
PANNELLO ［パンネロ］
Sofa + Chaise Longue + Ottoman

このシステムソファの最大の特徴はフレキシブルに対応可能な背、サイドパネルのシステム。
ベースとなるゆったりとしたサイズの座面ユニットはポケットコイルを使用。
1P、2P、シェーズロングとコーナータイプがあり，様々な組み合わせが可能な事はもちろん、パネルを外したり左右の交換も可能です。

アーム部は取りはずし左右肘変更
が可能です。

AD-085B-1P-P AD-085B-2P-P AD-085CR-P AD-085LL-P AD-085OT-P

AD-085A-2P
W1700・D930・H750・SH400

AD-085BR・BL-2P
W1730・D930・H750・SH400

AD-085B-2P
W1760・D930・H750・SH400

1/50

AD-085A-1P
W900・D930・H750・SH400

AD-085BR・BL-1P
W930・D930・H750・SH400

AD-085B-1P
W960・D930・H750・SH400

AD-085CR・CL
W930・D930・H750・SH400

AD-085LR・LL
W930・D1730・H750・SH400

AD-085OT
W900・D900・H400

PANNELLO: Sofa 1P｜パンネロ ソファ 1P

AD-085　ウレタン仕様　座： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム（カバーリング）　アーム・背： 張り（a～esランク）、合板下地+ウレタンフォーム
置きクッション： スモールフェザー + ポリエステル綿  L:450×450、S:400×400　脚： メープル材、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-085　ポケットコイル仕様　座： 張り（a～esランク）、ポケットコイルスプリング、ウレタンフォーム（カバーリング）　
アーム・背： 張り（a～esランク）、合板下地+ウレタンフォーム　置きクッション： スモールフェザー + ポリエステル綿  L:450×450、S:400×400　脚： メープル材、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）

PANNELLO: Sofa 2P｜パンネロ ソファ 2P

PANNELLO: Corner／Chaise Longue／Ottoman｜パンネロ コーナー／シェーズロング／オットマン

アームレス
AD-085A-1P
クッション：L×2

片アーム
AD-085BR-1P（右肘）
AD-085BL -1P（左肘）
クッション：L×2 S×1

アーム
AD-085B-1P
クッション：L×2 S×2

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

アームレス
AD-085A-2P
クッション：L×4

片アーム
AD-085BR-2P（右肘）
AD-085BL -2P（左肘）
クッション：L×4 S×1

アーム
AD-085B-2P
クッション：L×4 S×2

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

コーナー
AD-085CR・CL
クッション：L×2

シェーズロング
AD-085LR（右肘）
AD-085LL（左肘）
クッション：L×2 S×1

オットマン
AD-085OT

品  番 脚  部 ヌード座 a b c d eea

メープル
・全13色

es

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

ウレタン仕様

ポケットコイル仕様

¥213,000
（税込￥234,300）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥234,000
（税込￥257,400）

¥240,000
（税込￥264,000）

¥267,000
（税込￥293,700）

¥275,000
（税込￥302,500）

¥240,000
（税込￥264,000）

¥246,000
（税込￥270,600）

¥264,000
（税込￥290,400）

¥270,000
（税込￥297,000）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥268,000
（税込￥294,800）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥294,000
（税込￥323,400）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥345,000
（税込￥379,500）

¥280,000
（税込￥308,000）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥314,000
（税込￥345,400）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥371,000
（税込￥408,100）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥352,000
（税込￥387,200）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥424,000
（税込￥466,400）

¥431,000
（税込￥474,100）

¥445,000
（税込￥489,500）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥521,000
（税込￥573,100）

¥529,000
（税込￥581,900）

¥598,000
（税込￥657,800）

¥605,000
（税込￥665,500）

¥480,000
（税込￥528,000）

¥486,000
（税込￥534,600）

¥574,000
（税込￥631,400）

¥581,000
（税込￥639,100）

¥670,000
（税込￥737,000）

¥675,000
（税込￥742,500）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥409,000
（税込￥449,900）

