041-MODEL

した。座は弾性ベルトをクロスに編み、その上に固さの違うウレタンフォームを多
層に置き、ソファのような掛け心地を実現しました。

041-MODEL

背・座…AD COREファブリック
（ a ～ esランク）

品 番

フレーム

NC-041BC-S

ヌード

a

b

c

d

ea（革）

e（革）

es（革）

¥90,000

¥92,000

¥97,000

¥101,000

¥110,000

¥127,000

¥138,000

¥146,000

¥110,000

¥115,000

¥118,000

¥127,000

¥145,000

¥155,000

¥164,000

（税込¥99,000）

オーク全９色

（D - 1 ～ D - 9）

NC-041BC-A
NC-051H-OP

041 モデルは、アメリカに渡ったジョージアンスタイルをモチーフにデザインしま

AMERICAN GEORGIAN CHAIR
（アメリカン ジョージアン チェア）

（税込¥101,200） （税込¥106,700） （税込¥111,100） （税込¥121,000） （税込¥139,700） （税込¥151,800） （税込¥160,600）

¥107,000

（税込¥117,700） （税込¥121,000） （税込¥126,500） （税込¥129,800） （税込¥139,700） （税込¥159,500） （税込¥170,500） （税込¥180,400）

オプション ハンドル

¥9,000（税込¥9,900）

座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：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）
ヌードにはベースファブリックが張られています。

（税込¥2,310）
プラパート取付＋¥2,100
1/50

NC-051 OP

NC-041BC-S-N NC-041BC-S

NC-041BC-A-N NC-041BC-A

041C-MODEL

AMERICAN GEORGIAN CHAIR+SLIPCOVERED
（アメリカン ジョージアン チェア＋スリップカバー）

NC-041C-S
NC-041C-A

NC-041BC-S

W480 × D594 × H900
（SH450）

スリップカバー（カバーリング）は、フォーマルな場所だけではなく、
変化のあるインテリアシーンをお楽しみいただけます。生活に合わ

背・座…AD COREファブリック
（ a ～ eランク）

フレーム
オーク全９色

（D - 1 ～ D - 9）
スリップカバー付

ヌード

a

b

c

d

e

¥105,000

¥111,000

¥117,000

¥122,000

¥135,000

¥167,000

（税込¥115,500）

（税込¥122,100）

（税込¥128,700）

（税込¥134,200）

（税込¥148,500）

¥127,000

¥136,000

¥143,000

¥150,000

¥167,000

（税込¥139,700）

（税込¥149,600）

（税込¥157,300）

（税込¥165,000）

（税込¥183,700）

¥212,000

（税込¥183,700）

座：弾性ベルトクロス編み+多層ウレタンフォーム 背：PPベルト＋多層ウレタンフォーム フレーム：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）
ヌードにはベースファブリックが張られています。

（税込¥233,200）

（税込¥2,310）
プラパート取付＋¥2,100
1/50

NC-041C-S

NC-041C-S

W480 × D594 × H900
（SH450）

NC-041C-A

041BC-MODEL

生しました。ナチュラルでクラシカルなボタン絞りの座を持ったベンチは、今の空
間作りには欠かせないアイテムです。

座…AD COREファブリック
（ a ～ esランク）

脚 部

ヌード

a

b

c

NC-041BC-B-150
NC-041BC-B-180

オーク全９色

NC-041BC-B-210

e（革）

es（革）

¥239,000（税込¥262,900）

NC-041BC-C-150

NC-041BC-C-210

ea（革）

¥214,000（税込¥235,400）

（D - 1 ～ D - 9）

（クッション無し）

NC-041BC-C-180

d

¥189,000（税込¥207,900）

（クッション無し）
（クッション無し）

NC-041C-A

W600 × D594 × H900
（SH450）
AH640

ネオクラシコ・ヘリテージシリーズのダイニングにベストマッチングのベンチが誕

MONASTERY BENCH
（モナステリー ベンチ）

041BC-MODEL

品 番

NC-041BC-A

W600 × D594 × H900
（SH450）
AH640

せて新しいスリップカバーのあるインテリアシーンをお楽しみ下さい。

041C-MODEL+SLIPCOVERED

品 番

NC-051 チェアに、
ダ
イニングシーンでお使
い易いように真鍮製
のハンドルをオプショ
ンでご用意しました。

¥233,000

¥238,000

¥242,000

¥247,000

¥257,000

¥268,000

¥272,000

¥279,000

¥264,000

¥268,000

¥274,000

¥280,000

¥291,000

¥305,000

¥344,000

¥357,000

¥295,000

¥299,000

¥306,000

¥312,000

¥326,000

¥335,000

¥373,000

¥389,000

（税込¥256,300） （税込¥261,800） （税込¥266,200） （税込¥271,700） （税込¥282,700） （税込¥294,800） （税込¥299,200） （税込¥306,900）

オーク全９色

（D - 1 ～ D - 9）

（税込¥290,400） （税込¥294,800） （税込¥301,400） （税込¥308,000） （税込¥320,100） （税込¥335,500） （税込¥378,400） （税込¥392,700）

（税込¥324,500） （税込¥328,900） （税込¥336,600） （税込¥343,200） （税込¥358,600） （税込¥368,500） （税込¥410,300） （税込¥427,900）

NC-041BC-B 座：オーク無垢材 脚：オーク突板・アジャスター付、
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）
NC-041BC-C 座クッション：張り
（a～esランク）／オーク無垢材 脚：オーク突板・アジャスター付、
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）

NC-041BC-C-180

NC-041BC-Cベンチのクッショ
ンは、本体にベルクロテープで固
定されていますので取り外しが可
能です。

NC-041BC-B-180

NC-041BC-B-150

NC-041BC-B-180

NC-041BC-B-210

NC-041BC-C-150

NC-041BC-C-180

NC-041BC-C-210

W1500 × D450 × H410

W1500 × D450 × H450

W1800 × D450 × H410

W1800 × D450 × H450

●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。

W2100 × D450 × H410

W2100 × D450 × H450

