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華美な装飾を避け、素材感を生かした『NEO CLASSICO：ネオ クラシコ』。プロダクト製品

をリリースするのではなく、モノと人との関わり合いまでもイメージして創りあげました。『NEO 

CLASSICO Heritage（ネオクラシコ ヘリテージ）』は、伝統的なインスピレーションを使い易

いデザインに進化させたアメリカンクラシックシリーズです。クラシカルなフォルムの中にも現代

的なラインを表現した、細部にまでこだわり抜いたブランドです。



NC-001OP
把手： ソリッドハードメープル削り出し

NC-001OP
把手： ソリッドハードメープル削り出し

1/50

NC-001LS
W460 × D540
× H825（SH450）

NC-001LA
W530 × D540
× H825（SH450）AH645

NC-001HS
W460 × D550
× H950（SH450）

NC-001HA
W530 × D550
× H950（SH450）AH645

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

NC-001MS
W520 × D635
× H900（SH450）

1/50

NC-001OP
把手： ソリッドハードメープル削り出し

NC-001H
W460 × D540
× H1125（SH750）

1/50

NC-002SB NC-002HANC-002HBNC-002SA

NC-006S NC-006A

1/50

NC-006S
W480 × D525 × 
H820（SH450）

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

1/50

NC-002SA
W420 × D500 × 
H820（SH450）

NC-002SB
W420 × D500 × 
H820（SH450）

NC-002HB
W420 × D500 × 
H1120（SH750）

NC-002HA
W420 × D500 × 
H1120（SH750）

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

NC-001H

NC-001MA NC-001MS

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。ネオ クラシコらしく座面には布バネ・ダイメトロールクッションをベースに５層構造のウレタンクッション材を用いました。
背中にはオプションとして、ソリッドメープルのハンドルを用意しました。

001-MODEL 001 モデル　チェア

ネオ クラシコが提案する新しいカテゴリーのダイニングチェア。座のワイドが520ミリとゆったりとしたサイズで、
コンフォートをテーマにくつろいで座る事ができる、新たにサイジングをデザインしたゆとりのあるチェアです。
背中にはオプションとしてソリッドメープルのハンドルを用意しました。

001M-MODEL 001M モデル　コンフォート チェア

和洋どちらのスタイルにもフィットする直線的なラインを基調としたシンプルなデザイン。
ミニマムな太さで構成したフレームですが、安定したフォルムと布バネ・ダイメトロール下地の5層構造の座面クッションでしっかりと安心出来る座り心地が自慢です。

002-MODEL 002 モデル　チェア

NC-004L NC-004H

1/50

NC-004L
W400 × D400 × H400

NC-004H
W400 × D400 × H450

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　

004-MODEL 座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥42,000
（税込¥46,200）NC-004L ¥48,000

（税込¥52,800）
¥52,000

（税込¥57,200）
¥57,000

（税込¥62,700）
¥66,000

（税込¥72,600）
¥70,000

（税込¥77,000）
¥93,000

（税込¥102,300）
¥105,000

（税込¥115,500）メープル
全 13 色 ¥46,000

（税込¥50,600）NC-004H ¥52,000
（税込¥57,200）

¥57,000
（税込¥62,700）

¥61,000
（税込¥67,100）

¥71,000
（税込¥78,100）

¥76,000
（税込¥83,600）

¥96,000
（税込¥105,600）

¥108,000
（税込¥118,800）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

縫製箇所を最小限に抑え、ファブリックの素材感を最大限に広げるベーシックスツール。シンプルな外見からは想像出来ない多層構造のウレタンクッションと
布バネ・ダイメトロールを用いて柔らかくも張りのある座感を持たせました。高さはH400とH450と2タイプあり、リビングだけでなくダイニングにもお使いいただけます。

004-MODEL 004 モデル　スツール

滑らかに削り仕上げたあたりの良いソリッドウッドの笠木と、優雅なカーブと曲面で構成されたメープルフレームのチェアシリーズ。
笠木と後脚のジョイント部に強度とデザイン性を兼ねたメタルパーツを施しました。布バネ・ダイメトロール下地の座は、柔らかな座り心地を実現しました。

006-MODEL 006 モデル　チェア

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

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

¥54,000
（税込¥59,400）NC-001LS ¥59,000

（税込¥64,900）
¥61,000

（税込¥67,100）
¥64,000

（税込¥70,400）
¥71,000

（税込¥78,100）
¥76,000

（税込¥83,600）
¥96,000

（税込¥105,600）
¥110,000

（税込¥121,000）メープル
全 13 色 ¥69,000

（税込¥75,900）NC-001LA ¥73,000
（税込¥80,300）

¥75,000
（税込¥82,500）

¥78,000
（税込¥85,800）

¥85,000
（税込¥93,500）

¥91,000
（税込¥100,100）

¥111,000
（税込¥122,100）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥72,000
（税込¥79,200）NC-001HA ¥76,000

（税込¥83,600）
¥80,000

（税込¥88,000）
¥83,000

（税込¥91,300）
¥90,000

（税込¥99,000）
¥95,000

（税込¥104,500）
¥114,000

（税込¥125,400）
¥126,000

（税込¥138,600）

¥58,000
（税込¥63,800）NC-001HS ¥62,000

（税込¥68,200）
¥66,000

（税込¥72,600）
¥69,000

（税込¥75,900）
¥75,000

（税込¥82,500）
¥81,000

（税込¥89,100）
¥99,000

（税込¥108,900）
¥112,000

（税込¥123,200）メープル
全 13 色

NC-001OP ¥8,000（税込¥8,800）メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

001-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

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　オプションハンドル：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション） プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

¥74,000
（税込¥81,400）NC-001H ¥78,000

（税込¥85,800）
¥80,000

（税込¥88,000）
¥84,000

（税込¥92,400）
¥92,000

（税込¥101,200）
¥95,000

（税込¥104,500）
¥120,000

（税込¥132,000）
¥128,000

（税込¥140,800）
メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

001H-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

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

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

001M-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥71,000
（税込¥78,100）NC-001MS ¥77,000

（税込¥84,700）
¥83,000

（税込¥91,300）
¥88,000

（税込¥96,800）
¥97,000

（税込¥106,700）
¥105,000

（税込¥115,500）
¥136,000

（税込¥149,600）
¥138,000

（税込¥151,800）メープル
全 13 色 ¥90,000

（税込¥99,000）NC-001MA ¥96,000
（税込¥105,600）

¥101,000
（税込¥111,100）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥117,000
（税込¥128,700）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥154,000
（税込¥169,400）

¥157,000
（税込¥172,700）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

002-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥59,000
（税込¥64,900）NC-002SA ¥62,000

（税込¥68,200）
¥64,000

（税込¥70,400）
¥67,000

（税込¥73,700）
¥72,000

（税込¥79,200）
¥82,000

（税込¥90,200）
¥96,000

（税込¥105,600）
¥105,000

（税込¥115,500）メープル・全 13 色

¥62,000
（税込¥68,200）NC-002SB ¥64,000

（税込¥70,400）
¥66,000

（税込¥72,600）
¥67,000

（税込¥73,700）
¥69,000

（税込¥75,900）
¥73,000

（税込¥80,300）
¥91,000

（税込¥100,100）
¥98,000

（税込¥107,800）
フレーム・背：

メープル・全 13 色

¥72,000
（税込¥79,200）NC-002HA ¥77,000

（税込¥84,700）
¥79,000

（税込¥86,900）
¥82,000

（税込¥90,200）
¥88,000

（税込¥96,800）
¥95,000

（税込¥104,500）
¥112,000

（税込¥123,200）
¥120,000

（税込¥132,000）メープル・全 13 色

¥76,000
（税込¥83,600）NC-002HB ¥78,000

（税込¥85,800）
¥79,000

（税込¥86,900）
¥81,000

（税込¥89,100）
¥84,000

（税込¥92,400）
¥89,000

（税込¥97,900）
¥106,000

（税込¥116,600）
¥113,000

（税込¥124,300）
フレーム・背：

メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

006-MODEL 座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥74,000
（税込¥81,400）NC-006S ¥76,000

（税込¥83,600）
¥77,000

（税込¥84,700）
¥78,000

（税込¥85,800）
¥81,000

（税込¥89,100）
¥92,000

（税込¥101,200）
¥94,000

（税込¥103,400）
¥96,000

（税込¥105,600）メープル
全 13 色 ¥95,000

（税込¥104,500）NC-006A ¥97,000
（税込¥106,700）

¥98,000
（税込¥107,800）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥101,000
（税込¥111,100）

¥113,000
（税込¥124,300）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥117,000
（税込¥128,700）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

84 NEO CLASSICO ●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。 85NEO CLASSICO※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。



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

1/50

NC-003SA／SB
W460 × D525 × 
H800（SH450）

NC-003AA／AB
W560 × D525 × 
H800（SH450）AH650

NC-007 の背部の上部内側は持ちは
こびやすいように掘り込まれていますNC-007S NC-007A NC-007S NC-007HNC-007A

1/50

NC-007S
W480 × D530 × 
H900（SH450）

NC-007A
W570 × D530 × 
H900（SH450）AH640

NC-007H
W480 × D530 × 
H1200（SH750）

NC-020

1/50

NC-020
W510 × D600 × 
H950（SH450）

精緻な加工技術が可能にした優美な曲線のデザインが優しく包み込み、布バネ・ダイメトロールの柔らかさが座り心地を物語ります。
ネオ クラシコが提唱する余裕のあるミドルサイズのダイニングチェアです。

020-MODEL 020 モデル　チェア

背中を包み込む成型合板の背と布バネ・ダイメトロール下地が、柔らかく上質な座り心地をサポート。
木部とファブリックの納め方も丁寧に仕上げました。背が張りぐるみのAタイプと背後ろがメープル材のBタイプを用意しています。

003-MODEL 003 モデル　チェア

NC-007 の背部の上部内側は持ちは
こびやすいように掘り込まれていますNC-007L

1/50

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

オーバルバックのクラシカルなスタイルのラウンジチェアです。身体をしっかりと支えるメープル材のアームフレームと、
布バネ・ダイメトロール下地に厚めのウレタンから張られた座の座り心地がくつろいだ空間を演出します。背上には手で引きやすいように手掛けの掘込みがされています。

■カタログ掲載ページ…P.172

007L-MODEL 007L モデル　ラウンジチェア

クラシカルなオーバルバックのチェア。特徴的なクラシカルスタイルの椅子をネオ クラシコ流にリスペクトしました。座には布バネ・ダイメトロールを使用し
柔らかな座り心地を実現。オーバルバックは、背芯にポリプロピレン材を用いて強さと軽さを手に入れました。背上には手で引きやすいように手掛けの掘込みがあります。

007-MODEL 007 モデル　チェア

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
B.背 : 成形合板メープル突板（全13色） + 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+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）

003-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥64,000
（税込¥70,400）NC-003SA ¥68,000

（税込¥74,800）
¥70,000

（税込¥77,000）
¥72,000

（税込¥79,200）
¥77,000

（税込¥84,700）
¥89,000

（税込¥97,900）
¥102,000

（税込¥112,200）
¥112,000

（税込¥123,200）メープル
全 13 色 ¥82,000

（税込¥90,200）NC-003AA ¥85,000
（税込¥93,500）

¥88,000
（税込¥96,800）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥104,000
（税込¥114,400）

¥119,000
（税込¥130,900）

¥131,000
（税込¥144,100）

¥66,000
（税込¥72,600）NC-003SB ¥70,000

（税込¥77,000）
¥72,000

（税込¥79,200）
¥74,000

（税込¥81,400）
¥79,000

（税込¥86,900）
¥91,000

（税込¥100,100）
¥104,000

（税込¥114,400）
¥114,000

（税込¥125,400）メープル
全 13 色 ¥84,000

（税込¥92,400）NC-003AB ¥87,000
（税込¥95,700）

¥90,000
（税込¥99,000）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥97,000
（税込¥106,700）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥121,000
（税込¥133,100）

¥133,000
（税込¥146,300）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

¥123,000
（税込¥135,300）NC-020 ¥133,000

（税込¥146,300）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥142,000

（税込¥156,200）
¥153,000

（税込¥168,300）
¥160,000

（税込¥176,000）
¥199,000

（税込¥218,900）
¥207,000

（税込¥227,700）メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

020-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

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+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）

007-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥88,000
（税込¥96,800）NC-007S ¥90,000