¥416,000
（税込￥457,600）

¥465,000
（税込￥511,500）

¥471,000
（税込￥518,100）

¥307,000
（税込￥337,700）

¥322,000
（税込￥354,200）

¥338,000
（税込￥371,800）

¥353,000
（税込￥388,300）

¥359,000
（税込￥394,900）

¥374,000
（税込￥411,400）

¥352,000
（税込￥387,200）

¥366,000
（税込￥402,600）

¥390,000
（税込￥429,000）

¥404,000
（税込￥444,400）

¥419,000
（税込￥460,900）

¥433,000
（税込￥476,300）

¥385,000
（税込￥423,500）

¥399,000
（税込￥438,900）

¥430,000
（税込￥473,000）

¥444,000
（税込￥488,400）

¥462,000
（税込￥508,200）

¥476,000
（税込￥523,600）

¥414,000
（税込￥455,400）

¥428,000
（税込￥470,800）

¥464,000
（税込￥510,400）

¥478,000
（税込￥525,800）

¥501,000
（税込￥551,100）

¥517,000
（税込￥568,700）

¥479,000
（税込￥526,900）

¥493,000
（税込￥542,300）

¥540,000
（税込￥594,000）

¥555,000
（税込￥610,500）

¥588,000
（税込￥646,800）

¥603,000
（税込￥663,300）

¥758,000
（税込￥833,800）

¥774,000
（税込￥851,400）

¥836,000
（税込￥919,600）

¥850,000
（税込￥935,000）

¥912,000
（税込￥1,003,200）

¥926,000
（税込￥1,018,600）

¥789,000
（税込￥867,900）

¥801,000
（税込￥881,100）

¥884,000
（税込￥972,400）

¥897,000
（税込￥986,700）

¥980,000
（税込￥1,078,000）

¥992,000
（税込￥1,091,200）

¥548,000
（税込￥602,800）

¥562,000
（税込￥618,200）

¥592,000
（税込￥651,200）

¥606,000
（税込￥666,600）

¥648,000
（税込￥712,800）

¥663,000
（税込￥729,300）

¥255,000
（税込￥280,500）

¥262,000
（税込￥288,200）

¥287,000
（税込￥315,700）

¥302,000
（税込￥332,200）

¥126,000
（税込￥138,600）

¥134,000
（税込￥147,400）

¥292,000
（税込￥321,200）

¥301,000
（税込￥331,100）

¥327,000
（税込￥359,700）

¥341,000
（税込￥375,100）

¥137,000
（税込￥150,700）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥321,000
（税込￥353,100）

¥328,000
（税込￥360,800）

¥355,000
（税込￥390,500）

¥370,000
（税込￥407,000）

¥143,000
（税込￥157,300）

¥149,000
（税込￥163,900）

¥347,000
（税込￥381,700）

¥354,000
（税込￥389,400）

¥381,000
（税込￥419,100）

¥395,000
（税込￥434,500）

¥148,000
（税込￥162,800）

¥155,000
（税込￥170,500）

¥403,000
（税込￥443,300）

¥411,000
（税込￥452,100）

¥438,000
（税込￥481,800）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥162,000
（税込￥178,200）

¥168,000
（税込￥184,800）

¥530,000
（税込￥583,000）

¥536,000
（税込￥589,600）

¥742,000
（税込￥816,200）

¥756,000
（税込￥831,600）

¥244,000
（税込￥268,400）

¥251,000
（税込￥276,100）

¥555,000
（税込￥610,500）

¥562,000
（税込￥618,200）

¥760,000
（税込￥836,000）

¥774,000
（税込￥851,400）

¥254,000
（税込￥279,400）

¥261,000
（税込￥287,100）

¥453,000
（税込￥498,300）

¥460,000
（税込￥506,000）

¥505,000
（税込￥555,500）

¥520,000
（税込￥572,000）

¥179,000
（税込￥196,900）

¥185,000
（税込￥203,500）

▲ポケットコイルスプリング
座面の中に使用されています。

※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。


