H720（t 50）

MD-107-240
W2400・D950・H720（t 50）

CHAIR　チェア

背・座：張り（a～esランク）、座面：弾性ベルト、ウレタンフォーム　フレーム：ビーチ材、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）　プラパート付（スリップ・フェルト）

103 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-103S ¥69,000
（税込¥75,900）

¥66,000
（税込¥72,600）

¥54,000
（税込¥59,400）

¥50,000
（税込¥55,000）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥45,000
（税込¥49,500）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥42,000
（税込¥46,200）

ビーチ・全５色
MD-103A ¥77,000

（税込¥84,700） 
¥74,000

（税込¥81,400）
¥61,000

（税込¥67,100）
¥57,000

（税込¥62,700）
¥52,000

（税込¥57,200）
¥50,000

（税込¥55,000）
¥49,000

（税込¥53,900）
¥48,000

（税込¥52,800）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

10 A-mode ●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。 11A-mode※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。



MD-503
CHAIR　チェア

直線とカーブした無垢材の背もたれを持ったシンプルなフォルム。
高さは低く、ワイドをゆったりしたサイズ感は新しいスタイルのコンフォートチェアです。

MD-201
CHAIR　チェア

あくまでもシンプルでオーソドックスなチェア。 脚部はビーチ材、座面のベースにはファニチャーメッシュを使用。
厚めのウレタンクッションとゆとりのサイズで、ゆったりとした掛け心地を持たせました。 柔らかなラインの中にもシャープな印象を感じさせるチェアです。

1/50

MD-503S
W525・D578・H730

（SH400）

MD-503A
W585・D583・H730

（SH400）・AH580

MD-503S MD-503A

MD-107L
DINING TABLE　ダイニング テーブル

無垢素材を、天板・脚部全てにミニマルなモダンデザインに表現したダイニングテーブル。
うずくりされた無垢天板は素材感を最大限に活かし、低く押さえられた高さは安定感を演出します。

MD-201-OH オプションハンドル
MD-201 チェアに、便利なオプション
ハンドルをご用意しました。

MD-201 Ａ
W550・D530・H780

（SH450）・AH630

MD-201Ｓ
W450・D530・H780

（SH450）
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MD-201S MD-201A

MD-207
DINING TABLE　ダイニング テーブル

無垢のホワイトアッシュ材を使用した贅沢なダイニングテーブルです。無垢の素材感を活かした天板はW2100／W1800／W1500の
バリエーションをご用意しています。シンプルで軽快なデザインの脚部は脚位置を移動する事ができ、様々なシーンでのご使用が可能です。
無垢材の動きを考慮しながら、ソリッド感溢れるデザインは考え抜かれた構造体から生まれました。

⑧チーク⑪ホワイトアッシュ ⑫ウォールナット

⑪ホワイトアッシュ

MD-107Lシリーズの天板には、無垢材（巾ハギ
板）を使用しています。天然素材の無垢板は、季
節や湿度、経年変化による木材の反りや収縮が
生じる非常にデリケートな素材です。木色や木目の
バラツキ、疑芯等による色むらが生じる場合があり
ますのでご了承ください。

板脚を固定しているスチールプレートのボルト4 本
（脚 1 枚につき）を付け替えていただく事により、
脚位置を変更出来ます。取り付け位置は 80ミリ
ピッチで 3 段階に変更可能です。

MD-107L-240MD-107L-210
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MD-107L-180　W1800・D950・H650（t 50）

MD-107L-210　W2100・D950・H650（t 50）

MD-107L-240　W2400・D950・H650（t 50）

MD-207シリーズの天板には、ホワイトアッ
シュの無垢材（巾ハギ板）を使用しています。
天然素材の無垢板は、季節や湿度、経年変
化による木材の反りや収縮が生じる非常にデ
リケートな素材です。木色や木目のバラツキ、
疑芯等による色むらが生じる場合があります。
無垢材のテーブルをお使いいただく場合は、
素材の特性をご了承の上お使いください。

無垢材の脚部を固定し
ているボルトを３カ所（計
９本）付け替えていただ
く事により、脚位置を変
更出来ます。取り付け位
置は 90ミリピッチで 5
段階に変更可能です。

MD-207-210  脚部移動取付バリエーション

MD-207-180
W1800・D900・H720（t 40）

MD-207-210
W2100・D900・H720（t 40）

MD-207-150
W1500・D900・H720（t 40）
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MD-207-180 MD-207-210

座（a～esランク）／座面：弾性ベルト、ウレタンフォーム　背・フレーム：ホワイトアッシュ材、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）　プラパート付（スリップ・フェルト）

503 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-503S ¥113,000
（税込¥124,300）

¥109,000
（税込¥119,900）

¥93,000
（税込¥102,300）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥85,000
（税込¥93,500）

¥83,000
（税込¥91,300）

¥81,000
（税込¥89,100）

¥77,000
（税込¥84,700）

ホワイトアッシュ・全５色
MD-503A ¥127,000

（税込¥139,700）
¥122,000

（税込¥134,200）
¥106,000

（税込¥116,600）
¥103,000

（税込¥113,300）
¥97,000

（税込¥106,700）
¥96,000

（税込¥105,600）
¥94,000

（税込¥103,400）
¥91,000

（税込¥100,100）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

107L モデル　ダイニングテーブル

MD-107L（H650）

⑪ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色 ¥344,000（税込¥378,400） ¥394,000（税込¥433,400） ¥422,000（税込¥464,200）

⑫ウォールナット（無垢材） ウォールナット（無垢材）

チーク（無垢材）⑧チーク（無垢材）

¥510,000（税込¥561,000）

¥691,000（税込¥760,100）

¥553,000（税込¥608,300）

¥730,000（税込¥803,000）

¥588,000（税込¥646,800）

¥760,000（税込¥836,000）

天板 脚部品  番 180： W1800×D950 210： W2100×D950 240： W2400×D950

天板：ホワイトアッシュ無垢材、ウォールナット無垢材（D-1）、チーク無垢材（D-1）／うずくり加工　脚部：ホワイトアッシュ無垢材／ウォールナット無垢材（D-1）／チーク無垢材（D-1）　アジャスター付
天板・脚部共、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

MD-207（H720）

品  番

天板：ホワイトアッシュ無垢材　脚：ホワイトアッシュ無垢材アジャスター付、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）

207 モデル　ダイニングテーブル

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色 ¥244,000（税込¥268,400） ¥254,000（税込¥279,400） ¥274,000（税込¥301,400）

天板 脚部 150： W1500×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D900

背・座：張り（a～esランク）、座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム　フレーム：ビーチ材、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）

201 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-201S ¥92,000
（税込¥101,200）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥75,000
（税込¥82,500）

¥55,000
（税込¥60,500）

¥50,000
（税込¥55,000）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥45,000
（税込¥49,500）

¥44,000
（税込¥48,400）

ビーチ・全５色

スチール クロームメッキ仕上MD-201-OH ¥4,000（税込¥4,400）

MD-201A ¥164,000
（税込¥180,400）

¥157,000
（税込¥172,700）

¥119,000
（税込¥130,900）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥81,000
（税込¥89,100）

¥75,000
（税込¥82,500）

¥70,000
（税込¥77,000）

¥63,000
（税込¥69,300）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

（オプション
ハンドル）

プラパート取付 ＋¥2,100（税込¥2,310）

12 A-mode ●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。 13A-mode※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。



MD-102
CHAIR　チェア

直線的なウッドフレームとファブリックの組み合わせ、安定したデザインと弾性ベルトを使用した柔らかな座り心地のチェアです。
シンプルな椅子だからこそ、フレームのデザインや構造には細部にまでこだわりました。

MD-102S
W450・D525・H780

（SH440）
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MD-102S

MD-202
CHAIR　チェア

シンプルなスチール脚のスタッキングチェア。３次元成型の凹んだ座面には40ミリのウレタンクッションを用いています。
ボリュームのあるフォルムと柔らかい座り心地は、幅広い用途にお使いいただけます。

MD-202-OH オプションハンドル
MD-202 チェアに、便利なオプション
ハンドルをご用意しました。スチールに
クロームメッキ仕上げの持ち上げやす
いハンドルです。

MD-202Ｓ
W500・D525・H800

（SH440）
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MD-202S　MD-202-OH

背・座：張り（a～esランク）、座面：ダイメトロール、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）

102 モデル　サイドチェア

MD-102S ¥86,000
（税込¥94,600）

¥82,000
（税込¥90,200）

¥59,000
（税込¥64,900）

¥54,000
（税込¥59,400）

¥50,000
（税込¥55,000）

¥48,000
（税込¥52,800）

¥46,000
（税込¥50,600）

¥44,000
（税込¥48,400）ビーチ・全５色

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）、成形合板、ウレタンフォーム　脚：ハイテンションパイプ（クロームメッキ・黒鏡面）プラパート付　オプションハンドル：スチール（クロームメッキ）

202 モデル　サイドチェア（スタッキング）

MD-202S ¥90,000
（税込¥99,000）

¥88,000
（税込¥96,800）

¥59,000
（税込¥64,900）

¥48,000
（税込¥52,800）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥38,000
（税込¥41,800）

¥36,000
（税込¥39,600）

クロームメッキ ・黒鏡面
 黒鏡面塗装 ＋¥2,000（税込 ¥2,200） 

スチール クロームメッキ仕上MD-202-OH ¥4,000（税込¥4,400）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

（オプション
ハンドル）

MD-205
DINING TABLE　ダイニング テーブル

ミニマリズムを追求した、シンプルなダイニングテーブルです。脚部は厚み45ミリのホワイトアッシュ材。対角線状に向いた脚部は、
面と面・曲線とテーパー処理の組み合わせにより、贅肉をそぎ落とした構造にテーブルとしてのデザイン性を加味しています。
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MD-205-90　
W900・D900・H700（t 35）

MD-205-150　
W1500・D800・H700（t 35）

MD-205-180　
W1800・D900・H700（t 35）

MD-205-150MD-205-90 MD-205-180

⑪ホワイトアッシュ

天板：ホワイトアッシュ突板　脚：ホワイトアッシュ材アジャスタ－付、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）

205 モデル　ダイニングテーブル

MD-205（H700） ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色 ¥111,000（税込¥122,100） ¥131,000（税込¥144,100） ¥144,000（税込¥158,400）

天板 脚部品  番 90： W900×D900 150： W1500×D800 180： W1800×D900

MD-501
CHAIR　チェア

柔らかくラウンドしたフォルムはミッドセンチュリーの懐かしさを感じさせ、
ゆったりとしたサイズの座と柔らかな背もたれは、身体を優しく包みます。

MD-501A
W580・D560・H800

（SH435）・AH620

MD-501S
W500・D560・H800

（SH435）
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MD-501S MD-501A

背・座（a～esランク）／座面：布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム　フレーム：ホワイトアッシュ材、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）

501 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-501S ¥131,000
（税込¥144,100）

¥126,000
（税込¥138,600）

¥105,000
（税込¥115,500）

¥87,000
（税込¥95,700）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥76,000
（税込¥83,600）

¥73,000
（税込¥80,300）

¥70,000
（税込¥77,000）

ホワイトアッシュ・全５色
MD-501A ¥167,000

（税込¥183,700）
¥160,000

（税込¥176,000）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥106,000

（税込¥116,600）
¥96,000

（税込¥105,600）
¥92,000

（税込¥101,200）
¥86,000

（税込¥94,600）
¥81,000

（税込¥89,100）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

MD-501AL
LOUNGE CHAIR　ラウンジチェア

ゆとりのある座り心地と柔らかなイメージを持つラウンジチェア。身体を包み込むシェルは、ウレタンクッションを何層にも重ね
て理想のフォルムとフィット感を、座面は弾性ベルトをベースにウレタンクッションの構成で理想の座り心地を実現しました。

MD-501AL
W700・D650・H780

（SH400）・AH585
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MD-501AL

背・座（a～esランク）／座面：弾性ベルト、ウレタンフォーム　フレーム：ホワイトアッシュ材、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）

