
PACE ［パーチェ］
Side Chair + Arm Chair ／ Dining Table

３次元成型合板の柔らかな背のカーブが精緻に仕上げられた無垢材のフレームに滑らかに連なります。
ファブリック部は背座共カバーリングシステムを採用し椅子のフレームを包み込みました。
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AD-115A（150）　W1500・D850・H700（t 40） AD-115A（180）　W1800・D900・H700（t 40） AD-115A（210）　W2100・D1000・H700（t 40） AD-115C（150）　W1500・D900・H700（t 40） AD-115C（180）　W1800・D950・H700（t 40）

AD-115B（150）　W1500・D900・H700（t 40） AD-115B（180）　W1800・D950・H700（t 40） AD-115B（210）　W2100・D1100・H700（t 40） AD-115C（210）　W2100・D1100・H700（t 40）

AD-111A-A/C
（アームチェア）
W580・D540（535）・
H850・SH450・AH640

AD-111S-A/C
（サイドチェア）
W510・D540（535）・
H850・SH450
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AD-111S-C　AD-111A-CAD-111S-A　AD-111A-A カバーの着脱が可能です。

AD-115 シリーズの天板には、
無垢材（巾ハギ板）を使用し
ています。無垢板は、経年変
化による反りや収縮が生じるデ
リケートな素材です。 木色や
木目のバラツキが生じる場合が
ありますので、素材の特性をご
了承の上お使いください。

PACE Atype: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア（カバーリング）

AD-111S-C／AD-111A-C　背： 成形合板　ウォールナット突板、ホワイトアッシュ突板、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）
座： 張り（a～esランク）、布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム（カバーリング）　フレーム： ウォールナット材、 ホワイトアッシュ材、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）

AD-111S-A／AD-111A-A　背・座： 張り（a～esランク）、布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム（カバーリング）　
フレーム： ウォールナット材、 ホワイトアッシュ材、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）

AD-111S-A
⑪ホワイトアッシュ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード背 ・ 座フレーム a b c d e

⑫ウォールナット

⑪ホワイトアッシュ
（ファブリック）
・a～esランクAD-111A-A

es

⑫ウォールナット

ea

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

PACE Ctype: Side Chair／Arm Chair｜サイドチェア／アームチェア（カバーリング）

AD-111S-C
⑪ホワイトアッシュ

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 ヌード座背 ・ フレーム a b c d eea

⑫ウォールナット

⑪ホワイトアッシュ
（ファブリック）
・a～esランクAD-111A-C

es

⑫ウォールナット

プラパート取付＋¥2,100
（税込￥2,310）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥98,000
（税込￥107,800）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥78,000
（税込￥85,800）

¥89,000
（税込￥97,900）

¥100,000
（税込￥110,000）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥82,000
（税込￥90,200）

¥92,000
（税込￥101,200）

¥104,000
（税込￥114,400）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥84,000
（税込￥92,400）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥105,000
（税込￥115,500）

¥118,000
（税込￥129,800）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥111,000
（税込￥122,100）

¥122,000
（税込￥134,200）

¥125,000
（税込￥137,500）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥149,000
（税込￥163,900）

¥163,000
（税込￥179,300）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥156,000
（税込￥171,600）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥118,000
（税込￥129,800）

¥131,000
（税込￥144,100）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥97,000
（税込￥106,700）

¥107,000
（税込￥117,700）

¥121,000
（税込￥133,100）

¥88,000
（税込￥96,800）

¥99,000
（税込￥108,900）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥123,000
（税込￥135,300）

¥90,000
（税込￥99,000）

¥101,000
（税込￥111,100）

¥112,000
（税込￥123,200）

¥124,000
（税込￥136,400）

¥91,000
（税込￥100,100）

¥102,000
（税込￥112,200）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥94,000
（税込￥103,400）

¥106,000
（税込￥116,600）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥130,000
（税込￥143,000）

¥114,000
（税込￥125,400）

¥127,000
（税込￥139,700）

¥138,000
（税込￥151,800）

¥153,000
（税込￥168,300）

¥116,000
（税込￥127,600）

¥128,000
（税込￥140,800）

¥139,000
（税込￥152,900）

¥155,000
（税込￥170,500）

¥96,000
（税込￥105,600）

¥107,000
（税込￥117,700）

¥117,000
（税込￥128,700）

¥132,000
（税込￥145,200）

AD-115A／AD-115B／AD-115C　天板・脚： ウォールナット無垢材、ホワイトアッシュ無垢材、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）

PACE: Dining Table｜ダイニングテーブル

AD-115A
（H=700）

150： W1500×D850

180： W1800×D900

210： W2100×D1000

スクエア

品  番 タイプ 天板サイズ ⑫ウォールナット

AD-115B
（H=700）

150： W1500×D900

180： W1800×D950

210： W2100×D1100

AD-115C
（H=700）

150： W1500×D900

180： W1800×D950

210： W2100×D1100

⑪ホワイトアッシュ

ボート

オーバル

￥524,000（税込￥576,400）

￥545,000（税込￥599,500）

￥583,000（税込￥641,300）

￥576,000（税込￥633,600）

￥607,000（税込￥667,700）

￥663,000（税込￥729,300）

￥529,000（税込￥581,900）

￥552,000（税込￥607,200）

￥597,000（税込￥656,700）

￥583,000（税込￥641,300）

￥614,000（税込￥675,400）

￥669,000（税込￥735,900）

￥529,000（税込￥581,900）

￥552,000（税込￥607,200）

￥597,000（税込￥656,700）

￥583,000（税込￥641,300）

￥614,000（税込￥675,400）

￥669,000（税込￥735,900）

AD-115A-150 AD-115B-210 AD-115C-180 ⑪ホワイトアッシュ ⑫ウォールナット

●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。


