
AD CORE DEVISE

2016 model Debut
ADCORE
1986 年に生まれた「鹿脚」をイメージした CERVO/ チェルボは当社を代表する製品になったのはブラン
ド発足直後。その CERVO は 1996 年に CERVO Ⅱ（デゥエ）、2004 年に CERVO Ⅲ（トレ）と時代
を重ねながら進化し、今でもエーディコアブランドの主軸を担う代表作です。その CERVO シリーズに新しく
CERVO Ⅳ（クワトロ）が誕生しました。CERVOらしい浮遊感と軽やかな「鹿脚」はそのままに、より快適
に進化した 30 周年記念モデルのデビューです。

NEOCLASSICO Heritage 
昨年、上質さをテーマにした NEO CLASSICO（ネオクラシコ）ブランドから、伝統的なインスピレーションをよ
り使い易いデザインに進化させたアメリカンクラッシックシリーズ「NEO CLASSICO Heritage（ネオクラシ
コ ヘリテージ）」が誕生しました。そのアメリカの建築シーンに根付いたアメリカンクラッシックを、より日本のイ
ンテリアシーンに使い易いデザインに進化させたシリーズに、モダンでエレガントなデザインの新アイテムを追加
しました。流行にとらわれず、様々なインテリアシーンにマッチするヘリテージシリーズの世界観が広がります。

浮遊する天板にソリッドの脚部の組合わせ。
幕板を持たないミニマムなデザインのリベルタは 1989 年に
生まれました。時代を経て、より柔らかでスタイリッシュなテーブ
ルに進化しました。浮遊するデザインは脚部を支えるアルミダ
イカストのジョイントパーツが可能にしています。木目も美しい
ホワイトアッシュ材の脚部は、楕円の断面を持ち、伸びやかで
柔らかなフォルムを表現しています。
シャープなデザインが特徴のリベルタはミニマムなデザインを出
すために、より薄い天板厚とエッジの効いた脚部が特徴でし
た。その為、最大寸法がスモールダイニングサイズの W1500
×D800 でしたが、リベルタ・デゥエでは厚みを増した天板と
柔らかなエッジとコーナーに、軽やかさはそのままに、強度断
面を増した楕円形状のホワイトアッシュ材によって W1800×
D900 のサイズまで対応できるようになりました。

LIBERTA II
2015　Dining Table

1986 年に生まれた「鹿脚」をイメージした CERVO/ チェ
ルボが 30 周年を迎えました。その CERVO は 1996 年に
CERVO Ⅱ（デゥエ）、2004 年に CERVO Ⅲ（トレ）と時
代を重ねながら進化し、今でもエーディコアブランドの主軸を
担う代表作です。その CERVOシリーズに新しくCERVO Ⅳ

（クワトロ）が誕生しました。CERVOらしい浮遊感と軽や
かな「鹿脚」はそのままに、より快適に進化しました。
コンパクトなカフェチェアとして生まれた CERVO はシートの
巾寸法が 420mm でしたが、CERVO Ⅳ（クワトロ）では
W480mm になり座に使用されるウレタンフォームも多層化さ
れ、より深い快適な掛け心地になりました。また、背は３次元
成形合板に多層ウレタンフォームを多用し、上質なホールド感
を感じていただけます。ゆったりとしたモジュールは、ダイニン
グだけでなく、オフィスチェアとして、コンパクトなラウンジチェ
アとして、幅広い場所での使用を可能にしました。CERVO
シリーズが、より快適に進化したモデル クワトロの誕生です。

CERVO IV
2015　Side Chair / Arm Chair

AD-151S （a・MG-1/MG-3）N-8 _￥89,000
AD-151A （a・MG-1/MG-3）N-8 _￥104,000
AD-152-180 ⑪ N-8/N-8 _￥192,000
RA-031H _￥61,000

The 30th anniversary



2016 model Debut

NC-055BC-3PL （a・CBS-1/CBS-2）D-4_¥347,000　NC-051L-A （a・MG-4）D-7_¥110,000　NC-053L （b・LM-10）D-7_¥172,000
NC-054L （b・LM-03）D-7_¥180,000　NC-057L-120 D-7_¥143,000　NC-057L-60 D-7_¥115,000　NC-057B-60C D-7_¥147,000　RA-071L-NCV-T _¥86,000