501AL モデル　ラウンジチェア

MD-501AL ¥222,000
（税込¥244,200）

¥218,000
（税込¥239,800）

¥200,000
（税込¥220,000）

¥149,000
（税込¥163,900）

¥136,000
（税込¥149,600）

¥128,000
（税込¥140,800）

¥121,000
（税込¥133,100）

¥113,000
（税込¥124,300）ホワイトアッシュ・全５色

脚部品  番 eseeadcbaヌード

⑧チーク⑪ホワイトアッシュ

MD-502
DINING TABLE　ダイニング テーブル

楕円モチーフを組み合わせた柔らかくラウンドしたダイニングテーブル。
空間にリラックスした柔らかさを与えます。

MD-502-210
W2100・D1000・H700（t 45）

MD-502-180
W1800・D900・H700（t 45）

MD-502-150
W1500・D900・H700（t 45）
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MD-502-150 MD-502-210MD-502-180

502 モデル　ダイニングテーブル

MD-502（H700）

⑪ホワイトアッシュ
（突板）・全５色 ホワイトアッシュ

（無垢材）・全５色

¥197,000（税込¥216,700） ¥220,000（税込¥242,000） ¥255,000（税込¥280,500）

⑧チーク（突板） ¥202,000（税込¥222,200） ¥226,000（税込¥248,600） ¥260,000（税込¥286,000）

天板 脚部品  番 150： W1500×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D1000

天板：ホワイトアッシュ突板／チーク突板（D-1）　脚部：ホワイトアッシュ　アジャスター付、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）

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）

14 A-mode ●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。 15A-mode※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。



MD-601
CHAIR　チェア

無垢材のフレームを持つナチュラル感のあるダイニングチェア。ミドルサイズのゆとりある座り心地と、
ノーマルなスタイルはどんなインテリアシーンにもフィットします。
モダンでもヴィンテージでもない、カリフォルニアスタイルのダイニングチェアです。

MD-607
DINING TABLE　ダイニング テーブル

素材感を感じさせるうずくり加工の無垢天板に、スチールの脚部を組み合わせたシンプルなダイニングテーブル。
ミニマムなデザインながら安定感のある脚部は、取り付け位置が変更出来ます。

MD-801S MD-801A

スチール脚を固定している4 箇所のボ
ルトを付け替える事により、130ミリピッ
チで3 段階に脚部の取り付け位置を
変更出来ます。

MD-607-210　
W2100・D900・H720（t 30）

MD-607-180　
W1800・D900・H720（t 30）

MD-607-150　
W1500・D900・H720（t 30）
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MD-607-210 脚部移動取付バリエーション

MD-607-150 MD-607-210MD-607-180

MD-802-180 MD-802-240

MD-802-180 天板伸張時 MD-802-240 天板伸張時

天板と一体になった木口面から、伸張式の天板を引出す事により天板の
スペースを広くする事ができます。

成型合板のフレームと座のシェルが
一体化した構造。

伸張式の天板はテーブルのフォル
ムを損なう事なく収納されており、天
板裏の掘り込み加工により容易に
天板を引き出す事が出来ます。

MD-601S MD-601A
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MD-601S
W470・D550・H800

（SH450）

MD-601A
W590・D550・H800

（SH450）・AH630

SIDE CHAIR / ARM CHAIR　サイドチェア／ アームチェア

MD-801 
不等厚の成形合板で構成されたフレームと、３次元の成形合板で作られた座のシェルの組み合わせにより完成される構造体の椅子です。
しなやかに動くフレームは、荷重を逃がしゆったりとしたサイズ感で、厚みのある多層ウレタンの座と背には柔らかなウレタンフォームを使う事によって、
快適さを創りだしています。背上に回ったフレームの下には、引きやすい指先の掘り込み加工を施しました。

背・座：張り（a～esランク）　座：ウレタンフォーム　フレーム：ビーチ材成型合板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

801 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-801S ¥119,000
（税込¥130,900）

¥112,000
（税込¥123,200）

¥93,000
（税込¥102,300）

¥85,000
（税込¥93,500）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥74,000
（税込¥81,400）

¥71,000
（税込¥78,100）

ビーチ成形合板・全９色
MD-801A ¥137,000

（税込¥150,700）
¥130,000

（税込¥143,000）
¥111,000

（税込¥122,100）
¥103,000

（税込¥113,300）
¥98,000

（税込¥107,800）
¥95,000

（税込¥104,500）
¥92,000

（税込¥101,200）
¥89,000

（税込¥97,900）

背・フレーム品  番 eseeadcbaヌード

EXTENSION TABLE　エクステンションテーブル

MD-802 
オーク材のナチュラル感を持ちながらモダンさを感じるシャープなフレームのテーブルです。ホストが座る面に引出し式の伸長天板を設けました。
このエクステンション式のテーブルは、天板を引き出す事により、前後2人分のスペースを広げ、様々なシーンに活躍します。

MD-802（H720）

品  番

天板：オーク突板　脚部：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）

802 モデル　エクステンションテーブル

オーク材（突板）・全９色 オーク材・全９色 ¥414,000（税込¥455,400） ¥435,000（税込¥478,500） ¥514,000（税込¥565,400）

天板 脚部 150： W1500（1820）×D950 180： W1800（2300）×D950 240： W2400（2900）×D950

MD-801A
W560・D557・Ｈ800

（SH440）AH630

MD-801S
W496・D557・H800

（SH440）
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MD-802-180
W1800（2300）・D950・Ｈ720（t 70）

MD-802-150
W1500（1820）・D950・Ｈ720（t 70）

1/50

MD-802-240
W2400（2900）・D950・Ｈ720（t 70）

⑪ホワイトアッシュ ⑧チーク⑫ウォールナット ⑩オーク

601 モデル　サイドチェア／アームチェア

MD-601S ¥110,000
（税込¥121,000）

¥105,000
（税込¥115,500）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥70,000
（税込¥77,000）

¥65,000
（税込¥71,500）

¥63,000
（税込¥69,300）

¥60,000
（税込¥66,000）

¥56,000
（税込¥61,600）

ビーチ材・全５色
MD-601A ¥122,000

（税込¥134,200）
¥120,000

（税込¥132,000）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥83,000

（税込¥91,300）
¥78,000

（税込¥85,800）
¥75,000

（税込¥82,500）
¥72,000

（税込¥79,200）
¥68,000

（税込¥74,800）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）／座面：布バネ、ダイメトロール、ウレタンフォーム　フレーム：ビーチ材、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）

607 モデル　ダイニングテーブル

MD-607（H720）

⑪ホワイトアッシュ
（無垢材うずくり加工）・全５色

スチール（シルバー・
ヴィンテージブラック）

¥279,000（税込¥306,900） ¥283,000（税込¥311,300） ¥321,000（税込¥353,100）

⑫ウォールナット
（無垢材）

⑧チーク（無垢材）

¥378,000（税込¥415,800）

¥412,000（税込¥453,200）

¥384,000（税込¥422,400）

¥418,000（税込¥459,800）

¥444,000（税込¥488,400）

¥530,000（税込¥583,000）

天板 脚部品  番 150： W1500×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D900

天板：ホワイトアッシュ無垢材、ウォールナット無垢材（D-1）、チーク無垢材（D-1）／うずくり加工、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：スチール焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）アジャスター付

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）

16 A-mode ●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。 17A-mode※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。



SOFA　システムソファ

MD-1105 
アメリカンモダン住宅のインテリアシーンをイメージさせるゆったりとした
奥行きとシンプルなフォルムのシステムソファ。オプションとして左右のアームが装着可能になり、
アームクッションと共に豊かなレイアウトプランにお使いいただけます。

1105 モデル　ソファ S（D:900）

MD-1105-S-90　ソファ1P ¥418,000
（税込¥459,800）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥298,000
（税込¥327,800）

¥277,000
（税込¥304,700）

¥252,000
（税込¥277,200）

¥241,000
（税込¥265,100）

¥228,000
（税込¥250,800）

¥214,000
（税込¥235,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-110　ソファ1P ¥503,000
（税込¥553,300）

¥443,000
（税込¥487,300）

¥351,000
（税込¥386,100）

¥308,000
（税込¥338,800）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥272,000
（税込¥299,200）

¥258,000
（税込¥283,800）

¥242,000
（税込¥266,200）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-140　ソファ1P

MD-1105-S-180　ソファ3P

MD-1105-S-220　ソファ3PL

MD-1105-OT-S-110　オットマン

脚部品  番 eseeadcbaヌード

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

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-S-110-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥645,000
（税込¥709,500）

¥562,000
（税込¥618,200）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥373,000
（税込¥410,300）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥323,000
（税込¥355,300）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥286,000
（税込¥314,600）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-S-140-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥666,000
（税込¥732,600）

¥584,000
（税込¥642,400）

¥458,000
（税込¥503,800）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥390,000
（税込¥429,000）

¥375,000
（税込¥412,500）

¥359,000
（税込¥394,900）

¥338,000
（税込¥371,800）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥38,000（税込¥41,800）MD-1105-S-180-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥822,000
（税込¥904,200）

¥717,000
（税込¥788,700）

¥556,000
（税込¥611,600）

¥507,000
（税込¥557,700）

¥456,000
（税込¥501,600）

¥439,000
（税込¥482,900）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥398,000
（税込¥437,800）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥38,000（税込¥41,800）MD-1105-S-220-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥268,000
（税込¥294,800）

¥244,000
（税込¥268,400）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥195,000
（税込¥214,500）

¥183,000
（税込¥201,300）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥164,000
（税込¥180,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-OT-S-110　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

1105 モデル　ソファ L（D:1100）

MD-1105-L-90　ソファ1P ¥494,000
（税込¥543,400）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥343,000
（税込¥377,300）

¥308,000
（税込¥338,800）

¥280,000
（税込¥308,000）

¥267,000
（税込¥293,700）

¥253,000
（税込¥278,300）

¥235,000
（税込¥258,500）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-110　ソファ1P ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-140　ソファ1P

MD-1105-OT-L-90　オットマン

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-L-90-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

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

MD-1105-L-140-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-OT-L-90　オプション
ベースフレーム 革

革・全３色

革・全３色

¥581,000
（税込¥639,100）

¥730,000
（税込¥803,000）

¥268,000
（税込¥294,800）

¥508,000
（税込¥558,800）

¥634,000
（税込¥697,400）

¥244,000
（税込¥268,400）

¥397,000
（税込¥436,700）

¥487,000
（税込¥535,700）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥340,000
（税込¥374,000）

¥407,000
（税込¥447,700）

¥195,000
（税込¥214,500）

¥312,000
（税込¥343,200）

¥371,000
（税込¥408,100）

¥183,000
（税込¥201,300）

¥299,000
（税込¥328,900）

¥355,000
（税込¥390,500）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥285,000
（税込¥313,500）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥265,000
（税込¥291,500）

¥313,000
（税込¥344,300）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥25,000（税込¥27,500）

¥25,000（税込¥27,500）

¥25,000（税込¥27,500）

ホワイトアッシュ
・全９色MD-1105-OT-S-90　オットマン

MD-1105-OT-S-90　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥254,000
（税込¥279,400）

¥230,000
（税込¥253,000）

¥193,000
（税込¥212,300）

¥181,000
（税込¥199,100）

¥169,000
（税込¥185,900）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥158,000
（税込¥173,800）

¥149,000
（税込¥163,900）

¥12,000（税込¥13,200）

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

Aa-AV1 Aa-AV2 Aa-AV3

MD-1105-CRR
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-CRL
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-90
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-110
W1100・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-140
W1400・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-220
W2200・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-180
W1800・D900・H760（SH380）

MD-1105-OT-S-90
W900・D900・H380

MD-1105-OT-S-110
W1100・D900・H380

MD-1105-S-90

MD-1105-BC-90 MD-1105-BC-110MD-1105-CLMD-1105-CRRMD-1105-OT-S-90 MD-1105-OT-L-90

MD-1105-L-140MD-1105-S-110 MD-1105-S-180 MD-1105-S-220

MD-１１０５-CS  クッション
MD-1105-CS-S 小：400×400 

ソファベースフレームにジョイント
パーツを取り付けています。

MD-1105-TR

MD-1105-BC の奥行き寸法に合
わせた木製トレー。

▲ポケットコイルスプリング
座の中に使用されています。

オプションで取付けられます。アームのステッチはグレーステッチをお選びいただけます。
ブラックやホワイトのレザーでステッチが映えます。

1105 モデル　ソファ S（D:900）

MD-1105-OT-L-90
W900・D1100・H380

MD-1105-L-90
W900・D1100・H760（SH380）

MD-1105-L-110
W1100・D1100・H760（SH380）

MD-1105-L-140
W1400・D1100・H760（SH380）

ソファ L（D:1100）

MD-1105-CL
W900・D1400・H760

（SH380）

シェーズロング

コーナー

MD-1105-BC-90
W900・D500・H380

MD-1105-BC-110
W1100・D500・H380

MD-1105-TR
W500・D500・H30

ベンチ／トレイ／クッション

MD-1105-AR/AL
W60・D770・H375

MD-1105-CS-S
400×400

MD-1105-CS-L
700×390

アーム／クッション

1/50

1105 モデル　コーナー／シェーズロング／ベンチ／アーム／トレイ／クッション

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CRR（右肘）／CRL（左肘）
コーナー

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CL　シェーズロング ホワイトアッシュ
・全９色

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

MD-1105-CL-OP　オプション　
ベースフレーム 革
MD-1105-AR/AL　オプション　
アーム 

革・全３色

布・革

MD-1105-BC-90　ベンチ

MD-1105-BC-110　ベンチ

MD-1105-BC-90-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-BC-110-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-TR　トレイ

