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

001 MODEL

001M MODEL

Chair

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

001 MODEL
Chair

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

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

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

NC-001LS（a・MB-3）N-13

NC-001LA（a・MB-3）N-13

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

NC-001H（b・OL-4）N-4

001M MODEL
Chair

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

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

NC-001MS（c・SB-9）N-1

NC-001MA（a・参考仕様）N-6
NC-001OP 把手

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

002 MODEL
Chair

005 MODEL
Table
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002 MODEL
Chair

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

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

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

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

005 MODEL
Table

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

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

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

NC-005A-210 / N-13

NC-005B-120 / N-11

NEO CLASSICO
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003 MODEL
Chair

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

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

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

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

NC-003AB（e・ADC-1）N-7

004 MODEL
Stool

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

台輪：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

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

NC-004L（c・SB-4）N-1

NC-004H（c・US-1240）N-12

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

011 MODEL
Table

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

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

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

NC-006S（参考仕様）N-11

NC-006A（e・ADC-3）N-13

011 MODEL
Table

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

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

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

NC-011A-210 / N-13

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

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

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

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

NC-007S（e・ADC-1）N-7

NC-007A（c・SB-9）N-11

NC-007H（参考仕様）N-5

NC-007A（e・ADC-1）N-7
NC-007H（参考仕様）N-11

007M MODEL
Chair

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

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

NC-007MA（参考仕様）N-1

NC-007MS（b・TH-03）N-11

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

021 MODEL
Chair

025 MODEL
Table
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021 MODEL
Chair

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

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

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

025 MODEL
Table

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

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

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

NC-025-120C / N-11

NC-025-210 / N-7

NEO CLASSICO
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020 MODEL
Chair

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

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

NC-020 W510 × D600 × H950（SH450）

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

027 MODEL
Chair

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

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

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

NC-027S（a・RP-6）N-5

NC-027A（a・RP-6）N-5

NC-029B-150C ⑨
NEO CLASSICO

148

028 MODEL
Chair

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

028 MODEL
Chair

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

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

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

NC-028A（e・ADC-1）N-7

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

029 MODEL
Table

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

NC-029A-240 ③ / N-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

座：コイルスプリング

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

NC-001L-LC（e・ADC-2）N-12

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

003L MODEL
Lounge Chair

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

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

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

NC-003LA（参考仕様）N-13

NC-003LB（a・MB-4）N-11

NC-003LB（b・LMS-1）N-8
NEO CLASSICO
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009 MODEL
Sofa

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

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

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

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

本体：ウェーブスプリング

座：ポケットコイルスプリング

NC-009-2LR + NC-009-CLL 組み合せイメージ

NC-009-CLL（a・MX-2）N-7

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

NC-009-2LR（a・MX-2）N-7

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

010 MODEL
Table

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

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

台輪：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

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

NC-016-1P（es・AVS-3）N-13

背：ウェーブスプリング

座：コイルスプリング

NC-016-3P（c・SB-5）N-13

010 MODEL
Table

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

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

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

NC-010AL-64 / N-13

NC-010AH-120 / N-11

NC-010BH-60 / N-13

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

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

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

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

157

NEO CLASSICO

NC-007L（c・SB-9）N-11

023 MODEL
Lounge Chair / Ottoman

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

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

背：ウレタンフォーム フレーム：メープル材、
ポリウレタン塗装（全13色）

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

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

NC-023LB（参考仕様）N-12

NC-023OT-B（es・AVS-2）N-5

NC-023LB（参考仕様）N-7

NC-023OT-AF（a・RP-6）N-12

座：ポケットコイルスプリング

NC-023L（e・ADC-2）N-4
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026 MODEL
Sofa

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

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

026B MODEL
Sofa

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

座：ポケットコイルスプリング

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

NC-026
NC-026B

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

本体：ウェーブスプリング

NC-026B（参考仕様）N-12

024 MODEL
Table

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

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

NC-024A-60 / N-13

NC-024B-90C / N-11

NC-024A-120 / N-5

NC-024H / N-13

NC-024HC / N-13
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030 MODEL
Sofa

