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・SOLO（ソロ）

Size      ：W500×D259×H1472mm  棚幅 313mm
Material： パーティクルボード、低圧メラミン (オーク柄）

Color     ：ナチュラル、ウォルナット

Price         ：¥36,000（税別）

出荷単位：1 本

組立式  Made in Japan（ドイツ企画）

ソロは右用にも左用にも組立ができます。

発想次第で自由自在にコーディネートできる

楽しいシェルフです。

・側板の位置を変えることで 2パターンの形に組み上げることができます。

ナチュラル ウォルナット259mm 259mm

500mm500mm

・ウォルナット　1本

価格：¥36,000（税別）

500mm

259mm



2 2

1000mm

259mm

・組合せＡ

ナチュラル　2本

価格：¥72,000（税別）

759mm

259mm

759mm         
500mm

259mm

・組合せＢ

ナチュラル　2本

価格：¥72,000（税別）

・組合せＣ

ウォルナット　2本

価格：¥72,000（税別）
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　Robby Cantarutti
( ロビー・カンタルッティ）

1966 年ドイツ・ブッパタール生まれ。

1989 年建築の学位を取りその後スタジオ

を開設。

イタリア・ドイツのメーカーから多数の

チェアをデザインしている。

また、建築家としても活躍している。

Pocket color 

            

      

・Pocket Color （ポケットカラー）　　　　　　　　　　　　　　　　　
Size   ：W450×D450×H780(SH460)mm
背座   ：ポリプロピレン  Frame：スチール、粉体塗装
Color   ：ホワイト、ブラック、レッド、グレー、ベージュ、ブルー

White RedBlack

Made in Italy

Price     ：¥13,800 ( 税別 )
出荷単位：4 本（カラーアソート可）

Beige Blue Grey
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Pocket trolly Pro（ポケットトローリープロ）・
Size      ：W1450xD500xH900mm / 33kg
Material ：スチール、ブラック粉体塗装
Price     : ¥158,500( 税別 )　組立式

Natural Cherry Wenge

・Pocket Color Cushion（ポケットカラークッション）　　　　　　　　　　　　　　　　　
Size  ：W450×D450×H780(SH460)mm
背座  ：合成皮革（ポリプロピレン）
Color：ホワイト・ブラック・ラスト 

Frame：スチール

Price  ：¥19,000 ( 税別 )

Pocket Wood

出荷単位：４本（アソート可）

White Black

・Pocket Wood（ポケットウッド）　　　　　　　　　　　　　　　　　
Size      ：W450×D450×H780(SH460)mm
背座    ：積層合板
Frame   ：スチール、シルバー粉体塗装

Price        ：¥17,500 ( 税別 )
Color    ：ナチュラル・チェリー・ヴェンゲ
出荷単位：４本（アソート可）

Pocket Color Cushion 

            

      

Pocket Trolly X（ポケットトローリーエックス）・
Size      ：W510xD260xH950mm
Material：スチール、クロームメッキ
Price     ：¥15,000( 税別 )　出荷単位：2 本

Rust
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・KLAPP（クラップ）

Size        ：W460xD490xH780(SH460)mm
背座      ：アッシュ積層合板（オーク染色）

Frame     ：アルミ、テクノポリマー

Color       ：ブラック、ホワイト

Price       ：¥47,000(税別）

出荷単位  ：2 脚

折畳式　 Design：Steffen Kerhrle
  （シュテファン・ケーヘル）

・KLAPP Trolly（クラップトローリー）

Size      ：W510xD280xH950mm
Frame   ：スチール、クロームメッキ

Price     ：¥15,000(税別）

出荷単位：2 台

6 脚収納　Made in Italy

Made in Italy
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Size      ：W1300~1800xD860xH750mm            
Material：〈天板〉ブナ・オーク突板仕上　

　　　　　〈フレーム〉スチール・粉体塗装

Color：ナチュラル、チェリー、ヴェンゲの 3色

Price     ：¥58,000(税別）

出荷単位：1 台

組立式　

   

