
MD-505
SOFA　ソファ

懐かしさを感じさせるフォルムは、優しい柔らかさで身体を包みます。本体を浮かせるよ
うにホワイトアッシュの脚が本体を支え、どこまでも柔かな座と背が安らぎを与えます。

座クッション：
スタンダードタイプの他にハードタイプをお選び頂けます。

スタンダードタイプ：柔らかなウレタ
ンフォームに低硬度のソフトタッチ
フォームを使用。

ハードタイプ：しっかりとした硬めの
掛け心地がお好きな方用。

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングにより、ホールド
感のある座り心地が得られます。

MD-505-HR オプション： ヘッドレスト

ヘッドレスト
身長 180 センチ以上
の方でも頭を支持し、
リラックスできるように
オプションヘッドボード
を用意しました。座面
まで伸びたスチール
ロッドがヘッドレストを
しっかり支えます。

MD-505シリーズのソ
ファは、搬入時やメン
テナンス性を考慮して
木製脚部が取外しでき
ます。本体裏の底張
りのファスナーを開い
て、固定ボルトを外す
ことにより、脚部の取
り外しが出来ます。

MD-505-3P-L MD-505-3P-H　　クッションオプション

MD-505-3PL-L MD-505-CLR-L MD-505-OT MD-505-OTS
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MD-505-3P-H
W2100・D900・H960（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-H
W2000・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-H右肘）

MD-505-2PR/2PL-H
W1366・D900・H960（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-H右肘）

MD-505-CLR/CLL-H
W733・D1500・H960（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-H左肘）

MD-505-3P-L
W2100・D900・H850（SH400）・AH600

MD-505-3PR/3PL-L
W2000・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-3PR-L/右肘）

MD-505-2PR/2PL-L
W1366・D900・H850（SH400）・AH600

（図はMD-505-2PR-L右肘）

MD-505-CLR/CLL-L
W733・D1500・H850（SH400）・ AH600

（図はMD-505-CLL-L左肘）

MD-505-OT-60
W600・D600・H400

MD-505-OTS-60/40
W600・D400・H400

505 モデル　ソファ／オットマン

MD-505-3P-L　ソファ3P ローバック（H850）

MD-505-2PR-L（右肘）／2PL-L（左肘）
ソファ 2P 片アーム ローバック

MD-505-CLR-H（右肘）／CLL-H（左肘）
シェーズロング ハイバック

MD-505-3PR-H（右肘）／3PL-H（左肘）
ソファ 3P 片アーム ハイバック

MD-505-2PR-H（右肘）／2PL-H（左肘）
ソファ 2P 片アーム ハイバック

MD-505-3P-H　ソファ3P ハイバック（H960） ¥854,000
（税込¥939,400）

¥804,000
（税込¥884,400）

¥631,000
（税込¥694,100）

¥537,000
（税込¥590,700）

¥473,000
（税込¥520,300）

¥444,000
（税込¥488,400）

¥412,000
（税込¥453,200）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥639,000
（税込¥702,900）

¥603,000
（税込¥663,300）

¥460,000
（税込¥506,000）

¥400,000
（税込¥440,000）

¥357,000
（税込¥392,700）

¥337,000
（税込¥370,700）

¥315,000
（税込¥346,500）

¥298,000
（税込¥327,800）

¥793,000
（税込¥872,300）

¥750,000
（税込¥825,000）

¥578,000
（税込¥635,800）

¥510,000
（税込¥561,000）

¥453,000
（税込¥498,300）

¥426,000
（税込¥468,600）

¥398,000
（税込¥437,800）

¥374,000
（税込¥411,400）

¥843,000
（税込¥927,300）

¥793,000
（税込¥872,300）

¥619,000
（税込¥680,900）

¥519,000
（税込¥570,900）

¥457,000
（税込¥502,700）

¥430,000
（税込¥473,000）

¥399,000
（税込¥438,900）

¥371,000
（税込¥408,100）

¥627,000
（税込¥689,700）

¥593,000
（税込¥652,300）

¥450,000
（税込¥495,000）

¥373,000
（税込¥410,300）

¥335,000
（税込¥368,500）

¥319,000
（税込¥350,900）

¥301,000
（税込¥331,100）

¥287,000
（税込¥315,700）

¥629,000
（税込¥691,900）

¥594,000
（税込¥653,400）

¥452,000
（税込¥497,200）

¥389,000
（税込¥427,900）

¥346,000
（税込¥380,600）

¥327,000
（税込¥359,700）

¥306,000
（税込¥336,600）

¥289,000
（税込¥317,900）

¥778,000
（税込¥855,800）

¥734,000
（税込¥807,400）

¥541,000
（税込¥595,100）

¥491,000
（税込¥540,100）

¥435,000
（税込¥478,500）

¥410,000
（税込¥451,000）

¥383,000
（税込¥421,300）

¥360,000
（税込¥396,000）

¥624,000
（税込¥686,400）

¥589,000
（税込¥647,900）

¥447,000
（税込¥491,700）

¥370,000
（税込¥407,000）

¥333,000
（税込¥366,300）

¥318,000
（税込¥349,800）

¥300,000
（税込¥330,000）

¥290,000
（税込¥319,000）

脚部品  番 eseeadcbaヌード

¥144,000
（税込¥158,400）

¥140,000
（税込¥154,000）

¥121,000
（税込¥133,100）

¥115,000
（税込¥126,500）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥99,000
（税込¥108,900）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥93,000
（税込¥102,300）

¥135,000
（税込¥148,500）

¥130,000
（税込¥143,000）

¥114,000
（税込¥125,400）

¥103,000
（税込¥113,300）

¥95,000
（税込¥104,500）

¥91,000
（税込¥100,100）

¥86,000
（税込¥94,600）

¥82,000
（税込¥90,200）

MD-505-3PR-L（右肘）／3PL-L（左肘）
ソファ 3P 片アーム ローバック

MD-505-OT

MD-505-CLR-L（右肘）／CLL-L（左肘）
シェーズロング ローバック

MD-505-OTS　 オットマン（W600×D400）

オットマン（W600×D600）

背・座、本体：張り（a～esランク）／座クッション：ウレタンフォーム+ソフトタッチフォーム（低硬度）／背クッション：ポリエステル球状綿、立体キルト加工　本体：木フレーム  ウェーブスプリング+ウレタンフォーム　
脚：ホワイトアッシュ、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）

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

ホワイト
アッシュ
・全5色

505 モデル オプション　ヘッドレスト

MD-505-HR　ヘッドレスト（W633×H220×D120） ¥64,000
（税込¥70,400）

¥61,000
（税込¥67,100）

¥59,000
（税込¥64,900）

¥46,000
（税込¥50,600）

¥41,000
（税込¥45,100）

¥40,000
（税込¥44,000）

¥38,000
（税込¥41,800）

¥36,000
（税込¥39,600）

品  番 eseeadcbaヌード

●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。


