
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 ＭＢランク
MCランク

ＢＡＬＩ
MDランク

シャルル
アームチェア 4779-01

W800　D760　H800　SH400 本体 ¥282,000 本体 ¥307,000 本体 ¥332,000 本体 ¥442,000

ラブシート 4779-02

W1,600　D760　H800　SH400 本体 ¥455,000 本体 ¥495,000 本体 ¥535,000 本体 ¥711,000

ソファ 4779-03

W1,910　D760　H800　SH400 本体 ¥596,000 本体 ¥648,000 本体 ¥700,000 本体 ¥929,000

オットマン 4779-05

W674　D507　H400 本体 ¥95,000 本体 ¥103,000 本体 ¥111,000 本体 ¥130,000

エミールⅡ
アームチェア 4386-01

W980　D860　H830　SH460 本体 ¥381,000 本体 ¥405,000 本体 ¥429,000 本体 ¥618,000

ラブシート 4386-02

W1,580　D860　H830　SH460 本体 ¥542,000 本体 ¥583,000 本体 ¥624,000 本体 ¥948,000

ソファ 4386-03

W2,030　D860　H830　SH460 本体 ¥662,000 本体 ¥708,000 本体 ¥754,000 本体 ¥1,117,000

ロベールⅡ
アームチェア 4480-01

W920　D850　H765　SH410 本体 ¥286,000 本体 ¥312,000 本体 ¥338,000 本体 ¥543,000

ラブシート 4480-02

W1,750　D900　H770　SH410 本体 ¥434,000 本体 ¥477,000 本体 ¥520,000 本体 ¥860,000

ソファ 4480-03

W2,040　D900　H770　SH410 本体 ¥536,000 本体 ¥582,000 本体 ¥628,000 本体 ¥991,000

ロベール
オットマン 4780-05

W630　D500　H395 本体 ¥92,000 本体 ¥99,000 本体 ¥106,000 本体 ¥122,000

ハワード
パーソナルチェア 4976-01

W770　D820　H993　SH417 本体 ¥267,000 本体 ¥288,000 本体 ¥309,000 本体 ¥357,000

ヘッドレスト
ヘッドレスト 4146-00

W540　D132　H593 本体 ¥33,000 本体 ¥37,000 本体 ¥41,000 本体 ¥45,000

4146-90

本体 ¥12,000 本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000

クッション
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

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

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

替えカバー（Ｓ） 4000-95

本体 ¥10,000 本体 ¥14,000 本体 ¥18,000 本体 ¥22,000

替えカバー（Ｍ） 4000-96

本体 ¥11,000 本体 ¥15,000 本体 ¥19,000 本体 ¥23,000

替えカバー（Ｌ） 4000-97

本体 ¥16,000 本体 ¥20,000 本体 ¥24,000 本体 ¥28,000

サイズ表示の単位はmmとなります。

20230201

ヘッドレスト
替えカバー

¥728,200

¥293,700

¥314,600

¥13,200

¥36,300

¥310,200

¥500,500

¥655,600

¥104,500

¥419,100

¥596,200

¥477,400

¥589,600

¥101,200

¥343,200 ¥371,800 ¥597,300

¥946,000¥572,000¥524,700

¥679,800

¥1,042,800

¥1,228,700

¥445,500

＜皮革＞
Mスムース

¥365,200

¥588,500

¥770,000

¥829,400

¥471,900

¥641,300 ¥686,400

¥122,100

¥486,200

¥782,100

¥1,021,900

¥143,000

¥337,700

¥544,500

¥712,800

¥113,300

¥778,800

¥22,000 ¥26,400

¥28,600

¥17,600

¥690,800 ¥1,090,100

¥134,200¥116,600¥108,900

¥49,500¥45,100

¥316,800 ¥339,900 ¥392,700

¥40,700

¥640,200

¥30,800¥26,400¥22,000¥17,600

¥24,200¥19,800¥15,400

¥17,600 ¥22,000 ¥26,400 ¥30,800

¥25,300

¥12,100 ¥16,500 ¥20,900 ¥25,300

¥38,500¥34,100¥29,700

¥11,000 ¥15,400 ¥19,800 ¥24,200
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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 ＭＢランク
MCランク