・592 Extension Table(592 エクステンションテーブル）

Size      ：W410xD445xH810(SH460)mm            
Material：〈背座〉ブナ積層合板　

　　　　　〈フレーム〉スチール・粉体塗装

Color：ナチュラル、チェリー、ヴェンゲの 3色

Price     ：¥13,000(税別）

出荷単位：2 脚（カラーアソート可）

完成品　

   

・567 Chair(567 チェア）

Natural

Natural

Cherry

Cherry Wenge

Wenge

Made in Italy
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Design:2DB Design
         (2DB デザイン）

 SUNNY （サニー）・ 

 Size      ：590xD570xH780(SH450)mm
 背座　  ：ポリプロピレン樹脂

 Frame   ：スチール・クロムメッキ      

 Color    ：ブラック、ブルー、ブラウン

　　　　   レッド、ホワイトの 5色      

 Price     ：\19,500(税別）        

 　  

   
 出荷単位：４本（カラーアソート可）

組立式　

 SUNNY Swivel （サニー スイーベル）・ 
 Size       ：590xD570xH755～ 885(SH385～ 515)mm
 背座     ：ポリプロピレン樹脂

 Frame    ：アルミダイキャスト      

 Color     ：ブラック、ブルー、ブラウン

　　　　   レッド、ホワイトの 5色      

　　　　　　  

         
 　  

   

Price     ：\33,000(税別）

出荷単位：1 本

組立式　   

10 脚迄スタッキングできます。White

White

Blue

Blue

Black

Black

Red

Red

Brown

Brown

Made in Italy  
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・Daily1(デイリー 1）

Material：〈フレーム〉スチール   

          〈背座〉オーク積層合板

Size      ：W540×D510×H780(SH440) ｍｍ 

Color     ：ナチュラル、ブラック

Price     ：¥38,500(税別 )

出荷単位：1 台

完成品　Made in Italy

   

・Daily2(デイリー 2）

Material：〈フレーム〉スチール   

          〈背座〉オーク積層合板

Size      ：W605×D510×H780(SH440) ｍｍ 

Color     ：ナチュラル、ブラック

Price     ：¥46,500(税別 )

出荷単位：1 台

完成品　Made in Italy

   

4 脚までスタッキング可能です。

Designer：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。
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　Size                 ：W460xD490xH810(SH450)mm
　Material      ：〈フレーム〉ブナ無垢材
               〈背部〉ブナ積層合 クリアラッカー塗装 
　Fabric color ：〈コットン地〉ナチュラル・モカブラウン・ブルーグレー・
　　　　　　　　チャコールグレイの 4色　　     　　
　Frame color：ナチュラル・チェリー・ウォルナット・ホワイト・ブラックの５色
　Price           ：¥16,000( 税別）
　出荷単位    ：2 本・ カラーアソート可　折畳式

　生産国　　　：〈フレーム〉イタリア　
　　　　　　　　〈ファブリック〉ナチュラル：イタリア　他 3色：日本　　　
　

・Elements Chair Cotton( エレメンツチェア・コットン）

ナチュラル ブルーグレーモカブラウン チャコールグレー

ナチュラル / ブルーグレー チェリー / モカブラウン ウォルナット / チャコールグレー

ウォルナット / ナチュラル

イタリアの老舗木工メーカー、ラ・セディア社のフォールディングチェアです。

張地とフレームをお好みのカラーで組み合わせてご注文いただけます。

〈ファブリック カラー〉

〈フレーム カラー〉

ナチュラル チェリー ウォルナット ホワイト ブラック
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・Elements Chair Gyllstad Lotus
 （エレメンツチェア ジルスタッド ロータス）