革・全３色

革・全３色

ホワイトアッシュ
・全９色

¥500,000
（税込¥550,000）

¥604,000
（税込¥664,400）

¥170,000
（税込¥187,000）

¥203,000
（税込¥223,300）

¥439,000
（税込¥482,900）

¥531,000
（税込¥584,100）

¥152,000
（税込¥167,200）

¥179,000
（税込¥196,900）

¥347,000
（税込¥381,700）

¥420,000
（税込¥462,000）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥321,000
（税込¥353,100）

¥368,000
（税込¥404,800）

¥117,000
（税込¥128,700）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥107,000
（税込¥117,700）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥275,000
（税込¥302,500）

¥324,000
（税込¥356,400）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥110,000
（税込¥121,000）

¥257,000
（税込¥282,700）

¥316,000
（税込¥347,600）

¥98,000
（税込¥107,800）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥237,000
（税込¥260,700）

¥296,000
（税込¥325,600）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥12,000（税込¥13,200）

¥25,000（税込¥27,500）

¥12,000（税込¥13,200）

¥12,000（税込¥13,200）

¥34,000（税込¥37,400）

背：合板下地、多層ウレタンフォーム　座：合板下地、ポケットコイル、多層ウレタンフォーム　
座フレーム：ホワイトアッシュ材or合板下地革張り、連結樹脂パーツ　脚部：ホワイトアッシュ突き板、脚先プラパート(樹脂、フェルト）、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　オプションアーム：合板下地、硬質ウレタンフォーム

MD-１１０５-CS-S

MD-１１０５-CS-L

¥39,000
（税込¥42,900）

¥33,000
（税込¥36,300）

¥23,000
（税込¥25,300）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥14,000
（税込¥15,400）

¥12,000
（税込¥13,200）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥60,000
（税込¥66,000）

¥42,000
（税込¥46,200）

¥39,000
（税込¥42,900）

¥32,000
（税込¥35,200）

¥29,000
（税込¥31,900）

¥25,000
（税込¥27,500）

¥20,000
（税込¥22,000）

小 400×400
ポリエステル

球状綿
大 700×390

¥89,000
（税込¥97,900）

¥76,000
（税込¥83,600）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥49,000
（税込¥53,900）

¥43,000
（税込¥47,300）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥32,000
（税込¥35,200）

18 A-mode ●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。 19A-mode※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。



MD-110
SOFA　ソファ

無駄をそぎ落としたシンプルなスタイル、作りと座り心地にこだわり抜いたソファシリーズです。
奥行きがD600のゆったりとした座のクッションにはコイルスプリングを贅沢に使用し、ストロークの深い座り心地です。
組み合わせが広がるシステムバリエーションとヘッドレストも兼ねるハイバッグクッションも用意しました。
脚部は、スチールのシルバーとヴィンテージブラックの2種、アルミ脚と木製脚から選択する事ができます。

MD-101L
LOUNGE CHAIR　ラウンジチェア

絶妙な素材の組み合わせとウェーブスプリングを用いた
しっかりした座り心地の101ラウンジチェアをバージョンアップしました。
サイズを見直す事により、よりくつろいだ座り心地を実現。
背の高さをハイとローの２タイプ、１人掛けの他に２人掛けのバリエーションも追加しました。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

1/50

MD-101L-1PL
W680・D722・H750

（SH400）・AH580

MD-101L-2PL
W1380・D722・H750

（SH400）・AH580

MD-101L-1PH
W680・D750・H900

（SH400）・AH580

MD-101L-2PH
W1380・D750・H900

（SH400）・AH580

MD-101L-1PL MD-101L-2PHMD-101L-1PHMD-101L-2PL

MD-106
LIVING TABLE　リビングテーブル

厚みを持たせたスクエアな天板と、スチール脚部の組み合わせがフレキシブルに空間を彩るリビングテーブルシリーズ。
木製のカラーバリエーションとヴィンテージブラックとシルバーのスチール脚の組み合わせによって、その表情は一変します。
用途に応じてL（H244）とH（H350）の2つの高さから、お選びいただけます。

MD-106L/H-120
W1200・D780・H244/350

MD-106L/H-78
W780・D780・H244/350

1/50

MD-106L-78 MD-106L-120

コイルスプリングを贅沢に使用してい
ます。オリジナルのコイルスプリング
を使用する事により、ストロークの深
い快適な座り心地を実現しました。

⑪ホワイトアッシュ

MD-110-OT
W800・D800・H380

MD-110-1Ｐ
W800・D800・H680

（SH380）  

1/50

MD-110-2Ｐ
W1600・D800・H680

（SH380）

MD-110-3Ｐ
W2100・D800・H680

（SH380）

MD-Cushion  ハイバッククッション

MD-110-1P-AL MD-110-OT-SMD-110-OT-WMD-110-2L-SMD-110-2P-WMD-110-3P-S

▲アルミ脚カラーバリエーション
（左）アルミダイカスト：ポリッシュ仕上
（右）アルミダイカスト：黒鏡面塗装
仕上

▲アルミ脚先オプション
アルミ脚部の脚端に、フ
ローリング等の床を保護
するフェルトベースのオプ
ションプラパートです。

MD-110-2Ｌ
W1200・D800・H680

（SH380）

110 モデル　ソファ／オットマン（カバーリング）

MD-110-1P
ソファ1P

（Lクッション 1個付）

MD-110-3P
ソファ3P

（Lクッション 2個付）

¥415,000
（税込¥456,500）

¥366,000
（税込¥402,600）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥246,000
（税込¥270,600）

¥219,000
（税込¥240,900）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥193,000
（税込¥212,300）

¥175,000
（税込¥192,500）

AL：アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
S：スチール（シルバー ・Vブラック）

AL：アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
S：スチール（シルバー ・Vブラック）

AL：アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
S：スチール（シルバー ・Vブラック）

AL：アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
S：スチール（シルバー ・Vブラック）

AL：アルミ（ポリッシュ・黒鏡面）
S：スチール（シルバー ・Vブラック）

W：ホワイトアッシュ・全５色

W：ホワイトアッシュ・全５色

W：ホワイトアッシュ・全５色

W：ホワイトアッシュ・全５色

W：ホワイトアッシュ・全５色

MD-110-2P
ソファ2P

（M、Lクッション 各1個付）

MD-110-2L
ソファ2L

（Lクッション 1個付）

MD-110-OT
ソファ オットマン

¥426,000
（税込¥468,600）

¥369,000
（税込¥405,900）

¥285,000
（税込¥313,500）

¥252,000
（税込¥277,200）

¥225,000
（税込¥247,500）

¥212,000
（税込¥233,200）

¥197,000
（税込¥216,700）

¥181,000
（税込¥199,100）

¥648,000
（税込¥712,800）

¥554,000
（税込¥609,400）

¥414,000
（税込¥455,400）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥308,000
（税込¥338,800）

¥287,000
（税込¥315,700）

¥264,000
（税込¥290,400）

¥730,000
（税込¥803,000）

¥663,000
（税込¥729,300）

¥492,000
（税込¥541,200）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥374,000
（税込¥411,400）

¥352,000
（税込¥387,200）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥292,000
（税込¥321,200）

¥419,000
（税込¥460,900）

¥369,000
（税込¥405,900）

¥318,000
（税込¥349,800）

¥251,000
（税込¥276,100）

¥222,000
（税込¥244,200）

¥210,000
（税込¥231,000）

¥202,000
（税込¥222,200）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥208,000
（税込¥228,800）

¥191,000
（税込¥210,100）

¥149,000
（税込¥163,900）

¥119,000
（税込¥130,900）

¥108,000
（税込¥118,800）

¥104,000
（税込¥114,400）

¥100,000
（税込¥110,000）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥656,000
（税込¥721,600）

¥562,000
（税込¥618,200）

¥429,000
（税込¥471,900）

¥374,000
（税込¥411,400）

¥332,000
（税込¥365,200）

¥313,000
（税込¥344,300）

¥293,000
（税込¥322,300）

¥269,000
（税込¥295,900）

¥737,000
（税込¥810,700）

¥673,000
（税込¥740,300）

¥503,000
（税込¥553,300）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥384,000
（税込¥422,400）

¥361,000
（税込¥397,100）

¥336,000
（税込¥369,600）

¥303,000
（税込¥333,300）

¥426,000
（税込¥468,600）

¥378,000
（税込¥415,800）

¥328,000
（税込¥360,800）

¥257,000
（税込¥282,700）

¥230,000
（税込¥253,000）

¥216,000
（税込¥237,600）

¥211,000
（税込¥232,100）

¥187,000
（税込¥205,700）

¥214,000
（税込¥235,400）

¥197,000
（税込¥216,700）

¥155,000
（税込¥170,500）

¥127,000
（税込¥139,700）

¥116,000
（税込¥127,600）

¥112,000
（税込¥123,200）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥102,000
（税込¥112,200）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

110 モデル　羽毛クッション（マチ付きクッション）

MD-110-KM

MD-110-KL

¥43,000
（税込¥47,300）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥36,000
（税込¥39,600）

¥24,000
（税込¥26,400）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥15,000
（税込¥16,500）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥27,000
（税込¥29,700）

¥22,000
（税込¥24,200）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥18,000
（税込¥19,800）

¥16,000
（税込¥17,600）

Mクッション（400×400）

Lクッション（500×500）

サイズ品  番 eseeadcbaヌード

110 モデル　ハイバッククッション（H900用）

MD-110-KHS

MD-110-KHW

¥78,000
（税込¥85,800）

¥71,000
（税込¥78,100）

¥48,000
（税込¥52,800）

¥38,000
（税込¥41,800）

¥32,000
（税込¥35,200）

¥30,000
（税込¥33,000）

¥28,000
（税込¥30,800）

¥25,000
（税込¥27,500）

¥80,000
（税込¥88,000）

¥73,000
（税込¥80,300）

¥52,000
（税込¥57,200）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥36,000
（税込¥39,600）

¥33,000
（税込¥36,300）

¥31,000
（税込¥34,100）

¥28,000
（税込¥30,800）

W500×H600
ウレタンフォーム

W600×H600

サイズ 仕様品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）／座面：コイルスプリング、ウレタンフォーム（布張りのみカバーリング仕様：伸縮性の無い布の場合、張込みになります）　置クッション：スモールフェザー+ポリエステル綿
脚 AL：アルミダイカスト（ポリッシュ・黒鏡面）アジャスター付　S：スチール 焼付塗装仕上（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）フェルト付　
W：ホワイトアッシュ突板 アジャスター付、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）　オプションハイバッククッション：ウレタンフォーム

101L モデル　ラウンジチェア

MD-101L-1PL ¥248,000
（税込¥272,800）

¥240,000
（税込¥264,000）

¥196,000
（税込¥215,600）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥158,000
（税込¥173,800）

¥150,000
（税込¥165,000）

¥142,000
（税込¥156,200）

スチール（シルバー 
・ヴィンテージブラック）
アーム：ホワイトアッシュ全５色MD-101L-1PH

MD-101L-2PH

¥372,000
（税込¥409,200）

¥359,000
（税込¥394,900）

¥277,000
（税込¥304,700）

¥246,000
（税込¥270,600）

¥224,000
（税込¥246,400）

¥214,000
（税込¥235,400）

¥202,000
（税込¥222,200）

¥188,000
（税込¥206,800）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥274,000
（税込¥301,400）

