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・TORRE S （トーレエス）

Size     ：W380×D380×H453mm
Material：ポリプロピレン樹脂

Color     ：ホワイト、アイスブルー、

          フォレストグリーン、ブラウン、

          オーバージン、ダークグレー、

          ブラックの 7色

Weight  ：2.7kg
Price     ：¥15,500-（税別）

出荷単位：４脚・カラーアソート可

屋外仕様   

8 脚までスタッキングできます。

Forest GreenIce Blue

Dark GreyAubergine

White

Brown

Ice Blue Forest Green

Dark GreyAubergine Black

White

Black

・TORRE（トーレ）

Size     ：W380×D458×H802SH453mm
Material：ポリプロピレン樹脂

Color     ：ホワイト、アイスブルー、フォレストグリーン、ブラウン、オーバージン、ダークグレー、ブラックの 7色

Weight ：3.3kg
Price    ：¥19,500-（税別）

出荷単位：４脚・カラーアソート可

屋外仕様   

　　　 Alban Le Henry
　　　(アルバン・ル・ヘンリー）

2001 年にパリの ENSCI–Les Ateliers を
卒業。ブルレック兄弟のスタジオで働いた
後、2007 年に自身のデザインスタジオを
設立。工業製品や舞台美術のデザインを
メインに活動している。

Made in Italy
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　Size      　 　: 600φｘH740ｍｍ
　Material       ：スチール・カラー塗装

・PIAZZA Table( ピアッツアテーブル）

屋外仕様、折畳式
※その他カラーはお問い合わせください。   

出荷単位     ：1 本　　

Price            ：¥58,000
Color           ：ホワイト

・Villa （ヴィラ）

　Material：スチール、スチールメッシュ

　Color     ：オーバージン・グリーン・ブラック・グレー・ホワイトの 5色　　

  出荷単位：2 脚 ( カラーアソート可 )

　屋外仕様、6脚までスタッキング可

Villa 1 （ヴィラ 1）

Size  ：W496×D518×H786
　　    SH450mm
Price ：¥35,000-（税別）

Black

GreenAubergine

WhiteGrey

Jun Yasumoto（ジュン・ヤスモト）

 フランス・日本のナショナリテイを持つ。
パリにある工業デザイン・設計を専門とする
国立学校 ENSCI-Les Atelier を 2001 年
に卒業。2002 年からロンドン・ジャスパー
モリソンデザインオフイスとのデザインワークに
よりファニチャーテーブルウェア、ライテイング
などを手掛ける。

Aubergine Green Black Grey

White

Size  ：W541×D518×H786
　　   SH450mm
Price ：¥39,000-（税別）

Villa2（ヴィラ 2）

　Made in Italy
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Aubergine

BrownSandGreen Warm grey

・PIAZZA1（ピアッツア 1）

Size      ：W475xD510xH790（SH460)mm
Material：ポリプロピレン樹脂

Color    ：オーバージン・グリーン・ウオームグレー・

　　　　 サンド・ブラウン・ブラック・ホワイトの 7色

Price     ：¥19,500（税別）

出荷単位：４本・ カラーアソート可

屋外仕様　

WhiteBlack

屋外仕様・折畳式　

Size      ：600 φx H740 mm
Material：スチール（亜鉛メッキ）

粉体塗装

Price     ：¥58,000（税別）

・Piazza Table( ピアッツアテーブル）

Color    ：ホワイト
（その他カラーはお問い合わせください）

Made in Italy
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・PIAZZA2( ピアッツア 2)