024 MODEL
Table

031 MODEL
Table

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

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

柔らかな印象を与えるとともに座り心地に豊かさを提供します。

座：ポケットコイルスプリング

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

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

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

NC-030-OT（参考仕様）N-8

NC-030-1P（参考仕様）N-8

NC-030-3P（参考仕様）N-8

031 MODEL
Side Table

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

脚：スチール、
クロームメッキ仕上

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

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

NC-031L

NC-031H

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

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

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

座：ポケットコイルスプリング

NC-030L-W（b・OL-2）N-13

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

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

NC-030L-C

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

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

座：ポケットコイルスプリング

NC-030L-C（b・OL-2）

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

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

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

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

015 MODEL
Executive Chair

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

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

NC-015L（e・ADC-1）

NC-015H（es・ADM-2）

NC-015L（es・ADM-3）

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

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

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

NC-017-240 / N-13

NC-017-480 / N-13
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NC-015L（es・ADM-2）

018 MODEL
Executive Desk

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

NC-018 W2100 × D900 × H700

NC-018 / N-13

NC-018 / N-13
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014 MODEL
Cabinet

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

NC-014C
NC-014TL

W1800 × D450 × H800
W1800 × D450 × H500

NC-014TL ③ / N-11

NC-014C ⑨ + OP + C

014 MODEL

スワロフスキーとは

Options handle

オーストリアのラグジュアリーブランド、
014-B-1
φ30
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014-A

014-C

φ34

25

014-S
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014-B-2

φ16

014-B

28

014-A-2

25

オプションハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル

014-A-1

33

ネオクラシコのオリジナルオプションパーツです。

通常品にはこのハンドル
（ツマミ）が付いています。

35.4

スワロフスキーのクリスタルガラスを使用した把手です。

014-C

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

019 MODEL
Cabinet / Wardrobe

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

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

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

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

RA-061 φ380 × H720

調光機能付スイッチ

RA-061-P
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071H Lighting
Floor Stand

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

RA-031H-NC φ350 × H1700

調光機能付スイッチ

RA-071H-NC
NEO CLASSICO
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013 MODEL
Bed
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NC-013D / N-13
RA-031L

012 MODEL

013 MODEL

スーツのように丁寧に作り込んだベーシックスタイルのベッド。

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

Bed

Bed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NC-012D（c・SB-9）N-11 クッション オプション