¥217,000
（税込¥238,700）

¥195,000
（税込¥214,500）

¥179,000
（税込¥196,900）

¥171,000
（税込¥188,100）

¥163,000
（税込¥179,300）

¥151,000
（税込¥166,100）

¥390,000
（税込¥429,000）

¥377,000
（税込¥414,700）

¥293,000
（税込¥322,300）

¥264,000
（税込¥290,400）

¥241,000
（税込¥265,100）

¥232,000
（税込¥255,200）

¥220,000
（税込¥242,000）

¥204,000
（税込¥224,400）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

座：張り（a～esランク）、座面：ウェーブスプリング、ウレタンフォーム・背：弾性ベルト、ウレタンフォーム　
フレーム：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）　フェルト付　アーム：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

MD-101L-2PL

106 モデル　リビングテーブル

MD-106L（H244）

MD-106H（H350）

スチール
 ・シルバー 
 ・ヴィンテージブラック

ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

¥102,000（税込¥112,200） ¥112,000（税込¥123,200）

¥110,000（税込¥121,000） ¥121,000（税込¥133,100）

天板 脚部品  番 78： W780×D780 120： W1200×D780

天板：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：スチール、焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）フェルト付

20 A-mode ●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。 21A-mode※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。



MD-111
SOFA　ソファ

ホワイトアッシュのアームフレームが、シンプルでスクエア
なソファにソリッドな重厚感を醸し出します。無垢のホワイ
トアッシュ材のカラーバリエーションとファブリックとの組
み合わせが様々な空間にフィット。座にはコイルスプリン
グを使用したストロークの深い座り心地のソファです。

MD-108
SERVING TABLE / LIVING TABLE　サービングテーブル／リビングテーブル

ソリッドウッドを天板に用いたサービングテーブルとリビングテーブルシリーズ。
無垢天板特有の反りや狂いを逃がす構造で、
木口のデザインもソリッド感を活かしながら、シャープに仕上げました。

MD-108シリーズの天板には、ホワイトアッシュの
無垢材（巾ハギ板）を使用しています。
天然素材の無垢板は、季節や湿度、経年変化に
よる木材の反りや収縮が生じる非常にデリケートな
素材です。木色や木目のバラツキ、疑芯等による
色むらが生じる場合がありますのでご了承ください。
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MD-108H-120
W1200・D450・H720  

MD-108L-60
W600・D600・H400

MD-108L-120
W1200・D600・H400

MD-108H-120 MD-108L-120MD-108L-60

EVERYTHING CUSHION
エブリシング クッション （エコクッション）

EC

天然皮革は部位により風合いや質感が異なります。
通常は均一な部位を使用し、残りは破棄してしまい
ます。エブリシングクッションは、あえて質感の異なる
皮革を組み合わせ、デザインとして製品化しました。
クッションの中身もリサイクルウレタンを使用しキズ
の箇所等はあえて使用しています。天然皮革の生
前のキズや革シボや質感、柔らかさのバラツキもデ
ザインの一部としていますのでご了承下さい。 EC-1（ホワイト）　EC-2（キャメル）　EC-3（ブラウン）　EC-4（チャコールブラウン）　EC-5（ブラック）

クッションカバー：天然皮革（全5色）　クッション：リサイクルウレタン

EC モデル　エブリシングクッション

EC 450×450 リサイクルウレタン
天然皮革 ¥15,000（税込¥16,500）

サイズ 仕様品  番 価格

コイルスプリングを贅沢に使用してい
ます。オリジナルのコイルスプリング
を使用する事により、ストロークの深
い快適な座り心地を実現しました。

⑪ホワイトアッシュ

MD-111-1P MD-111-3PMD-111-2P
MD-Cushion  羽毛クッション
MD-CL 大：500×500　MD-CS 小：400×400
羽毛クッションにはへたりの少ない加工を施しています。
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MD-111-1Ｐ
W800・D850・H700

（SH380）・AH550

MD-111-2Ｐ
W1500・D850・H700

（SH380）・AH550

MD-111-3Ｐ
W2000・D850・H700

（SH380）・AH550

111 モデル　ソファ

MD-111-1P ¥427,000
（税込¥469,700）

¥386,000
（税込¥424,600）

¥314,000
（税込¥345,400）

¥303,000
（税込¥333,300）

¥260,000
（税込¥286,000）

¥247,000
（税込¥271,700）

¥235,000
（税込¥258,500）

¥219,000
（税込¥240,900）

ホワイトアッシュ
・全５色MD-111-2P 

MD-111-3P 

¥615,000
（税込¥676,500）

¥533,000
（税込¥586,300）

¥428,000
（税込¥470,800）

¥398,000
（税込¥437,800）

¥349,000
（税込¥383,900）

¥331,000
（税込¥364,100）

¥311,000
（税込¥342,100）

¥287,000
（税込¥315,700）

フレーム・脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥742,000
（税込¥816,200）

¥646,000
（税込¥710,600）

¥508,000
（税込¥558,800）

¥486,000
（税込¥534,600）

¥394,000
（税込¥433,400）

¥372,000
（税込¥409,200）

¥347,000
（税込¥381,700）

¥315,000
（税込¥346,500）

ソファ 1P
（Lクッション 1個付）
ソファ 2P

（M、Lクッション 各 1個付）
ソファ 3P

（Lクッション 2個付）

MD クッション　羽毛クッション

MD-CS

MD-CL

¥39,000
（税込¥42,900）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥25,000
（税込¥27,500）

¥21,000
（税込¥23,100）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥14,000
（税込¥15,400）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥28,000
（税込¥30,800）

¥26,000
（税込¥28,600）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥15,000
（税込¥16,500）

小 400×400
スモールフェザー
+ポリエステル綿

大 500×500

サイズ 仕様品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）／座面：コイルスプリング、ウレタンフォーム　置クッション：スモールフェザー+ポリエステル綿　アーム：ホワイトアッシュ材 アジャスター付、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

天板：ホワイトアッシュ無垢材　脚：ホワイトアッシュ突板 アジャスタ－付、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）

108 モデル　サービングテーブル／リビングテーブル

MD-108H サービングテーブル（H720）
ホワイトアッシュ

（突板）・全５色
ホワイトアッシュ

（無垢材）・全５色

¥151,000（税込¥166,100） ー ー

MD-108L リビングテーブル（H400） ー ¥115,000（税込¥126,500） ¥155,000（税込¥170,500）

天板 脚部 120H： W1200×D450 60： W600×D600 120： W1200×D600

MD-206
LIVING TABLE　リビング テーブル

ホワイトアッシュ材が持つ木の質感を活かしながら、シンプルでミニマルなデザインのローテーブル。
意匠と使いやすさを考えた２枚の天板、空間の邪魔にならないように棚板は低く床面に近い位置にセットしました。
低く置かれた棚板は小物などをデコレーションするために２枚目の天板としてお使い下さい。

MD-206-120
W1200・D600・H400

MD-206-90
W900・D450・H400

MD-206-60
W600・D600・H400
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MD-206-60 MD-206-120MD-206-90

⑪ホワイトアッシュ

206 モデル　リビングテーブル

MD-206（H400） ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色 ¥135,000（税込¥148,500）¥104,000（税込¥114,400）¥99,000（税込¥108,900）

天板・棚板 脚部品  番 60： W600×D600 90： W900×D450 120： W1200×D600

天板：ホワイトアッシュ突板　脚：ホワイトアッシュ材 アジャスタ－付、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）

22 A-mode ●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。 23A-mode※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。



MD-210A
SOFA　ソファ

エーモードらしいスクエアなスタイルに、上質な印象と使い心地を持たせました。脚部フレームには色によって
様々な印象に変わるホワイトアッシュ材。座背ベースにはウェーブスプリング、座クッションにはポケットコイル
を併用し、柔らかな背のウレタンクッションとの組合せは深みのある座り心地を実現しました。単体の1P、2P、
3P、システムソファに組み合わせるシェーズロング、片アーム2Pのバリエーションもご用意しています。

MD-210B
SOFA　ソファ

ロースタイルのフォルムに、柔らかな置きクッションとモダンなアルミ脚を合わせ、クラシカルモダンなデザインに
仕上げました。自然に置かれた背の羽毛クッションは上質で柔らかな背当りで、ウェーブスプリングとポケットコ
イルを併用使用した座面は、上質な座り心地を実現しました。単体の1P、2P、3P、システムソファに組み合わ
せるシェーズロング、片アーム2Pのバリエーションもご用意しています。

MD-210A-3P　クッションオプションMD-210A-2P　クッションオプションMD-210A-1P MD-210A-OT
MD-210A-CH  ハイバッククッション
H900 の、ハイバックのリラックスしたソファとして
使用できます。
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MD-210A-1P
W800・D825・H770

（SH400）AH650

MD-210A-2P
W1500・D825・H770（SH400）
AH650

MD-210A-2PR/2PL
W1500・D825・H770（SH400）
AH650（図はMD-210A-2PR右肘）

MD-210A-OT
W600・D600・H400

MD-210A-CLR/CLL
W825・D1500・H770（SH400）
AH650（図はMD-210A-CLL左肘）

MD-210A-3P
W2000・D825・H770（SH400）
AH650

MD-210A-CLLMD-210A-2PR　クッションオプション

▲アルミ脚カラーバリエーション
（左）アルミダイカスト：ポリッシュ
（右）アルミダイカスト：黒鏡面塗装

▲アルミ脚先オプション
アルミ脚部の脚端に、床
を保護するフェルトベー
スのオプションプラパート
です。

MD-210B-2P-ABMD-210B-OT-AB　MD-210B-1P-AB MD-210B-3P-AL

MD-210B-2PR-AL MD-210B-2PR-AL+ MD-210B-CLL-ALMD-210B-CLL-AL
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MD-210B-1P
W800・D825・H650

（SH400）

MD-210B-2P
W1500・D825・H650（SH400）

MD-210B-3P
W2000・D825・H650（SH400）

MD-210B-2PR ／ 2PL
W1500・D825・H650（SH400）

（図はMD-210B-2PR右肘）

MD-210B-CLR ／ CLL
W825・D1500・H650（SH400）

（図はMD-210B-CLL左肘）

MD-210B-OT
W600・D600・H400

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

▲ポケットコイルスプリング
座置クッションの中に使用されてい
ます。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

▲ポケットコイルスプリング
座置クッションの中に使用されてい
ます。

210A モデル　ソファ／オットマン

MD-210A-1P  ソファ1P

MD-210A-3P  ソファ3P

MD-210A-CLR
MD-210A-CLL

MD-210A-2P  ソファ2P

MD-210A-2PR
MD-210A-2PL

MD-210A-OT  オットマン

¥410,000
（税込¥451,000）

¥389,000
（税込¥427,900）

¥290,000
（税込¥319,000）

¥266,000
（税込¥292,600）

¥233,000
（税込¥256,300）

¥218,000
（税込¥239,800）

¥202,000
（税込¥222,200）

¥187,000
（税込¥205,700）

ホワイトアッシュ
・全５色

¥637,000
（税込¥700,700）

¥605,000
（税込¥665,500）

¥440,000
（税込¥484,000）

¥375,000
（税込¥412,500）

¥334,000
（税込¥367,400）

¥318,000
（税込¥349,800）

¥295,000
（税込¥324,500）

¥273,000
（税込¥300,300）

¥743,000
（税込¥817,300）

¥707,000
（税込¥777,700）

¥534,000
（税込¥587,400）

¥465,000
（税込¥511,500）

¥409,000
（税込¥449,900）

¥386,000
（税込¥424,600）

¥355,000
（税込¥390,500）

¥322,000
（税込¥354,200）

¥643,000
（税込¥707,300）

¥612,000
（税込¥673,200）

¥446,000
（税込¥490,600）

¥388,000
（税込¥426,800）

¥344,000
（税込¥378,400）

¥326,000
（税込¥358,600）

¥302,000
（税込¥332,200）

¥277,000
（税込¥304,700）

¥640,000
（税込¥704,000）

¥610,000
（税込¥671,000）

¥467,000
（税込¥513,700）

¥412,000
（税込¥453,200）

¥359,000
（税込¥394,900）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥307,000
（税込¥337,700）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥173,000
（税込¥190,300）

¥165,000
（税込¥181,500）

¥145,000
（税込¥159,500）

¥137,000
（税込¥150,700）

¥126,000
（税込¥138,600）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥120,000
（税込¥132,000）

¥117,000
（税込¥128,700）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

（右肘付）ソファ2P
（左肘付）片アーム
（右肘付）シェーズロング
（左肘付）片アーム

背・座：張り（a～esランク）／背：ウレタンフォーム　座面：ウェーブスプリング+ポケットコイルスプリング、ウレタンフォーム　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）