NC-055C-3P （d・CTS-91/CTS-13）_¥536,000

SAVOY TUFTED SOFA+SLIPCOVERED （サヴォイ タフト ソファ+ スリップカバー）

055C MODEL Sofa + Slipcovered

055C モデルの背のボタン絞りはスリップカバーの中にも存在します。表面のカバーにより柔らか
なラインで表情を持たせながら、カバーを取り外せば違った印象を空間に与えます。
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、豊かな変化あるインテリアシーンをお楽
しみいただけます。花柄の布ではフェミニンなスタイル、ナチュラルなリネン素材ではフォーマルな夏
のスタイル、ウール素材の布では冬に暖かみのあるスタイル。生活されるインテリアシーンに合わせ
て表情を変えて楽しむ事ができます。新しいスリップカバーのあるインテリシーンをお楽しみ下さい。

SAVOY TUFTED SOFA （サヴォイ タフト ソファ）

055 MODEL Sofa

055 モデルは、1920 年代のイギリスのアールデコ時代のソ
ファをリデザインしました。背に並んだ規則的なボタンは、クラ
シカルなデザインのミッドセンチュリー的なモダンな印象と、ボ
タンで加えられたカーブがエレガントさも与えています。丸いクッ
ションもデザインにエレガントさを与え、アームとしての実用性
も兼ねています。背はダイニングテーブルやサービングテーブ
ルと同じ高さに押さえられていて、空間に統一感を与えます。
2 人用から3.5 人用まで 4 種類のサイズを用意、２人用の
W1500㎜から300㎜刻みで展開し、様々な広さの空間に
マッチします。座は鋼製ウェーブバネを木フレームにしっかり
と固定、その上に固さの違うウレタンフォームの多層クッショ
ンを置きました。ソフトなファーストタッチから、鋼製バネがしっ
かりと体重を受け止め、長く使える強度と掛け心地を実現し
ました。厚みのある背は木枠に弾性ベルトを編み込んで、多
層ウレタンフォームを貼り込み、柔らかく包み込むように身体
を支えます。ボタン絞りは背の動きに連動するように、フレー
ムに止めるのではなく、背のクッション材に止められています。
座と背の表面には綿の代わりにスーパーソフトウレタンを使
用し、羽毛のような柔らかさながら、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。木製脚が覗くベーシッ
クモデルはシンプルなデザインを、スリップカバーモデルでは
華やかさやモダンさと、様々な表情をお楽しみ下さい。