　Size                 ：W460xD490xH810(SH450)mm
　Material      ：〈フレーム〉ブナ無垢材  〈背部〉ブナ積層合 クリアラッカー塗装
　　　　　　　　〈ファブリック〉オーガニックコットン 100% 
　Fabric color ：グリーン、ピンク、ブルーの 3色　　     　　
　Frame color：ナチュラル・チェリー・ウォルナット・ホワイト・ブラックの 5色
　Price           ：¥20,000( 税別）
　出荷単位    ：2 本・ カラーアソート可　折畳式
　生産国　　　：〈フレーム〉イタリア　〈張地〉スウェーデン

・Elements Chair Gyllstad Tree
 （エレメンツチェア ジルスタッド ツリー）

　Size                 ：W460xD490xH810(SH450)mm
　Material      ：〈フレーム〉ブナ無垢材  〈背部〉ブナ積層合 クリアラッカー塗装
　　　　　　　　〈ファブリック〉オーガニックコットン 100% 
　Fabric color ：イエロー、グリーン、ブルー、レッドの 4色　　     　　
　Frame color：ナチュラル・チェリー・ウォルナット・ホワイト・ブラックの 5色
　Price           ：¥20,000( 税別）
　出荷単位    ：2 本・ カラーアソート可　折畳式
　生産国　　　：〈フレーム〉イタリア　〈張地〉スウェーデン　

ブラック / ロータス グリーン チェリー / ロータス ピンク ナチュラル / ロータス ブルー

ナチュラル / ツリー グリーンチェリー / ツリー イエロー
ウォルナット / ツリー  レッドホワイト / ツリー ブルー

エレメンツチェアと北欧・スウェーデンのテキスタイルを組み

合わせたコラボレーション製品です。

ウォルナット / ロータス グリーン

チェリー / ツリー イエロー
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　Size       ：W330xD330xH420mm
　Frame Material：ブナ無垢材
　Frame color    ：ナチュラル・ウオルナット
  出荷単位 ：１本・ 組立式 
　〈コットン〉
　Material ：コットン
　Color      ：ナチュラル・ブルーグレー・
　　　　　　モカブラウン・チャコールグレー
　Price       ：¥12,800( 税別） 

   　　

・Piccolo Stool( ピッコロスツール）

ナチュラル ブルーグレー モカブラウン チャコールグレー

・Double Stool( ダブルスツール） ・Grande Stool ( グランデスツール）

　Size        ：W500xD430xH800(SH450)mm
　Material  ：ブナ無垢材 
　Color      ：ナチュラル、チェリー、ウォルナット
　　　　　　  ホワイト、ブラック       
   Price        ：¥9,000( 税別） 
  出荷単位 ：4 本・ 完成品
　  　　      

・BOL( ボル）

　Size       ：W600xD300xH420mm
　Frame Material：ブナ無垢材
　Frame color    ：ナチュラル・ウオルナット
  出荷単位 ：１本・ 完成品 
　〈コットン〉
　Material ：コットン
　Color      ：ナチュラル・ブルーグレー・
　　　　　　モカブラウン・チャコールグレー
　Price       ：¥20,000( 税別） 

   　　

　Size       ：W530xD530xH720mm
　Frame Material：ブナ無垢材
　Frame color    ：ナチュラル・ウオルナット・レッド
  出荷単位 ：１本・ 組立式        
　〈コットン〉
　Material ：コットン
　Color      ：ナチュラル・ブルーグレー・
　　　　　　モカブラウン・チャコールグレー
　Price       ：¥24,800( 税別） 

Piccolo Series

【共通フレームカラー】　　　　

多彩なコットンファブリックと 2種類のフレームからお好みのカラーを組み合わせて選んでいただけるスツールです。

2022 年、新しく北欧テキスタイル“Gyllstad”のファブリックとコラボレーションしました。

全 11 種類の張地からお選びいただけます。

【コットン ファブリックカラー】

ナチュラル ウォルナット レッド（グランデのみ）

Made in Italy
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【ジルスタッド ロータス ファブリックカラー】