ハイバッククッション（H900 用）

MD-210A-CH-1P
ハイバッククッション
MD-210A-CH-2P／2PR／
2PL／CLR／CLL  ハイバッククッション
MD-210A-CH-3P
ハイバッククッション

¥89,000
（税込¥97,900）

¥81,000
（税込¥89,100）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥54,000
（税込¥59,400）

¥46,000
（税込¥50,600）

¥42,000
（税込¥46,200）

¥38,000
（税込¥41,800）

¥33,000
（税込¥36,300）

¥88,000
（税込¥96,800）

¥84,000
（税込¥92,400）

¥68,000
（税込¥74,800）

¥62,000
（税込¥68,200）

¥52,000
（税込¥57,200）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥42,000
（税込¥46,200）

¥35,000
（税込¥38,500）

¥98,000
（税込¥107,800）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥87,000
（税込¥95,700）

¥74,000
（税込¥81,400）

¥61,000
（税込¥67,100）

¥55,000
（税込¥60,500）

¥49,000
（税込¥53,900）

¥40,000
（税込¥44,000）

単品

仕様品  番 eseeadcbaヌード

MD クッション　羽毛クッション

MD-CS　小：400×400

MD-CL　大：500×500

¥39,000
（税込¥42,900）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥25,000
（税込¥27,500）

¥21,000
（税込¥23,100）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥14,000
（税込¥15,400）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥28,000
（税込¥30,800）

¥26,000
（税込¥28,600）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥15,000
（税込¥16,500）

スモールフェザー
+ポリエステル綿

仕様品  番 eseeadcbaヌード

210B モデル　ソファ／オットマン

MD-210B-3P
ソファ 3P（Lクッション 3個、Sクッション 2個付）

MD-210B-CLR（右肘付）／CLL（左肘付）
ジェームズロング片アーム（Lクッション1個、Sクッション2個付）

MD-210B-2P
ソファ 2P（Lクッション 2個、Sクッション 1個付）

MD-210B-2PR（右肘付）／2PL（左肘付）
ソファ 2P片アーム（Lクッション2個、Sクッション1個付）

MD-210B-OT  
オットマン

¥383,000
（税込¥421,300）

¥345,000
（税込¥379,500）

¥280,000
（税込¥308,000）

¥253,000
（税込¥278,300）

¥222,000
（税込¥244,200）

¥206,000
（税込¥226,600）

¥190,000
（税込¥209,000）

¥173,000
（税込¥190,300）

¥669,000
（税込¥735,900）

¥569,000
（税込¥625,900）

¥438,000
（税込¥481,800）

¥389,000
（税込¥427,900）

¥339,000
（税込¥372,900）

¥317,000
（税込¥348,700）

¥292,000
（税込¥321,200）

¥266,000
（税込¥292,600）

¥844,000
（税込¥928,400）

¥715,000
（税込¥786,500）

¥522,000
（税込¥574,200）

¥472,000
（税込¥519,200）

¥408,000
（税込¥448,800）

¥379,000
（税込¥416,900）

¥347,000
（税込¥381,700）

¥310,000
（税込¥341,000）

¥674,000
（税込¥741,400）

¥575,000
（税込¥632,500）

¥444,000
（税込¥488,400）

¥423,000
（税込¥465,300）

¥364,000
（税込¥400,400）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥273,000
（税込¥300,300）

¥674,000
（税込¥741,400）

¥575,000
（税込¥632,500）

¥444,000
（税込¥488,400）

¥423,000
（税込¥465,300）

¥364,000
（税込¥400,400）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥273,000
（税込¥300,300）

¥155,000
（税込¥170,500）

¥153,000
（税込¥168,300）

¥133,000
（税込¥146,300）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥114,000
（税込¥125,400）

¥110,000
（税込¥121,000）

¥104,000
（税込¥114,400）

¥99,000
（税込¥108,900）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

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

MD-210B-1P
ソファ 1P（Lクッション 1個付）

アルミ
ダイカスト
 ・ポリッシュ 
 ・黒鏡面

24 A-mode ●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。 25A-mode※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。



MD-211
SOFA　ソファ

柔らかなカーブの背はシステム全体に流れるような印象を与え、黒とポリッシュのアルミ脚によりフォーマルな印象を持たせました。
120度と90度のコーナーソファにより豊富な組み合わせが可能で、連結樹脂パーツによってしっかりとした連結が可能です。
ウエーブスプリング＋ソフトワイヤースプリングを座面ベースに使用し、ミニマムなサイズでもしっかりとした使用感を実現しました。

MD-212
LIVING TABLE / LIVING CABINET TABLE　リビングテーブル／リビングキャビネットテーブル

システムソファ 211に合わせて、アルミ脚のローテーブルをデザインしました。
厚みのある1枚天板と、シャープなアルミ脚の組み合わせです。
シンプルなTタイプと、引き出し収納がついたTCタイプがあり、W1200タイプはTVボードとしてもご使用いただけます。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

MD-211-OT-AL MD-211-OTR-ALMD-211-2PR-AL +  MD-211-2PL-AL　クッションオプション

MD-211-C90-ALMD-211-C120-ALMD-211-2L-ALMD-211-3P-AB　クッションオプション

▲システムソファ連結パーツ
MD-211ソファの組み合わせで、しっ
かり固定出来る連結パーツが標準
で装備されています。

▲アルミ脚カラーバリエーション
（左）アルミダイカスト：ポリッシュ
（右）アルミダイカスト：黒鏡面塗装

▲アルミ脚先オプション
アルミ脚部の脚端に、床
を保護するフェルトベー
スのオプションプラパート
です。

MD-211-3P
W1900・D780・H700（SH400）

1/50

MD-211-2PR+2PL
W2600（W1300+W1300）・D780・H700（SH400）

MD-211-2L
W1200・D780・H700（SH400）  

MD-211-C120
W990・D950・H700（SH400）  

MD-211-C90
W980・D980・H700（SH400） 

MD-211-OT
φ700・H400

MD-211-OTR
W700・D500・H400

MD-212T-60-AB MD-212TC-90-AL MD-212TC-120-AB MD-212T-90C-AB

MD-212T-90/TC-90
W900・D450・H350

（TC:引き出し、2杯付き）

MD-212T-90C
φ900・H350

MD-212T-120/TC-120
W1200・D600・H350

（TC:引き出し、2杯付き）

MD-212T-60/TC-60
W600・D600・H350

（TC:引き出し、1杯付き）
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リビングテーブル MD-212TC に
は、収納引き出しが付いています。
W600 には1 杯、W900・1200 に
は 2 杯付いています。

▲アルミ脚カラーバリエーション
（左）アルミダイカスト：ポリッシュ
（右）アルミダイカスト：黒鏡面塗装

▲アルミ脚先オプション
アルミ脚部の脚端に、床
を保護するフェルトベー
スのオプションプラパート
です。

⑪ホワイトアッシュ

211 モデル　ソファ／オットマン

MD-211-3P

MD-211-2L　　

MD-211-C90

MD-211-2PR
MD-211-2PL

MD-211-C120

MD-211-OT
MD-211-OTR

¥560,000
（税込¥616,000）

¥526,000
（税込¥578,600）

¥375,000
（税込¥412,500）

¥304,000
（税込¥334,400）

¥264,000
（税込¥290,400）

¥246,000
（税込¥270,600）

¥225,000
（税込¥247,500）

¥205,000
（税込¥225,500）

¥458,000
（税込¥503,800）

¥428,000
（税込¥470,800）

¥294,000
（税込¥323,400）

¥224,000
（税込¥246,400）

¥199,000
（税込¥218,900）

¥187,000
（税込¥205,700）

¥175,000
（税込¥192,500）

¥163,000
（税込¥179,300）

¥369,000
（税込¥405,900）

¥344,000
（税込¥378,400）

¥243,000
（税込¥267,300）

¥182,000
（税込¥200,200）

¥161,000
（税込¥177,100）

¥152,000
（税込¥167,200）

¥142,000
（税込¥156,200）

¥134,000
（税込¥147,400）

¥366,000
（税込¥402,600）

¥342,000
（税込¥376,200）

¥243,000
（税込¥267,300）

¥184,000
（税込¥202,400）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥156,000
（税込¥171,600）

¥145,000
（税込¥159,500）

¥136,000
（税込¥149,600）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥316,000
（税込¥347,600）

¥231,000
（税込¥254,100）

¥184,000
（税込¥202,400）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥156,000
（税込¥171,600）

¥145,000
（税込¥159,500）

¥136,000
（税込¥149,600）

¥121,000
（税込¥133,100）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥85,000
（税込¥93,500）

¥76,000
（税込¥83,600）

¥73,000
（税込¥80,300）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥64,000
（税込¥70,400）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

ソファ3P

ソファ2P

コーナーソファ

コーナーソファ

オットマン

ソファ2P（右肘）
ソファ 2P（左肘）

背・座：張り（a～esランク）／座面：ウェーブスプリング+ソフトワイヤースプリング、ウレタンフォーム　脚：アルミダイカスト（ポリッシュ・黒鏡面塗装）

アルミダイカスト
 ・ポリッシュ 
 ・黒鏡面

212 モデル　リビングテーブル／リビングキャビネットテーブル

MD-212T

MD-212TC

ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

¥114,000
（税込¥125,400）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥117,000
（税込¥128,700）

ー

¥96,000
（税込¥105,600）

¥131,000
（税込¥144,100）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥112,000
（税込¥123,200）

天板 脚部品  番 60：
 W600×D600

90C:
φ900

90：
 W900×D450

120：
 W1200×D600

天板・本体：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：アルミダイカスト（ポリッシュ・黒鏡面塗装）アジャスタ－付　引き出し内部（212TCのみ）：南洋桐

アルミダイカスト
 ・ポリッシュ 
 ・黒鏡面

リビングテーブル（H350）

リビングキャビネットテーブル（H350）
引き出し付

26 A-mode ●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。 27A-mode※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。



MD-505
SOFA　ソファ

懐かしさを感じさせるフォルムは、優しい柔らかさで身体を包みます。本体を浮かせるよ
うにホワイトアッシュの脚が本体を支え、どこまでも柔かな座と背が安らぎを与えます。

座クッション：
スタンダードタイプの他にハードタイプをお選び頂けます。

スタンダードタイプ：柔らかなウレタ
ンフォームに低硬度のソフトタッチ
フォームを使用。

ハードタイプ：しっかりとした硬めの
掛け心地がお好きな方用。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

MD-505-HR オプション： ヘッドレスト

ヘッドレスト
身長 180 センチ以上
の方でも頭を支持し、
リラックスできるように
オプションヘッドボード
を用意しました。座面
まで伸びたスチール
ロッドがヘッドレストを
しっかり支えます。

MD-505シリーズのソ
ファは、搬入時やメン
テナンス性を考慮して
木製脚部が取外しでき
ます。本体裏の底張
りのファスナーを開い
て、固定ボルトを外す
ことにより、脚部の取
り外しが出来ます。

MD-505-3P-L MD-505-3P-H　　クッションオプション

MD-505-3PL-L MD-505-CLR-L MD-505-OT MD-505-OTS
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MD-505-3P-H
W2100・D900・H960（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-H
W2000・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-H右肘）

MD-505-2PR/2PL-H
W1366・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-H右肘）

MD-505-CLR/CLL-H
W733・D1500・H960（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-H左肘）

MD-505-3P-L
W2100・D900・H850（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-L
W2000・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-L/右肘）

MD-505-2PR/2PL-L
W1366・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-L右肘）

MD-505-CLR/CLL-L
W733・D1500・H850（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-L左肘）

MD-505-OT-60
W600・D600・H400

MD-505-OTS-60/40
W600・D400・H400

MD-502L
LIVING TABLE　リビングテーブル

オリジナル楕円の天板形状は、楕円を４つ組み合わせたデザインのリビングテーブルです。柔らかな形状の天板は
チークとホワイトアッシュ。550ミリの高さは軽食用や書台として、450ミリの高さはリビング用としてお使いいただけます。

MD-502LL-90 MD-502LH-120 MD-502LL-150

リビングテーブルのMD-502シリー
ズには、通常のリビングテーブルと
してお使い頂ける高さ450ミリの
Lタイプと、ソファやラウンジチェア
でもダイニングテーブル的にお使
い頂ける高さ550ミリの Hタイプ
をお選びいただけます。