Size      ：W565xD510xH790(SH460) 肘高 685mm
Material：ポリプロピレン樹脂

Color     ：オーバージン・グリーン・ウオームグレー・

          サンド・ブラウン・ブラック・ホワイトの 7色

Price     ：¥21,500( 税別）

出荷単位：４本・ カラーアソート可

屋外仕様　

Made in Italy

Aubergine

Brown WhiteBlack

SandGreen Warm grey

・Jun Yasumoto（ジュン・ヤスモト）

 フランス・日本のナショナリテイを持つ。パリにある
工業デザイン・設計を専門とする国立学校 ENSCI-Les
Atelier を 2001 年に卒業。2002 年からロンドン・
ジャスパーモリソンデザインオフイスとのデザイン
ワークによりファニチャー、テーブルウエア、ライティング
などを手掛ける。10脚までスタッキングすることができます。
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 ・SUNNY Color （サニーカラー）

 Size    ：590xD570xH780(SH450)mm             
 Seat･back：ポリプロピレン樹脂
 Frame：スチールカラー塗装、zinc coating( 亜鉛メッキ加工）     
 Color   ：ホワイト、ブラック、ブラウン、レッドの 4色     
  Price  ：¥19,500(税別）
 　  
   
 出荷単位：４脚（カラーアソート可）

屋外仕様   

10 脚までスタッキングできます。

・PIGRECO（ピグレコ）

　Size      ：W432×D220×H432mm
　Material：ポリエチレン

　Color       ：オーバージン、フォレストグリーン、
            ダークグレー、サンド、ブラック

　　　　    ホワイトの 6色

　Weight   ：2kg
　Price        ：¥18,000（税別）

  出荷単位：1 脚

　屋外仕様  

Aubergine Forest Green

Dark Grey Sand

Black

White

White Black

Brown Red

　　Francesco Meda
　　 （フランシスコ・メダ）

Made in Italy

Made in Italy

1984 年ミラノ生まれ。2006 年
Istituto Europeo 卒業。その後
ロンドン Sebastian Bergne スタ
ジオに従事。現在、父アルベルト・
メダとアレッシィ、カルテルなど
のプロジェクトに参加。

Design：2DB Design
　　　　　（2DB デザイン）
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 KENT Chair（ケントチェア）・ 

 Size      ：W490xD535xH890(SH440)mm
 Material：ポリプロピレン樹脂  
 Color    ：ホワイト、チャコールグレーの２色      
 Price     ： \11,000(税別）        
 　  
   
 出荷単位：４脚（カラーアソート可）

屋外仕様

パラソル用の穴 (35φmm) が開いています。

Made in Italy

 KENT Teble（ケントテーブル）・ 

 Size      ：W900xD900xH745mm
 Material：ポリプロピレン樹脂  
 Color    ：ホワイト、チャコールグレーの２色      
 Price     ： \21,000(税別）        
 　  
   
 出荷単位：１台

屋外仕様・組立式 Made in Italy
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・Regista P（レジスタピー）
　  Size      ：W580xD470xH900(SH480)mm
   Frame   ：ビーチ無垢材(ライトウオルナット)
　　　　　　含浸塗装(防腐加工）
   Color    ：コットンナチュラル、サンブレラ/ブルーストライプ・
　　　　    グリーンストライプ    
　 出荷単位：2脚 　

折畳式・カバーリング・屋外仕様

・Tavolo P.X. (タボロピーエックス)
　  Size     ：W800xD600xH740mm
    Material：ビーチ無垢材( ライトウオルナット) 
　 　　　　     
　  Price    ：¥25,000（税別）       
　　出荷単位：1台
　　折畳式・屋外仕様　

含浸塗装(防腐加工）

※製品にはメーカー名が刻印されています。

×
Made in Italy Made in Usa

サンブレラ・ブルーストライプ
\21,500（税別）\19,500(税別）

コットンナチュラル サンブレラ・グリーンストライプ

\21,500（税別）

・Regista Stool (レジスタスツール)
    Size  　  ：W395xD355xH420mm
    Frame   ：ビーチ無垢材(ライトウオルナット)
　　　          含浸塗装(防腐加工）
    Color   ：コットンナチュラル、サンブレラ/ブルーストライプ・
　　　　    グリーンストライプ     
   出荷単位: 1脚    　
   折畳式・カバーリング・屋外仕様 