（税込¥99,000）
¥93,000

（税込¥102,300）
¥95,000

（税込¥104,500）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥107,000

（税込¥117,700）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥134,000

（税込¥147,400）

メープル・全 13 色 ¥107,000
（税込¥117,700）NC-007A ¥110,000

（税込¥121,000）
¥113,000

（税込¥124,300）
¥116,000

（税込¥127,600）
¥122,000

（税込¥134,200）
¥128,000

（税込¥140,800）
¥146,000

（税込¥160,600）
¥155,000

（税込¥170,500）

¥105,000
（税込¥115,500）NC-007H ¥107,000

（税込¥117,700）
¥111,000

（税込¥122,100）
¥114,000

（税込¥125,400）
¥120,000

（税込¥132,000）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥144,000

（税込¥158,400）
¥153,000

（税込¥168,300）

NC-007 の背部の上部内側は持ちは
こびやすいように掘り込まれていますNC-007MS NC-007MA

1/50

NC-007MS
W520 × D605 × 
H930（SH450）

NC-007MA
W610 × D605 × 
H930（SH450）AH640

ネオ クラシコが提案するダイニングとラウンジチェアの中間にあたるミドルサイズのチェア。布バネ・ダイメトロールを使用した座は、
W520とゆったりしたサイズと柔らかな座り心地です。この椅子のシンボルとも言えるオーバル型の背の部分は背を包み込むように曲線を描き、
ゆったりと背を傾け、座り心地を向上させました。背上には手で引きやすいように手掛けの掘込みがあります。

007M-MODEL 007M モデル　コンフォートチェア

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+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）

007M-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥101,000
（税込¥111,100）NC-007MS ¥108,000

（税込¥118,800）
¥113,000

（税込¥124,300）
¥117,000

（税込¥128,700）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥136,000

（税込¥149,600）
¥152,000

（税込¥167,200）
¥158,000

（税込¥173,800）メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥132,000
（税込¥145,200）NC-007MA ¥138,000

（税込¥151,800）
¥142,000

（税込¥156,200）
¥146,000

（税込¥160,600）
¥156,000

（税込¥171,600）
¥166,000

（税込¥182,600）
¥182,000

（税込¥200,200）
¥187,000

（税込¥205,700）

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+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）

¥158,000
（税込¥173,800）NC-007L ¥162,000

（税込¥178,200）
¥166,000

（税込¥182,600）
¥170,000

（税込¥187,000）
¥181,000

（税込¥199,100）
¥202,000

（税込¥222,200）
¥226,000

（税込¥248,600）
¥235,000

（税込¥258,500）メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

007L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）
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NC-021S NC-021A
NC-021 の背部の上部内側は持ちは
こびやすいように掘り込まれています

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

1/50

NC-021S
W500 × D550 × 
H900（SH450）

NC-028A NC-028S
NC-028 の背部の上部内側は持ちは
こびやすいように掘り込まれています

1/50

NC-028S
W480 × D575 × 
H850（SH450）

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

NC-011A-180　W1800 × D900 × H720（t 60） NC-011A-210　W2100 × D1000 × H720（t 60） NC-011A-240　W2400 × D1200 × H720（t 60）

1/50

NC-011B-120　φ1200 × H720（t 60） NC-011B-150　φ1500 × H720（t 60）

NC-005A-180　W1800 × D900 × H720（t 60） NC-005A-210　W2100 × D900 × H720（t 60）NC-005A-150　W1500 × D900 × H720（t 60）

NC-005B-120　φ1200 × H720（t 60） NC-005B-150　φ1500 × H720（t 60）NC-005B-90　φ900 × H720（t 60）

1/50

NC-005A-210 NC-005B-120

ジョージアンスタイルを基本モチーフに、ネオ クラシコ スタイルにモダナイズしました。特徴的な背のフレームは曲線を描き、
布バネ・ダイメトロールを使用した背木部の下側には持ちやすいように手かけ用の掘込みがされています。柔らかくもしっかりした座り心地が安心感を与えてくれます。

021-MODEL 021 モデル　チェア

NC-027S NC-027A

1/50

NC-027S
W480 × D520 × 
H850（SH450）

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

堅牢なソリッドメープルをフレームに使用した重厚なチェアシリーズ。十分なサイズ感と奥行きのある座は、布バネ・ダイメトロールを使用した柔らかな座り心地です。
クラシカルな佇まいとモダンなラインを持つチェアは、ダイニングのみならずオフィス使いにも適しています。

027-MODEL 027 モデル　チェア

木部のフレームが形創る計算されたラインと柔らかで丸みを帯びたクッション部。
構造的な納まりから細部のデザインに至るまでこだわり抜いたチェアです。手で引きやすいように後ろフレームが背上まで立ち上がり、背後ろ下には手掛けの掘込みがあります。

028-MODEL 028 モデル　チェア

NC-011A-210 NC-011B-150

W2400は奥行き1200、W2100は奥行き1000とフォーマルなシーンに使えるゆったりとしたサイズのダイニングテーブルシリーズ。
ボリュームのある天板と無垢材をふんだんに使用した脚部の組み合わせは、ダイニングスペースに落ち着きと安定感をもたらします。スクエアなT字脚とラウンドのX脚をご用意。

011-MODEL 011 モデル　テーブル

ソリッドメープルのストレートなラインの脚部と厚みのある天板を組み合わせた最もシンプルなテーブルシリーズ。スクエアとラウンド天板のバリエーション、ラウンドタイプの天板トップは
メープル材の張り分けを施しています。サイズバリエーションは、スクエアW2100／W1800／W1500、ラウンドφ1500／φ1200／φ900と、大きなサイズもご用意しています。

005-MODEL 005 モデル　テーブル

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+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）

021-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥93,000
（税込¥102,300）NC-021S ¥95,000

（税込¥104,500）
¥99,000

（税込¥108,900）
¥104,000

（税込¥114,400）
¥112,000

（税込¥123,200）
¥123,000

（税込¥135,300）
¥134,000

（税込¥147,400）
¥143,000

（税込¥157,300）メープル
全 13 色 ¥114,000

（税込¥125,400）NC-021A ¥116,000
（税込¥127,600）

¥120,000
（税込¥132,000）

¥123,000
（税込¥135,300）

¥133,000
（税込¥146,300）

¥144,000
（税込¥158,400）

¥155,000
（税込¥170,500）

¥164,000
（税込¥180,400）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

027-MODEL 座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥102,000
（税込¥112,200）NC-027A ¥106,000

（税込¥116,600）
¥108,000

（税込¥118,800）
¥111,000

（税込¥122,100）
¥116,000

（税込¥127,600）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥142,000

（税込¥156,200）

¥78,000
（税込¥85,800）NC-027S ¥82,000

（税込¥90,200）
¥84,000

（税込¥92,400）
¥88,000

（税込¥96,800）
¥92,000

（税込¥101,200）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥113,000

（税込¥124,300）
¥119,000

（税込¥130,900）メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

028-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥96,000
（税込¥105,600）NC-028S ¥98,000

（税込¥107,800）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥106,000

（税込¥116,600）
¥113,000

（税込¥124,300）
¥118,000

（税込¥129,800）
¥133,000

（税込¥146,300）
¥142,000

（税込¥156,200）メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥116,000
（税込¥127,600）NC-028A ¥117,000

（税込¥128,700）
¥120,000

（税込¥132,000）
¥123,000

（税込¥135,300）
¥131,000

（税込¥144,100）
¥136,000

（税込¥149,600）
¥150,000

（税込¥165,000）
¥161,000

（税込¥177,100）

005-MODEL

NC-005A メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥183,000
（税込¥201,300）

¥199,000
（税込¥218,900）

¥221,000
（税込¥243,100）

天  板 脚品  番 150： W1500×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D900

NC-005B メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥178,000
（税込¥195,800）

¥214,000
（税込¥235,400）

¥324,000
（税込¥356,400）

天  板 脚品  番 90： φ900 120： φ1200 150： φ1500

A. 天板：メープル突板　脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
B. 天板：メープル突板（貼り分け）　脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

011-MODEL

NC-011A メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥257,000
（税込¥282,700）

¥293,000
（税込¥322,300）

¥328,000
（税込¥360,800）

天  板 脚品  番 180： W1800×D900 210： W2100×D1000 240： W2400×D1200

NC-011B メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥265,000
（税込¥291,500）

¥412,000
（税込¥453,200）

天  板 脚品  番 120： φ1200 150： φ1500 

A. 天板／メープル突板　 脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
B. 天板／メープル突板（貼り分け）　 脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

③メープル

③メープル
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NC-025-90
W900 × D900 × H720（t 60）

1/50

NC-025-120C
φ1200 × H720（t 60）

NC-025-210
W2100 × D1000 × H720（t 60）

NC-025-180
W1800 × D900 × H720（t 60）

NC-025-120C NC-025-210

NC-017-240　W2400 × D1200 × H720（t 60）
1/50

NC-017-360　W3600 × D1200 × H720（t 60） 天板2分割 NC-017-480　W4800 × D1200 × H720（t 60）  天板2分割

NC-017-240 NC-017-480

W2100には奥行き1000とゆったりしてフォーマルシーンに使えるダイニングテーブルです。
木口には掘込みラインを入れ、特徴のある天板にしました。スクエア、ラウンドの２タイプご用意しています。

025-MODEL 025 モデル　ダイニングテーブル

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

輪島塗
1/50

NC-031L
φ395 × H450

NC-031H
φ395 × H630NC-031L　NC-031H

本物の輪島塗の漆盆を、天板としてセットした新しいタイプのサイドテーブル。
センターから外した位置に立つ支柱と、クロームメッキ仕上げの三日月型のベースはソファの下に差し込め、
リビングを彩るデザイン性と共にソファ周りで使っていただく時のための機能を兼ね備えています。

031-MODEL 031 モデル　サイドテーブル

最大で4.8メートルの天板サイズを擁する、大型のカンファレンステーブルです。バリエーションW4800／W3600／W2400の重厚な厚みの天板と
安定感のあるしっかりとした脚部は、その大きさと相まって非常に存在感のあるテーブルになりました。

017-MODEL 017 モデル　カンファレンステーブル

NC-029A-210　W2100 × D1000 × H720（t 60） NC-029A-240　W2400 × D1200 × H720（ t60） NC-029A-300　W3000 × D1200 × H720（t 60）

1/50

NC-029B-120
W1200 × D1200 × H720（t 60）

NC-029B-120C
φ1200 × H720（t 60）

NC-029B-150C
φ1500 × H720（t 60）

NC-029A-240 NC-029B-150C

NC-029B

③メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥453,000
（税込¥498,300）

¥512,000
（税込¥563,200）

¥620,000
（税込¥682,000）

天  板 脚品  番 120： W1200×1200 120： φ1200 150C： φ1500 

⑨マホガニー マホガニー ¥476,000
（税込¥523,600）

¥536,000
（税込¥589,600）

¥643,000
（税込¥707,300）

天板／メープル突板（貼り分け）・マホガニー　脚：メープル突板・マホガニー、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　ベース：ステンレススチール

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です。
重厚な天板と安定感のある脚は、絶妙なバランスで構成されています。

029-MODEL 029 モデル　テーブル

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

025-MODEL

NC-025 メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥319,000
（税込¥350,900）

¥200,000
（税込¥220,000）

¥259,000
（税込¥284,900）

¥295,000
（税込¥324,500）

天  板 脚品  番 120C： φ1200 90： W900×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D1000

031-MODEL

NC-031L
クロームメッキ

¥280,000（税込¥308,000）

¥283,000（税込¥311,300）NC-031H

支  柱・ベース品  番 JB： 輪島塗（黒） （製作6ヶ月～） JT： 輪島塗（溜） （製作6ヶ月～）

天板：輪島塗　脚：スチール、クロームメッキ仕上

017-MODEL

NC-017 メープル
全 13 色

メープル
全 13 色 ¥530,000（税込¥583,000） ¥728,000（税込¥800,800） ¥938,000（税込¥1,031,800）

天  板 脚品  番 240： W2400×D1200 360： W3600×D1200 480： W4800×D1200

天板：メープル突板　脚：メープル突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　幕板に家具用コンセント付

029-MODEL

NC-029A

③メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥680,000
（税込¥748,000）

¥765,000
（税込¥841,500）

¥953,000
（税込¥1,048,300）

天  板 脚品  番 210： W2100×D1000 240： W2400×D1200 300： W3000×D1200

⑨マホガニー マホガニー ¥704,000
（税込¥774,400）

¥789,000
（税込¥867,900）

¥977,000
（税込¥1,074,700）

天板／メープル突板・マホガニー　脚：メープル突板・マホガニー、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　ベース：ステンレス スチール

③メープル ③メープル

⑨マホガニー③メープル

90 NEO CLASSICO ●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。 91NEO CLASSICO※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。