【ジルスタッド ツリー ファブリックカラー】

　Size       ：W330xD330xH420mm
  出荷単位 ：１本・ 組立式 
　Price       ：¥17,600( 税別） 

       

・Piccolo Stool Gyllstad Lotus
( ピッコロスツール ジルスタッド ロータス）

・Double Stool Gyllstad Lotus
( ダブルスツール ジルスタッド ロータス）

　Size       ：W600xD300xH420mm
  出荷単位 ：１本・ 完成品 
　Price       ：¥27,900( 税別） 
   　　

・Grande Stool Gyllstad Lotus
 ( グランデスツール ジルスタッド ロータス）

　Size       ：W530xD530xH720mm
  出荷単位 ：１本・ 組立式        
　Price       ：¥29,600( 税別）  

・ジルスタッド ロータス共通スペック

　〈フレーム イタリア製〉
　Material：ブナ無垢材
　Color    ：ナチュラル・ウオルナット
　〈ファブリック スウェーデン製〉
　Material ：オーガニックコットン 100％
　Color    ：グリーン、ピンク、ブルー
　
   　　

　Size       ：W330xD330xH420mm
  出荷単位 ：１本・ 組立式 
　Price       ：¥17,600( 税別） 

       

・Piccolo Stool Gyllstad Lotus
( ピッコロスツール ジルスタッド ロータス）

・Double Stool Gyllstad Lotus
( ダブルスツール ジルスタッド ロータス）

　Size       ：W600xD300xH420mm
  出荷単位 ：１本・ 完成品 
　Price       ：¥27,900( 税別） 
   　　

・Grande Stool Gyllstad Lotus
 ( グランデスツール ジルスタッド ロータス）

　Size       ：W530xD530xH720mm
  出荷単位 ：１本・ 組立式        
　Price       ：¥29,600( 税別）   

・ジルスタッド ツリー共通スペック

　〈フレーム イタリア製〉
　Material：ブナ無垢材
　Color    ：ナチュラル・ウオルナット
　〈ファブリック スウェーデン製〉
　Material ：オーガニックコットン 100％
　Color    ：イエロー、グリーン、ブルー、レッド
　
   　　

   　 Ulrika Gyllstad
　　（ウルリカ・ジルスタッド）

スウェーデン南東部の街ロンネビー
出身。
幼い頃より色彩やデザインに触れて
育ち、H＆MやGANT等でファッションデ
ザイナーとして経験を積む。
2014 年 , 自身の名を冠した Gyllstad
を設立。
モダンでありながらタイムレスな北欧
デザインが特徴。
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        Tore Bleuze
(トーレ・ブリューズ）

2007 年フランドル (ベルギー）

地方、ホウエストの大学で工業

デザインを学ぶ。

その後、2013 年ベルギーにて

obi-one design studio を主宰。

・Foldin A( フォールディンＡ）

　Size      　    ：W1180xD250xH510mm
　Material      ：〈フレーム〉カバ無垢材・オイル仕上

　　　　　　　　〈シェルフ〉カバ材積層合板・無塗装

   Weight       ：7kg
   Price    　　  ：¥29,500( 税別）(シェルフ 2枚） 
  出荷単位    ：１セット

　付属品      ：スチールフック 2個

　組立式　Made in Lithuania   　　

・Foldin B( フォールディン B）

Foldin
Designer：etc.etc.