NC-052A-210 D-7_¥315,000
NC-051BC-S （a・CBS-1） D-7 ＋ NC-051H-OP _¥89,000 ＋ ¥6,000

NC-051BC-A （a・CBS-1） D-7 ＋ NC-051H-OP _¥109,000 ＋ ¥6,000

NC-051BC-A 
（a・MG-3）D-6_¥109,000

NC-051BC-S 
（es・AVS-1）D-6_¥144,000

AMERICAN GEORGIAN CAMELBACK CHAIR  （アメリカン ジョージアン キャメルバックチェア）

051 MODEL Dining Chair

051 モデルは、アメリカに渡ったジョージアンスタイルをモ
チーフにし、キャメルバックを持つ事によって、よりエレガン
トなデザインになりました。
ジョージアンスタイルとはルネッサンス期の建築家アンドレ
ア・パラーディオによって構築されたデザインを基本に作ら
れました。1600 年代の半ば、建築家のイニゴ・ジョーン
ズとクリストファー・レンは、このアンドレア・パラーディオ
のデザインに影響を受けた建築を多く設計し、イギリスでポ
ピュラーなスタイルとなりました。1700 年までに、ジョージ
アンスタイルのデザインは、イギリスから建築マニュアルと
パターン・ブックによりアメリカの植民地に伝えられました。
その調和の取れた威厳あるデザインに魅了された裕福な
移住者の間で、ジョージアンスタイルはブームになりアメリ
カのコロニアルスタイルとして、ニューイングランドと南部の
植民地で定着しました。キャメルバックはよりフォーマルな
場所で使用されるように、エレガントなカーブの山をつけまし
た。エーディコア・ディバイズではそのスタイルをモダンにリ
デザインしました。
サイドチェアで幅 480㎜、アームチェアで幅 625㎜とゆっ
たりとしたサイズ感で、通常のダイニングチェアよりリラック
スできるように倒れた背を持ち、キャメルバックの形状はより
フォーマルなモジュールです。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。また、メンテナンスし
やすいように取り外しが可能です。リラックスできる角度を
持った背は、樹脂製ベルトのクロス編みにウレタンフォーム
を多層に置き、貼り込みました。フレームはホワイトオーク
材で、長く使える堅牢度と豊かな表情を出しています。ダイ
ニングシーンで使い易いように真鍮製のハンドルをオプショ
ンで用意、ファブリックはエーディコア・ディバイズ ファブリッ
クコレクションの a ランクからes ランクの布がお選びいた
だけます。

ENGLISH FARMHOUSE DINING TABLE  （イングリッシュ ファームハウス ダイニングテーブル）

052 MODEL Dining Table

052 モデルはイギリスの農家のテーブルをモチーフにリデ
ザインされました。19 世紀、イギリスの農家で使われてい
た４本脚のテーブルが、貴族のカントリーハウスや、キッチ
ンのモーニングテーブルとして使われました。実用的な４本
脚は、作業用のテーブルとして安定感を求めるシーンに使
われました。幕板が存在する為にアームチェアなどフォーマ
ルな空間には不向きでしたが、052 モデルは幕板を廃した
シンプルな構造にし、フォーマルにもカジュアルにも両方の
シーンにお使いいただけるダイニングテーブルになりました。
65mmと重厚な厚みを持つ天板はホワイトオーク材のフ
レームにホワイトオーク材の厚突板をうずくり加工しはめ込
みました。表面の突板はホワイトオークのナチュラルさを最
大限に引き出すために、板目、柾目などをランダムに入れて
自然な無垢の表情を出し、うずくり( 表面をブラシ研磨）を
かけ木目を引き立たせました。脚部はホワイトオーク材を手
仕事で轆轤 ( ろくろ）加工し、美しい木目を出しました。天
板も脚部もナチュラルな木目の美しさをお楽しみ下さい。

フォーマルダイニングで使用される天板の一人あたりの必要
な広さは W600㎜×D350㎜です。これにテーブル中心部
に花やキャンドル、調味料などの共有部が D300㎜必要に
なり、総奥行きは D1000㎜となります。天板が W2100 の
SQUARE DINING TABLE では、奥行きD1000㎜と西
洋のフォーマルディナーに必要なサイズが守られています。

AMERICAN GEORGIAN 
CAMELBACK LOUNGE CHAIR

（アメリカン ジョージアン キャメルバック ラウンジチェア）

051L MODEL Lounge Chair

051L モデルは、アメリカに渡ったジョージアンスタイル
チェアをモチーフにし、キャメルバックを持たせ、着座位置
を低くする事によって、よりエレガントなラウンジチェアにな
りました。
ジョージアンスタイルとはルネッサンス期の建築家アンドレ
ア・パラーディオによって構築されたデザインを基本に作ら
れました。1600 年代の半ば、建築家のイニゴ・ジョーン
ズとクリストファー・レンは、このアンドレア・パラーディオ
のデザインに影響を受けた建築を多く設計し、イギリスでポ
ピュラーなスタイルとなりました。1700 年までに、ジョージ
アンスタイルのデザインは、イギリスから建築マニュアルと
パターン・ブックによりアメリカの植民地に伝えられました。
その調和の取れた威厳あるデザインに魅了された裕福な
移住者の間で、ジョージアンスタイルはブームになりアメリ
カのコロニアルスタイルとして、ニューイングランドと南部の
植民地で定着しました。キャメルバックはよりフォーマルな
場所で使用されるように、エレガントなカーブの山をつけまし
た。エーディコア・ディバイズではそのスタイルをモダンにリ
デザインしました。

