
SOFA　システムソファ

MD-1105 
アメリカンモダン住宅のインテリアシーンをイメージさせるゆったりとした
奥行きとシンプルなフォルムのシステムソファ。オプションとして左右のアームが装着可能になり、
アームクッションと共に豊かなレイアウトプランにお使いいただけます。

1105 モデル　ソファ S（D:900）

MD-1105-S-90　ソファ1P ¥418,000
（税込¥459,800）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥298,000
（税込¥327,800）

¥277,000
（税込¥304,700）

¥252,000
（税込¥277,200）

¥241,000
（税込¥265,100）

¥228,000
（税込¥250,800）

¥214,000
（税込¥235,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-110　ソファ1P ¥503,000
（税込¥553,300）

¥443,000
（税込¥487,300）

¥351,000
（税込¥386,100）

¥308,000
（税込¥338,800）

¥283,000
（税込¥311,300）

¥272,000
（税込¥299,200）

¥258,000
（税込¥283,800）

¥242,000
（税込¥266,200）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-S-140　ソファ1P

MD-1105-S-180　ソファ3P

MD-1105-S-220　ソファ3PL

MD-1105-OT-S-110　オットマン

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥12,000（税込¥13,200）MD-1105-S-90-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-S-110-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥645,000
（税込¥709,500）

¥562,000
（税込¥618,200）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥373,000
（税込¥410,300）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥323,000
（税込¥355,300）

¥305,000
（税込¥335,500）

¥286,000
（税込¥314,600）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-S-140-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥666,000
（税込¥732,600）

¥584,000
（税込¥642,400）

¥458,000
（税込¥503,800）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥390,000
（税込¥429,000）

¥375,000
（税込¥412,500）

¥359,000
（税込¥394,900）

¥338,000
（税込¥371,800）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥38,000（税込¥41,800）MD-1105-S-180-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥822,000
（税込¥904,200）

¥717,000
（税込¥788,700）

¥556,000
（税込¥611,600）

¥507,000
（税込¥557,700）

¥456,000
（税込¥501,600）

¥439,000
（税込¥482,900）

¥422,000
（税込¥464,200）

¥398,000
（税込¥437,800）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥38,000（税込¥41,800）MD-1105-S-220-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥268,000
（税込¥294,800）

¥244,000
（税込¥268,400）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥195,000
（税込¥214,500）

¥183,000
（税込¥201,300）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥164,000
（税込¥180,400）

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-OT-S-110　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

1105 モデル　ソファ L（D:1100）

MD-1105-L-90　ソファ1P ¥494,000
（税込¥543,400）

¥434,000
（税込¥477,400）

¥343,000
（税込¥377,300）

¥308,000
（税込¥338,800）

¥280,000
（税込¥308,000）

¥267,000
（税込¥293,700）

¥253,000
（税込¥278,300）

¥235,000
（税込¥258,500）

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-110　ソファ1P ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-L-140　ソファ1P

MD-1105-OT-L-90　オットマン

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

¥25,000（税込¥27,500）MD-1105-L-90-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-L-110-OP　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-L-140-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-OT-L-90　オプション
ベースフレーム 革

革・全３色

革・全３色

¥581,000
（税込¥639,100）

¥730,000
（税込¥803,000）

¥268,000
（税込¥294,800）

¥508,000
（税込¥558,800）

¥634,000
（税込¥697,400）

¥244,000
（税込¥268,400）

¥397,000
（税込¥436,700）

¥487,000
（税込¥535,700）

¥207,000
（税込¥227,700）

¥340,000
（税込¥374,000）

¥407,000
（税込¥447,700）

¥195,000
（税込¥214,500）

¥312,000
（税込¥343,200）

¥371,000
（税込¥408,100）

¥183,000
（税込¥201,300）

¥299,000
（税込¥328,900）

¥355,000
（税込¥390,500）

¥178,000
（税込¥195,800）

¥285,000
（税込¥313,500）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥172,000
（税込¥189,200）

¥265,000
（税込¥291,500）

¥313,000
（税込¥344,300）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥25,000（税込¥27,500）

¥25,000（税込¥27,500）

¥25,000（税込¥27,500）

ホワイトアッシュ
・全９色MD-1105-OT-S-90　オットマン

MD-1105-OT-S-90　オプション
ベースフレーム 革 革・全３色

¥254,000
（税込¥279,400）

¥230,000
（税込¥253,000）

¥193,000
（税込¥212,300）

¥181,000
（税込¥199,100）

¥169,000
（税込¥185,900）

¥164,000
（税込¥180,400）

¥158,000
（税込¥173,800）

¥149,000
（税込¥163,900）

¥12,000（税込¥13,200）

オプション：ベースフレーム革
3 色の抗ウイルスレザーよりお選びいただけます。

Aa-AV1 Aa-AV2 Aa-AV3

MD-1105-CRR
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-CRL
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-90
W900・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-110
W1100・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-140
W1400・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-220
W2200・D900・H760（SH380）