コットンナチュラル

\10,000（税別）

サンブレラブルーストライプ
\1,2000（税別）

サンブレラグリーンーストライプ
\1,2000（税別）

Size　　：W310xD280xH520(SH300)mm
Frame    ： ビーチ無垢材(ライトウオルナット)
　　　      含浸塗装(防腐加工）
Color 　 ： コットンナチュラル
Price        ：¥9,500（税別）
出荷単位：2脚     
折畳式/カバーリング/屋外仕様 
   　

・Regista bambino  
　

    
     
       
　   
　    　

（レジスタバンビーノ）



※製品にはメーカー名が刻印されています。

Made in Italy

×

Made in Usa

コットンナチュラル

¥24,500（税別）
サンブレラ・グリーンストライプ

・Regista Relax Arm（レジスタリラックスアーム）
  Size     ：W700×D940～1180×H770～1295(SH270～400)mm
   Frame  ：ビーチ無垢材(ライトウオルナット)
 　　　 　 含浸塗装(防腐加工）
   Color    ：コットンナチュラル、サンブレラ/ブルーストライプ・
　         グリーンストライプ、ホワイトメッシュ
  出荷単位：1台   
  折畳式・カバーリング・屋外仕様・4段階リクライニング 

     　          

サンブレラ・ブルーストライプ

¥28,500（税別）

・Regista Ottoman (レジスタオットマン)
　Size　       ： W395xD355xH370mm
　Frame 　 ：ビーチ無垢材(ライトウオルナット)
　　　 　    含浸塗装(防腐加工）
　Color      ： コットンナチュラル、サンブレラ/ブルーストライプ・
　　　　     グリーンストライプ     
　出荷単位   ： 1脚    　
　折畳式・カバーリング・屋外仕様 

  

サンブレラ・グリーンストライプ

¥12,000（税別）

サンブレラ・ブルーストライプ

¥12,000（税別）

        コットンナチュラル

¥10,000（税別）

ホワイトメッシュ

\24,500（税別）

¥28,500（税別）

8
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 Sirio（シリオ）670φ / 500 x 700 
Material：スチール亜鉛メッキ仕上

Color     ：ホワイト・チャコールグレー・ウォーターブルー・セージグリーン

出荷単位：1 台

　Size    : W700xD500xH700ｍｍ
折畳時    ：W500xD60xH1000 mm

Weight : 8kg
Price    : ¥25,000(税別 ) 

折畳式・屋外仕様　

・Sirio 500 x 700 テーブル

　Size   : 670φxH700ｍｍ
折畳時 ：W670xD60xH1000ｍｍ

Weight：7.5kg
Price   ：¥29,000(税別 ) 

折畳式・屋外仕様

・Sirio 670φテーブル
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ウォーターブルー・セージグリーンの 4色

・Spring(スプリング）

Material：スチール・亜鉛メッキ仕上

Color     ： ホワイト・チャコールグレー

Size      ：W425xD490xH820(SH480) mm
折畳時  ：W425xD90xH950ｍｍ

Weight  : 5kg
Price     : ¥16,500(税別 )

出荷単位：２脚

折畳式・屋外仕様



www.collection-living.com 11

・Domino Corner Sofa（ドミノコーナーソファ）

Size      ： W810×D730×H680（SH410）mm

Seat・back：ポリエステルファブリック・ウレタンフォーム

Frame   ：アルミカラー塗装（チャコールグレー・ホワイト）

Fabric   ： ベージュ、グレー

Price     ：¥99,500（税別）

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式（連結金具付）・カバーリング

〈ファブリックカラー〉

グレーベージュ

フレーム：チャコールグレー　ファブリック：グレー

・Domino Basic Sofa（ドミノベーシックソファ）

Size      ： W730xD730xH680（SH410）mm

Seat・back：ポリエステルファブリック・ウレタンフォーム

Frame   ：アルミカラー塗装（チャコールグレー・ホワイト）

Fabric   ：ベージュ、グレー

Price     ：¥96,000（税別）

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式（連結金具付）・カバーリング

・Domino Arm Sofa（ドミノアームソファ）

Size      ： W880xD830xH680（SH410） mm

Seat・back：ポリエステルファブリック・ウレタンフォーム

Frame   ：アルミカラー塗装（チャコールグレー・ホワイト）

Fabric   ：ベージュ、グレー

Price     ：¥105,500（税別）

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式（連結金具付）・カバーリング
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フレーム：チャコールグレー　ファブリック：ベージュ

