
ＯＮ 
カラー オークナチュラル 
材 質 ホワイトオーク材 

ＲＮ 
カラー リアルナットナチュラル 
材 質 ウォールナット材 

ＬＯＲ 

Ｓｔａｂｌｅ 

Set Price ¥ 557,000-（税別） 

Set Price ¥ 602,000-（税別） 

ロル プラス フォースター 
この商品はＦ☆☆☆☆（最高基準）の 
材料のみを使って製作しています。 

F☆☆☆☆ 
商品仕様、デザイン等は、材料調達などの関係により、予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

Set Price ¥ 529,000-（税別） 

Set Price ¥ 643,000-（税別） 

ソファ (本体木部） ＯＮ 
ソファ （クッション） 【ＡＧＲ】 
オットマン （本体木部） ＯＮ 
オットマン （クッション） 【ＡＧＲ】 

ソファ （本体木部） ＲＮ 
ソファ （クッション） 【ＡＯＲ】 
オットマン （本体木部） ＲＮ 
オットマン （クッション） 【ＡＯＲ】 

ソファ （本体木部） ＯＮ 
ソファ （クッション） 【ＣＢＥ】 
オットマン （本体木部） ＯＮ 
オットマン （クッション） 【ＣＢＥ】 

ソファ （本体木部） ＯＮ 
ソファ （クッション） 【ＣＢＥ】 
アーム ＯＮ ×２ 

ヘッドレスト 【ＡＯＲ】 
クッション 【ＡＯＲ】 

ヘッドレスト 【ＣＢＥ】 
クッション 【ＣＢＥ】 

＋ 



ＩＴＥＭ 受注生産 この商品は全て受注生産です。受注から 約３０日後 の工場出荷となります。 

【アンティカ】 
クッション 【カバー名】 受 

¥ 18,000-（税別）カバー込 

【クレオ】 
クッション 【カバー名】 受 

¥ 25,000-（税別）カバー込 

アーム ＯＮ 受 

¥ 38,000-（税別） 

アーム ＲＮ 受 

¥ 43,000-（税別） 

［左右兼用］ 

W:700 D:560 H:350 

Ｓテーブル ＯＮ 受 

¥ 40,000-（税別） 

Ｓテーブル ＲＮ 受 

¥ 46,000-（税別） 

【アンティカ】 
ヘッドレスト 【カバー名】 受 

¥ 31,000-（税別）カバー込 

【クレオ】 
ヘッドレスト 【カバー名】 受 

¥ 37,000-（税別）カバー込 

ご注文の際は、張地を選び、右記のように 
商品名の 【 】 内のカバー名を埋めて記入して下さい。 

【ご注文記入例】 
【クレオ】 

ソファ （クッション） 【ＣＧＲ】 

ドライクリーニング可能 

オットマンカバー 【カバー名】 受 

¥ 24,000-（税別） 

ソファカバー 【カバー名】 受 

¥ 103,000-（税別） 

オットマンカバー 【カバー名】 受 

¥ 28,000-（税別） 

ソファカバー 【カバー名】 受 

¥ 142,000-（税別） 

■ ポリエステル100％ 

【アンティカ】 ＡＬＧ 
（ｱﾝﾃｨｶｸﾞﾘｰﾝ） 

ＡＢＲ 
（ｱﾝﾃｨｶﾌﾞﾗｳﾝ） 

ＡＮＶ 
（ｱﾝﾃｨｶﾈｲﾋﾞｰ） 

ＡＯＲ 
（ｱﾝﾃｨｶｵﾚﾝｼﾞ） 

ＡＧＲ 
（ｱﾝﾃｨｶｸﾞﾚｰ） 

ＣＧＲ 
（ｸﾚｵｸﾞﾚｰ） 

ＣＢＲ 
（ｸﾚｵﾌﾞﾗｳﾝ） 

ＣＢＥ 
（ｸﾚｵﾍﾞｰｼﾞｭ） 

ＣＣＡ 
（ｸﾚｵｷｬﾒﾙ） 

【クレオ】 
■ ポリエステル90％ 
■ レーヨン8％ 

■ ウール1％ 
■ アクリル1％ 

W:1960 D:840 H:710 SH:350 

ソファ （クッション） 【カバー名】 

¥ 265,000-（税別）カバー込 
【アンティカ】 

ソファ （クッション） 【カバー名】 

¥ 312,000-（税別）カバー込 

【クレオ】 

オットマン （クッション） 【カバー名】 

¥ 59,000-（税別）カバー込 

【アンティカ】 

オットマン （クッション） 【カバー名】 

¥ 64,000-（税別）カバー込 

ソファ （本体木部） ＲＮ 

¥ 189,000-（税別） 

オットマン （本体木部） ＲＮ 

¥ 40,000-（税別） 

Set Price 

¥ 454,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 501,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 99,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 104,000-（税別）カバー込 

ソファ （本体木部） ＯＮ 

¥ 169,000-（税別） 

オットマン （本体木部） ＯＮ 

¥ 36,000-（税別） 

Set Price 

¥ 434,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 481,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 95,000-（税別）カバー込 

Set Price 

¥ 100,000-（税別）カバー込 

【クレオ】 

家庭用洗濯機で 
洗濯ができます。 

ＬＯＲ 
ロル プラス 

＋ 

ＳＯＦＡ 

ＯＴＴＯＭＡＮ 

ＣＯＶＥＲ 

※印刷物のため、実物と色が異なります。現物の商品や張り地見本などでお確かめください。 

ＡＲＭ Ｓ ＴＡＢＬＥ ＨＥＡＤＲＥＳＴ ＣＵＳＨＩＯＮ 

【アンティカ】 【クレオ】 

別売りカバー追加で購入できます。 

クッションカバー 【カバー名】 受 

¥ 10,000-（税別） 

クッションカバー 【カバー名】 受 

¥ 14,000-（税別） 

W:280 D:560 H:450 W:427 D:590 H:420 