ＢＡＬＩ
MDランク

ツーロン
フォールディングチェア 2233-10

W433　D530　H770　SH435 本体 ¥71,000 本体 ¥74,000 本体 ¥77,000 本体 ¥82,000

シャルル
パーティチェア 2778-11

W670　D660　H800　SH450 本体 ¥213,000 本体 ¥228,000 本体 ¥243,000 本体 ¥276,000

パーティチェア
（キャスター無し） 2798-11

W670　D660　H800　SH450 本体 ¥213,000 本体 ¥228,000 本体 ¥243,000 本体 ¥276,000

シャルルⅡ
パーティチェア 2678-11

W670　D660　H800　SH450 本体 ¥213,000 本体 ¥228,000 本体 ¥243,000 本体 ¥276,000

パーティチェア
（キャスター無し） 2698-11

W670　D660　H800　SH450 本体 ¥213,000 本体 ¥228,000 本体 ¥243,000 本体 ¥276,000

シャルル
背クッション 2678-90

W450　D100　H420 本体 ¥24,000 本体 ¥27,000 本体 ¥30,000 本体 ¥37,000

シャルル
チェア 2779-10

W470　D647　H980　SH450 本体 ¥137,000 本体 ¥143,000 本体 ¥149,000 本体 ¥163,000

チェア（肘付） 2779-11

W558　D647　H980　SH450 本体 ¥165,000 本体 ¥171,000 本体 ¥177,000 本体 ¥191,000

シャルルⅡ
チェア 2879-10

W470　D647　H980　SH450 本体 ¥141,000 本体 ¥150,000 本体 ¥159,000 本体 ¥179,000

チェア（肘付） 2879-11

W558　D647　H980　SH450mm 本体 ¥169,000 本体 ¥178,000 本体 ¥187,000 本体 ¥207,000

ロベール
チェア 2788-10

W450　D560　H887　SH455 本体 ¥100,000 本体 ¥107,000 本体 ¥114,000 本体 ¥130,000

ロベールⅡ
チェア 2888-10

W450　D560　H887　SH455 本体 ¥115,000 本体 ¥123,000 本体 ¥131,000 本体 ¥149,000

スツール（スタッキング） 2039-50

W367　D367　H440mm 本体 ¥33,000 本体 ¥34,000 本体 ¥35,000 本体 ¥37,000

ドレッサーチェア 5140-00

W463　D463　H623　SH430 本体 ¥90,000 本体 ¥95,000 本体 ¥100,000 本体 ¥111,000

サイズ表示の単位はmmとなります。

20230201

¥250,800 ¥267,300

¥36,300 ¥37,400 ¥38,500

¥155,100 ¥165,000 ¥174,900

＜皮革＞
Mスムース

¥126,500 ¥135,300 ¥144,100 ¥163,900

¥234,300 ¥250,800 ¥267,300 ¥303,600

¥234,300 ¥250,800 ¥267,300

¥234,300 ¥250,800 ¥267,300

¥234,300

（背籐張りタイプ）

¥303,600

¥99,000 ¥104,500 ¥110,000 ¥122,100

¥26,400 ¥29,700 ¥33,000 ¥40,700

¥150,700 ¥157,300 ¥163,900 ¥179,300

¥188,100 ¥194,700

¥81,400

¥185,900 ¥195,800

¥110,000 ¥117,700

¥181,500

¥78,100

（背籐張りタイプ）

（背張込みタイプ）

（背張込みタイプ）

¥84,700 ¥90,200

¥303,600

¥303,600

¥196,900

¥143,000

¥205,700 ¥227,700

¥125,400

¥210,100

¥40,700

地中海ロイヤル _ 2


	地中海ロイヤル _ 1
	地中海ロイヤル _ 2