　Size       ：W490xD270xH1490mm
　Material ：カバ無垢材・オイル仕上

　　　　　　 脚部すべり止めパッド付

   Weight  ：4kg
   Price       ：¥31,000( 税別） 
  出荷単位：１台

　完成品　Made in Lithuania   　　

・Step Up( ステップアップ）

　Size       ：W365xD270xH892mm
　Material ：カバ無垢材・オイル仕上

　　　　　　 脚部すべり止めパッド付

   Weight  ：1.6kg
   Price       ：¥26,500( 税別） 
  出荷単位：１台

　完成品　Made in Lithuania   　　

・Step Up Mini( ステップアップミニ）

　Size      　    ：W653xD250xH510mm
　Material      ：〈フレーム〉カバ無垢材・オイル仕上

　　　　　　　　〈シェルフ〉カバ材積層合板・無塗装

   Weight       ：3.5kg
   Price    　　  ：¥25,000( 税別）(シェルフ 1枚） 
  出荷単位    ：１セット

　付属品      ：スチールフック 2個

　組立式　Made in Lithuania   　　

etc.etc（エトセトラ・エトセトラ）

イサネ・マラフェジとアナレス・スカ
レビチウスによるデザインユニット。
2012 年ロイヤル・デンマーク芸術学院
でデザインを学び、etc.etc デザイン
スタジオをスタート。
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・Naive side table（ナイーブサイドテーブル）

　Material：〈天板〉トネリコ集成材〈脚部〉トネリコ無垢材

　Color      ：グレー、ナチュラル、イエロー

　出荷単位：1 台

　組立式　Made in Lithuania

　【Ａ Table 】Size  ：W447×Ｄ447×Ｈ505mm
　　　　　　　Price：¥52,500（税別）

　【Ｂ Table 】Size  ：W637×Ｄ637×Ｈ438mm
　　　　　　　Price：¥77,000（税別）

　【Ｃ Table 】Size  ：W608×Ｄ405×Ｈ375mm
　　　　　　　Price：¥68,500（税別）

・Macaron(マカロン）

Material：〈フレーム〉MDF・オーク突板仕上   〈ロープ〉コットン

Size      ：300φ（D30) H145 ｍｍ/ 100W 迄 

Color     ：ブラック、ブルー、ホワイト、レッド、イエロー

Price     ：¥38,500(税別 )

出荷単位：1 台

100W 電球付、LED 交換対応  Made in Lithuania

   

Design：Silvia Cenal(シルビア・セヌー）

1975年スペイン・サンセバスチャン生まれ｡

2010 年マドリッド・IED Madrid でデザインを

学ぶ。現在、自身のデザインスタジオ

Silvia Cenal Design Sutudio　を主宰。

B Table C Table

Ａ Table
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・Naive chair（ナイーブチェア）

Material：〈座部〉トネリコ集成材〈脚部〉トネリコ無垢材

　　　　   〈クッション〉ポリエステル

Size      ：W389xD492xH823.5(SH450.5)mm
Frame   ：ナチュラル・ピンク・グレー・イエロー

Cushion：チャコールグレー・ラディッシュ

　　　　    グレー・イエロー

Price     ：¥46,500(税別）

出荷単位：１脚

組立式　Made in Lithuania

※フレームとクッションの組み合わせは固定です。 

フレーム ：ナチュラル

クッション：チャコールグレー

ピンク

ラディッシュ

グレー

グレー

イエロー

イエロー

・Naive Dining table
　（ナイーブダイニングテーブル）

Material：〈天板〉トネリコ集成材

　　　　　〈フレーム〉トネリコ無垢材

Size  ：〈900φ〉W900xD900xH733mm
          〈1100φ〉W1100xD1100XH733mm
Price  ：〈900φ〉¥250,000(税別）

               〈1100φ〉¥270,000( 税別）

Color：ナチュラル・グレー・ブラック

　　　（脚部・天板エッジ部）

※ 天板表面はナチュラル・オイル仕上げ

組立式　Made in Lithuania

　etc.etc.designer:

900φ グレー

ナイーブサイドテーブル Cナチュラル・Aイエロー、ナイーブチェアナチュラル・グレー、ナイーブダイニングテーブル 1100φナチュラル
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・Naive Chair（ナイーブチェア）

