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Sofa Clearance Sale 出品商品 2021.7.8［thu］-13［tue］

■HIROSHIMA

商品スケッチ ⽊部 張布 商品明細

HIROSHIMA ツーシーターソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W1,905･D900･H715･SH425mm 張布：TWILL / ブラック

№ 4155-32-4570 ×1 定価 \314,600 (本体￥286,000)

HIROSHIMA ツーシーターソファ（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / CA-0
W1,905･D900･H715･SH425mm 張布：Hallingdal / グレー

№ 4058-52-2939 ×1 定価 \785,400 (本体￥714,000)

HIROSHIMA ワイドツーシーターソファ ⽊部：ビーチ / EC-1
W2,205･D900･H715･SH425mm 張布：TWILL / ブラック

№ 4155-83 4570 ×1 定価 \365,200 (本体￥332,000)
HIROSHIMA ワイドツーシーターソファ（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / C-0
W2,205･D900･H715･SH425mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4058-63-4160 ×2 定価 \614,900 (本体￥559,000)
HIROSHIMA オットマン100（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / C-0
W1,000･D850･H425･SH425mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4058-65-4160 ×2 定価 \184,800 (本体￥168,000)

HIROSHIMA セットイメージ（6〜9）
W2,755･D1,500･H715･SH425mm （ツーシーターソファ向左肘+シェーズロング150向右肘）

セット定価 \858,000 (本体￥780,000)

HIROSHIMA ツーシーターソファ・向左肘（カバーリング） ⽊部：ビーチ / NL-0
W1,805･D900･H715･SH425mm 張布：TWILL / ライトブルー

№ 4295-32-4573 ×1 定価 \376,200 (本体￥342,000)
HIROSHIMA シェーズロング150・向右肘（カバーリング） ⽊部：ビーチ / NL-0
W950･D1,500･H715･SH425mm 張布：TWILL / ライトブルー

№ 4065-32-4573 ×1 定価 \319,000 (本体￥290,000)
HIROSHIMA オットマン85（カバーリング） ⽊部：ビーチ / NL-0
W850･D850･H425･SH425mm 張布：TWILL / ライトブルー

№ 4015-35-4573 ×1 定価 \127,600 (本体￥116,000)
HIROSHIMA ヘッドレスト85（カバーリング） ⽊部：スチール / 
W850･D175･H617mm 張布：TWILL / ライトブルー

№ 4045-02-4573 ×1 定価 \35,200 (本体￥32,000)

HIROSHIMA セットイメージ（10〜13）
W2,755･D1,500･H715･SH425mm （ツーシーターソファ向右肘+シェーズロング150向左肘）

セット定価 \916,300 (本体￥833,000)

HIROSHIMA ツーシーターソファ・向右肘（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / CA-0
W1,805･D900･H715･SH425mm 張布：TWILL / ブルー

№ 4288-52-4583 ×1 定価 \394,900 (本体￥359,000)
HIROSHIMA シェーズロング150・向左肘（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / CA-0
W950･D1,500･H715･SH425mm 張布：TWILL / ブルー

№ 4478-52-4583 ×1 定価 \336,600 (本体￥306,000)
HIROSHIMA オットマン85（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / CA-0
W850･D850･H425･SH425mm 張布：TWILL / ブルー

№ 4018-55-4583 ×1 定価 \149,600 (本体￥136,000)
HIROSHIMA ヘッドレスト85（カバーリング） ⽊部：スチール / 
W850･D175･H617mm 張布：TWILL / ブルー

№ 4045-02-4583 ×1 定価 \35,200 (本体￥32,000)
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商品スケッチ ⽊部 張布 商品明細

HIROSHIMA セットイメージ（14〜17）
W4,205･D1,800･H715･SH425mm （ワイドスリーシーターソファ向右肘

         +ワイドシェーズロング180向左肘）

セット定価 \2,372,700 (本体￥2157,000)
HIROSHIMA ワイドスリーシーターソファ・向右肘（カバーリング）
W3,105･D900･H715･SH425mm ⽊部：ウォルナット / CA-0