1/50

NC-010A-60
W600 × D600 × 
H250 / H400

NC-010A-90
W900 × D900 × 
H250 / H400

NC-010A-64
W600 × D400 × 
H250 / H400

NC-010A-120
W1200 × D600 × H250 / H400

NC-010B-60
φ600 × H250 / H400

NC-010B-90
φ900 × H250 / H400

NC-010AL-64 NC-010AH-120 NC-010BH-60

テーブルトップのメープル材をデザイン的に貼り分けた、シンプルなリビングテーブルです。
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。

010-MODEL 010 モデル　リビングテーブル

ロータイプとハイタイプの2バリエーションで、各々アームレスとアーム付き、アームカバータイプ（TYPE C）があります。
構造も座り心地を重視し、伝統的な手法のコイルスプリングを座面に使用しています。
クッションのマテリアルにもこだわり、ストロークの深いすばらしい座り心地です。

001L-MODEL 001L モデル　ラウンジチェア

▲座面のクッション材にコイルスプ
リングを贅沢に使用しています。スト
ロークの深い快適な座り心地を実現
しました。

010-MODEL

天板：メープル突板（64を除き貼り分け）　脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

NC-010AL
メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥87,000
（税込¥95,700）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥119,000
（税込¥130,900）

¥117,000
（税込¥128,700）

NC-010AH ¥98,000
（税込¥107,800）

¥107,000
（税込¥117,700）

¥131,000
（税込¥144,100）

¥129,000
（税込¥141,900）

天  板 脚品  番 64： W600×D400 60： W600×D600 90： W900×D900 120： W1200×D600  

NC-010BL
メープル
全 13 色

メープル
全 13 色

¥102,000（税込¥112,200） ¥120,000（税込¥132,000）

NC-010BH ¥113,000（税込¥124,300） ¥131,000（税込¥144,100）

天  板 脚品  番 60： φ600 90： φ900

1/50

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 NC-024A-120 NC-024B-90C NC-024HCNC-024H

脚部と天板、棚板をシンプルに構成したテーブル。
センターテーブル、サイドテーブル、サービングテーブル、ソファテーブルなど幅広いバリエーションがあります。
ソファとの組み合せで、リビングを豊かに構成する事ができます。

024-MODEL 024 モデル　リビングテーブル／サービングテーブル／サービングキャビネット

024-MODEL

NC-024 メープル
全 13 色

メープル
全 13 色 ¥119,000（税込¥130,900） ¥169,000（税込¥185,900） ¥208,000（税込¥228,800）

天  板 脚品  番 60： W600×D600 120： W1200×D600 90C： φ900

NC-024H メープル
全 13 色

メープル
全 13 色 ¥166,000（税込¥182,600） ¥251,000（税込¥276,100）

天  板 脚品  番 H：（サービングテーブル） W900×D450×H720 HC：（サービングキャビネット） W1200×D450×H800

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

NC-001L-HC NC-001L-HA NC-001L-HS

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

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+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）

001L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥115,000
（税込¥126,500）NC-001L-LS ¥123,000

（税込¥135,300）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥141,000

（税込¥155,100）
¥158,000

（税込¥173,800）
¥169,000

（税込¥185,900）
¥216,000

（税込¥237,600）
¥227,000

（税込¥249,700）

メープル
全 13 色

¥169,000
（税込¥185,900）NC-001L-LA ¥179,000

（税込¥196,900）
¥188,000

（税込¥206,800）
¥195,000

（税込¥214,500）
¥212,000

（税込¥233,200）
¥226,000

（税込¥248,600）
¥270,000

（税込¥297,000）
¥278,000

（税込¥305,800）

¥186,000
（税込¥204,600）NC-001L-LC ¥196,000

（税込¥215,600）
¥209,000

（税込¥229,900）
¥218,000

（税込¥239,800）
¥241,000

（税込¥265,100）
¥259,000

（税込¥284,900）
¥315,000

（税込¥346,500）
¥328,000

（税込¥360,800）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

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+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）

001L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥119,000
（税込¥130,900）NC-001L-HS ¥128,000

（税込¥140,800）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥144,000

（税込¥158,400）
¥162,000

（税込¥178,200）
¥172,000

（税込¥189,200）
¥221,000

（税込¥243,100）
¥231,000

（税込¥254,100）

メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥173,000
（税込¥190,300）NC-001L-HA ¥184,000

（税込¥202,400）
¥191,000

（税込¥210,100）
¥198,000

（税込¥217,800）
¥215,000

（税込¥236,500）
¥229,000

（税込¥251,900）
¥273,000

（税込¥300,300）
¥284,000

（税込¥312,400）

¥190,000
（税込¥209,000）NC-001L-HC ¥199,000

（税込¥218,900）
¥211,000

（税込¥232,100）
¥221,000

（税込¥243,100）
¥243,000

（税込¥267,300）
¥262,000

（税込¥288,200）
¥317,000

（税込¥348,700）
¥329,000

（税込¥361,900）

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

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。くつろいだ空間を演出します。
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です。背部が全てファブリックのAタイプと、木の質感を活かすBタイプがあります。

■カタログ掲載ページ…P.167

003L-MODEL 003L モデル　ラウンジチェア

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、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）
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+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）

003L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥135,000
（税込¥148,500）NC-003LA ¥144,000

（税込¥158,400）
¥154,000

（税込¥169,400）
¥160,000

（税込¥176,000）
¥176,000

（税込¥193,600）
¥185,000

（税込¥203,500）
¥207,000

（税込¥227,700）
¥225,000

（税込¥247,500）
メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥141,000
（税込¥155,100）NC-003LB ¥150,000

（税込¥165,000）
¥156,000

（税込¥171,600）
¥162,000

（税込¥178,200）
¥179,000

（税込¥196,900）
¥189,000

（税込¥207,900）
¥214,000

（税込¥235,400）
¥233,000

（税込¥256,300）
フレーム・背：

メープル・全 13 色

NC-001L-HS
W600 × D760 × 
H900（SH420）

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

NC-001L-HA
W700 × D760 × 
H900（SH420）AH600
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NC-001L-LS
W600 × D740 × 
H800（SH420）

1/50

NC-001L-LA
W700 × D740 × 
H800（SH420）AH600

NC-001L-LC
W700 × D740 × 
H800（SH420）AH600
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1930年代のアールデコスタイルをネオ クラシコ流に現代によみがえらせました。
包み込むような馬蹄形の背にくるみボタンでアクセントをつけ、座にコイルスプリングを使用。Bタイプはファブリックの華やかさを表現できるようにシンプルに仕上げました。
アーム部にはメープル材を使用し、永くお使いいただける重厚な座り心地のラウンジチェアです。

023-MODEL 023 モデル　ラウンジチェア／オットマン

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。
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NC-023L
W750 × D680 × H750（SH420）
AH600

NC-023 OT-A
W600 × D600 × H420

NC-023 OT-B
φ600 × H420

NC-023LB
W750 × D680 × H750（SH420）
AH600

NC-023 OT-AF
W600 × D600 × H420

NC-023 OT-BF
φ600 × H420

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

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されています。

▲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。

1/50

NC-026
W2100 × D800 × H750（SH420）

NC-026B
W2100 × D800 × H750（SH420）

NC-026（置きクッション オプション） NC-026B

NC-015L NC-015H

1/50

NC-015L
W650 × D625 × 
H730~810（SH400~480）
AH640~720

NC-015H
W650 × D670 × 
H890~970（SH400~480）
AH640~720

デスク用エグゼクティブチェアの人間工学に基づいた機能性と上質な座り心地を提供します。
長時間のご使用にも対応する快適な座り心地を実現する為に、座面ベースにはダイメトロールを使用。
脚部にはガスダンパーによる座面の高さ調整とリクライニング機能が装備されています。空間を広く見せるローバックとフォーマルな印象のハイバックをお選びいただけます。

015-MODEL 015 モデル　エグゼクティブチェア

NC-022L NC-022H
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NC-022L
W650 × D625 × H710

（SH440）AH640

NC-022H
W650 × D655 × H880

（SH440）AH640

ダイニングチェアとラウンジチェアの中間に位置するサイズと座り心地のチェア。ダイメトロール下地の張りのある座り心地は上質な時間を提供します。
ファブリックにより、重厚なスタイルにも柔らかなパーソナルラウンジにも表情は変化します。空間を広く見せるローバックとフォーマルな印象のハイバックをお選びいただけます。

022-MODEL 022 モデル　ラウンジチェア

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

NC-030L-C NC-030L-CL
NC-030L-CL
W690 × D720 × H850

（SH420）AH550

NC-030L-C
W690 × D720 × H850~925

（SH420~495）AH550~625

1/50

様々な用途に対応するフレキシブルなパーソナルチェア。ポケットコイルを使用した座面で、
ゆとりある座り心地をキープしながらコンパクトなサイジング。ガスダンパーの上下機能のアルミ脚、
キャスターが本体に付いた2タイプの脚部バリエーションによりオフィスからプライベートルーム、リビングまでその用途は広がります。

030L-MODEL 030L モデル　エグゼクティブチェア

ソリッドのメープル材に縁取られたスクエアなソファ。
シャープなフォルムとは裏腹に、フレーム本体のウェーブスプリングと座面のポケットコイルスプリングにより、ソフトかつしっかりとした上質な座り心地を実現しました。
くるみボタンで柔らかいカーブを持たせたタイプと、ファブリックの表現がさらに広がるモダンなBタイプがあります。

026-MODEL 026 モデル　ソファ

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（ウレタンアジャスター付）

015-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥141,000
（税込¥155,100）NC-015L ¥149,000

（税込¥163,900）
¥158,000

（税込¥173,800）
¥165,000

（税込¥181,500）
¥182,000

（税込¥200,200）
¥195,000

（税込¥214,500）
¥234,000

（税込¥257,400）
¥245,000

（税込¥269,500）
ガス圧上下

ロッキング機能
アルミダイキャスト

（ウレタンキャスター付）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥157,000
（税込¥172,700）NC-015H ¥165,000

（税込¥181,500）
¥175,000

（税込¥192,500）
¥183,000

（税込¥201,300）
¥202,000

（税込¥222,200）
¥221,000

（税込¥243,100）
¥250,000

（税込¥275,000）
¥261,000

（税込¥287,100）

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+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）

022-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥147,000
（税込¥161,700）NC-022L ¥160,000

（税込¥176,000）
¥168,000

（税込¥184,800）
¥177,000

（税込¥194,700）
¥194,000

（税込¥213,400）
¥206,000

（税込¥226,600）
¥249,000

（税込¥273,900）
¥259,000

（税込¥284,900）メープル
全 13 色

ヌード台  輪品  番 a b c d ea e es

¥163,000
（税込¥179,300）NC-022H ¥177,000

（税込¥194,700）
¥186,000

（税込¥204,600）
¥195,000

（税込¥214,500）
¥213,000

（税込¥234,300）
¥232,000

（税込¥255,200）
¥264,000

（税込¥290,400）
¥273,000

（税込¥300,300）

C.  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：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）
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：ウレタンフォーム　脚：ウレタンキャスター

030L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥183,000
（税込¥201,300）NC-030L-C ¥194,000

（税込¥213,400）
¥207,000

（税込¥227,700）
¥217,000

（税込¥238,700）
¥240,000

（税込¥264,000）
¥258,000

（税込¥283,800）
¥301,000

（税込¥331,100）
¥314,000

（税込¥345,400）

ガス圧上下機能
アルミダイカスト

（ウレタンキャスター付）

ヌード脚品  番 a b c d ea e es

¥162,000
（税込¥178,200）NC-030L-CL ¥178,000

（税込¥195,800）
¥191,000

（税込¥210,100）
¥204,000

（税込¥224,400）
¥230,000

（税込¥253,000）
¥252,000

（税込¥277,200）
¥304,000

（税込¥334,400）
¥320,000

（税込¥352,000）
ウレタンキャスター

（ストッパー機能付）

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　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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥282,000
（税込¥310,200）NC-023L ¥297,000

（税込¥326,700）
¥309,000

（税込¥339,900）
¥322,000

（税込¥354,200）
¥345,000

（税込¥379,500）
¥361,000

（税込¥397,100）
¥430,000

（税込¥473,000）
¥443,000

（税込¥487,300）メープル・全 13 色

¥256,000
（税込¥281,600）NC-023LB ¥269,000

（税込¥295,900）
¥281,000

（税込¥309,100）
¥290,000

（税込¥319,000）
¥312,000

（税込¥343,200）
¥348,000

（税込¥382,800）
¥404,000

（税込¥444,400）
¥416,000

（税込¥457,600）メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥118,000
（税込¥129,800）NC-023OT-B ¥125,000

