
『PMMA ＋ Wood：ピーエムエムエー ＋ ウッド』は、アクリル樹脂と木製

素材という異素材を組合せ、温かさと柔らかさを持った、今までに無い新し

いスタイルの家具です。優美で透明なアクリル樹脂と、暖かい木製素材の

出合いが、新たなデザインを生み出しました。アクリル樹脂を柔らかく温かみ

のある造形にするデザインは、花をモチーフにナチュラルな自然美を、座面

のシェル造形に取込みました。



Lotus
TA-001

TA-001SC （d・WO-35）D-1
AD-152-120C D-1
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Lotus  ［ロータス］ 

TA-001 Dining Chair　

Lotus は水辺に浮かぶ蓮の花びらをイメージしてデザインしました。
柔らかくカーブしたシェルは優しく身体を包み、
脚部のホワイトアッシュ材は柔らかな円形を描くフレームとシャープな脚部で構成され、
温かみのある優しい木理と色で、透明なシェルを支えます。

The Lotus is designed in the image of the petals of a lotus flower floating on the water.  
The soft curve of the seat shell embraces the body gently and 
white ash legs of the frame draw a soft round shave. 
A gentle, warm wood grain and color supports a completely transparent shell. 

TA-001
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂12t
脚部:ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装仕上げ（D-1～D-5）　座クッション:ウレタンフォーム

TA-001S-W W482・D570・H850（SH420）
TA-001SC-W　W482・D570・H850（SH450）

TA-001S-W D-5 TA-001SC-W （d・WO-44）D-4TA-001S-W D-3 TA-001SC-W （b・OL-1）D-4

TA-001S-W D-5　　TA-006-210 D-5
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Wisteria Trellis
TA-006

Magnolia
TA-002

TA-002S （d・WO-21）D-3
TA-002A （d・WO-21）D-3
TA-006-240 D-3
RA-071H-NCV-S
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Magnolia  ［マグノリア］ 

TA-002 Dining Chair　

Magnolia は木蓮科のこぶしをイメージしてデザインしました。
背からアームにかけて柔らかにカーブするシェルが早春に咲く白いこぶしの花びらを、
シェルを支える成型合板の脚は風になびく枝を感じさせます。

The Magnolia is designed in the image of a Magnolia kobus of the family Magnoliaceae. 
The gently formed curve from the seat back to the arms invokes memories 
of the petals of white magnolia blooms in early spring. 
The legs are crafted from formed plywood and support the shell. 
The image is one of a branch fluttering in the wind.

TA-002
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂12t　脚部:不均等厚成型合板＋ホワイトアッシュ突板、
ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装仕上げ（D-1～D-5）　座クッション:ウレタンフォーム

TA-002S-W W490・D544・H800（SH420）
TA-002SC-W　W490・D544・H800（SH450）
TA-002A-W W600・D544・H800（SH420）AH630
TA-002AC-W　W600・D544・H800（SH450）AH630

TA-002SC-W （c・SB-1）D-4 TA-002S-W D-5 TA-002AC-W （d・WO-45）D-3 TA-002A-W D-4

TA-006-210 D-5TA-006-210 D-5

Wisteria Trellis  ［ウィステリア トレリス］ 

TA-006 Formal Table　

Wisteria Trellis は藤棚をイメージしてデザインしました。テーブルの上に置かれるテーブルウェアが床に様々な影を落とし、木漏れ日に揺れる藤棚を感じさせます。
光を透過する厚さのある天板を支える脚部は、美しい構造体になっています。ダイニングテーブルだけでなく、オフィスのカンファレンステーブルとしても使用できます。

The Wisteria Trellis is designed in the eponymous image. The object on the table throws various shadows on the floor, giving the appearance of sunlight filtering through the leaves of a Wisteria Trellis. 
The legs that support the table top have thickness that penetrates through light completing this beautiful structure. It can also be used as a conference table in the office as well as a dining table.  

TA-006
天板:ポリメタクリル酸メチル樹脂25t　脚部:ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装仕上げ（D-1～D-5）、アジャスター付

TA-006-180　W1800・D1000・H720
TA-006-210　W2100・D1000・H720
TA-006-240　W2400・D1000・H720
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Plum Core
TA-007

Plum
TA-003

TA-003-W （d・WO-19）D-3
TA-007H-90C D-3
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TA-003-W （d・WO-35 / d・WO-47）D-5 TA-003-W （d・WO-21）D-3

Plum  ［プラム］ 

TA-003 Lounge Chair　

Plum Core  ［プラム コア］ 

TA-007 Living Table　

TA-007H-90C-W D-3 TA-007H-60S-W D-5 TA-007L-90S-W D-4 TA-007L-120-W D-2

Plum Core はラウンジチェアの Plum の花弁を集める花芯をイメージしてデザインしました。
真っ直ぐにシェイブされた脚部によって支えられたラウンドテーブルは、ラウンジチェアが集まり梅の花が完成されます。

The Plum Core is designed in the image of a floral core that collects around itself the petals of the Plum lounge chairs. 
The Plum setting is completed when the lounge chair petals unite with this round table that is supported by straight-shaved legs.

TA-007
天板:ポリメタクリル酸メチル樹脂25t　脚部:ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装仕上げ（D-1～D-5）、アジャスター付

TA-007H-90C-W　φ890・H550　　TA-007H-60S-W　W590・D590・H550　　TA-007L-90S-W　W890・D890・H350　　TA-007L-120-W　W1190・D590・H350

Plum は梅の花弁をイメージしてデザインしました。丸い輪郭の花びらのシェルは、
古来から和歌に歌われ静かな美しさを表現する梅の花を感じさせ、
真っ直ぐに伸びるホワイトアッシュ材の脚部から浮かぶように載せられます。

The Plum is designed in the image of plum petals.  
The shell, reminiscent of the round outline of a petal, 
embodies the beauty sung about in WAKA poetry 
from ancient times and makes one feel the plum petals’ expression of quiet beauty. 
It looks as though it is floating above the perfectly straight white ash. 

TA-003
シェル:ポリメタクリル酸メチル樹脂　背16t、座20t　脚部:ホワイトアッシュ材、ポリウレタン塗装仕上げ（D-1～D-5）
座クッション:ポケットコイル＋ウレタンフォーム　背クッション:ウレタンフォーム

TA-003-W W753・D645・H720（SH400）

座：ポケットコイルスプリング

TA-003-W （d・WO-35 / WO-47）D-5
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