
FABRIC EASY ORDER <ファブリックイージーオーダー>

アイテム 商品番号

クッション　Ｓ
フェザークッション（Ｓ） 4000-91

W330　D330　H160 本体 ¥13,000 本体 ¥14,000 本体 ¥18,000 本体 ¥22,000 本体 ¥22,000 本体 ¥24,000

替えカバー（Ｓ） 4000-95
本体 ¥9,000 本体 ¥10,000 本体 ¥14,000 本体 ¥18,000 本体 ¥18,000 本体 ¥20,000

クッション　Ｍ
フェザークッション（Ｍ） 4000-92

W420　D420　H170 本体 ¥15,000 本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000 本体 ¥24,000 本体 ¥26,000

替えカバー（Ｍ） 4000-96
本体 ¥10,000 本体 ¥11,000 本体 ¥15,000 本体 ¥19,000 本体 ¥19,000 本体 ¥21,000

クッション　Ｌ
フェザークッション（Ｌ） 4000-93

W540　D540　H180 本体 ¥22,000 本体 ¥23,000 本体 ¥27,000 本体 ¥31,000 本体 ¥31,000 本体 ¥33,000

替えカバー（Ｌ） 4000-97
本体 ¥15,000 本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000 本体 ¥24,000 本体 ¥26,000

アイテム 商品番号

クッション　Ｓ
フェザークッション（Ｓ） 4000-91

W330　D330　H160 本体 ¥14,000 本体 ¥18,000 本体 ¥22,000 本体 ¥26,000 本体 ¥30,000

替えカバー（Ｓ） 4000-95
本体 ¥10,000 本体 ¥14,000 本体 ¥18,000 本体 ¥22,000 本体 ¥26,000

クッション　Ｍ
フェザークッション（Ｍ） 4000-92

W420　D420　H170 本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000 本体 ¥28,000 本体 ¥32,000

替えカバー（Ｍ） 4000-96
本体 ¥11,000 本体 ¥15,000 本体 ¥19,000 本体 ¥23,000 本体 ¥27,000

クッション　Ｌ
フェザークッション（Ｌ） 4000-93

W540　D540　H180 本体 ¥23,000 本体 ¥27,000 本体 ¥31,000 本体 ¥35,000 本体 ¥39,000

替えカバー（Ｌ） 4000-97
本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000 本体 ¥28,000 本体 ¥32,000

アイテム 商品番号

クッション　Ｓ
フェザークッション（Ｓ） 4000-91

W330　D330　H160 本体 ¥14,000 本体 ¥26,000

替えカバー（Ｓ） 4000-95
本体 ¥10,000 本体 ¥22,000

クッション　Ｍ
フェザークッション（Ｍ） 4000-92

W420　D420　H170 本体 ¥16,000 本体 ¥28,000

替えカバー（Ｍ） 4000-96
本体 ¥11,000 本体 ¥23,000

クッション　Ｌ
フェザークッション（Ｌ） 4000-93

W540　D540　H180 本体 ¥23,000 本体 ¥35,000

替えカバー（Ｌ） 4000-97
本体 ¥16,000 本体 ¥28,000

 ※ 合成皮革 、Mスムース（マルニスムース）について：総張りの為 4000番台でご発注ください。

サイズ表示の単位はmmとなります。

20230201

ブリタニア専用布
LAGONDA

M-04

¥23,100

¥34,100

M-05

MDランク
ブリタニア専用布

DUETTO

¥34,100

¥28,600

¥26,400

¥22,000

＜合成皮革＞
エーデルスムース

L-01（皮革）
Mスムース・ヌメ革

地中海専用布 ＭＢランク MCランク

M-01 M-02 M-03

¥24,200 ¥25,300 ¥29,700

¥11,000 ¥15,400 ¥19,800

¥11,000 ¥12,100 ¥16,500 ¥20,900 ¥20,900

¥16,500 ¥17,600 ¥22,000 ¥26,400 ¥26,400

¥9,900 ¥11,000 ¥15,400 ¥19,800 ¥19,800

¥14,300 ¥15,400 ¥19,800 ¥24,200 ¥24,200

¥36,300

¥16,500 ¥17,600 ¥22,000 ¥26,400 ¥26,400 ¥28,600

¥15,400 ¥19,800 ¥24,200 ¥28,600 ¥33,000

¥24,200

¥12,100 ¥16,500 ¥20,900 ¥25,300 ¥29,700

¥28,600

¥17,600 ¥22,000 ¥26,400 ¥30,800 ¥35,200

¥17,600 ¥22,000 ¥26,400 ¥30,800 ¥35,200

¥25,300 ¥29,700 ¥34,100 ¥38,500 ¥42,900

¥17,600 ¥30,800

¥15,400 ¥28,600

¥11,000 ¥24,200

¥17,600 ¥30,800

¥12,100 ¥25,300

¥25,300 ¥38,500

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
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FABRIC EASY ORDER <ファブリックイージーオーダー>

アイテム 商品番号

クッション　Ｓ
フェザークッション（Ｓ） 4000-91

W330　D330　H160 本体 ¥22,000 本体 ¥24,000 本体 ¥28,000

替えカバー（Ｓ） 4000-95
本体 ¥18,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000

クッション　Ｍ
フェザークッション（Ｍ） 4000-92

W420　D420　H170 本体 ¥24,000 本体 ¥26,000 本体 ¥30,000

替えカバー（Ｍ） 4000-96
本体 ¥19,000 本体 ¥21,000 本体 ¥25,000

クッション　Ｌ
フェザークッション（Ｌ） 4000-93

W540　D540　H180 本体 ¥31,000 本体 ¥33,000 本体 ¥37,000

替えカバー（Ｌ） 4000-97
本体 ¥24,000 本体 ¥26,000 本体 ¥30,000

サイズ表示の単位はmmとなります。

20230201

アトリエ grade0 アトリエ grade1

¥30,800

¥26,400

¥24,200 ¥26,400

¥19,800 ¥22,000

アトリエ grade2

¥26,400 ¥28,600 ¥33,000

¥20,900 ¥23,100 ¥27,500

¥34,100 ¥36,300 ¥40,700

¥26,400 ¥28,600 ¥33,000
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