MD-502L-120
W1200・D500・H550/H450

MD-502L-150
W1500・D600・H550/H450

MD-502L-90
W900・D500・H550/H450
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MD-506
LOUNGE CHAIR　ラウンジチェア

ローバックタイプはしっかりとしたフォールド感を感じるオフィス空間へ、ハイバックタイプはしっかりとヘッドまで支え、
オプションのヘッドレストを合わせればリラックスしたシアター空間に。ウエーブバネに柔らかな座クッションが特徴です。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

ヘッドレストクッション
MD-506H に使用出来る頭部を柔
らかく支えるヘッドレストクッションで
す。背の裏に垂らしたスチールのウェ
イトにより、クッションをお好みの位
置にセットする事が出来ます。

MD-506-HR 
オプション： ヘッドレスト

MD-506L
W700・D755・H800

（SH400）AH600

MD-506H
W700・D800・H1000

（SH400）AH600

1/50

MD-506L MD-506H

⑪ホワイトアッシュ ⑧チーク

505 モデル　ソファ／オットマン

MD-505-3P-L　ソファ3P ローバック（H850）

MD-505-2PR-L（右肘）／2PL-L（左肘）
ソファ 2P 片アーム ローバック

MD-505-CLR-H（右肘）／CLL-H（左肘）
シェーズロング ハイバック

MD-505-3PR-H（右肘）／3PL-H（左肘）
ソファ 3P 片アーム ハイバック

MD-505-2PR-H（右肘）／2PL-H（左肘）
ソファ 2P 片アーム ハイバック

MD-505-3P-H　ソファ3P ハイバック（H960） ¥854,000
（税込¥939,400）

¥804,000
（税込¥884,400）

¥631,000
（税込¥694,100）

¥537,000
（税込¥590,700）

¥473,000
（税込¥520,300）

¥444,000
（税込¥488,400）

¥412,000
（税込¥453,200）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥639,000
（税込¥702,900）

¥603,000
（税込¥663,300）

¥460,000
（税込¥506,000）

¥400,000
（税込¥440,000）

¥357,000
（税込¥392,700）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥315,000
（税込¥346,500）

¥298,000
（税込¥327,800）

¥793,000
（税込¥872,300）

¥750,000
（税込¥825,000）

¥578,000
（税込¥635,800）

¥510,000
（税込¥561,000）

¥453,000
（税込¥498,300）

¥426,000
（税込¥468,600）

¥398,000
（税込¥437,800）

¥374,000
（税込¥411,400）

¥843,000
（税込¥927,300）

¥793,000
（税込¥872,300）

¥619,000
（税込¥680,900）

¥519,000
（税込¥570,900）

¥457,000
（税込¥502,700）

¥430,000
（税込¥473,000）

¥399,000
（税込¥438,900）

¥371,000
（税込¥408,100）

¥627,000
（税込¥689,700）

¥593,000
（税込¥652,300）

¥450,000
（税込¥495,000）

¥373,000
（税込¥410,300）

¥335,000
（税込¥368,500）

¥319,000
（税込¥350,900）

¥301,000
（税込¥331,100）

¥287,000
（税込¥315,700）

¥629,000
（税込¥691,900）

¥594,000
（税込¥653,400）

¥452,000
（税込¥497,200）

¥389,000
（税込¥427,900）

¥346,000
（税込¥380,600）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥306,000
（税込¥336,600）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥778,000
（税込¥855,800）

¥734,000
（税込¥807,400）

¥541,000
（税込¥595,100）

¥491,000
（税込¥540,100）

¥435,000
（税込¥478,500）

¥410,000
（税込¥451,000）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥360,000
（税込¥396,000）

¥624,000
（税込¥686,400）

¥589,000
（税込¥647,900）

¥447,000
（税込¥491,700）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥333,000
（税込¥366,300）

¥318,000
（税込¥349,800）

¥300,000
（税込¥330,000）

¥290,000
（税込¥319,000）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥144,000
（税込¥158,400）

¥140,000
（税込¥154,000）

¥121,000
（税込¥133,100）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥93,000
（税込¥102,300）

¥135,000
（税込¥148,500）

¥130,000
（税込¥143,000）

¥114,000
（税込¥125,400）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥91,000
（税込¥100,100）

¥86,000
（税込¥94,600）

¥82,000
（税込¥90,200）

MD-505-3PR-L（右肘）／3PL-L（左肘）
ソファ 3P 片アーム ローバック

MD-505-OT

MD-505-CLR-L（右肘）／CLL-L（左肘）
シェーズロング ローバック

MD-505-OTS　 オットマン（W600×D400）

オットマン（W600×D600）

背・座、本体：張り（a～esランク）／座クッション：ウレタンフォーム+ソフトタッチフォーム（低硬度）／背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　本体：木フレーム  ウェーブスプリング+ウレタンフォーム　
脚：ホワイトアッシュ、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）

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

505 モデル オプション　ヘッドレスト

MD-505-HR　ヘッドレスト（W633×H220×D120） ¥64,000
（税込¥70,400）

¥61,000
（税込¥67,100）

¥59,000
（税込¥64,900）

¥46,000
（税込¥50,600）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥38,000
（税込¥41,800）

¥36,000
（税込¥39,600）

品  番 eseeadcbaヌード

502L モデル　リビングテーブル

MD-502LH（H550）

⑪ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

⑪ホワイトアッシュ
（突板）・全５色

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

¥120,000（税込¥132,000） ¥139,000（税込¥152,900） ¥168,000（税込¥184,800）

MD-502LL（H450）

⑧チーク（突板）

⑧チーク（突板）

ホワイトアッシュ
（無垢材）・全５色

¥128,000（税込¥140,800） ¥142,000（税込¥156,200） ¥171,000（税込¥188,100）

¥119,000（税込¥130,900） ¥138,000（税込¥151,800） ¥167,000（税込¥183,700）

¥127,000（税込¥139,700） ¥141,000（税込¥155,100） ¥170,000（税込¥187,000）

天板 脚部品  番 90： W900×D500 120： W1200×D500 150： W1500×D600

天板：ホワイトアッシュ突板／チーク突板（D-1）　脚部：ホワイトアッシュ　アジャスター付、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）

506 モデル　ラウンジチェア

MD-506H　ラウンジチェア ハイバック ¥343,000
（税込¥377,300）

¥324,000
（税込¥356,400）

¥249,000
（税込¥273,900）

¥227,000
（税込¥249,700）

¥199,000
（税込¥218,900）

¥185,000
（税込¥203,500）

¥170,000
（税込¥187,000）

¥162,000
（税込¥178,200）ホワイトアッシュ

・全５色
MD-506L　ラウンジチェア ローバック ¥311,000

（税込¥342,100）
¥295,000

（税込¥324,500）
¥231,000

（税込¥254,100）
¥216,000

（税込¥237,600）
¥189,000

（税込¥207,900）
¥178,000

（税込¥195,800）
¥163,000

（税込¥179,300）
¥153,000

（税込¥168,300）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

506 モデル　オプション　ヘッドレスト

MD-506HR　ヘッドレスト（W550×H220×D50） ¥52,000
（税込¥57,200）

¥50,000
（税込¥55,000）

¥36,000
（税込¥39,600）

¥35,000
（税込¥38,500）

¥31,000
（税込¥34,100）

¥30,000
（税込¥33,000）

¥29,000
（税込¥31,900）

¥26,000
（税込¥28,600）単品

脚部品  番 eseeadcbaヌード

背・座（a～esランク）／本体：木フレーム ウェーブスプリング+ウレタンフォーム／座面：ウレタンフォーム+ソフトタッチフォーム（低硬度）　脚：ホワイトアッシュ材、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）

28 A-mode ●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。 29A-mode※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。



MD-605
SOFA　ソファ

木製のフレームと、フラットな座面を持ったナチュラル感とモダンな雰囲気を合わせ持ったソファシリーズ。
座面にはウェーブスプリングとポケットコイルを使用し、ソフトさとしっかりとした座り心地を実現しました。
キルティング加工を施したフラットな座面と、背クッションはカバーリングです。
3人掛けのソファは、シングルサイズの置き式クッションを取り外すとデイベッドとしてもお使い頂けます。

MD-608
LIVING TABLE　リビングテーブル

素材感を感じさせるうずくり加工の無垢天板に、
新しい仕上げのヴィンテージブラックを加えたスチールの脚部を組み合わせたシンプルなリビングテーブル。
ソファとの組み合わせにより、リビングスペースのインテリアに安定感を与えます。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

▲ポケットコイルスプリング
座置クッションの中に使用されてい
ます。

MD-605-CHH  
オプション　ハイバッククッション

MD-605-1P MD-605-3P MD-605-2P MD-605-OT

MD-605-2PR MD-605-CLL

MD-605-1P
W810・D850・H750

（SH400）AH580
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MD-605-2P
W1460・D850・H750（SH400）
AH580

MD-605-3P
W2110・D850・H750（SH400）
AH580

MD-605-2PL/2PR
W1380・D850・H750（SH400）
AH580 （図はMD-605-2PR右肘）

MD-605-CLR/CLL
W730・D1510・H750（SH400）
AH580 （図はMD-605-CLL左肘）

MD-605-OT
W650・D650・H400

MD-608-60 MD-608-120

1/50

MD-608-60
W600・D600・H400

MD-608-120
W1200・D600・H400

⑪ホワイトアッシュ ⑧チーク⑫ウォールナット

605 モデル　ソファ／オットマン（カバーリング）

MD-605-1Ｐ

MD-605-3Ｐ

MD-605-CLR （右肘付）
MD-605-CLL （左肘付）

MD-605-2Ｐ

MD-605-2ＰR （右肘付）
MD-605-2ＰL （左肘付）

MD-605-OT

¥375,000
（税込¥412,500）

¥357,000
（税込¥392,700）

¥292,000
（税込¥321,200）

275,000
（税込¥302,500）

¥257,000
（税込¥282,700）

¥247,000
（税込¥271,700）

¥239,000
（税込¥262,900）

¥230,000
（税込¥253,000）

¥625,000
（税込¥687,500）

¥595,000
（税込¥654,500）

¥465,000
（税込¥511,500）

¥415,000
（税込¥456,500）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥354,000
（税込¥389,400）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥770,000
（税込¥847,000）

¥733,000
（税込¥806,300）

¥595,000
（税込¥654,500）

¥540,000
（税込¥594,000）

¥494,000
（税込¥543,400）

¥474,000
（税込¥521,400）

¥451,000
（税込¥496,100）

¥426,000
（税込¥468,600）

¥594,000
（税込¥653,400）

¥565,000
（税込¥621,500）

¥436,000
（税込¥479,600）

¥385,000
（税込¥423,500）

¥354,000
（税込¥389,400）

¥340,000
（税込¥374,000）

¥325,000
（税込¥357,500）

¥307,000
（税込¥337,700）

¥536,000
（税込¥589,600）

¥510,000
（税込¥561,000）

¥410,000
（税込¥451,000）

¥358,000
（税込¥393,800）

¥336,000
（税込¥369,600）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥315,000
（税込¥346,500）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥144,000
（税込¥158,400）

¥137,000
（税込¥150,700）

¥126,000
（税込¥138,600）

¥122,000
（税込¥134,200）

¥118,000
（税込¥129,800）

¥112,000
（税込¥123,200）

（ファブリック）
・a～eaランク

ホワイトアッシュ
・全5色

背・座 フレーム品  番 eseeadcbaヌード

背・座：張り（a～esランク）／背：ウレタンフォーム（カバーリング）　座面：ウェーブスプリング+ポケットコイルスプリング、ウレタンフォーム（カバーリング）　
フレーム：ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

605 モデル　ハイバッククッション

MD-605-CHH ¥88,000
（税込¥96,800）

¥87,000
（税込¥95,700）

¥62,000
（税込¥68,200）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥51,000
（税込¥56,100）

¥48,000
（税込¥52,800）

¥44,000
（税込¥48,400）

¥39,000
（税込¥42,900）W650×H450 単品

ウレタンフォーム

サイズ 仕様品  番 eseeadcbaヌード

608 モデル　リビングテーブル

MD-608（H400） スチール（シルバー
・ヴィンテージブラック）

⑪ホワイトアッシュ
（無垢材）・全5色
⑫ウォールナット

（無垢材）

⑧チーク（無垢材）

¥101,000（税込¥111,100） ¥129,000（税込¥141,900）

¥117,000（税込¥128,700）

¥138,000（税込¥151,800）

¥195,000（税込¥214,500）

¥223,000（税込¥245,300）

天板 脚部品  番 60： W600×D600 120： W1200×D600

天板：ホワイトアッシュ無垢材、ウォールナット無垢材（D-1）、チーク無垢材（D-1）／うずくり加工　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：スチール焼付塗装（アルミシルバー・ヴィンテージブラック）フェルト付き

