
ARIA ［アリア］
Sofa ／ Cushion

座面の傾斜と奥行きがくつろいだ座り心地を生みます。
メープル材のバックパネルが全体のフォルムを引き締めます。
メープル材を貼った成型合板の柔らかい曲線を持ったアームタイプとアームレスタイプ、前脚は木製、アルミタイプからお選びいただけます。

AD-009A-3P

AD-009B-1P　AD-009B-2P

アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

木（メープル）

前脚バリエーション

クッション（オプション）

1/50

AD-009A-1P
W600・D870・H800・SH400

AD-009A-2P
W1400・D870・H800・SH400

AD-009A-3P
W2100・D870・H800・SH400

AD-009B-2P
W1600・D870・H800・SH400

AD-009B-3P
W2300・D870・H800・SH400

AD-009B-1P
W800・D870・H800・SH400

1/50

ARIA: Sofa（1P／2P／3P／Armress）｜ソファ（アームレス）（カバーリング）

品  番 前脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-009A-1P

（ファブリック）
・a～esランクAD-009A-2P

AD-009A-3P

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

W ： メープル・全13色

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

ea es

AD-009A　座： 張り（a～esランク）、布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　背： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　　
カバーリング　背・フレーム： 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）／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥189,000
（税込￥207,900）

¥191,000
（税込￥210,100）

¥201,000
（税込￥221,100）

¥200,000
（税込￥220,000）

¥208,000
（税込￥228,800）

¥207,000
（税込￥227,700）

¥215,000
（税込￥236,500）

¥224,000
（税込￥246,400）

¥232,000
（税込￥255,200）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥356,000
（税込￥391,600）

¥263,000
（税込￥289,300）

¥273,000
（税込￥300,300）

¥286,000
（税込￥314,600）

¥295,000
（税込￥324,500）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥318,000
（税込￥349,800）

¥326,000
（税込￥358,600）

¥351,000
（税込￥386,100）

¥360,000
（税込￥396,000）

¥569,000
（税込￥625,900）

¥578,000
（税込￥635,800）

¥357,000
（税込￥392,700）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥391,000
（税込￥430,100）

¥400,000
（税込￥440,000）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥425,000
（税込￥467,500）

¥439,000
（税込￥482,900）

¥448,000
（税込￥492,800）

¥489,000
（税込￥537,900）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥810,000
（税込￥891,000）

¥818,000
（税込￥899,800）

¥250,000
（税込￥275,000）

¥257,000
（税込￥282,700）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥387,000
（税込￥425,700）

¥537,000
（税込￥590,700）

¥546,000
（税込￥600,600）

¥357,000
（税込￥392,700）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥585,000
（税込￥643,500）

¥593,000
（税込￥652,300）

¥831,000
（税込￥914,100）

¥840,000
（税込￥924,000）

ARIA: Sofa（1P／2P／3P／Arm）｜ソファ（アーム付）（カバーリング）

品  番 前脚 ヌード背 ・ 座 a b c d e

AD-009B-1P

（ファブリック）
・a～esランクAD-009B-2P

AD-009B-3P

W ： メープル・全13色

W ： メープル・全13色

W ： メープル・全13色

ea es

AD-009-K φ170・ℓ450（ファブリック）・a～esランク

品  番 ヌードアリア クッション a b c d e esea

ARIA: Cushion｜クッション

AD-009B　座： 張り（a～esランク）、布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム（カバーリング）　背： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　カバーリング　背・フレーム： メープル突板　
アーム： 成型合板　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）／アルミ（ポリッシュ・黒鏡面仕上）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

AL： アルミ
（ポリッシュ・黒鏡面）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥246,000
（税込￥270,600）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥263,000
（税込￥289,300）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥271,000
（税込￥298,100）

¥278,000
（税込￥305,800）

¥288,000
（税込￥316,800）

¥399,000
（税込￥438,900）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥319,000
（税込￥350,900）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥342,000
（税込￥376,200）

¥351,000
（税込￥386,100）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥367,000
（税込￥403,700）

¥374,000
（税込￥411,400）

¥383,000
（税込￥421,300）

¥408,000
（税込￥448,800）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥619,000
（税込￥680,900）

¥629,000
（税込￥691,900）

¥410,000
（税込￥451,000）

¥418,000
（税込￥459,800）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥468,000
（税込￥514,800）

¥477,000
（税込￥524,700）

¥491,000
（税込￥540,100）

¥500,000
（税込￥550,000）

¥542,000
（税込￥596,200）

¥551,000
（税込￥606,100）

¥862,000
（税込￥948,200）

¥871,000
（税込￥958,100）

¥300,000
（税込￥330,000）

¥310,000
（税込￥341,000）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥439,000
（税込￥482,900）

¥589,000
（税込￥647,900）

¥597,000
（税込￥656,700）

¥408,000
（税込￥448,800）

¥417,000
（税込￥458,700）

¥637,000
（税込￥700,700）

¥646,000
（税込￥710,600）

¥885,000
（税込￥973,500）

¥894,000
（税込￥983,400）

¥24,000
（税込￥26,400）

¥9,000
（税込￥9,900）

¥7,000
（税込￥7,700）

¥12,000
（税込￥13,200）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥17,000
（税込￥18,700）

¥26,000
（税込￥28,600）

¥20,000
（税込￥22,000）

※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。