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

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

NC-013D / N-13

1/100

NC-012 S

W1090 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-012 SD

W1290 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-013 S

W1170 × D2030
× H1000
（MH400）

サータ ポスチャーノーマルマットレス

NC-013 SD

W1370 × D2030
× H1000
（MH400）

（３ゾーンポケットコイル交互配列）

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

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

W1460 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-012 Q

W1700 × D2110
× H1000
（MH530）

NC-013 D

W1540 × D2030
× H1000
（MH400）

NC-013 Q

W1780 × D2030
× H1000
（MH400）

全米ホテルシェア No.1 のサータ社の
マットレスを使用しています。

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

●線径 2.0mm
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061A MODEL
Chair

062 MODEL
Table

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

175

NEO CLASSICO Heritage

061A MODEL
Comfort Chair

AMERICAN BARRELBACK CHAIR

（アメリカン バレルバック チェア）

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

NC-061A W590 × D585 × H800（SH450）

NC-061A（a・SC-3）D-5

NC-061A ecs（特別仕様：PL-86 ＋ CS-86）D-1

NC-061A（d・2H-3）D-3

ecs：特別仕様
座面のみクロスステッチレザー

NC-061A ecs（特別仕様：PL-86 ＋ CS-86）D-1

062 MODEL
Table

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

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

NC-062-240 D-1

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

Bench

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

オプション：パイピングカラー

Dining Chair

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

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

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

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

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

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

NC-030MS（a・RX-5）+OP（ADC-8）D-6

NC-030MS （C・SB-4）+OP（ADC-6）D-9

NC-030MA（a・RX-5）+OP（ADC-8）D-6

NC-030MA（e・ADC-6）+OP（ADC-8）D-1

041BC MODEL
Bench

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

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

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

NC-041BC-C-180 （a・MX-4）D-7

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

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

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

NC-051H-OP（クローム・真鍮）

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

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

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

NC-051BC-A（a・CBS-1）D-7 ＋
NC-051H-OP

NC-051BC-A（a・MX-4）D-6

052 MODEL
Dining Table

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

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

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

NC-052A-210 D-7

NC-052A-180 D-6

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

042 MODEL

Dining Chair

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

041 MODEL
Dining Chair

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

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

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

NC-041BC-A（c・SB-3）D-3

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

NC-041BC-S（c・SB-3）D-3

042 MODEL
Dining Table

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

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

NC-042A-210 D-6

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

041C MODEL
Dining Chair + Slipcovered

AMERICAN GEORGIAN CHAIR+SLIPCOVERED

（アメリカン ジョージアン チェア＋スリップカバー）

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

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

NC-041C-S（参考仕様）

NC-041C-S（参考仕様）

NC-041C-S（c・SB-1）

NC-041C-A（参考仕様）

NC-041C-A（参考仕様）

NC-041C-A（c・US-6232）

042 MODEL
Dining Table

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

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

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

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

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

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

LOUNGE
CHAIR

NC-043LS-W（es・ADM-3）D-3

NC-043LS-W（b・TH-01）D-2

WING
CHAIR

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

043C MODEL
Desk Chair / Wing Desk Chair

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

脚部：ガス上下機能付アルミダイキャスト
（ウレタンキャスター付）

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

DESK
CHAIR

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

WING
DESK
CHAIR

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

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

065 MODEL
Sofa

FRENCH BARRELBACK SOFA

（フレンチ バレルバック ソファ）

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

背クッション：ウレタンフォーム

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

NC-065-1P（Aa-2）D-1

NC-065-1P ds（WO-35 + VS-35）D-5

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

座：ポケットコイルスプリング

NC-065-2P ds（WO-35 + VS-35）D-5

NC-065-3P（C・GA-1）D-4

NEO CLASSICO Heritage
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045 MODEL
Sofa

189
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NC-045C-3P（a・PP-3）D-3
NC-045BC-1P（c・GA-5）D-3
NC-045BC-OT（c・GA-5）D-3
NC-043LS-W（es・AVS-4）D-7
NC-047L-90 D-7/B
RA-071H-NCV-S

045 MODEL
Sofa

ENGLISH SLOPE ARM SOFA

（イングリッシュ スロープアーム ソファ）

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

NC-045BC-1P（es・AVS-3）D-3

NC-045BC-OT（es・AVS-3）D-3

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

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

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

本体：ウェーブスプリング

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

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

NC-045BC-3PL-N D-2
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045C MODEL
Sofa + Slipcovered

ENGLISH SLOPE ARM SOFA+SLIPCOVERED

（イングリッシュ スロープアーム ソファ＋スリップカバー）

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

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

NC-045C-1P（a・PP-1）
NC-045C-1P（c・SB-4）

NC-045C-OT（c・SB-4）

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

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

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

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

NC-047L-40 D-4/B

NC-047L-60 D-6/N

NC-047L-90 D-3/B

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

NC-047L-120 D-6/N

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

046 MODEL
Sofa

BELGIAN CAMELBACK SOFA

（ベルジャン キャメルバック ソファ）

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

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

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

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

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

本体：ウェーブスプリング

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

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

046C MODEL
Sofa + Slipcovered

BELGIAN CAMELBACK SOFA+SLIPCOVERED

（ベルジャン キャメルバック ソファ＋スリップカバー）

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

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

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

NC-046C-3P（c・SB-4/SB-2）

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

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

SAVOY TUFTED SOFA

（サヴォイ タフト ソファ）

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

NC-055BC-2P（c・SB-5）D-2

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

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

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

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

本体：ウェーブスプリング

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

055C MODEL
Sofa + Slipcovered

SAVOY TUFTED SOFA+SLIPCOVERED

（サヴォイ タフト ソファ + スリップカバー）

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

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

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

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

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

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

Lounge Chair

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

NC-054L W800×D900×H850（SH410）AH570

NC-054L（b・LMS-2）D-7

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

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

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

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

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

NC-053L-H（b・OL-1）D-6

NC-053-OT（b・OL-1）D-6

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

AMERICAN GEORGIAN CAMELBACK LOUNGE CHAIR

（アメリカン ジョージアン キャメルバック ラウンジチェア）

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

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

NC-051H-OP

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

057 MODEL
Living Table

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

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

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

NC-057B-60C D-6

NC-057L-60 D-7

NC-057L-120 D-7

NC-057L-90 D-6

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

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

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

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

NC-048TV-LV-180 D-6

NC-048TV-GL-180 D-6

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

071 MODEL
Lighting

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

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

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

RA-071L-NCV-S

RA-071L-NCV-T

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

RA-071H-NCV-S

RA-071H-NCV-T

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

RA-071H-NCV-S
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