・Domino Table（ドミノテーブル）

Size　　：W690×D690×H280mm
Material  ： アルミカラー塗装

Color     ：チャコールグレー・ホワイト

Price       ：  ¥50,000（税別）

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式（連結金具付）

フレーム：ホワイト　ファブリック：ベージュ



・5段回に背の角度が変わります。
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・Spaghetti（スパゲッテイ）

Size：W610×D650~1850×
　　　H680~1050(SH385)mm
             折畳時 W600×D180×H970mm
Seat/Back：ポリプロプレン樹脂

出荷単位：１台

折畳式・屋外仕様

　

・折畳んで収納できます。

・座面下にフットレストが収納されています。

　Size      ：W665×D720～ 1550×H855～ 1205(SH430)mm
　                     折畳時 W665×D150×H980mm

・Amida ( アミーダ）

　Frame   ：スチール・粉体塗装

Fabric   ：ポリプロピレンメッシュ

Price     ：¥38,500( 税別 )

出荷単位：１台  折畳式

　

無段階リクライニング 折畳んで収納できます。

Frame：スチール、チャコールグレー粉体塗装
　　　　亜鉛メッキ仕上
Color  ：ライトブラウン
Price   ：¥32,000（税別）

Frame：アルミニウム
Color  ：セージグリーン
Price   ：¥42,500（税別）
ヘッドレスト付

Spaghetti は 2019 年、MoMA Design Store に
セレクトされました。
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・Amigo（アミーゴ）
 Size：W695 x D1540～ 1880 xH420～ 850(SH280) mm
          折畳時 W695×D140×H780mm

Fabric   ：ポリエステルメッシュ

Color    ：ターコイズブルー、ブラウン

Price      ： ¥42,500（税別）
出荷単位：１台

　折畳式・屋外仕様　

※脚部は２段階・背もたれは３段階調節可

Weight  ：5.7 kg

Frame   ：アルミニウム

　Size      ：W385xD405xH410mm
                                  
　 
　     　　
　
　

・ClubSide table ( サイドテーブル）

　
　

Material ：スチール、粉体塗装
Color     ：ホワイト、ブラック
Price     ：¥11,000( 税別 )
出荷単位：１台
屋外仕様　

取っ手が付いており持ち運びに便利です。

Amigo
Sunbed is awarded with
“ The Iconic Awards 2019”
assigned by the German Design Council

FIAM 社　Amigo は、2019 年度ドイツデザイン

協会アイコン賞を受賞しました。

1975 年創業の FIAM 社は、2019 年で 43 年の歴

史を数えるイタリアを代表するアウトドアファニ

チャーメーカーです。
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Size     ：W630xD965xH790(SH280) mm　折畳時 W630xD190xH1145 mm
Frame  ：スチール、ホワイト粉体塗装
Fabric  ：ポリエステルメッシュ（ナチュラル）
Weight：4.4kg    出荷単位：1 台
Price    ：¥21,000(税別 )
折畳式・屋外仕様　

・Dondolina Single（ドンドリーナシングル）　　　　　　　　　　　

イタリア語で「ゆりかご」を意味する Dondolina。その名の通りロッキングタイプの折畳式チェアです。

付属品：小物入れ・バスケット

　　　　（カラーは選べません。）

・４段階にリクライニングします。

・Wheely（ウイリー）

Frame   ：スチール・チャコールグレー粉体塗装・亜鉛メッキ仕上
Fabric    ：ポリエステルメッシュ・オレンジ
Size      ：W590xD935~1320xH200~805(SH200) mm
               折畳時 W590xD205xH900 mm
Weight   ： 4kg
Price      ：¥18,000(税別 )
出荷単位：1 台
折畳式・屋外仕様 