（税込¥137,500）
¥131,000

（税込¥144,100）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥147,000

（税込¥161,700）
¥151,000

（税込¥166,100）
¥167,000

（税込¥183,700）
¥171,000

（税込¥188,100）

¥108,000
（税込¥118,800）NC-023OT-BF ¥116,000

（税込¥127,600）
¥121,000

（税込¥133,100）
¥126,000

（税込¥138,600）
¥138,000

（税込¥151,800）
¥154,000

（税込¥169,400）
¥159,000

（税込¥174,900）
¥161,000

（税込¥177,100）

¥101,000
（税込¥111,100）NC-023OT-A ¥110,000

（税込¥121,000）
¥116,000

（税込¥127,600）
¥121,000

（税込¥133,100）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥152,000

（税込¥167,200）
¥157,000

（税込¥172,700）
メープル・全 13 色

¥93,000
（税込¥102,300）NC-023OT-AF ¥100,000

（税込¥110,000）
¥107,000

（税込¥117,700）
¥111,000

（税込¥122,100）
¥123,000

（税込¥135,300）
¥139,000

（税込¥152,900）
¥142,000

（税込¥156,200）
¥146,000

（税込¥160,600）
メープル・全 13 色

023-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

026-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥433,000
（税込¥476,300）NC-026 ¥467,000

（税込¥513,700）
¥492,000

（税込¥541,200）
¥515,000

（税込¥566,500）
¥565,000

（税込¥621,500）
¥602,000

（税込¥662,200）
¥734,000

（税込¥807,400）
¥783,000

（税込¥861,300）メープル・全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥383,000
（税込¥421,300）NC-026B ¥420,000

（税込¥462,000）
¥446,000

（税込¥490,600）
¥470,000

（税込¥517,000）
¥523,000

（税込¥575,300）
¥563,000

（税込¥619,300）
¥680,000

（税込¥748,000）
¥732,000

（税込¥805,200）メープル・全 13 色
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▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されています。

▲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。

NC-009-CLL/CLR
W900×D1800×H800（SH400）AH650

（Lクッション×2 Sクッション×1）

NC-009-2LR／2LL
W1700×D980×H800（SH400）AH650

（Lクッション×4 Sクッション×1）

NC-009-3P
W2150×D980×H800（SH400）AH650

（Lクッション×5 Sクッション×2）

1/50

NC-009-4P（2PR+2PL）
W2800（W1400 + W1400）×D980×H800（SH400）AH650

（Lクッション×6 Sクッション×2）

NC-009-2PL + NC-009-2PR NC-009-3P NC-009-CLLNC-009-2LR

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されています。

▲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。

1/50

NC-030-1P
W900 × D950 × H900

（SH400）AH580

NC-030-2P
W1600 × D950 × H900（SH400）AH580

（Sクッション×2）

NC-030-OT
W900 × D900

（SH400）

NC-030-3P
W2150 × D950 × H900（SH400）AH580

（Sクッション×2）

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

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

NC-030L-W NC-030L-OT

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。
背の羽毛クッションにはへたりの少ない加工を施し、ゆとりのあるサイズと奥行きにより上質な座り心地です。
また、脚部台輪にはハードメープルを使用しています。
組み合わせによって4人掛けシェーズロングのL字タイプまでバリエーションが広がるベーシックなソファです。

009-MODEL 009 モデル　ソファ／シェーズロング

▲背：ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが背フレーム内に
使用されています。

▲座面のクッション材にコイルスプ
リングを贅沢に使用しています。スト
ロークの深い快適な座り心地を実現
しました。

NC-016-1P NC-016-3P

重厚で張りのある佇まい、クラフトマンの技術でしっかり創り込まれた存在感のあるソファです。
背には、ウェーブスプリング、座にはコイルスプリングを使用。
アームには、昔ながらのワラ芯を思わせるようなしっかりとしたウレタンを使用。
へたりのこないしっかりした仕上がり感と重厚な深みのある座り心地は、永くお使いいただけます。

016-MODEL 016 モデル　ソファ

緩やかなテーパーラインとカーブしたアームがエレガントなソファシリーズです。
十分にくつろいでいただけるフルサイズのソファは、高さ900のハイバックの背クッションに、
柔らかなウレタン素材を使用。座は、本体がウェーブスプリング、
座クッションにポケットコイルを使用することによって、よりリラックスした座り心地を提供します。

030-MODEL 030 モデル　ソファ／オットマン

様々な用途に対応するフレキシブルなパーソナルチェア。
ポケットコイルを使用した座で、ゆとりある座り心地をキープしながらコンパクトなサイジング。
メープル材の脚部とファブリックの組み合わせにより、様々なシーンにお使いいただけます。

030L-MODEL 030L モデル　ラウンジチェア

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（L:500×500×200　S:400×400×150）　台輪：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

009-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥389,000
（税込¥427,900）

NC-009-2PR（右肘）
NC-009-2PL（左肘）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥467,000
（税込¥513,700）

¥498,000
（税込¥547,800）

¥564,000
（税込¥620,400）

_ _ _
メープル
全 13 色

¥414,000
（税込¥455,400）

NC-009-2LR（右肘）
NC-009-2LL（左肘）

¥467,000
（税込¥513,700）

¥504,000
（税込¥554,400）

¥537,000
（税込¥590,700）

¥612,000
（税込¥673,200）

_ _ _
メープル
全 13 色

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥535,000
（税込¥588,500）NC-009-3P ¥612,000

（税込¥673,200）
¥666,000

（税込¥732,600）
¥718,000

（税込¥789,800）
¥828,000

（税込¥910,800）
_ _ _

¥394,000
（税込¥433,400）

NC-009-CLR（右肘）
NC-009-CLL（左肘）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥463,000
（税込¥509,300）

¥489,000
（税込¥537,900）

¥547,000
（税込¥601,700）

_ _ _

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（S:400×400×150） 　
台輪：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

¥249,000
（税込¥273,900）NC-016-1P ¥273,000

（税込¥300,300）
¥290,000

（税込¥319,000）
¥305,000

（税込¥335,500）
¥339,000

（税込¥372,900）
¥388,000

（税込¥426,800）
¥445,000

（税込¥489,500）
¥464,000

（税込¥510,400）

メープル
全 13 色

ヌード台  輪品  番 a b c d ea e es

¥376,000
（税込¥413,600）NC-016-2P ¥411,000

（税込¥452,100）
¥437,000

（税込¥480,700）
¥462,000

（税込¥508,200）
¥516,000

（税込¥567,600）
¥583,000

（税込¥641,300）
¥717,000

（税込¥788,700）
¥754,000

（税込¥829,400）

¥477,000
（税込¥524,700）NC-016-3P ¥525,000

（税込¥577,500）
¥560,000

（税込¥616,000）
¥591,000

（税込¥650,100）
¥659,000

（税込¥724,900）
¥753,000

（税込¥828,300）
¥965,000

（税込¥1,061,500）
¥1,019,000

（税込¥1,120,900）

016-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

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（S:400×400×150）　フレーム：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

030-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥253,000
（税込¥278,300）NC-030-1P ¥280,000

（税込¥308,000）
¥305,000

（税込¥335,500）
¥328,000

（税込¥360,800）
¥378,000

（税込¥415,800）
¥396,000

（税込¥435,600）
¥504,000

（税込¥554,400）
¥530,000

（税込¥583,000）メープル
全 13 色 ¥402,000

（税込¥442,200）NC-030-2P ¥449,000
（税込¥493,900）

¥497,000
（税込¥546,700）

¥541,000
（税込¥595,100）

¥627,000
（税込¥689,700）

¥640,000
（税込¥704,000）

¥809,000
（税込¥889,900）

¥854,000
（税込939,400）

¥128,000
（税込¥140,800）NC-030-OT ¥144,000

（税込¥158,400）
¥155,000

（税込¥170,500）
¥165,000

（税込¥181,500）
¥187,000

（税込¥205,700）
¥196,000

（税込¥215,600）
¥258,000

（税込¥283,800）
¥272,000

（税込299,200）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea e es

¥464,000
（税込¥510,400）NC-030-3P ¥529,000

（税込¥581,900）
¥586,000

（税込¥644,600）
¥636,000

（税込¥699,600）
¥747,000

（税込¥821,700）
¥774,000

（税込¥851,400）
¥992,000

（税込¥1,091,200）
¥1,044,000

（税込¥1,148,400）メープル
全 13 色

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

030L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥192,000
（税込¥211,200）NC-030L-W ¥211,000

（税込¥232,100）
¥227,000

（税込¥249,700）
¥239,000

（税込¥262,900）
¥271,000

（税込¥298,100）
¥293,000

（税込¥322,300）
¥360,000

（税込¥396,000）
¥378,000

（税込¥415,800）
メープル・全 13 色

ヌード脚・フレーム品  番 a b c d ea e es

¥104,000
（税込¥114,400）NC-030L-OT ¥108,000

（税込¥118,800）
¥111,000

（税込¥122,100）
¥115,000

（税込¥126,500）
¥121,000

（税込¥133,100）
¥124,000

（税込¥136,400）
¥153,000

（税込¥168,300）
¥156,000

（税込¥171,600）

1/50

NC-016-1P
W900 × D880 × H850

（SH410）AH600

NC-016-2P
W1550 × D880 × H850（SH410）
AH600

（Sクッション×2）

NC-016-3P
W2150 × D880 × H850（SH410）
AH600

（Sクッション×4）

1/50

NC-030L-OT
W600 × D600 × H420

NC-030L-W
W690 × D720 × H850

（SH420）AH550

96 NEO CLASSICO ●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。 97NEO CLASSICO※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。



1/50

NC-012 S
W1090 × D2110
× H1000（MH530）

NC-012 SD
W1290 × D2110
× H1000（MH530）

NC-012 D
W1460 × D2110
× H1000（MH530）

NC-012 Q
W1700 × D2110
× H1000（MH530）NC-012D

NC-013D

NC-013 SD
W1370 × D2030
× H1000（MH400）

NC-013 D
W1540 × D2030
× H1000（MH400）

NC-013 Q
W1780 × D2030
× H1000（MH400）

NC-013 S
W1170 × D2030
× H1000（MH400）

1/50

ヘッドボード、フレームともにファブリックでカバーリングしたスタイル。
ヘッドボードは背面まで仕上げてあるので、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。
脚部は木製とアルミダイカストからお選びいただけます。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使用しています。

012-MODEL 012 モデル　布張りベッド

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作り込みのしっかりしたベッドに仕上げました。
ヘッドボードは背面まで仕上げてあるので、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使用しています。

013-MODEL 013 モデル　木製ベッド

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。

014-MODEL 014 モデル　キャビネット

ヘッドボード・本体フレーム：布張り（a～esランク）カバーリング、ウレタンフォーム　脚：メープル材、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、アルミ（ポリッシュ、黒鏡面）　
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）

AL：アルミ脚

¥478,000
（税込¥525,800）NC-012S ¥495,000

（税込¥544,500）
¥510,000

（税込¥561,000）
¥523,000

（税込¥575,300）
¥550,000

（税込¥605,000）
¥569,000

（税込¥625,900）
¥636,000

（税込¥699,600）
¥660,000

（税込¥726,000）

メープル
全 13 色

ALは ¥11,000up
（税込¥12,100） ¥570,000

（税込¥627,000）NC-012D ¥589,000
（税込¥647,900）

¥602,000
（税込¥662,200）

¥614,000
（税込¥675,400）

¥642,000
（税込¥706,200）

¥683,000
（税込¥751,300）

¥779,000
（税込¥856,900）

¥811,000
（税込¥892,100）

ヌード脚品  番 a b c d ea e es

¥519,000
（税込¥570,900）NC-012SD ¥538,000

（税込¥591,800）
¥552,000

（税込¥607,200）
¥564,000

（税込¥620,400）
¥592,000

（税込¥651,200）
¥632,000

（税込¥695,200）
¥726,000

（税込¥798,600）
¥759,000

（税込¥834,900）

¥647,000
（税込¥711,700）NC-012Q ¥665,000

（税込¥731,500）
¥678,000

（税込¥745,800）
¥692,000

（税込¥761,200）
¥719,000

（税込¥790,900）
¥757,000

（税込¥832,700）
¥905,000

（税込¥995,500）
¥946,000

（税込¥1,040,600）

012-MODEL ヘッドボード ・フレーム…AD COREファブリック（a～esランク）

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

013-MODEL

¥637,000（税込¥700,700）NC-013SD

¥697,000（税込¥766,700）NC-013D

¥778,000（税込¥855,800）NC-013Q

¥600,000（税込¥660,000）NC-013S

メープル・全 13 色

メープル・全13色ヘッドボード・フレーム・脚品  番

014-MODEL

¥416,000（税込¥457,600）NC-014C  ③メープル・全 13 色
 ⑨マホガニー

プライス仕  様品  番

⑨マホガニー③メープル

オーストリアのラグジュアリーブランド、
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。
ネオクラシコのオリジナルオプションパーツです。