30 A-mode ●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。 31A-mode※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。



（シルバーグレー）
ADC-9

SOFA　ソファ
MD-705 
ナチュラル感と上質さを合わせ持ったヴィンテージ感漂う705ソファシリーズ。
モダンな空間、上質でクラシックな空間など様々なインテリアに合うエクレクティックなソファです。

LIVING TABLE　リビングテーブル
MD-706A 
左右の脚部とフレームが、無垢材を削り出した柔らかなカーブでつながる優しいナチュラル感あふれるリビングテーブルシリーズです。
楕円形の断面は細身ながら十分な強度を持たせました。

MD-706A-60 MD-706A-85 MD-706A-120

脚部：ホワイトオークの無垢材を削
り出しています。

1/50

MD-706A-60
W600・D600・H350

MD-706A-85
W850・D850・H350

MD-706A-120
W1200・D600・H350

LOUNGE CHAIR　ラウンジチェア
MD-103NL 
人気の103ラウンジチェアを基本モジュールから見直し、生まれ変わったのがMD-103NLです。
オーク材の素材感を活かしたフレームは、アーム部のカーブを削り込み柔らかな触れ心地です。よりリラックスしていただけるようオットマンもご用意しました。

MD-103NLのオーク材のフレー
ムは、無垢材の特性を活かした面
取り加工を施し、柔らかな手触りと
デザインに仕上げました。肘掛け
部のワイドを広く取り、よりくつろげ
る座り心地です。

MD-103NL-L MD-103NL-H MD-103NL-OT
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MD-103NL-L
W694・D765・H800
（SH400）AH600

MD-103NL-H
W694・D810・H1050
（SH400）AH600

MD-103NL-OT
W610・D400・H400

天板：オーク突板　脚部：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）

706Aモデル　リビングテーブル

MD-706A（H350） オーク
（突板）・全９色

オーク
（無垢）・全９色 ¥125,000（税込¥137,500） ¥165,000（税込¥181,500） ¥160,000（税込¥176,000）

天板 脚部品  番 60： W600×D600 85： W850×D850 120： W1200×D600

背・座：張り（a～esランク）　座面：弾性ベルトクロス編み、多層ウレタンフォーム　フレーム：オーク材 プラパート付（フェルト・スリップ）、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）

103NLモデル　ラウンジチェア　ローバック／ハイバック／オットマン

MD-103NL-L
（ローバック）

¥232,000
（税込¥255,200）

¥218,000
（税込¥239,800）

¥191,000
（税込¥210,100）

¥167,000
（税込¥183,700）

¥155,000
（税込¥170,500）

¥148,000
（税込¥162,800）

¥142,000
（税込¥156,200）

¥139,000
（税込¥152,900）

オーク・全９色

MD-103NL-OT
（オットマン）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥89,000
（税込¥97,900）

¥70,000
（税込¥77,000）

¥62,000
（税込¥68,200）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥54,000
（税込¥59,400）

¥51,000
（税込¥56,100）

¥48,000
（税込¥52,800）

MD-103NL-H
（ハイバック）

¥274,000
（税込¥301,400）

¥255,000
（税込¥280,500）

¥219,000
（税込¥240,900）

¥190,000
（税込¥209,000）

¥175,000
（税込¥192,500）

¥167,000
（税込¥183,700）

¥160,000
（税込¥176,000）

¥151,000
（税込¥166,100）

フレーム品  番 eseeadcbaヌード

背・座・本体：張り（a～esランク）　座：ポケットコイル、多層ウレタンフォーム　背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム　背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　
脚部：オーク材、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）

705モデル　ソファ

MD-705-3P　ソファ 3P ¥916,000
（税込¥1,007,600）

¥843,000
（税込¥927,300）

¥656,000
（税込¥721,600）

¥560,000
（税込¥616,000）

¥513,000
（税込¥564,300）

¥494,000
（税込¥543,400）

¥469,000
（税込¥515,900）

¥444,000
（税込¥488,400）

オーク
・全９色

MD-705-3L　ソファ 3P アームレス ¥844,000
（税込¥928,400）

¥778,000
（税込¥855,800）

¥608,000
（税込¥668,800）

¥519,000
（税込¥570,900）

¥478,000
（税込¥525,800）

¥461,000
（税込¥507,100）

¥438,000
（税込¥481,800）

¥418,000
（税込¥459,800）

オーク
・全９色

MD-705-2P　ソファ 2P ¥838,000
（税込¥921,800）

¥773,000
（税込¥850,300）

¥604,000
（税込¥664,400）

¥516,000
（税込¥567,600）

¥474,000
（税込¥521,400）

¥458,000
（税込¥503,800）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥413,000
（税込¥454,300）

オーク
・全９色

MD-705-2L　ソファ 2P アームレス ¥792,000
（税込¥871,200）

¥730,000
（税込¥803,000）

¥570,000
（税込¥627,000）

¥477,000
（税込¥524,700）

¥441,000
（税込¥485,100）

¥427,000
（税込¥469,700）

¥407,000
（税込¥447,700）

¥390,000
（税込¥429,000）

オーク
・全９色

MD-705-2PR（右肘）
MD-705-2PL（左肘）　ソファ片アーム

¥778,000
（税込¥855,800）

¥720,000
（税込¥792,000）

¥570,000
（税込¥627,000）

¥495,000
（税込¥544,500）

¥456,000
（税込¥501,600）

¥441,000
（税込¥485,100）

¥420,000
（税込¥462,000）

¥401,000
（税込¥441,100）

オーク
・全９色

MD-705-CLR（右肘）
MD-705-CLL（左肘）　シェーズロング

¥626,000
（税込¥688,600）

¥583,000
（税込¥641,300）

¥470,000
（税込¥517,000）

¥410,000
（税込¥451,000）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥372,000
（税込¥409,200）

¥357,000
（税込¥392,700）

¥345,000
（税込¥379,500）

オーク
・全９色

MD-705-OT　オットマン ¥241,000
（税込¥265,100）

¥228,000
（税込¥250,800）

¥190,000
（税込¥209,000）

¥175,000
（税込¥192,500）

¥165,000
（税込¥181,500）

¥160,000
（税込¥176,000）

¥154,000
（税込¥169,400）

¥150,000
（税込¥165,000）

オーク
・全９色

脚部品  番 eseeadcbaヌード

MD-705-3P-OP　オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥12,000（税込¥13,200）革・全３色

MD-705-3L-OP　オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥11,000（税込¥12,100）革・全３色

MD-705-2P-OP　オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥11,000（税込¥12,100）革・全３色

MD-705-2L-OP　オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥9,000（税込¥9,900）革・全３色

MD-705-2PR／2PL-OP オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥10,000（税込¥11,000）革・全３色

MD-705-CLR／CLL-OP オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥9,000（税込¥9,900）革・全３色

MD-705-OT-OP　オプション
パイピング＋ボタン 革 ¥6,000（税込¥6,600）革・全３色

MD-705-3P

MD-705-3L

MD-705-2PL MD-705-OT MD-705-CLLMD-705-2PR

カバー：張り（a～esランク）　ポリエステル球状綿、立体キルト加工

705モデル　背クッション（追加用）

MD-705-CH ¥70,000
（税込¥77,000）

¥60,000
（税込¥66,000）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥34,000
（税込¥37,400）

¥29,000
（税込¥31,900）

¥27,000
（税込¥29,700）

¥24,000
（税込¥26,400）

¥21,000
（税込¥23,100）W６００×H５００

サイズ品  番 eseeadcbaヌード

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

オプション：パイピング&ボタンカラー

ADC-4
（キャメルブラウン）

ADC-6
（カーボンブラック）

脚部：オークの無垢材を削り出し
ています。

▲ポケットコイルスプリング
座置クッションの中に使用されてい
ます。

MD-705-CLR/CLL
W850・D1600・H850（SH400）・AH720
（図面はMD-705-CLL左肘）

MD-705-OT
W850・D850・H400

MD-705-2PR/2PL
W1800・D850・H850（SH400）・AH720
（図面はMD-705-2PR右肘）

MD-705-3P
W2100・D850・H850（SH400）・AH720
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MD-705-2P
W1800・D850・H850（SH400）・AH720

MD-705-2L

MD-705-2L
W1800・D850・H850（SH400）

MD-705-3L
W2100・D850・H850（SH400）

⑩オーク
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ナチュラル感を演出するオーク材の
脚とフレーム。無垢材を削り出した
柔らかなフォルムです。

MD-805ソファはカバーリング仕様
で着脱が可能です。

背は、２重のクッションで中のクッショ
ンは型くずれせず、表面のクッショ
ンは球状綿を使用し柔らかな座り心
地です。

MD-805-3PW MD-805-3PR MD-805-2PL

MD-805-CL-R MD-805-CR-L MD-805-OT

MD-807AL-90C MD-807AL-90S MD-807AL-90 MD-807AH-90 MD-807AH-120 MD-807BH-60MD-807BH-45

MD-807BH のベースは無垢材で
できています。

MD-807 のリビングテーブルは、小
口面に無垢材を廻しコーナー部も
しっかりと厚みを持たせた R 形状に
仕上げてあります。

SOFA　ソファ

MD-805 
ポケットコイルが支える座のクッションは、オーク材の脚とフレームを持ったボトムに乗せられ、低くスクエアな背とアームに囲まれます。背のフ
レームには、十分な厚みのあるクッションと背骨をささえるハードボードの前に置かれます。フレームには革のパイピングがオプションで施され、
よりスクエアなデザインを引き立てます。本体は全てカバーリングシステムで、メンテナンス性にも優れています。

LIVING TABLE / SERVING TABLE / SIDE TABLE　リビングテーブル／サービングテーブル／サイドテーブル

MD-807 
オーク材のナチュラルな質感を感じていただけるリビングテーブルシリーズ。
天板の木口面はラウンド形状にし、コーナーのアールも優しい手触りを感じていただけます。
高さ590のAHはMD-805のソファテーブルとしてお使いいただけ、BHタイプはコーヒーテーブルとしてソファに差し込んでお使いいただけます。

MD-807BH-45
Φ450・Ｈ590

MD-807AL-90
W900・D400・Ｈ350

MD-807AH-120
W1200・D400・Ｈ590

MD-807AL-90S
W900・D900・Ｈ350

MD-807AL-90C
Φ900・Ｈ350

MD-807BH-60
Φ600・Ｈ590

MD-807AH-90
W900・D400・Ｈ590
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▲ポケットコイルスプリング
座の中に使用されています。

⑩オーク
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MD-805-3PW
W2400・D900・Ｈ750

（SH380）AH530

MD-805-3P
W2100・D900・Ｈ750

（SH380）AH530　

MD-805-2P
W1800・D900・Ｈ750

（SH380）AH530

MD-805-CLR/CLL
W900・D1635・Ｈ750

（SH380）AH530（図面はMD-805-CLL左肘）

MD-805-CRR/CRL
W900・D900・Ｈ750

（SH380）AH530
（図面はMD-805-CRR）

MD-805-OT
W900・D900・Ｈ380

807 モデル　リビングテーブル

MD-807AL（H350） オーク材
（突板）・全９色

オーク材
・全９色 ¥135,000（税込¥148,500） ¥215,000（税込¥236,500） ¥166,000（税込¥182,600）¥215,000（税込¥236,500）

MD-807AH（H590） オーク材
（突板）・全９色

オーク材
・全９色 ¥154,000（税込¥169,400） ー ¥176,000（税込¥193,600）ー

天板 脚部品  番 90： W900×D400 2本脚 90S： W900×D900 4本脚 90C： φ900 4本脚 120： W1200×D400 2本脚

天板：オーク突板　脚部：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）

オーク材
（突板）・全９色

オーク材
・全９色MD-807BH（H590） ¥159,000（税込¥174,900） ¥171,000（税込¥188,100）

天板 脚部品  番 45： φ450 60： φ600

背・座・本体：張り（a～esランク）　座：ポケットコイル、ウレタンフォーム　背：ウレタンフォーム　背クッション：ポリエステル球状綿　脚部：オーク材、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）

