
STAGIONI ［スタジオーニ］
Sofa + Chaise Longue + Back Cushion + Ottoman + Cushion ／ Living Table 

絞りを施した張りのある座面クッションと、メープル材を削り出した背中のフレームがこのソファに特別な存在感を与えています。
３人掛けとシェーズロング、大型のオットマンとクッションの組み合わせで多彩な表情を生み出します。
テーブルにも使用されている球状のソリッドウッドの脚部には、移動を可能にするストッパー機能付きのキャスターが内蔵されています。

▲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。

キャスター内臓のメープル脚部（ス
トッパー付）ブレーキボタンを押し込
んだ状態がブレーキ解除になります。

AD-056-GF120　AD-056-T912AD-055-OTAD-055F-CLAD-055F-3P

1/50

AD-055
W2142・D977・H750（SH370）

AD-055-CL
W952・D1691・H750（SH370）

AD-055-OT
W952・D952・H370

AD-056（912）
W912・D912・H350

AD-056（120）
W1200・D600・H350

AD-056（150）
W1500・D750・H350

STAGIONI: Sofa｜ソファ

ソファ3P ベース
AD-055A-3P

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Chaise Longue／Back Cushion／Cushion｜シェーズロング／背クッション／クッション

ヌード

3P ベース + クッションフルセット
AD-055F-3P  
クッション：L×5 S×2

3P用背クッション
AD-055BC-3P 背クッションのみ／3個セット

メープル材
・全13色

（ファブリック）
・a～esランク

1個

メープル材
・全13色

シェーズロング ベース
AD-055A-CL

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 背 ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Ottoman｜オットマン

ヌード

シェーズロング ベース + クッションフルセット
AD-055F-CL
クッション：L×2 S×1

シェーズロング 3P用背クッション
AD-055BC-CL

メープル材
・全13色

オットマン
AD-055-OT

（ファブリック）
・a～esランク

品  番 aフレーム ・ 座 b c d e es

STAGIONI: Cushion｜クッション

ヌード

450×450　1個
（ファブリック）
・a～esランク

品  番 a羽毛クッション b c d e esヌード

AD-055C-L

400×400　1個AD-055C-S

ea

ea

ea

ea

AD-055　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　背： 張り（a～esランク）、ウレタンフォーム　置きクッション： 羽毛  L:450×450、S:400×400　
背・フレーム： メープル材　脚： メープル材・ストッパー付きキャスター内蔵、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-056　本体： メープル突板　天板： メープル突板、ガラス10t（クリアガラス、フロストガラス）　脚： メープル材・ストッパー付きキャスター内蔵、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）

STAGIONI: Living Table（H=350）｜リビングテーブル

（メープル）
全13色

キャスター
AD-056

912: W912×D912

120: W1200×D600

150: W1500×D750

品  番 ③メープル・全13色 クリアガラス フロストガラス天板サイズ 脚 部

¥460,000
（税込￥506,000）

¥596,000
（税込￥655,600）

¥66,000
（税込￥72,600）

¥476,000
（税込￥523,600）

¥644,000
（税込￥708,400）

¥76,000
（税込￥83,600）

¥488,000
（税込￥536,800）

¥680,000
（税込￥748,000）

¥85,000
（税込￥93,500）

¥498,000
（税込￥547,800）

¥710,000
（税込￥781,000）

¥93,000
（税込￥102,300）

¥521,000
（税込￥573,100）

¥779,000
（税込￥856,900）

¥110,000
（税込￥121,000）

¥669,000
（税込￥735,900）

¥1,190,000
（税込￥1,309,000）

¥214,000
（税込￥235,400）

¥688,000
（税込￥756,800）

¥1,221,000
（税込￥1,343,100）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥192,000
（税込￥211,200）

¥204,000
（税込￥224,400）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥219,000
（税込￥240,900）

¥233,000
（税込￥256,300）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥320,000
（税込￥352,000）

¥11,000
（税込￥12,100）

¥10,000
（税込￥11,000）

¥14,000
（税込￥15,400）

¥13,000
（税込￥14,300）

¥16,000
（税込￥17,600）

¥15,000
（税込￥16,500）

¥18,000
（税込￥19,800）

¥17,000
（税込￥18,700）

¥22,000
（税込￥24,200）

¥21,000
（税込￥23,100）

¥41,000
（税込￥45,100）

¥40,000
（税込￥44,000）

¥45,000
（税込￥49,500）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥337,000
（税込￥370,700）

¥394,000
（税込￥433,400）

¥28,000
（税込￥30,800）

¥353,000
（税込￥388,300）

¥427,000
（税込￥469,700）

¥34,000
（税込￥37,400）

¥365,000
（税込￥401,500）

¥450,000
（税込￥495,000）

¥39,000
（税込￥42,900）

¥377,000
（税込￥414,700）

¥472,000
（税込￥519,200）

¥44,000
（税込￥48,400）

¥402,000
（税込￥442,200）

¥518,000
（税込￥569,800）

¥52,000
（税込￥57,200）

¥509,000
（税込￥559,900）

¥753,000
（税込￥828,300）

¥113,000
（税込￥124,300）

¥553,000
（税込￥608,300）

¥874,000
（税込￥961,400）

¥135,000
（税込￥148,500）

¥251,000
（税込￥276,100）

¥33,000
（税込￥36,300）

¥32,000
（税込￥35,200）

¥429,000
（税込￥471,900）

¥579,000
（税込￥636,900）

¥73,000
（税込￥80,300）

¥524,000
（税込￥576,400）

¥773,000
（税込￥850,300）

¥115,000
（税込￥126,500）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥231,000
（税込￥254,100）

¥282,000
（税込￥310,200）

¥241,000
（税込￥265,100）

¥241,000
（税込￥265,100）

¥312,000
（税込￥343,200）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥211,000
（税込￥232,100）

¥268,000
（税込￥294,800）

●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。