014-MODEL 014 モデル　オプションハンドル

通常品にはこのハンドル
（ツマミ）が付いています。

014-C014-B-2014-B-1014-A-2

25

25

φ30

35
.4

φ34

33

φ16

28

014-S 014-C014-B014-A

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。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。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。

スワロフスキーとは

014-MODEL

_ ¥10,000
（税込¥11,000）014-A 2-クローム仕上

014-B ¥14,000
（税込¥15,400）

¥11,000
（税込¥12,100）1-ゴールド仕上・2-クローム仕上

014-C ¥5,000（税込¥5,500）ステンレス／ヘアライン仕上

1-ゴールド 2-クローム仕  様品  番

オプションハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル ※扉の穴加工の関係上、キャビネット発注時に御指定お願いします。

NC-014C NC-014TL

1/30

NC-014TL
W1800 × D450 × H500

50
0

272 542 542 272

35
0

1800 450
358

NC-014C
W1800 × D450 × H800

1800
837837

55
0

¥415,000（税込¥456,500）NC-014TL  ③メープル・全 13 色
 ⑨マホガニー

プライス仕  様品  番

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

本体：メープル突板・マホガニー突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
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NC-018

コンセプトは、しっかりと作り込まれた重厚なデスク。まさにエグゼクティブデスクと呼ぶにふさわしい
存在感のあるデスクです。天板トップには天然素材のリノリウムを使用しました。

018-MODEL 018 モデル　エグゼクティブデスク

NC-019C-G/W + NC-019C-G + NC-019K-G/W

収納することまでデザインと考えたキャビネット。扉のパネルを自由に組み合わせる事によりデザインの可能性を広げました。
十分な高さを持ったキャビネットなので、内部仕様により書棚からワードローブまで汎用性のあるキャビネットに仕上げました。

019-MODEL 019 モデル　キャビネット／ワードローブ

¥1,221,000（税込¥1,343,100）NC-018 メープル・全 13 色
ツマミ： スワロフスキー 天然リノリウム（黒）

プライス本  体 天  板品  番

018-MODEL

本体：メープル突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　天板：天然リノリウム貼り（黒）　ハンドル：スワロフスキーⓇ・クリスタル

NC-019-OP ¥104,000（税込¥114,400）

メープル・全13色品  番

本体：メープル突板　扉：メープル突板、ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）・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

019-MODEL

NC-019C ¥555,000
（税込¥610,500）

¥548,000
（税込¥602,800）

¥541,000
（税込¥595,100）

NC-019K ¥548,000
（税込¥602,800）

¥541,000
（税込¥595,100）

¥534,000
（税込¥587,400）

W： 上下 木パネル品  番 GW： 上 ガラス ／ 下 木パネル G： 上下 ガラス

調光機能付スイッチRA-061-W RA-061-PRA-061-B
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RA-061
φ380 × H720

柔らかなラインを描く透き通るような白い陶磁器とファブリックシェードがつくる優しい光
のテーブルランプです。通常より高温の 1300℃以上で焼き上げられた有田の陶磁器
は、低温で焼いた磁器には出せない抜けるような白さとなめらかさを持っています。シェー
ドはプレーンな白と黒、クラシカルな白のプリーツタイプからお選び下さい。本体シェード
下に備わった調光機能付きのスイッチが光を柔らかにコントロールします。

061 Lighting 061  ライティング　テーブルランプ

061 Lighting

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  　E17 クリプトン球 90W

¥216,000
（税込¥237,600）

¥220,000
（税込¥242,000）RA-061 支柱 ・クロームメッキ／本体 ・磁器

ベース ・ホワイトブロンズ
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）

プライス
W・B（プレーン） P（シルキーホワイト）

本  体 シェード品  番

RA-071H-NC
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RA-031H-NC
φ350 × H1750 調光機能付スイッチ

RA-071 は、全身をシェイプさせたフォルムと、ブラックな意匠との相乗効果で引き締まっ
た存在感のあるフロアスタンド照明です。シェードはコンパクトなサイズのブラックのプ
レーンなスタイル。光と影のコントラストがより引き立ちます。本体シェード下に備わった
調光機能付きのスイッチが光を柔らかにコントロールします。

071H Lighting 071H  
ライティング　フロアスタンド

071H 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  　E17 クリプトン球 90W

¥97,000（税込¥106,700）RA-071H-NC 支柱 ・黒艶塗装／ベース ・黒艶塗装 布（黒）

プライス本  体 シェード品  番

③メープル

③メープル

NC-019-OP（サイドパネル 2枚セット）
W50 × D503 × H2200
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NC-019
W900 × D503 × H2200

NC-019C NC-019K

NC-019-3-OP（3連結の場合+サイドパネル）
W2800 × D503 × H2200

（W50 + W900 + W900 + W900 + W50）
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NC-018
W2100 × D900 × H700

2100

70
0

556556 994

850

88
8

11
28

900

22
00

28
4

17
31

850
900

22
00

現場組立設置費用は別途になります。

100 NEO CLASSICO ※製品は国内で受注生産にて制作いたします。デスク、収納家具は４週間以上かかる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 101NEO CLASSICO※製品は国内で受注生産にて製作いたします。収納家具は４週間以上かかる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。



NC-061A

フレームは北米産のオーク材を使用し、背を優しくホールドする背は成型合板を使用、その上にウレタンフォームを何層にも重ね、
身体を優しく包こみます。座にはファニチャーメッシュを下地に使用し、深くて柔らかな掛け心地を実現しました。
座面の特別仕様としてキルティングされた天然皮革のバージョンも用意し、さらに上質さを醸し出しています。

061A-MODEL AMERICAN BARRELBACK CHAIR
（アメリカン バレルバック チェア）

背・座（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：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） プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

061A-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

NC-061A オーク全９色
（D-1～D-9）

フレーム品  番

¥135,000
（税込¥148,500）

ヌード

¥140,000
（税込¥154,000）

a

¥144,000
（税込¥158,400）

b

¥148,000
（税込¥162,800）

c

¥154,000
（税込¥169,400）

d

¥181,000
（税込¥199100）

ea（革）

¥217,000
（税込¥238,700）

e（革）

¥241,000
（税込¥265,100）

es（革）

¥267,000
（税込¥293,700）

ecs

NC-062-240NC-062-180
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NC-062-210
W2100 × D1000 × H720（t 65）

NC-062-240
W2400 × D1000 × H720（t 65）

NC-062-180
W1800 × D1000 × H720（t 65）

天板は北米産のオーク材の柾目と無垢の面材を使用し、特徴となっている木口面には、１本のホワイトオーク無垢材をスリット状に削りはめ込んでいます。
重厚感のある90ミリの脚部はオーク材を贅沢に使用しました。

062-MODEL AMERICAN RECTANGULAR TABLE
（アメリカン レクタンギュラー テーブル）

天板：オーク突板、バーチカルスリット：オーク材　脚部：オーク無垢材 樹脂製アジャスター付き　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）

025-MODEL

NC-062 （H720） オーク（突板）
全９色（D-1～D-9）

オーク（無垢材）
全９色（D-1～D-9）

オーク（無垢材）
全９色（D-1～D-9）

天  板 脚バーチカルスリット品  番

¥458,000
（税込¥503,800）

210： W2100×D1000

¥405,000
（税込¥445,500）

180： W1800×D1000

¥470,000
（税込¥517,000）

240： W2400×D1000
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NC-061A
W590 × D585 × H800

（SH450）AH640
ecs：特別仕様
座面のみクロスステッチレザー

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されています。

▲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。

本体下地にウェーブバネを使用し、座クッションにはポケットコイルとスーパーソフトウレタンを用いました。
アームから背、本体下まで全ての縁取りにはオーク材が使われ、
背のクッションにはセミハードからスーパーソフトまで数種類のウレタンクッションを使用しています。
1人用のラウンジチェアにはキャスター脚を使用してオフィスなどでの利便性も追求しました。

065-MODEL FRENCH BARRELBACK SOFA
（フレンチ バレルバック ソファ）

NC-065-1P

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+ポケットコイルスプリング、ウレタンフォーム　背クッション：ウレタンフォーム　フレーム：ホワイトオーク材
脚：ホワイトオーク/ストッパー付キャスター（1Pのみ）、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）

065-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

NC-065-1P
（キャスター脚）

ホワイトオーク全９色
（D-1～D-9）

NC-065-2P
（木脚）

フレーム品  番

¥256,000
（税込¥281,600）

¥363,000
（税込¥399,300）

ヌード

¥446,000
（税込¥490,600）

NC-065-3P
（木脚）

¥275,000
（税込¥302,500）

¥386,000
（税込¥424,600）

a

¥480,000
（税込¥528,000）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥404,000
（税込¥444,400）

b

¥510,000
（税込¥561,000）

¥301,000
（税込¥331,100）

¥419,000
（税込¥460,900）

c

¥533,000
（税込¥586,300）

¥328,000
（税込¥360,800）

¥454,000
（税込¥499,400）

d

¥585,000
（税込¥643,500）

¥355,000
（税込¥390,500）

¥515,000
（税込¥566,500）

ea（革）

¥643,000
（税込¥707,300）

¥357,000
（税込¥392,700）

¥518,000
（税込¥569,800）

ds

¥647,000
（税込¥711,700）

¥438,000
（税込¥481,800）

¥644,000
（税込¥708,400）

e（革）

¥809,000
（税込¥889,900）

¥492,000
（税込¥541,200）

¥728,000
（税込¥800,800）

es（革）

¥917,000
（税込¥1,008,700）

NC-065-3PNC-065-2P

ds（特別仕様）
WO-35 ＋ VS-35
背面側のみ
グリッドステッチ
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NC-065-1P
W750 × D750 × H750

（SH400）AH650

NC-065-2P
W1500 × D750 
× H750（SH400）AH650

NC-065-3P
W2000 × D750 
× H750（SH400）AH650

102 NEO CLASSICO Heritage ●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。 103NEO CLASSICO Heritage※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。



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。座は弾性ベルトをクロスに編み、その上に固さの違うウレタンフォームを多
層に置き、ソファのような掛け心地を実現しました。

041-MODEL AMERICAN GEORGIAN CHAIR
（アメリカン ジョージアン チェア）

041BC-MODEL MONASTERY BENCH
（モナステリー ベンチ）

ネオクラシコ・ヘリテージシリーズのダイニングにベストマッチングのベンチが誕
生しました。ナチュラルでクラシカルなボタン絞りの座を持ったベンチは、今の空
間作りには欠かせないアイテムです。

NC-051 OP
NC-051 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。

NC-051BC-S
W480 × D605 × H950

（SH450）
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NC-051BC-A
W625 × D605 × H950

（SH450）AH640
NC-051BC　NC-051BC-S NC-051BC-A

ゆったりとしたサイズ感で、リラックスできる背の角度を持ったダイニングチェアです。
キャメルバックの形状はよりフォーマルでリラックスできるモジュールで、ソファのような掛け心地を実現しました。
フレームはオーク材で、長く使える堅牢度と豊かな表情を出しています。

051-MODEL 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）

NC-041BC-S-N　NC-041BC-S NC-041BC-A-N　NC-041BC-A
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NC-041BC-S
W480 × D594 × H900

（SH450）

NC-041BC-A
W600 × D594 × H900

（SH450）AH640

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
ヌードにはベースファブリックが張られています。

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

スリップカバー（カバーリング）は、フォーマルな場所だけではなく、
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。

041C-MODEL 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）

NC-041C-S NC-041C-A

NC-041C-A
W600 × D594 × H900

（SH450）AH640

NC-041C-S
W480 × D594 × H900

（SH450）
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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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）
ヌードにはベースファブリックが張られています。

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

041C-MODEL+SLIPCOVERED 背・座…AD COREファブリック（a～eランク）

¥105,000
（税込¥115,500）NC-041C-S ¥111,000

（税込¥122,100）
¥117,000

（税込¥128,700）
¥122,000

（税込¥134,200）
¥135,000

（税込¥148,500）
¥167,000

（税込¥183,700）オーク全９色
（D-1～D-9）
スリップカバー付

ヌードフレーム品  番 a b c d e

¥127,000
（税込¥139,700）NC-041C-A ¥136,000

（税込¥149,600）
¥143,000

（税込¥157,300）
¥150,000

（税込¥165,000）
¥167,000

（税込¥183,700）
¥212,000

（税込¥233,200）

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+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）

051-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥93,000
（税込¥102,300）NC-051BC-S ¥97,000