　Price ：¥46,500(税別）

・MSW_DESK（MSW デスク）

Material：〈天板〉MDF ホワイトラッカー塗装

　　　　　〈ラック〉カバ積層合板

　　　　　〈脚部〉カバ無垢材

組立式　Made in Lithuania

・MSW_DESK1（MSW デスク 1）

　Size        ：W880xD630xH750mm
　Weight    ：25kg
　Price       ：¥230,000(税別）

・MSW_DESK2（MSW デスク 2）

　Size        ：W1360xD630xH750mm
　Weight    ：36kg
　Price       ：¥270,000(税別）

イサネ・マラフェジとアナレス・
スカレビチウスによるデザイン
ユニット。
20 1 2 年ロイヤル・デンマーク
芸術学院でデザインを学び、
etc.etc. デザインスタジオをス
タート。

etc.etc（エトセトラ・エトセトラ）

・4.9_DESK（4.9 デスク）

Material：〈天板〉MDF ヨーロピアンアッシュ突板仕上

　　　　　〈脚部〉リトアニアンアッシュ無垢材オイル仕上

組立式　Made in Lithuania

Designed by Marious Valaitis

・4.9_DESK1（4.9 デスク 1）

　Size        ：W800xD700xH760mm
　Weight    ：25kg
　Price       ：¥171,000(税別）

・4.9_DESK2（4.9 デスク 2）

　Size        ：W1400xD700xH760mm
　Weight    ：37kg
　Price       ：¥270,000(税別）
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Size      ：W520xD510xH785(SH 440)mm

Price   ：￥11,500（税別）

Frame  ：スチール・クロムメッキ

(アンジェロ・ピナッフォ）

1966年イタリア・パドヴァ生まれ
ベニス建築大学卒・Pietro Selveticoアート
スクールにて学位取得。
2000年、STEELチェアにてコンパッソ・ドロ賞
（金のコンパス賞）受賞。
2002年Coopernikoがシカゴネオコンフェアで
銀賞受賞。

　　 Angelo Pinaffo

・Koska（コスカ）

背座     ：ポリプロピレン樹脂    　

Color    ：ホワイト・ブラック・レッド・オレンジ・グリーン・ベージュ・
         グレー・ネービーの 8色

出荷単位：４本（カラーアソート可） 

・Koska Swivel X （コスカスイーベル エックス）

Size      ：W670xD670xH785～ 885(SH400～ 500)mm     
背座    ：ポリプロピレン樹脂    　

Frame   ：アルミダイキャスト・スチール

Color     ：ホワイト・ブラック・レッド・オレンジ・グリーン・ベージュ・
         グレー・ネイビーの８色
Price     ：¥19,800（税別）　　　
出荷単位：１本・組立式　

Made in Italy
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　Size      ：W530xD435xH785(SH440)mm
   Frame   ：スチール・クロムメッキ
  背座     ：ポリプロピレン                      
　Color     ：ホワイト、ネイビー、ライムグリーン、レッド、
　　　　  　オレンジの 5色
　Price        ：¥12,000( 税別 )          
　     　　
　
　

・STRIKE  ( ストライク）

　
　出荷単位：4 本・ カラーアソート可

　

1952 年イタリア・パドヴァ生まれ。

ベニスを拠点に活動し、建築家の

アルド・ロッシの影響を受ける。

1977 年独立。アメリカ・ネオコン

銀賞受賞。日本・グッドデザイン

賞受賞。主にオフイス用チェアなど

インダストリアルデザインを手掛ける。

　Paolo Scagnellato
（パオロ・スキャニエラート）

　

　Size      ：W670xD670xH785～ 885(SH400～ 500)mm
   Frame   ：アルミダイキャスト・スチール 
　背座     ：ポリプロピレン                      
　Color     ：ホワイト、ネイビー、ライムグリーン、
　　　　　　レッド、オレンジの 5色
　Price        ：¥20,500( 税別 )          
　     　　
　
　

・STRIKE Swevel X  
　(ストライクスィーベルエックス）

出荷単位：4 本・ カラーアソート可　
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Made in Italy

