
NC-045BC/C-2P
W1500 × D875 × H850（SH400）AH590

（Sクッション×2）

NC-045BC/C-2PL
W1800 × D875 × H850（SH400）AH590

（Sクッション×2）

NC-045BC/C-3P
W2100 × D875 × H850（SH400）AH590

（Lクッション×2）

NC-045BC/C-3PL
W2400 × D875 × H850（SH400）AH590

（Lクッション×2）

▲ウェーブスプリング
ウェーブスプリングが座フレーム内に
使用されており、ホールド感のある座
り心地が得られます。

▲ NC-045　木製レッグ
NC-045ソファの脚部には、木製
脚が取り付けてあります。

NC-045BC-1P NC-045BC-3PL-NNC-045BC-3P-NNC-045BC-2P-NNC-045BC-OT

NC-045BC/C-OT
W600 × D600 × H400

NC-045BC/C-1P
W850 × D875 
× H850（SH400）AH590

1/50

NC-045C-1P NC-045C-3PNC-045C-OT

045 モデル イングリッシュ スロープアーム ソファは19世紀初頭の様々なインテリアスタイルが花開いた時代の
ヴィンテージソファをイメージし、リデザインしました。１人用から3.5人用まで５種類のサイズを用意、
様々な広さの空間にマッチします。型くずれやへたりの少ない長く使えるソファに仕上げました。

045-MODEL ENGLISH SLOPE ARM SOFA
（イングリッシュ スロープアーム ソファ）

スリットスカートを持ったスリップカバー（カバーリング）は、豊
かな変化のあるインテリアシーンをお楽しみいただけます。045C-MODEL ENGLISH SLOPE ARM SOFA+SLIPCOVERED

（イングリッシュ スロープアーム ソファ＋スリップカバー）

座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム　背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム　フレーム：木枠（合板、堅木材）
脚部：堅木材、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）　置きクッション：ポリエステル綿100％（L:500×500×200　S：400×400×150）　

ヌードにはベースファブリックが張られています

045-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～esランク）

¥182,000
（税込¥200,200）NC-045BC-1P ¥196,000

（税込¥215,600）
¥212,000

（税込¥233,200）
¥227,000

（税込¥249,700）
¥257,000

（税込¥282,700）
¥280,000

（税込¥308,000）
¥376,000

（税込¥413,600）
¥384,000

（税込¥422,400）

木製  全５色
（D-1～D-5）

ヌード脚  部品  番 a b c d ea（革） e（革） es（革）

¥258,000
（税込¥283,800）NC-045BC-2P ¥280,000

（税込¥308,000）
¥305,000

（税込¥335,500）
¥327,000

（税込¥359,700）
¥379,000

（税込¥416,900）
¥418,000

（税込¥459,800）
¥605,000

（税込¥665,500）
¥641,000

（税込¥705,100）

¥282,000
（税込¥310,200）NC-045BC-2PL ¥306,000

（税込¥336,600）
¥334,000

（税込¥367,400）
¥359,000

（税込¥394,900）
¥415,000

（税込¥456,500）
¥461,000

（税込¥507,100）
¥653,000

（税込¥718,300）
¥688,000

（税込¥756,800）

¥310,000
（税込¥341,000）NC-045BC-3P ¥339,000

（税込¥372,900）
¥370,000

（税込¥407,000）
¥399,000

（税込¥438,900）
¥462,000

（税込¥508,200）
¥522,000

（税込¥574,200）
¥732,000

（税込¥805,200）
¥750,000

（税込¥825,000）

¥337,000
（税込¥370,700）NC-045BC-3PL ¥366,000

（税込¥402,600）
¥400,000

（税込¥440,000）
¥431,000

（税込¥474,100）
¥500,000

（税込¥550,000）
¥566,000

（税込¥622,600）
¥807,000

（税込¥887,700）
¥827,000

（税込¥909,700）

¥57,000
（税込¥62,700）NC-045BC-OT ¥60,000

（税込¥66,000）
¥64,000

（税込¥70,400）
¥69,000

（税込¥75,900）
¥77,000

（税込¥84,700）
¥86,000

（税込¥94,600）
¥132,000

（税込¥145,200）
¥135,000

（税込¥148,500）

座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム　背：弾性ベルト＋多層ウレタンフォーム　フレーム：木枠（合板、堅木材）
脚部：堅木材、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）　置きクッション：ポリエステル綿100％　

ヌードにはベースファブリックが張られています

045C-MODEL 背・座…AD COREファブリック（a～eランク）

¥205,000
（税込¥225,500）NC-045C-1P ¥227,000

（税込¥249,700）
¥242,000

（税込¥266,200）
¥256,000

（税込¥281,600）
¥288,000

（税込¥316,800）
_

木製  全５色
（D-1～D-5）
スリップカバー付

ヌード脚  部品  番 a b c d e

¥293,000
（税込¥322,300）NC-045C-2P ¥328,000

（税込¥360,800）
¥353,000

（税込¥388,300）
¥378,000

（税込¥415,800）
¥430,000

（税込¥473,000）
_

¥320,000
（税込¥352,000）NC-045C-2PL ¥359,000

（税込¥394,900）
¥388,000

（税込¥426,800）
¥414,000

（税込¥455,400）
¥473,000

（税込¥520,300）
_

¥351,000
（税込¥386,100）NC-045C-3P ¥395,000

（税込¥434,500）
¥428,000

（税込¥470,800）
¥457,000

（税込¥502,700）
¥522,000

（税込¥574,200）
_

¥379,000
（税込¥416,900）NC-045C-3PL ¥425,000

（税込¥467,500）
¥458,000

（税込¥503,800）
¥489,000

（税込¥537,900）
¥556,000

（税込¥611,600）
_

¥69,000
（税込¥75,900）NC-045C-OT ¥76,000

（税込¥83,600）
¥80,000

（税込¥88,000）
¥85,000

（税込¥93,500）
¥96,000

（税込¥105,600）
_

張地：（a～esランク）　置きクッション：ポリエステル綿100%

046-MODEL クッション 張地…AD COREファブリック（a～esランク）

大 500×500 ¥11,000
（税込¥12,100）NC-046-CL ¥12,000

（税込¥13,200）
¥14,000

（税込¥15,400）
¥16,000

（税込¥17,600）
¥19,000

（税込¥20,900）
¥31,000

（税込¥34,100）
¥47,000

（税込¥51,700）
¥48,000

（税込¥52,800）

¥9,000
（税込¥9,900）NC-046-CS ¥10,000

（税込¥11,000）
¥11,000

（税込¥12,100）
¥13,000

（税込¥14,300）
¥16,000

（税込¥17,600）
¥29,000

（税込¥31,900）
¥32,000

（税込¥35,200）
¥33,000

（税込¥36,300）小 400×400
ポリエステル綿

100%

品  番 ヌードサイズ a b c d ea（革） e（革） es（革）仕様

●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。