（税込¥106,700）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥105,000

（税込¥115,500）
¥115,000

（税込¥126,500）
¥131,000

（税込¥144,100）
¥141,000

（税込¥155,100）
¥156,000

（税込¥171,600）オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥116,000
（税込¥127,600）NC-051BC-A ¥119,000

（税込¥130,900）
¥123,000

（税込¥135,300）
¥127,000

（税込¥139,700）
¥137,000

（税込¥150,700）
¥153,000

（税込¥168,300）
¥163,000

（税込¥179,300）
¥178,000

（税込¥195,800）

NC-051L モデルは、通常のダイニ
ングチェアよりリラックスできる倒れ
た背と、着座位置を410ミリとラウ
ンジチェアの高さに押さえてソファの
ような掛け心地を実現しました。

NC-051H-OP
NC-051 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。

NC-051LS
W480 × D620 × H900

（SH410）
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NC-051LA 
W625 × D620 × H900

（SH410）AH600
NC-051L-S NC-051L-A

051-MODELより低く押さえた着座位置で、よりリラックスできる角度を持った背のラウンジチェアです。
キャメルバックの形状はよりフォーマルでリラックスできるモジュールで、ソファのような掛け心地を実現しました。
フレームはオーク材で、長く使える堅牢度と豊かな表情を出しています。リビングのパーソナルチェアとして、コンパクトなラウンジチェアとしてご使用いただけます。

051L-MODEL 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）

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+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）

051L-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥95,000
（税込¥104,500）NC-051L-S ¥98,000

（税込¥107,800）
¥102,000

（税込¥112,200）
¥106,000

（税込¥116,600）
¥116,000

（税込¥127,600）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥143,000

（税込¥157,300）
¥157,000

（税込¥172,700）オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥117,000
（税込¥128,700）NC-051L-A ¥120,000

（税込¥132,000）
¥124,000

（税込¥136,400）
¥128,000

（税込¥140,800）
¥138,000

（税込¥151,800）
¥154,000

（税込¥169,400）
¥165,000

（税込¥181,500）
¥179,000

（税込¥196,900）

¥9,000（税込¥9,900）NC-051H-OP オプション ハンドル

NC-041BC-C-180 NC-041BC-B-180

NC-041BC-Cベンチのクッショ
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。

NC-041BC-B-150
W1500 × D450 × H410

NC-041BC-C-150
W1500 × D450 × H450

NC-041BC-B-180
W1800 × D450 × H410

NC-041BC-C-180
W1800 × D450 × H450

NC-041BC-B-210
W2100 × D450 × H410

NC-041BC-C-210
W2100 × D450 × H450

041BC-MODEL 座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥189,000（税込¥207,900）NC-041BC-B-150
（クッション無し）

オーク全９色
（D-1～D-9）

¥233,000
（税込¥256,300）NC-041BC-C-150 ¥238,000

（税込¥261,800）
¥242,000

（税込¥266,200）
¥247,000

（税込¥271,700）
¥257,000

（税込¥282,700）
¥268,000

（税込¥294,800）
¥272,000

（税込¥299,200）
¥279,000

（税込¥306,900）

オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥214,000（税込¥235,400）NC-041BC-B-180
（クッション無し）

¥264,000
（税込¥290,400）NC-041BC-C-180 ¥268,000

（税込¥294,800）
¥274,000

（税込¥301,400）
¥280,000

（税込¥308,000）
¥291,000

（税込¥320,100）
¥305,000

（税込¥335,500）
¥344,000

（税込¥378,400）
¥357,000

（税込¥392,700）

¥239,000（税込¥262,900）NC-041BC-B-210
（クッション無し）

¥295,000
（税込¥324,500）NC-041BC-C-210 ¥299,000

（税込¥328,900）
¥306,000

（税込¥336,600）
¥312,000

（税込¥343,200）
¥326,000

（税込¥358,600）
¥335,000

（税込¥368,500）
¥373,000

（税込¥410,300）
¥389,000

（税込¥427,900）

NC-041BC-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）　
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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

041-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥90,000
（税込¥99,000）NC-041BC-S ¥92,000

（税込¥101,200）
¥97,000

（税込¥106,700）
¥101,000

（税込¥111,100）
¥110,000

（税込¥121,000）
¥127,000

（税込¥139,700）
¥138,000

（税込¥151,800）
¥146,000

（税込¥160,600）オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥107,000
（税込¥117,700）NC-041BC-A ¥110,000

（税込¥121,000）
¥115,000

（税込¥126,500）
¥118,000

（税込¥129,800）
¥127,000

（税込¥139,700）
¥145,000

（税込¥159,500）
¥155,000

（税込¥170,500）
¥164,000

（税込¥180,400）

¥9,000（税込¥9,900）NC-051H-OP オプション ハンドル
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NC-042A-180 NC-042B-150NC-042A-210

NC-042 モデル　モナステリーテー
ブルの小口面は、しっかりと無垢材
を廻してオリジナルの面取りを施しま
した。無垢材ならではの柔らかく優
しいラインにより、ヘリテージスタイ
ルを演出します。

1/50

NC-042A-240
W2400 × D1000 × H720（t 50）

NC-042A-210
W2100 × D1000 × H720（t 50）

NC-042A-180
W1800 × D900 × H720（t 50）

NC-042B-150
Φ1500 × H720（t 50）

NC-042B-120
Φ1200 × H720（t 50）

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。
重厚な厚みを持つ天板は、オーク材のフレームにオーク材の突板をうずくり加工しはめ込みました。脚部はオーク材を
手仕事で轆轤(ろくろ）加工し美しい木目を出しました。天板も脚部もナチュラルな天然木の美しさをお楽しみ下さい。

042-MODEL MONASTERY TABLE
（モナステリー テーブル）

NC-052 モデルの小口面は、無垢
材を廻してオリジナルの面取りを、脚
部は手仕事で轆轤（ろくろ）加工を
施し、美しい木目を表現しました。

NC-052A-180 
W1800 × D900 × H720（t 65）

NC-052A-210 
W2100 × D1000 × H720（t 65）

NC-052B-120 
Φ1200 × H720（t 65）

NC-052A-90 
W900 × D900 × H720（t 65）
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NC-052A-180 NC-052A-210 NC-052B-120

重厚な厚みを持つ天板はオーク材のフレームにオーク材の突板をうずくり加工し、はめ込みました。
脚部はオーク材を手仕事で轆轤(ろくろ）加工し美しい木目を出しました。天板も脚部もナチュラルな木目の美しさをお楽しみ下さい。

052-MODEL 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）

042-MODEL

NC-042A オーク全９色（D-1～D-9） ¥393,000
（税込¥432,300）

¥430,000
（税込¥473,000）

¥499,000
（税込¥548,900）

天  板・脚品  番 180： W1800×D900 210： W2100×D1000 240： W2400×D1000

NC-042B オーク全９色（D-1～D-9） ¥381,000（税込¥419,100） ¥556,000（税込¥611,600）

天  板・脚品  番 120： φ1200 150： φ1500

天板：オーク材＋オーク突板ランダム貼り、うずくり加工　脚部：オーク材、ハンドメイド轆轤（ろくろ）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）

052-MODEL

NC-052A オーク全９色（D-1～D-9） ¥239,000
（税込¥262,900）

¥321,000
（税込¥353,100）

¥353,000
（税込¥388,300）

天  板・脚品  番 90： W900×D900 180： W1800×D900 210： W2100×D1000

NC-052B オーク全９色（D-1～D-9） ¥324,000（税込¥356,400）

天  板・脚品  番 120： φ1200

天板：オーク材＋オーク突板ランダム貼り、うずくり加工　脚部：オーク材、ハンドメイド轆轤（ろくろ）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）

フォーマルなダイニングチェアはもちろん、オフィスやパブリックスペースにもフィット
するセミラウンジサイズのコンフォートチェア。座と背には弾性ベルトをクロスに編
んだクッションを下地に使用。深くて柔らかな掛け心地を実現しました。滑らかで
快適なアームラインにはオプションで革のパイピング仕様をお選びいただけます。

030M-MODEL BELGIAN SLOPE ARM CHAIR
（ベルジャン スロープアーム 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。脚部はガスダ
ンパー上下機能付アルミダイキャストを使用しています。

043C-MODEL FRENCH STYLE DESK CHAIR
（フレンチスタイル デスクチェア）

NC-043LS-C NC-043LA-C
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NC-043LS-C
W570 × D690 × 
H930～1005

（SH400～475）

NC-043LA-C
W650 × D700 × 
H980～1055

（SH400～475）
AH580～655

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：アルミダイカスト（ウレタンキャスター付）

043C-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥147,000
（税込¥161,700）NC-043LS-C ¥159,000

（税込¥174,900）
¥166,000

（税込¥182,600）
¥174,000

（税込¥191,400）
¥189,000

（税込¥207,900）
¥197,000

（税込¥216,700）
¥223,000

（税込¥245,300）
¥246,000

（税込¥270,600）ガス圧上下機能
アルミダイカスト

（ウレタンキャスター付）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥166,000
（税込¥182,600）NC-043LA-C ¥179,000

（税込¥196,900）
¥188,000

（税込¥206,800）
¥198,000

（税込¥217,800）
¥217,000

（税込¥238,700）
¥222,000

（税込¥244,200）
¥260,000

（税込¥286,000）
¥288,000

（税込¥316,800）

NC-043LS-W NC-043LA-W

NC-043LA-W
W650 × D700 × H1050

（SH420）AH600
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NC-043LS-W
W570 × D690 × H950

（SH420）

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+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）

043W-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥162,000
（税込¥178,200）NC-043LS-W ¥172,000

（税込¥189,200）
¥181,000

（税込¥199,100）
¥188,000

（税込¥206,800）
¥204,000

（税込¥224,400）
¥207,000

（税込¥227,700）
¥235,000

（税込¥258,500）
¥259,000

（税込¥284,900）オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥181,000
（税込¥199,100）NC-043LA-W ¥193,000

（税込¥212,300）
¥203,000

（税込¥223,300）
¥210,000

（税込¥231,000）
¥229,000

（税込¥251,900）
¥235,000

（税込¥258,500）
¥273,000

（税込¥300,300）
¥302,000

（税込¥332,200）

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
フにより快適に使いやすく、リデザインしました。厚みのある背は円錐状の成形合
板を構造体として使用。アームレスチェアとウィングバックチェアとも強度ある成形
合板がしっかりと身体をフォールドします。

043W-MODEL FRENCH STYLE CHAIR
（フレンチスタイル チェア）

NC-030MA NC-030MS

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

NC-030MS
W600 × D600 × 
Ｈ850（SH430）
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⑩オーク

⑩オーク

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）

030M-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥127,000
（税込¥139,700）NC-030MS ¥133,000

（税込¥146,300）
¥142,000

（税込¥156,200）
¥148,000

（税込¥162,800）
¥163,000

（税込¥179,300）
¥176,000

（税込¥193,600）
¥224,000

（税込¥246,400）
¥248,000

（税込¥272,800）
オーク・全９色

（パイピング無し）

¥134,000
（税込¥147,400）

NC-030MS-OP

NC-030MA

NC-030MA-OP

¥147,000
（税込¥161,700）

¥156,000
（税込¥171,600）

¥5,000（税込¥5,500）

¥165,000
（税込¥181,500）

¥6,000（税込¥6,600）

¥183,000
（税込¥201,300）

¥194,000
（税込¥213,400）

¥243,000
（税込¥267,300）

¥262,000
（税込¥288,200）

ヌードフレーム品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

オプションパイピング
革・全３色

オーク・全９色
（パイピング無し）

オプションパイピング
革・全３色

NC-030M のパイピング仕様は、
３色の天然皮革からお選びいただけます。

ADC-4
（キャメルブラウン）

ADC-6
（カーボンブラック）

ADC-8
（グレー）オプションパイピング

（革のみ）

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）
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NC-054L
NC-054L
W800×D900×H850

（SH400）AH570
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体重を支える座面は、鋼製ウェーブバネを木フレームにしっかりと固定。トップにスーパーソフトウレタンを置きました。
木フレームに弾性ベルトを編み込み、多層ウレタンを身体のカーブに合わせ、その上にスーパーソフトウレタンを置きました。丸い形状のアームと背の縫製はステッチを
入れながらハンドクラフトの印象を与えました。低いフォルムで奥行きの深さと背の傾斜が、絶妙な掛け心地を実現しました。

054-MODEL 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）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

054-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥161,000
（税込¥177,100）NC-054L ¥189,000

（税込¥207,900）
¥203,000

（税込¥223,300）
¥216,000

（税込¥237,600）
¥246,000

（税込¥270,600）
¥269,000

（税込¥295,900）
¥333,000

（税込¥366,300）
¥362,000

（税込¥398,200）
オーク全９色
（D-1～D-9）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