805 モデル　ソファ（カバーリング）

MD-805-3PW　ソファ3PW　ワイド ¥1,151,000
（税込¥1,266,100）

¥1,056,000
（税込¥1,161,600）

¥813,000
（税込¥894,300）

¥693,000
（税込¥762,300）

¥630,000
（税込¥693,000）

¥604,000
（税込¥664,400）

¥569,000
（税込¥625,900）

¥536,000
（税込¥589,600）

オーク材
・全９色

MD-805-3P　ソファ3P ¥1,032,000
（税込¥1,135,200）

¥946,000
（税込¥1,040,600）

¥719,000
（税込¥790,900）

¥612,000
（税込¥673,200）

¥554,000
（税込¥609,400）

¥529,000
（税込¥581,900）

¥497,000
（税込¥546,700）

¥464,000
（税込¥510,400）

オーク材
・全９色

MD-805-3PR（右肘）／3PL（左肘）
ソファ3P 片アーム

¥907,000
（税込¥997,700）

¥834,000
（税込¥917,400）

¥646,000
（税込¥710,600）

¥569,000
（税込¥625,900）

¥516,000
（税込¥567,600）

¥494,000
（税込¥543,400）

¥464,000
（税込¥510,400）

¥435,000
（税込¥478,500）

オーク材
・全９色

MD-805-2P　ソファ2P ¥904,000
（税込¥994,400）

¥769,000
（税込¥845,900）

¥600,000
（税込¥660,000）

¥545,000
（税込¥599,500）

¥492,000
（税込¥541,200）

¥471,000
（税込¥518,100）

¥442,000
（税込¥486,200）

¥412,000
（税込¥453,200）

オーク材
・全９色

MD-805-2PR（右肘）／2PL（左肘）
ソファ2P 片アーム

¥804,000
（税込¥884,400）

¥739,000
（税込¥812,900）

¥570,000
（税込¥627,000）

¥500,000
（税込¥550,000）

¥452,000
（税込¥497,200）

¥432,000
（税込¥475,200）

¥406,000
（税込¥446,600）

¥379,000
（税込¥416,900）

オーク材
・全９色

MD-805-CLR（右肘）／CLL（左肘）
シェーズロング

¥751,000
（税込¥826,100）

¥686,000
（税込¥754,600）

¥515,000
（税込¥566,500）

¥435,000
（税込¥478,500）

¥391,000
（税込¥430,100）

¥373,000
（税込¥410,300）

¥349,000
（税込¥383,900）

¥323,000
（税込¥355,300）

オーク材
・全９色

MD-805-CRR（右肘）／CRL（左肘）
コーナー

¥655,000
（税込¥720,500）

¥598,000
（税込¥657,800）

¥446,000
（税込¥490,600）

¥374,000
（税込¥411,400）

¥335,000
（税込¥368,500）

¥319,000
（税込¥350,900）

¥297,000
（税込¥326,700）

¥276,000
（税込¥303,600）

オーク材
・全９色

MD-805-OT　オットマン ¥258,000
（税込¥283,800）

¥243,000
（税込¥267,300）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥192,000
（税込¥211,200）

¥181,000
（税込¥199,100）

¥176,000
（税込¥193,600）

¥171,000
（税込¥188,100）

¥168,000
（税込¥184,800）

オーク材
・全９色

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥15,000（税込¥16,500）MD-805-3PW-OP　オプション
パイピング 革 革・全３色

¥14,000（税込¥15,400）MD-805-3P-OP　オプション
パイピング 革 革・全３色

¥12,000（税込¥13,200）MD-805-3PR ／ 3PL-OP
オプション　パイピング 革 革・全３色

¥11,000（税込¥12,100）MD-805-2P-OP　オプション
パイピング 革 革・全３色

¥10,000（税込¥11,000）MD-805-2PR ／ 2PL-OP
オプション　パイピング 革 革・全３色

¥10,000（税込¥11,000）MD-805-CLR ／ CLL-OP
オプション　パイピング 革 革・全３色

¥10,000（税込¥11,000）MD-805-CR-OP　オプション
パイピング 革 革・全３色

¥6,000（税込¥6,600）MD-805-OT-OP　オプション
パイピング 革 革・全３色

MD-805-3PR/3PL
W1935・D900・Ｈ750

（SH380）AH530（図面はMD-805-3PR右肘）

MD-805-2PR/2PL
W1635・D900・Ｈ750

（SH380）AH530（図面はMD-805-2PR右肘）
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MD-806-90 MD-806-180

脚部にはオークの無垢材を使用し、
削り出して仕上げています。

MD-803A MD-803C

ZAISU CHAIR　座椅子

MD-803 
エーモードヘリテージのエクレクティックスタイル、和をイメージしたヴィンテージモダンの座椅子シリーズです。座椅子として十分なサイズを取り、
直線的なフォルムの中にも柔らかさを兼ね備えたデザインです。座がクッションのAタイプと、座布団を組み合わせるCタイプのバリエーションからお選びいただけます。

MD-804A MD-804C

ZAISU CHAIR　座椅子

MD-804 
オークの無垢材を使用したエーモードヘリテージスタイルの座椅子シリーズです。背中の笠木部分は、オーク材を３次元に削り出し、ゆったりとした座り心地を実現しました。
座面に厚みのあるウレタンクッションを組み合わせたAタイプと、座布団をセットしてお使いいただくCタイプからお選び下さい。

ZATAKU TABLE　座卓

MD-806 
エーモードヘリテージのエクレクティックスタイルを表現するローテーブル。モダンにも和のヴィンテージスタイルにも組み合わせが出来る座卓シリーズです。
ソリッド感のある幕板と脚部は、柔らかなラインを描きながら、厚みのある天板との組み合わせで柔らかな空間を演出します。

MD-806-90
W900・D900・Ｈ350（t 60）

MD-806-150
W1500・D900・Ｈ350（t 60）

MD-806-180
W1800・D900・Ｈ350（t 60）

ZAISU CUSHION　座椅子クッション

MD-803-ZC 
MD-803とMD-804にセットしてお使いいただける座椅子クッションです。

MD-804C
W585・D610・Ｈ427

（SH25）

MD-803C
W530・D619・Ｈ425

（SH25）

MD-803A
W530・D619・Ｈ425

（SH75）
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MD-804A
W585・D610・Ｈ427

（SH95）

1/50

MD-803-ZC
W630・D580・Ｈ150

1/50

ポリエステル綿クッション

803 モデル　座椅子クッション

MD-803-ZC ¥63,000
（税込¥69,300）

¥52,000
（税込¥57,200）

¥35,000
（税込¥38,500）

¥24,000
（税込¥26,400）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥14,000
（税込¥15,400）W630 ×D580 ×H150

サイズ品  番 eseeadcbaヌード

MD-804A　フレーム：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）　座面：ウレタンフォーム　
MD-804C　座面：ハイグリップシート張り　フレーム：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）

804 モデル　座椅子

MD-804A ¥118,000
（税込¥129,800）

¥116,000
（税込¥127,600）

¥105,000
（税込¥115,500）

¥102,000
（税込¥112,200）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥97,000
（税込¥106,700）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥92,000
（税込¥101,200）

オーク材・全９色
MD-804C ¥88,000（税込¥96,800）

背・フレーム品  番 eseeadcbaヌード

MD-803A　背・座：張り（a～esランク）　座面：ウレタンフォーム　フレーム：オーク材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
MD-803C　背：張り（a～esランク）　座面：ハイグリップシート張り　フレーム：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）

803 モデル　座椅子

MD-803A ¥116,000
（税込¥127,600）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥84,000
（税込¥92,400）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥68,000
（税込¥74,800）

¥67,000
（税込¥73,700）

¥64,000
（税込¥70,400）

¥61,000
（税込¥67,100）

オーク材・全９色
MD-803C ¥85,000

（税込¥93,500）
¥79,000

（税込¥86,900）
¥70,000

（税込¥77,000）
¥63,000

（税込¥69,300）
¥61,000

（税込¥67,100）
¥60,000

（税込¥66,000）
¥59,000

（税込¥64,900）
¥58,000

（税込¥63,800）

背・フレーム品  番 eseeadcbaヌード

天板：オーク突板　脚部：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）

806 モデル　座卓

MD-806 オーク材（突板）・全９色 オーク材・全９色 ¥177,000（税込¥194,700） ¥212,000（税込¥233,200） ¥221,000（税込¥243,100）

天板 脚部品  番 90： W900×D900 150： W1500×D900 180： W1800×D900

MD-803-ZC

⑩オーク

36 A-mode ●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。 37A-mode※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。



開き扉にはソフトクローズ機能付きの蝶番を使用しています。

TV BOARD / CABINET　TV ボード／ キャビネット

MD-301N 
スクエアでシンプルなTVボードが、厚みのあるフレームはそのままに、オーク材の追加とモジュールを変更して進化しました。W1800,W2100,W2400
の３サイズ、センターのフラップ扉には３タイプをご用意していますので、インテリアシーンとライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

MD-301N-L-210 MD-301N-G-210 MD-301N-W-180

MD-301N用の専用ハンドル。亜
鉛ダイカスト製、サテンニッケル仕
上げです。

センターのフラップ扉には、ソフト
ダウン機能付のステーを使用し
ています。また、バックパネルには
AV機器の配線に便利な配線孔
を設けています。

用途やデザインに合わせて３つの扉
のバリエーションをお選びいただけま
す。AV機器のリモコン操作が可能な
木製ルーバータイプと、内部に収納した
アイテムが確認出来るクリアガラスタイ
プ、ホワイトオーク材の木肌を活かした
木製扉の３タイプをご用意しました。

本体：オーク突板　扉：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）、クリアガラス　開き扉用蝶番：ソフトクローズ機能付　ハンドル：亜鉛ダイカスト・サテンニッケル仕上げ

301N モデル　TV ボード

MD-301N
（オープン）

オーク・全９色

¥267,000（税込¥293,700）¥257,000（税込¥282,700）¥230,000（税込¥253,000）

MD-301N-W 
（木扉） ¥330,000（税込¥363,000）¥320,000（税込¥352,000）¥295,000（税込¥324,500）

MD-301N-L
（ルーバー扉） ¥403,000（税込¥443,300）¥393,000（税込¥432,300）¥368,000（税込¥404,800）

MD-301N-G
（ガラス扉） ¥435,000（税込¥478,500）¥424,000（税込¥466,400）¥400,000（税込¥440,000）

本体品  番 240： W2400×D450×H500210： W2100×D450×H500180： W1800×D450×H500

⑩オーク

MD-302
SHELF　シェルフ

これ以上はないシンプルさを追及したシェルフシリーズ。厚みのあるフレームをしっかり組み込みました。
ワイド寸法は90と180センチの2タイプ。180タイプは移動しやすいように2分割になっていますが、
一見一体型に見えるように仕口に工夫を凝らしました。Lタイプは上棚にダウンライトが付いています。

MD-302S MD-302WL

⑪ホワイトアッシュ ⑫ウォールナット

本体：ホワイトアッシュ突板／ウォールナット（D-1）、アジャスター付、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）　※302Wタイプは2分割、ジョイントコネクターボルトで連結します。

302 モデル　キャビネット

MD-302S ¥202,000（税込¥222,200）

MD-302SL ¥234,000（税込¥257,400）

MD-302W ¥332,000（税込¥365,200）

MD-302WL

¥219,000（税込¥240,900）

¥250,000（税込¥275,000）

¥360,000（税込¥396,000）

¥410,000（税込¥451,000）¥387,000（税込¥425,700）

タイプ品  番 ⑫ウォールナット（突板）⑪ホワイトアッシュ（突板）・全5色

W900：オープンキャビネット

W900：オープンキャビネット
ダウンライト（上棚１段）付

W1800（2分割）：オープンキャビネット

W1800（2分割）：オープンキャビネット
ダウンライト（上棚１段）付

1/50

MD-301N-240　W2400・D450・H500

35
0

838 580 838

31
2

2400

50
0

MD-301N-210　W2100・D450・H500

35
0

688 580 688

31
2

2100

50
0

MD-301N-180　W1800・D450・H500
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0

35
0

538 580 538
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2

1800 450
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MD-302S ／ SL
W900・D400・H1750

900

800

MD-302W ／ WL
W1800・D400・H1750

825

50
0

50
0

50
0

17
50

1800

825
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