MD-1105-S-180
W1800・D900・H760（SH380）

MD-1105-OT-S-90
W900・D900・H380

MD-1105-OT-S-110
W1100・D900・H380

MD-1105-S-90

MD-1105-BC-90 MD-1105-BC-110MD-1105-CLMD-1105-CRRMD-1105-OT-S-90 MD-1105-OT-L-90

MD-1105-L-140MD-1105-S-110 MD-1105-S-180 MD-1105-S-220

MD-１１０５-CS  クッション
MD-1105-CS-S 小：400×400 

ソファベースフレームにジョイント
パーツを取り付けています。

MD-1105-TR

MD-1105-BC の奥行き寸法に合
わせた木製トレー。

▲ポケットコイルスプリング
座の中に使用されています。

オプションで取付けられます。アームのステッチはグレーステッチをお選びいただけます。
ブラックやホワイトのレザーでステッチが映えます。

1105 モデル　ソファ S（D:900）

MD-1105-OT-L-90
W900・D1100・H380

MD-1105-L-90
W900・D1100・H760（SH380）

MD-1105-L-110
W1100・D1100・H760（SH380）

MD-1105-L-140
W1400・D1100・H760（SH380）

ソファ L（D:1100）

MD-1105-CL
W900・D1400・H760

（SH380）

シェーズロング

コーナー

MD-1105-BC-90
W900・D500・H380

MD-1105-BC-110
W1100・D500・H380

MD-1105-TR
W500・D500・H30

ベンチ／トレイ／クッション

MD-1105-AR/AL
W60・D770・H375

MD-1105-CS-S
400×400

MD-1105-CS-L
700×390

アーム／クッション

1/50

1105 モデル　コーナー／シェーズロング／ベンチ／アーム／トレイ／クッション

ホワイトアッシュ
・全９色

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CRR（右肘）／CRL（左肘）
コーナー

ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CL　シェーズロング ホワイトアッシュ
・全９色

MD-1105-CRR-OP ／CRL-OP
オプション　ベースフレーム 革 革・全３色

MD-1105-CL-OP　オプション　
ベースフレーム 革
MD-1105-AR/AL　オプション　
アーム 

革・全３色

布・革

MD-1105-BC-90　ベンチ

MD-1105-BC-110　ベンチ

MD-1105-BC-90-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-BC-110-OP　オプション
ベースフレーム 革

MD-1105-TR　トレイ

革・全３色

革・全３色

ホワイトアッシュ
・全９色

¥500,000
（税込¥550,000）

¥604,000
（税込¥664,400）

¥170,000
（税込¥187,000）

¥203,000
（税込¥223,300）

¥439,000
（税込¥482,900）

¥531,000
（税込¥584,100）

¥152,000
（税込¥167,200）

¥179,000
（税込¥196,900）

¥347,000
（税込¥381,700）

¥420,000
（税込¥462,000）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥143,000
（税込¥157,300）

¥321,000
（税込¥353,100）

¥368,000
（税込¥404,800）

¥117,000
（税込¥128,700）

¥124,000
（税込¥136,400）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥338,000
（税込¥371,800）

¥107,000
（税込¥117,700）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥275,000
（税込¥302,500）

¥324,000
（税込¥356,400）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥110,000
（税込¥121,000）

¥257,000
（税込¥282,700）

¥316,000
（税込¥347,600）

¥98,000
（税込¥107,800）

¥106,000
（税込¥116,600）

¥237,000
（税込¥260,700）

¥296,000
（税込¥325,600）

¥92,000
（税込¥101,200）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥12,000（税込¥13,200）

¥25,000（税込¥27,500）

¥12,000（税込¥13,200）

¥12,000（税込¥13,200）

¥34,000（税込¥37,400）

背：合板下地、多層ウレタンフォーム　座：合板下地、ポケットコイル、多層ウレタンフォーム　
座フレーム：ホワイトアッシュ材or合板下地革張り、連結樹脂パーツ　脚部：ホワイトアッシュ突き板、脚先プラパート(樹脂、フェルト）、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）
背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　オプションアーム：合板下地、硬質ウレタンフォーム

MD-１１０５-CS-S

MD-１１０５-CS-L

¥39,000
（税込¥42,900）

¥33,000
（税込¥36,300）

¥23,000
（税込¥25,300）

¥20,000
（税込¥22,000）

¥17,000
（税込¥18,700）

¥16,000
（税込¥17,600）

¥14,000
（税込¥15,400）

¥12,000
（税込¥13,200）

¥72,000
（税込¥79,200）

¥60,000
（税込¥66,000）

¥42,000
（税込¥46,200）

¥39,000
（税込¥42,900）

¥32,000
（税込¥35,200）

¥29,000
（税込¥31,900）

¥25,000
（税込¥27,500）

¥20,000
（税込¥22,000）

小 400×400
ポリエステル

球状綿
大 700×390

¥89,000
（税込¥97,900）

¥76,000
（税込¥83,600）

¥56,000
（税込¥61,600）

¥49,000
（税込¥53,900）

¥43,000
（税込¥47,300）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥37,000
（税込¥40,700）

¥32,000
（税込¥35,200）

18 A-mode ●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。 19A-mode※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。