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。

047-MODEL ANTIQUE METAL LIVING TABLE（アンティークメタル リビングテーブル）
ANTIQUE METAL SERVING TABLE（アンティークメタル サービングテーブル）

047-MODEL

NC-047L オーク全９色
（D-1～D-9）

スチール・アンティーク仕上げ
ヴィンテージブロンズ

ヴィンテージニッケル：+￥6,000（税込¥6,600）

¥133,000
（税込¥146,300）

¥148,000
（税込¥162,800）

¥188,000
（税込¥206,800）

¥194,000
（税込¥213,400）

天  板 脚品  番 40： W400×D600 60： W600×D600 120： W1200×D600 90： W900×D900

NC-047H オーク全９色
（D-1～D-9）

スチール・アンティーク仕上げ
ヴィンテージブロンズ

ヴィンテージニッケル：+￥6,000（税込¥6,600）
¥209,000（税込¥229,900）

天  板 脚品  番 120： W1200×D450

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
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-047H-120NC-047L-120NC-047L-90NC-047L-60
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NC-047L-40
W400 × D600 × H400

NC-047L-60
W600 × D600 × H400

NC-047L-120
W1200 × D600 × H400

NC-047L-90
W900 × D900 × H400

NC-047H-120
W1200 × D450 × H720ヴィンテージブロンズ（B） ヴィンテージニッケル（N）

NC-057L-40 NC-057L-60 NC-057L-120 NC-057L-90 NC-057B-60C
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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-057 モデルの小口面は、無垢
材を廻してオリジナルの面取りを施し
ました。脚部は手仕事で轆轤（ろくろ）
加工し美しい木目を表現しました。

NC-057 モデルの天板はオークの
ナチュラルさを最大限に引き出すた
めに、板目、柾目などをランダムに
入れて自然な表情を出し、うずくり
加工をかけ木目を引きだたせました。

057モデルENGLISH FARMHOUSE LIVING TABLEは、052モデルのイギリスの農家のダイニングテーブルをモチーフにデザインしました。
19世紀、イギリスの農家で使われていた４本脚のテーブルが、貴族のカントリーハウスや、キッチンのモーニングテーブルとして使われました。
その安定感あるデザインをそのままに、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。

057-MODEL 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）

NC-057L オーク全９色（D-1～D-9） ¥122,000
（税込¥134,200）

¥128,000
（税込¥140,800）

¥161,000
（税込¥177,100）

¥167,000
（税込¥183,700）

天  板・脚品  番 40： W400×D600 60： W600×D600 120： W1200×D600 90：W900×D900

057-MODEL

NC-057B オーク全９色（D-1～D-9） ¥165,000（税込¥181,500）

天  板・脚品  番 60C： φ600

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、ハンドメイド轆轤（ろくろ）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）

⑩オーク

⑩オーク

体重を支える座面は、鋼製ウェーブバネを木フレームにしっかりと固定。その上に固さの違うウレタンフォームを
多層にし、トップにスーパーソフトウレタンを置きました。高さを十分に取ったHタイプは、背の高い男性でも頭をあずける事ができます。
雲の上のような掛け心地を実現し、包み込まれるような安心感を与えています。

053-MODEL BELGIAN SLOPE ARM CHAIR
（ベルジャン スロープアーム チェア）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）

053-MODEL

NC-053L-L

オーク全９色
（D-1～D-9）

脚  部品  番

NC-053L-H

NC-053-OT

¥155,000
（税込¥170,500）

ヌード

¥157,000
（税込¥172,700）

¥70,000
（税込¥77,000）

¥175,000
（税込¥192,500）

a

¥182,000
（税込¥200,200）

¥78,000
（税込¥85,800）

¥184,000
（税込¥202,400）

b

¥193,000
（税込¥212,300）

¥81,000
（税込¥89,100）

¥194,000
（税込¥213,400）

c

¥207,000
（税込¥227,700）

¥86,000
（税込¥94,600）

¥214,000
（税込¥235,400）

d

¥232,000
（税込¥255,200）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥230,000
（税込¥253,000）

ea（革）

¥264,000
（税込¥290,400）

¥112,000
（税込¥123,200）

e（革）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥330,000
（税込¥363,000）

¥133,000
（税込¥146,300）

¥333,000
（税込¥366,300）

es（革）

¥359,000
（税込¥394,900）

¥144,000
（税込¥158,400）

NC-053L-HNC-053L-L NC-053-OT

1/50

NC-053L-H
W700 × D845 × H1050

（SH400）AH600

NC-053-OT
W700 × D600 × H400

NC-053L-L
W700 × D770 × H850

（SH400）AH600
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NC-046C-1P NC-046C-3PNC-046C-2PNC-046C-OT

NC-045BC/C-2P
W1500 × D875 × H850（SH400）AH590

（Sクッション×2）

NC-045BC/C-2PL
W1800 × D875 × H850（SH400）AH590

（Sクッション×2）

NC-045BC/C-3P
W2100 × D875 × H850（SH400）AH590

（Lクッション×2）

NC-045BC/C-3PL
W2400 × D875 × H850（SH400）AH590

（Lクッション×2）

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されており、ホールド感のある座
り心地が得られます。

▲ NC-045　木製レッグ
NC-045ソファの脚部には、木製
脚が取り付けてあります。

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

NC-045BC/C-OT
W600 × D600 × H400

NC-045BC/C-1P
W850 × D875 
× H850（SH400）AH590

1/50

NC-045C-1P NC-045C-3PNC-045C-OT

NC-046BC-1P-N NC-046BC-3PL-NNC-046BC-2PL-NNC-046BC-2P-N

1/50

NC-046BC/C-1P
W900 × D850 
× H800（SH400）AH650

NC-046BC/C-2P
W1500 × D900 × H850（SH400）AH650

（Sクッション×2）

NC-046BC/C-3PL
W2400 × D900 × H850（SH400）AH650

（Lクッション×2）

NC-046BC/C-OT
W600 × D600 × H400

NC-046BC/C-2PL
W1800 × D900 × H850（SH400）AH650

（Sクッション×2）

NC-046BC/C-3P
W2100 × D900 × H850（SH400）AH650

（Lクッション×2）

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されており、ホールド感のある座
り心地が得られます。

▲ NC-046　木製レッグ
NC-046ソファの脚部には、木製
脚が取り付けてあります。

045 モデル イングリッシュ スロープアーム ソファは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人用から3.5人用まで５種類のサイズを用意、
様々な広さの空間にマッチします。型くずれやへたりの少ない長く使えるソファに仕上げました。

045-MODEL ENGLISH SLOPE ARM SOFA
（イングリッシュ スロープアーム ソファ）

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。

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。045C-MODEL 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） 046C-MODEL 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）

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。
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。
ソフトなファーストタッチから、鋼製バネがしっかりと体重を受け止め、長く使える強度と掛け心地を実現しました。

046-MODEL BELGIAN CAMELBACK SOFA
（ベルジャン キャメルバック ソファ）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　置きクッション：ポリエステル綿100％（L:500×500×200　S：400×400×150）　

ヌードにはベースファブリックが張られています

045-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥182,000
（税込¥200,200）NC-045BC-1P ¥196,000

（税込¥215,600）
¥212,000

（税込¥233,200）
¥227,000

（税込¥249,700）
¥257,000

（税込¥282,700）
¥280,000

（税込¥308,000）
¥376,000

（税込¥413,600）
¥384,000

（税込¥422,400）

木製  全５色
（D-1～D-5）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥258,000
（税込¥283,800）NC-045BC-2P ¥280,000

（税込¥308,000）
¥305,000

（税込¥335,500）
¥327,000

（税込¥359,700）
¥379,000

（税込¥416,900）
¥418,000

（税込¥459,800）
¥605,000

（税込¥665,500）
¥641,000

（税込¥705,100）

¥282,000
（税込¥310,200）NC-045BC-2PL ¥306,000

（税込¥336,600）
¥334,000

（税込¥367,400）
¥359,000

（税込¥394,900）
¥415,000

（税込¥456,500）
¥461,000

（税込¥507,100）
¥653,000

（税込¥718,300）
¥688,000

（税込¥756,800）

¥310,000
（税込¥341,000）NC-045BC-3P ¥339,000

（税込¥372,900）
¥370,000

（税込¥407,000）
¥399,000

（税込¥438,900）
¥462,000

（税込¥508,200）
¥522,000

（税込¥574,200）
¥732,000

（税込¥805,200）
¥750,000

（税込¥825,000）

¥337,000
（税込¥370,700）NC-045BC-3PL ¥366,000

（税込¥402,600）
¥400,000

（税込¥440,000）
¥431,000

（税込¥474,100）
¥500,000

（税込¥550,000）
¥566,000

（税込¥622,600）
¥807,000

（税込¥887,700）
¥827,000

（税込¥909,700）

¥57,000
（税込¥62,700）NC-045BC-OT ¥60,000

（税込¥66,000）
¥64,000

（税込¥70,400）
¥69,000

（税込¥75,900）
¥77,000

（税込¥84,700）
¥86,000

（税込¥94,600）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥135,000

（税込¥148,500）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　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

045C-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～eランク）

¥205,000
（税込¥225,500）NC-045C-1P ¥227,000

（税込¥249,700）
¥242,000

（税込¥266,200）
¥256,000

（税込¥281,600）
¥288,000

（税込¥316,800）
_

木製  全５色
（D-1～D-5）
スリップカバー付

ヌード脚  部品  番 a b c d e

¥293,000
（税込¥322,300）NC-045C-2P ¥328,000

（税込¥360,800）
¥353,000

（税込¥388,300）
¥378,000

（税込¥415,800）
¥430,000

（税込¥473,000）
_

¥320,000
（税込¥352,000）NC-045C-2PL ¥359,000

（税込¥394,900）
¥388,000

（税込¥426,800）
¥414,000

（税込¥455,400）
¥473,000

（税込¥520,300）
_

¥351,000
（税込¥386,100）NC-045C-3P ¥395,000

（税込¥434,500）
¥428,000

（税込¥470,800）
¥457,000

（税込¥502,700）
¥522,000

（税込¥574,200）
_

¥379,000
（税込¥416,900）NC-045C-3PL ¥425,000

（税込¥467,500）
¥458,000

（税込¥503,800）
¥489,000

（税込¥537,900）
¥556,000

（税込¥611,600）
_

¥69,000
（税込¥75,900）NC-045C-OT ¥76,000

（税込¥83,600）
¥80,000

（税込¥88,000）
¥85,000

（税込¥93,500）
¥96,000

（税込¥105,600）
_

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　置きクッション：ポリエステル綿100％（L:500×500×200　S：400×400×150）　

ヌードにはベースファブリックが張られています

046-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥186,000
（税込¥204,600）NC-046BC-1P ¥199,000

（税込¥218,900）
¥213,000

（税込¥234,300）
¥227,000

（税込¥249,700）
¥254,000

（税込¥279,400）
¥286,000

（税込¥314,600）
¥381,000

（税込¥419,100）
¥390,000

（税込¥429,000）

木製  全５色
（D-1～D-5）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥270,000
（税込¥297,000）NC-046BC-2P ¥291,000

（税込¥320,100）
¥314,000

（税込¥345,400）
¥336,000

（税込¥369,600）
¥382,000

（税込¥420,200）
¥420,000

（税込¥462,000）
¥592,000

（税込¥651,200）
¥628,000

（税込¥690,800）

¥295,000
（税込¥324,500）NC-046BC-2PL ¥319,000

（税込¥350,900）
¥346,000

（税込¥380,600）
¥369,000

（税込¥405,900）
¥422,000

（税込¥464,200）
¥454,000

（税込¥499,400）
¥643,000

（税込¥707,300）
¥678,000

（税込¥745,800）

¥332,000
（税込¥365,200）NC-046BC-3P ¥359,000

（税込¥394,900）
¥389,000

（税込¥427,900）
¥415,000

（税込¥456,500）
¥475,000

（税込¥522,500）
¥522,000

（税込¥574,200）
¥755,000

（税込¥830,500）
¥773,000

（税込¥850,300）

¥355,000
（税込¥390,500）NC-046BC-3PL ¥386,000

（税込¥424,600）
¥418,000

（税込¥459,800）
¥449,000

（税込¥493,900）
¥514,000

（税込¥565,400）
¥566,000

（税込¥622,600）
¥830,000

（税込¥913,000）
¥850,000

（税込¥935,000）

¥57,000
（税込¥62,700）NC-046BC-OT ¥60,000

（税込¥66,000）
¥64,000

（税込¥70,400）
¥69,000

（税込¥75,900）
¥77,000

（税込¥84,700）
¥86,000

（税込¥94,600）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥135,000

（税込¥148,500）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　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

