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『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。



43PMMA + Wood42 PMMA + Wood ●素材及びカラーバリエーションは「マテリアル」一覧を、張地については別冊の「マテリアル&ファブリック バリエーション」をご参照下さい。 ※製品は国内で受注生産にて、実働２週間から４週間で製作していますが、受注数に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。

Lotus ［ロータス］ 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。

TA-001 チェアは３次元成型シェル
座面を４本のボルトで木製脚部に
固定されています。

TA-001SC チェアは、カバーリング
のウレタンフォームクッションがセット
されています。

TA-001SC チェアは、座面
裏でボタン固定されています。

TA-001SC-W
W482・D570・H850

（SH450）
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TA-001S-W
W482・D570・H850

（SH420）

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　座クッション：ウレタンフォーム プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

Lotus: Dining Chair ｜ダイニングチェア

TA-001SC-W
ホワイトアッシュ ・ 全5色

（D-1～D-5）

脚部品  番

TA-001S-W

¥97,000
（税込¥106,700）

ヌード

¥99,000
（税込¥108,900）

a
¥101,000

（税込¥111,100）

b
¥103,000

（税込¥113,300）

c
¥107,000

（税込¥117,700）

d

¥84,000（税込¥92,400）

ー

e

座…AD COREファブリック（a～eランク）エア抜けが困難なためea、e、esの革は使用できません。

ー

ea

ー

es

TA-001

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。

Magnolia ［マグノリア］

TA-002 TA-002C チェアは、カバーリング
のウレタンフォームクッションがセット
されています。クッションは、座面裏
でボタン固定されています。

TA-002 チェアの３次元成型シェル
座面は４本のボルトで木製脚部に
固定されています。

TA-002SC-W
W490・D544・H800

（SH450）

TA-002A-W
W600・D544・H800

（SH420）AH630

TA-002AC-W
W600・D544・H800

（SH450）AH630
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TA-002S-W
W490・D544・H800

（SH420）

Magnolia: Dining Chair ｜ダイニングチェア

TA-002SC-W
ホワイトアッシュ ・ 全5色

（D-1～D-5）

脚部品  番

TA-002S-W ¥63,000（税込¥69,300）

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

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

TA-002AC-W
ホワイトアッシュ ・ 全5色

（D-1～D-5）
TA-002A-W

¥79,000
（税込¥86,900）

ヌード

¥92,000
（税込¥101,200）

¥81,000
（税込¥89,100）

a

¥94,000
（税込¥103,400）

¥83,000
（税込¥91,300）

b

¥96,000
（税込¥105,600）

¥85,000
（税込¥93,500）

c

¥98,000
（税込¥107,800）

¥88,000
（税込¥96,800）

d

¥101,000
（税込¥111,100）

¥76,000（税込¥83,600）

ー

e

ー

座…AD COREファブリック（a～eランク）エア抜けが困難なためea、e、esの革は使用できません。

ー

ea

ー

ー

es

ー

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。

Plum ［プラム］

座と背クッションはアクリルシェルに置
いた状態でセットしてあります。座面裏
は滑りづらい加工が施してあります。

20ミリ厚のアクリル座面が浮いたよ
うに見えるように、木製脚部が中央
で固定されています。

TA-003 の木製脚部は無垢材のホ
ワイトアッシュを削り出し、座面下ま
で丁寧に仕上げてあります。

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

TA-003-W
W753・D645・H720

（SH400）
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TA-003

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。

Wisteria Trellis ［ウィステリア トレリス］

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、アジャスター付

Wisteria Trellis: Formal Table ｜フォーマルテーブル

TA-006 ホワイトアッシュ ・ 全5色（D-1～D-5）

脚部品  番

¥459,000（税込¥504,900）

180: W1800×D1000

¥514,000（税込¥565,400）

210: W2100×D1000

¥590,000（税込¥649,000）

240: W2400×D1000

TA-006テーブルは、４箇所
の固定ボルトを付け替えるこ
とにより８０ミリピッチで脚部
の位置を変更できます。

TA-006テーブルは、２５ミリ
厚のアクリル天板の側面を
テーパー加工し、木製フレー
ムに落とし込んであります。

TA-006-240　W2400・D1000・H720TA-006-210　W2100・D1000・H720TA-006-180　W1800・D1000・H720
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TA-006

TA-007H-90C TA-007H-60S TA-007L-90S TA-007L-120

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。

Plum Core ［プラム コア］

Plum Core: Living Table ｜リビングテーブル

TA-007H ホワイトアッシュ ・ 全5色（D-1～D-5）

脚部品  番

¥166,000（税込¥182,600）

90C-W:  φ890×H550

¥106,000（税込¥116,600）

60S-W: W590×D590×H550

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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）、アジャスター付

TA-007L ホワイトアッシュ ・ 全5色（D-1～D-5）

脚部品  番

¥152,000（税込¥167,200）

120-W: W1190×D590×H350

¥169,000（税込¥185,900）

90S-W: W890×D890×H350

TA-007 は、木製フレームの隅木
パーツまで丁寧に仕上げてあります。

厚み２５ミリのアクリル天板を使用し
ています。

TA-007L-90S-W
W890・D890・H350

TA-007L-120-W
W1190・D590・H350

TA-007H-60S-W
W590・D590・H550

TA-007H-90C-W
 φ890・H550
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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+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装/オプション）　
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

プラパート取付＋¥2,100（税込¥2,310）

Plum: Lounge Chair ｜ラウンジチェア

TA-003-W ホワイトアッシュ ・ 全5色（D-1～D-5）

脚部品  番

¥162,000
（税込¥178,200）

ヌード

¥168,000
（税込¥184,800）

a
¥172,000

（税込¥189,200）

b
¥177,000

（税込¥194,700）

c
¥186,000

（税込¥204,600）

d

ー

e

座…AD COREファブリック（a～eランク）エア抜けが困難なためea、e、esの革は使用できません。

ー

es

ー

ea



● 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