　Size             ：W465xD545xH795(SH445)mm
・VESPA１  ( ベスパ１）

クローム、ブラック　
　

Material      ：〈背座〉ポリプロピレン・グラスファイバー
　　　　　     〈フレーム〉スチール・クロムメッキ
　　　　  

Price               ： ¥18,000( 税別 )

出荷単位     ：4 本・ アソート可

組立式　

　

Seat Color  ：サンド・フォレストグリーン・ブラック

　　　　　    ホワイト・ライトグレー・レッドの 6色

Frame Color：

Christoph Jenni(クリストフ・ジェイニ )

1976 年ブラジル・リオ生まれ。
スイス連邦共和国、アーラウの FHNW で
工業デザインを学ぶ。2010 年ハンス・ウエ
ッツスタインのスタジオハンスに従事。
現在、ベルンを拠点に活動。

  Size       : W670xD670xH760～ 890(SH380～ 510)mm

・VESPA1 Swivel  ( ベスパ１スイーベル）

　
　

出荷単位 ：1 本

組立式　

　　　　　　　

Color     ：サンド・フォレストグリーン・ブラック　　　　

　　　　　ホワイト・ライトグレー・レッドの 6色　

Material：〈背座〉ポリプロピレン・グラスファイバー

　　　　　〈フレーム〉アルミダイキャスト・スチール

         

Price      ： ¥28,000 ( 税別 )
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Size      ：W565xD545xH820(SH445)mm            
Material：〈背座〉ポリプロピレン・グラスファイバー　

　　　　　〈フレーム〉スチール・クロームメッキ

Color：サンド、フォレストグリーン、ブラック、

　　　　ホワイト、ライトグレー・レッドの 6色

Frame Color：クローム、ブラック　

Price     ：¥20,000(税別）

出荷単位：4 脚（カラーアソート可）

組立式　

   

・VESPA2(ベスパ２）

Designer：Christoph Jenni

Size      ：W670xD670xH780~910(SH380~510)mm            
Material：〈背座〉ポリプロピレン・グラスファイバー　

　　　　　〈フレーム〉アルミダイキャスト、スチール

   

・VESPA2 Swivel (ベスパ２スィーベル） Color     ：サンド、フォレストグリーン、ブラック、

　　　　 ホワイト、ライトグレー・レッドの 6色　

Price     ：¥32,000(税別）

出荷単位：1 脚　組立式　

Made in Italy
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Made in Italy

・Waste Basket 2（ウエストバスケット 2）

  Size       ：W340xD250xH920 mm
  Material：スチール・粉体塗装仕上

   Color       ：ホワイト・グレー・レッドの 3色

  Price        ：¥23,500(税別 ) 
  Weight   ：9kg
   出荷単位：1 台

   完成品・PVC バケツ (16L)2 個付

   

・Tower 6（タワー６）

  Size       ：W300xD300xH1500 mm
  Material：スチール・粉体塗装仕上

   Color       ：ホワイト・グレーの２色

  Price        ：¥28,000(税別 ) 
  Weight   ：10kg    出荷単位：1 台

   組立式　　　　　　

   

GreyWhite

White RedGrey
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・Waste Basket 3（ウエストバスケット３）

  Size       ：W340xD250xH1360 mm
  Material：スチール・粉体塗装仕上

   Color       ：ホワイト・グレー・レッドの３色

  Price        ：¥29,000(税別 ) 
  Weight   ：13kg
   出荷単位：1 台

   完成品・PVC バケツ (16L)3 個付　

  　　　　　

   

RedWhite

Grey

・Waste Basket 4（ウエストバスケット 4）

  Size       ：W600xD250xH920 mm
  Material：スチール・粉体塗装仕上

   Color       ：ホワイト・グレー・レッドの３色

  Price        ：¥34,500(税別 ) 
  Weight   ：14kg
   出荷単位：1 台

   完成品・PVC バケツ (16L)4 個付　

  　　　　　

   

White Grey

Red



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）

23www.collection-living.com