NC-052B-120 D-1_¥289,000

ENGLISH FARMHOUSE LIVING TABLE  
（イングリッシュ ファームハウス リビングテーブル）

057 MODEL Living Table

057 モデルは、052 モデルのイギリスの農家のダイニング
テーブルをモチーフにデザインされました。
19 世紀、イギリスの農家で使われていた４本脚のテーブル
が、貴族のカントリーハウスや、キッチンのモーニングテーブ
ルとして使われました。その安定感あるデザインをそのまま
に、ソファに合うリビングテーブルにリデザイン。リビングシー
ンのシンプルなセンターテーブル、サイドテーブルにお使い
いただけます。

053 MODEL Lounge Chair

BELGIAN SLOPE ARM CHAIR  
（ベルジャン スロープアーム チェア）

053 モデルは 19 世紀に流行したシンプルなベルギースタイルのインテリアをモチーフにデ
ザインしました。その時代流行のウィングチェアのウィングを控えめにし、なだらかなアームを
持つラウンジチェアです。ウィングバックチェアと同様、頭まで包まれる空間は、静かな落ち
着いたパーソナルな空間を創るために使われていました。ネオ クラシコ ヘリテージではその
ウィングチェアを、より快適に使いやすくリデザインしました。
053 モデルの構造は、体重を支える座の銅製ウェーブバネを木フレームにしっかりと固定、
その上に固さの違うウレタンフォームを多層にし、トップにスーパーソフトウレタンを置きまし
た。高さがある背は、女性から男性（185 センチ程度）まで頭をあずける事ができます。
木フレームに弾性ベルトを編み込み、多層ウレタンを身体のカーブに合わせ、その上にスー
パーソフトウレタンを置きました。雲の上のような掛け心地を実現し、包み込まれるような安
心感を与えています。脚部はホワイトオーク材を使用、インテリアシーンに合わせて、自分だ
けのパーソナルチェアをお楽しみ下さい。

054 MODEL Lounge Chair

ENGLISH ROLL ARM LOUNGE CHAIR
（イングリッシュ ロール アーム ラウンジチェア）

054 モデルは、19 世紀に流行した第二帝政時代のインテリアをモチーフにイギリスで構築
されたアームチェアをモチーフにしました。第二帝政時代はフランスのナポレオン三世時代
のパリ市改造が行われたファッショナブルな時代。その時代に生まれたスタイルのソファで
す。柔らかで優しい形状はインテリアに安心感と安定感を与えます。
054 モデルの構造は、体重を支える座の銅製ウェーブバネを木フレームにしっかりと固定、
その上に固さの違うウレタンフォームを多層に置きました。木フレームに弾性ベルトを編み
込み、多層ウレタンを身体のカーブに合わせ、その上にスーパーソフトウレタンを置きました。
ロール状のアームはしっかりとしたチップウレタンを削りこみ、丸い形状のアームと背の縫製
はステッチを入れながらハンドクラフトの印象を与えました。低いフォルムで奥行きの深さと
背の傾斜が、絶妙な掛け心地を実現。脚部はホワイトオーク材を使用、インテリアシーンに
合わせて、自分だけのパーソナルチェアをお楽しみ下さい。

NC-057B-60C D-7_¥147,000 NC-051L-A （a・MG-4）D-7_¥110,000

NC-054L （b・LM-03）D-7_¥180,000
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2015 年 9 月 LAにて撮影　PHOTO：SETO

1985 年にエーディコアブランドが生まれ、今年で 30 年になりました。
会社設立時にカンパニーポリシーとして掲げたのは、21 世紀まで作り続けられるデザイン。

一度発表した製品は廃番にせず、大量生産した在庫を持たず、
お客様のニーズに合わせた製品づくりを行い、国内生産にこだわるということでした。