046C-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～eランク）

¥213,000
（税込¥234,300）NC-046C-1P ¥233,000

（税込¥256,300）
¥248,000

（税込¥272,800）
¥261,000

（税込¥287,100）
¥292,000

（税込¥321,200）
_

木製  全５色
（D-1～D-5）
スリップカバー付

ヌード脚  部品  番 a b c d e

¥304,000
（税込¥334,400）NC-046C-2P ¥337,000

（税込¥370,700）
¥362,000

（税込¥398,200）
¥384,000

（税込¥422,400）
¥432,000

（税込¥475,200）
_

¥332,000
（税込¥365,200）NC-046C-2PL ¥370,000

（税込¥407,000）
¥397,000

（税込¥436,700）
¥422,000

（税込¥464,200）
¥476,000

（税込¥523,600）
_

¥372,000
（税込¥409,200）NC-046C-3P ¥415,000

（税込¥456,500）
¥446,000

（税込¥490,600）
¥474,000

（税込¥521,400）
¥535,000

（税込¥588,500）
_

¥399,000
（税込¥438,900）NC-046C-3PL ¥444,000

（税込¥488,400）
¥479,000

（税込¥526,900）
¥510,000

（税込¥561,000）
¥576,000

（税込¥633,600）
_

¥69,000
（税込¥75,900）NC-046C-OT ¥76,000

（税込¥83,600）
¥80,000

（税込¥88,000）
¥85,000

（税込¥93,500）
¥96,000

（税込¥105,600）
_

張地：（a～esランク）　置きクッション：ポリエステル綿100%

046-MODEL クッション 張地…AD COREファブリック（a～esランク）

大 500×500 ¥11,000
（税込¥12,100）NC-046-CL ¥12,000

（税込¥13,200）
¥14,000

（税込¥15,400）
¥16,000

（税込¥17,600）
¥19,000

（税込¥20,900）
¥31,000

（税込¥34,100）
¥47,000

（税込¥51,700）
¥48,000

（税込¥52,800）

¥9,000
（税込¥9,900）NC-046-CS ¥10,000

（税込¥11,000）
¥11,000

（税込¥12,100）
¥13,000

（税込¥14,300）
¥16,000

（税込¥17,600）
¥29,000

（税込¥31,900）
¥32,000

（税込¥35,200）
¥33,000

（税込¥36,300）小 400×400
ポリエステル綿

100%

品  番 ヌードサイズ a b c d ea（革） e（革） es（革）仕様

110 NEO CLASSICO Heritage ●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。 111NEO CLASSICO Heritage※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。



NC-055BC-3PL
W2400 × D850 × H720（SH400）

NC-055BC-3P
W2100 × D850 × H720（SH400）

NC-055BC-2PL
W1800 × D850 × H720（SH400）

NC-055BC-2P 
W1500 × D850 × H720（SH400）

1/50

▲ウェーブスプリング▲ NC-055　木製レッグ

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

NC-055C-3PL
W2400 × D850 × H720（SH400）

（Lクッション×2）

NC-055C-3P
W2100 × D850 × H720（SH400）

（Lクッション×2）

NC-055C-2PL
W1800 × D850 × H720（SH400）

（Sクッション×2）

NC-055C-2P 
W1500 × D850 × H720（SH400）

（Sクッション×2）

1/50

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

NC-048 TV ボードの扉には、用途やデザインに合わせて３つのバリエー
ションを用意しました。リモコン操作が可能な木製のルーバータイプと、収
納したアイテムが確認出来るクリアガラスタイプ。木肌の質感を活かした
木製の鏡板のタイプをお選びいただけます。 

NC-048TV　のバックパネルには、
AV 機器の熱を放出するルーバー孔
と、配線孔を設けています。

NC-048TV-LV-180 NC-048TV-GL-180 NC-048SB-LL-180 NC-048SB-GL-180

2人用から3.5人用まで4種類のサイズを用意、様々な広さの空間にマッチングします。
ボタン絞りは背の動きに連動するように、フレームに止めるのではなく、背のクッション材に止められています。
羽毛のような柔らかさながら、型くずれや、へたりの少ない長く使えるソファに仕上げました。

055-MODEL SAVOY TUFTED SOFA
（サヴォイ タフト ソファ）

55C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、、豊かな変化あるインテリアシーンを
お楽しみいただけます。生活され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。

055C-MODEL SAVOY TUFTED SOFA+SLIPCOVERED
（サヴォイ タフト ソファ+ スリップカバー）

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。TVボードの扉は、リモコン操作が可能な木製の
ルーバータイプとガラスタイプを、キャビネットタイプは上段に引き出しを設け、開き扉には落ち着いた木製仕様とガラスタイプをお選びいただけます。

048-MODEL COLONIAL STYLE CABINET
（コロニアルスタイル キャビネット）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　置クッション：丸クッションウレタンフォーム

ヌードにはベースファブリックが張られています

055-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥262,000
（税込¥288,200）NC-055BC-2P ¥281,000

（税込309,100）
¥299,000

（税込¥328,900）
¥319,000

（税込¥350,900）
¥358,000

（税込¥393,800）
¥406,000

（税込¥446,600）
¥549,000

（税込¥603,900）
¥574,000

（税込¥631,400）

木製  全５色
（D-1～D-5）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥294,000
（税込¥323,400）NC-055BC-2PL ¥316,000

（税込¥347,600）
¥336,000

（税込¥369,600）
¥358,000

（税込¥393,800）
¥402,000

（税込¥442,200）
¥460,000

（税込¥506,000）
¥630,000

（税込¥693,000）
¥659,000

（税込¥724,900）

¥332,000
（税込¥365,200）NC-055BC-3P ¥357,000

（税込¥392,700）
¥379,000

（税込¥416,900）
¥403,000

（税込¥443,300）
¥452,000

（税込¥497,200）
¥517,000

（税込¥568,700）
¥715,000

（税込¥786,500）
¥749,000

（税込¥823,900）

¥360,000
（税込¥396,000）NC-055BC-3PL ¥386,000

（税込¥424,600）
¥410,000

（税込¥451,000）
¥437,000

（税込¥480,700）
¥492,000

（税込¥541,200）
¥565,000

（税込¥621,500）
¥790,000

（税込¥869,000）
¥830,000

（税込¥913,000）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
置クッション：丸クッション・ウレタンフォーム、 角クッション・ポリエステル綿100%（L:500×500×200　S：400×400×150）

本体・下地にはベースファブリックが張られています

055C-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～eランク）

¥317,000
（税込¥348,700）NC-055C-2P ¥363,000

（税込¥399,300）
¥385,000

（税込¥423,500）
¥409,000

（税込¥449,900）
¥457,000

（税込¥502,700）
_

木製  全５色
（D-1～D-5）

ヌード脚  部品  番 a b c d e

¥354,000
（税込¥389,400）NC-055C-2PL ¥412,000

（税込¥453,200）
¥439,000

（税込¥482,900）
¥469,000

（税込¥515,900）
¥529,000

（税込¥581,900）
_

¥396,000
（税込¥435,600）NC-055C-3P ¥459,000

（税込¥504,900）
¥489,000

（税込¥537,900）
¥523,000

（税込¥575,300）
¥589,000

（税込¥647,900）
_

¥432,000
（税込¥475,200）NC-055C-3PL ¥495,000

（税込¥544,500）
¥525,000

（税込¥577,500）
¥558,000

（税込¥613,800）
¥624,000

（税込¥686,400）
_

048-MODEL

NC-048TV-LV
（扉：ルーバー）

オーク全９色（D-1～D-9）

¥541,000
（税込¥595,100）

¥569,000
（税込¥625,900）

¥607,000
（税込¥667,700）

NC-048TV-GL
（扉：ガラス +木製）

¥480,000
（税込¥528,000）

¥510,000
（税込¥561,000）

¥549,000
（税込¥603,900）

天  板品  番 W1500 W1800 W2100

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　ハンドル：真鍮・ブロンズ仕上げ、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）

NC-048SB-LL
（扉：木製）

オーク全９色（D-1～D-9）

¥641,000
（税込¥705,100）

¥696,000
（税込¥765,600）

¥784,000
（税込¥862,400）

NC-048SB-GL
（扉：ガラス）

¥696,000
（税込¥765,600）

¥749,000
（税込¥823,900）

¥837,000
（税込¥920,700）

天  板品  番 W1500 W1800 W2100

⑩オーク

1/50

NC-048TV-150　W1500 × D500 × H500
NC-048SB-150　W1500 × D500 × H720

NC-048TV-180　W1800 × D500 × H500
NC-048SB-180　W1800 × D500 × H720

NC-048TV-210　W2100 × D500 × H500
NC-048SB-210　W2100 × D500 × H720

500
420

500
380

665 665

1500

815 815

1800

325325 650

1500

400400 800

1800

475

33
0

950

50
0

475

2100

42
3

965 965

72
0

2100
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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。

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。

1/50

RA-071H-NCV-S
Φ350 × H1750

RA-071H-NCV-T
Φ450 × H1750

RA-071L-NCV-S
Φ350 × H730

RA-071L-NCV-T
Φ450 × H730

LAMP SHADE

S（スクエアタイプ）
ナチュラルリネン

T（テーパータイプ）
プレーンホワイト

フレーム/
ヴィンテージブロンズ

RA-071H-
NCV-S 

RA-071H-
NCV-T

RA-071L-
NCV-S

RA-071L-
NCV-T

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。
機能はスイッチ部に調光機能を持たせ、現代の照明性能を発揮します。
調光機能のスイッチは光源の近くにあり、手元の光を確認しながら調整をする事ができます。

071-MODEL ANTIQUE METAL LAMP
（アンティークメタル ランプ）

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  　E17 クリプトン球 90W

¥108,000（税込¥118,800）RA-071L-NCV-S S type スクエアタイプ ナチュラルリネン
スチール：ヴィンテージ ブロンズ

¥110,000（税込¥121,000）RA-071L-NCV-T T type テーパータイプ プレーンホワイト

プライスシェード 支  柱・ベース品  番

071-MODEL

¥120,000（税込¥132,000）RA-071H-NCV-S S type スクエアタイプ ナチュラルリネン
スチール：ヴィンテージ ブロンズ

¥122,000（税込¥134,200）RA-071H-NCV-T T type テーパータイプ プレーンホワイト

プライスシェード 支  柱・ベース品  番
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EVERYTHING CUSHION
エブリシング クッション （エコクッション）

EC

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）

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（全5色） ¥15,000（税込¥16,500）

サイズ 仕様品  番 価格

A-mode CUSHION

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。

MD クッション　羽毛クッション（マチ付きクッション）

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

使用例：MD-CS/CL

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ヌード仕様

スモールフェザー
+ポリエステル綿

使用例：MD-110-KL 

使用例：NC-046-CS

045/046/055 クッション

NC-046-CS

NC-046-CL

¥33,000
（税込¥36,300）

¥32,000
（税込¥35,200）

¥29,000
（税込¥31,900）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥13,000
（税込¥14,300）

¥11,000
（税込¥12,100）

¥10,000
（税込¥11,000）

¥9,000
（税込¥9,900）

¥48,000
（税込¥52,800）

¥47,000
（税込¥51,700）

¥31,000
（税込¥34,100）

¥19,000
（税込¥20,900）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥14,000
（税込¥15,400）

¥12,000
（税込¥13,200）

¥11,000
（税込¥12,100）

小 400×400

大 500×500

サイズ品  番 eseeadcbaヌード仕様

ポリエステル綿
100%

NEO CLASSICO CUSHION

使用例：AD-988-K

CALMA クッション

AD-988-K ¥32,000
（税込¥35,200）

¥30,000
（税込¥33,000）

¥28,000
（税込¥30,800）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥15,000
（税込¥16,500）

¥13,000
（税込¥14,300）

¥10,000
（税込¥11,000）ーW350×D350

×H200 パンヤ

サイズ 仕様品  番 eseeadcbaヌード

AD-029-K
使用例：AD-029-K

MASSA クッション

AD-029-K ¥38,000
（税込¥41,800）

¥36,000
（税込¥39,600）

¥21,000
（税込¥23,100）

¥18,000
（税込¥19,800）

¥15,000
（税込¥16,500）

¥13,000
（税込¥14,300）

¥11,000
（税込¥12,100）

¥8,000
（税込¥8,800）

400×400
（フェザー1kg） スモールフェザー

サイズ 仕様品  番 eseeadcbaヌード

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

（  ）内に消費税込価格を表記させていただいております。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

●カタログに表記されている平面図はすべて1/50サイズです。

カタログについて
Catalogue information




