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AD-029-1PS
W750・D800・H700・SH400

AD-029-2P
W1800・D850（1100）・H700・SH400

AD-029-2L
W2200・D850（1100）・H700・SH400

AD-029-OT
W900・D600・H400

AD-029-ST／AD-029-STC
W500・D500・H400

MASSA ［マッサ］
Sofa + Ottoman + Cushion ／ Stool + Tray

シンプルでスクェアなボリュームのあるフォルムは、様々なインテリア空間にフィットします。張りのあるクッション性は
身体をしっかりと支えて耐久性も十分です。本体は全てカバーリングシステムで、ポケットコイルが入った２Pと２Lタイプの座面は、
スライドしてゆったりした座を作り、シェーズロング的な使用も可能です。

▲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。

2P、2L は座が前へ 250 m／mスライドします。ステンレスイメージ⑩オーク

AD-029-1PS AD-029-2P クッションオプション AD-029-ST　AD-029-TR-STAD-029-OT

AD-029-TR-OT　AD-029-TR-STAD-029-K

MASSA: Sofa 1P／Sofa 2P（W=1800）／Sofa 2L（W=2200）｜ソファ（カバーリング）

AD-029　座： 張り（a～esランク）、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： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　置きクッション： 羽毛　
台輪： オーク突板、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）、ステンレスヘアラインイメージ

AD-029　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）

品  番 ヌード台  輪 アーム ・ 背 ・ 座 a b c d e

AD-029-1PS
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

MASSA: Ottoman｜オットマン／MASSA: Stool｜スツール（カバーリング）

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-2P
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-2L
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

（ファブリック）
・a～esランク

es

品  番 ヌード台  輪 座 a b c d e

AD-029-OT
W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

MASSA: Cushion｜クッション

（ファブリック）
・a～esランク

AD-029-ST
座： 収納

W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ （ファブリック）
・a～esランク

AD-029-STC
座： 固定

W： オーク ・全13色

S： ステンレスHLイメージ

es

品  番 ヌード内  部 ファブリック a b c d e es

AD-029-K W400×D400（フェザー1kg）

ea

ea

ea

MASSA: Tray｜トレイ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 用  途 サイズ ⑧ オーク・全13色

AD-029-TR
OT： オットマン用 W600×D450

ST： スツール用 W500×D500

¥161,000
（税込￥177,100）

¥157,000
（税込￥172,700）

¥407,000
（税込￥447,700）

¥400,000
（税込￥440,000）

¥457,000
（税込￥502,700）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥185,000
（税込￥203,500）

¥181,000
（税込￥199,100）

¥442,000
（税込￥486,200）

¥436,000
（税込￥479,600）

¥496,000
（税込￥545,600）

¥489,000
（税込￥537,900）

¥202,000
（税込￥222,200）

¥197,000
（税込￥216,700）

¥469,000
（税込￥515,900）

¥463,000
（税込￥509,300）

¥523,000
（税込￥575,300）

¥517,000
（税込￥568,700）

¥217,000
（税込￥238,700）

¥214,000
（税込￥235,400）

¥493,000
（税込￥542,300）

¥487,000
（税込￥535,700）

¥549,000
（税込￥603,900）

¥542,000
（税込￥596,200）

¥252,000
（税込￥277,200）

¥249,000
（税込￥273,900）

¥545,000
（税込￥599,500）

¥539,000
（税込￥592,900）

¥605,000
（税込￥665,500）

¥598,000
（税込￥657,800）

¥383,000
（税込￥421,300）

¥380,000
（税込￥418,000）

¥739,000
（税込￥812,900）

¥734,000
（税込￥807,400）

¥848,000
（税込￥932,800）

¥841,000
（税込￥925,100）

¥393,000
（税込￥432,300）

¥390,000
（税込￥429,000）

¥758,000
（税込￥833,800）

¥753,000
（税込￥828,300）

¥869,000
（税込￥955,900）

¥862,000
（税込￥948,200）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥80,000
（税込￥88,000）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥59,000
（税込￥64,900）

¥56,000
（税込￥61,600）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥64,000
（税込￥70,400）

¥62,000
（税込￥68,200）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥69,000
（税込￥75,900）

¥67,000
（税込￥73,700）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥103,000
（税込￥113,300）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥72,000
（税込￥79,200）

¥70,000
（税込￥77,000）

¥119,000
（税込￥130,900）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥81,000
（税込￥89,100）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥196,000
（税込￥215,600）

¥193,000
（税込￥212,300）

¥145,000
（税込￥159,500）

¥144,000
（税込￥158,400）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥201,000
（税込￥221,100）

¥199,000
（税込￥218,900）

¥150,000
（税込￥165,000）

¥147,000
（税込￥161,700）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥36,000
（税込￥39,600）

¥8,000
（税込￥8,800）

¥11,000
（税込￥12,100）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥38,000
（税込￥41,800）

¥276,000
（税込￥303,600）

¥273,000
（税込￥300,300）

¥594,000
（税込￥653,400）

¥588,000
（税込￥646,800）

¥645,000
（税込￥709,500）

¥638,000
（税込￥701,800）

¥130,000
（税込￥143,000）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥95,000
（税込￥104,500）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥21,000
（税込￥23,100）

¥17,000（税込￥18,700）

¥15,000（税込￥16,500）

●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。