　Size      ：W385xD405xH410mm
・Club Side table( クラブサイドテーブル）

Material：スチール、粉体塗装
Color     ：ホワイト・ブラック         
Price     ：¥11,000( 税別 )
出荷単位：1 台
折畳式・屋外仕様　
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Material:

・Robin Folding Table 140
( ロビンフォールデイングテーブル 140）

Price　   ：    ¥68,000（税別）

Color　  : ナチュラル

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式

ロビニアウッド
Size　　: W1400xD700xH740 mm

Material : ロビニアウッド

Material ：

Price 　：    ¥34,000（税別）

・Robin Folding Table 70
( ロビンフォールデイングテーブル 70）

Color 　: ナチュラル

出荷単位：1 台

屋外仕様・組立式

ロビニアウッド

Size    　: W700xD700xH740 mm

・Marian Folding Chair

Size      :W530xD445xH800(SH435)mm
Color     : ナチュラル

 Price     ：¥19,000（税別）

出荷単位：2 脚

屋外仕様・組立式

（マリアンフォールデイングチェア）

ヨーロッパ産ロビニアウッドは、屋外用
テーブル＆チェアに適したオイルタイプ
の木材です。



www.collection-living.com 17

　Size      ：W510xD450xH410mm
・LEGNO Table（レグノテーブル）

　
　

Material ：FSC ヨーロピアンウッド

Color     ：ウォルナット染色

Price     ：¥19,500( 税別 )

出荷単位：１本
折畳式・屋外仕様
　

Scandinavian Touch AB

　  Size      ：W360xD330xH530(SH500)mm
    折畳時   ：W110xD110xH360mm/重さ650g 耐荷重100kg
　  Material ：〈フレーム〉アルミニウム・プラスチックグライズ　

　　　  　　 〈シート〉ポリプロピレン

・Walkstool Basic 50 (ウオークスツールベーシック50)

Price     ：¥10,000(税別・本体）

         ¥2,000(税別・ショルダーカバー別売)

出荷単位：５本                 

Made in Sweden

  

フランチェスコ・エニオ・
ファブローサによって 1975
年イタリア北東部ブレッシア
に FIAM 社設立。
フォールデイングタイプの
チェア・テーブルを手掛ける
イタリアを代表するアウトドア
ファニチャーメーカーです。

　Size      ：W870xD540xH870(SH440)mm
・LEGNO（レグノ）

　
　

Material ：ビーチウッド

Color     ：ウォルナット染色

Fabric    ：グリーン（アクリルポル）

Price     ：¥18,000( 税別 )

出荷単位：2 本
折畳式・屋外仕様
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・Seatle Bench 2（シアトルベンチ２）
Size      ：W1355xD550xH830(SH430)mm    
Material ：アカシア材

Color     ：ライトウオルナット

Price      ：¥32,000( 税別）

屋外仕様・組立式

Made in Vietnam（Design：Germany）

・Seatle Bench 2 Arm Mintgreen（シアトルベンチ２アームミントグリーン）
Size      ：W1420xD550xH830(SH430)mm    
Material ：アカシア材（ラッカー塗装）

Color     ：ミントグリーン

Price      ：¥42,000( 税別）

屋外仕様・組立式

Made in Vietnam（Design：Germany）
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Trieste Italy

株式会社コレクションリビング
〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮 2-3-80
TEL:0463-86-6622      FAX:0463-86-6627
http://www.collection-living.com
info@collection-living.com
・営業日：月曜日～金曜日
　　　　
・営業時間 : 午前 9時～午後 6時 
休日（土日、祝日、夏季、年末年始）