№ 4288-56-2939 ×1 定価 \1,210,000 (本体￥1100,000) 張布：Hallingdal / グレー

HIROSHIMAワイドシェーズロング180・向左肘（カバーリング）
W1,100･D1,800･H715･SH425mm ⽊部：ウォルナット / CA-0

№ 4478-56-2939 ×1 定価 \663,300 (本体￥603,000) 張布：Hallingdal / グレー

HIROSHIMA オットマン170（カバーリング） ⽊部：ウォルナット / CA-0
W1,700･D1,000･H425･SH425mm 張布：Hallingdal / グレー

№ 4018-56-2939 ×1 定価 \446,600 (本体￥406,000)
HIROSHIMA ヘッドレスト100（カバーリング） ⽊部：スチール / 
W1,000･D175･H617mm 張布：Hallingdal / グレー

№ 4045-03-2939 ×1 定価 \52,800 (本体￥48,000)
HIROSHIMA シェーズロング180・向右肘 ⽊部：ビーチ / NL-0
W950･D1,800･H715･SH425mm 張布：SAGA / グレー

№ 4365-34 4169 ×1 定価 \309,100 (本体￥281,000)

HIROSHIMA オットマン85 ⽊部：ビーチ / EC-1
W850･D850･H425･SH425mm 張布：SAGA / グレー

№ 4315-85 4169 ×1 定価 \108,900 (本体￥99,000)

HIROSHIMA ラウンジチェア ⽊部：オーク / NK-1
W678･D640･H684･SH375mm 張布：elmosoft / ディープブラウン

№ 4061-81-5037 ×1 定価 \284,900 (本体￥259,000)
HIROSHIMA オットマン ⽊部：ウォルナット / CA-0
W575･D395･H405･SH375mm 張布：Melange Nap / ブルー

№ 4085-55-4133 ×1 定価 \110,000 (本体￥100,000)

HIROSHIMA オットマン ⽊部：オーク / OZ-1
W575･D395･H405･SH375mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4066-55 4160 ×1 定価 \75,900 (本体￥69,000)

■Roundish
商品スケッチ ⽊部 張布 商品明細

Roundish シングルシートソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W881･D789･H763･SH420mm 張布：Crystal Field / パープル

№ 4116-31 6927 ×1 定価 \414,700 (本体￥377,000)
Roundish スリーシーターソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W2,157･D789･H763･SH420mm 張布：Crystal Field / パープル

№ 4116-33 6927 ×1 定価 \853,600 (本体￥776,000)
Roundish ツーシーターソファ ⽊部：オーク / NL-0
W1,854･D789･H763･SH420mm 張布：Divina MD / ダークグレー

№ 4119-32 4729 ×1 定価 \568,700 (本体￥517,000)
Roundish ツーシーターソファ ⽊部：ウォルナット / CA-0
W1,854･D789･H763･SH420mm 張布：ＦＲＡＮＫ / ダーブブルー

№ 4170-52 4230 ×1 定価 \467,500 (本体￥425,000)
Roundish ツーシーターソファ ⽊部：ウォルナット / CA-0
W1,854･D789･H763･SH420mm 張布：Hero / ベージュ

№ 4170-52 6266 ×1 定価 \572,000 (本体￥520,000)
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Roundish オットマン ⽊部：ウォルナット / CA-0
W710･D580･H420･SH420mm 張布：Hero / ベージュ

№ 4170-55 6266 ×1 定価 \129,800 (本体￥118,000)
Roundish ツーシーターソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W1,854･D789･H763･SH420mm 張布：Hero / アイビーグレー

№ 4116-32-6259 ×1 定価 \447,700 (本体￥407,000)
Roundish オットマン ⽊部：ビーチ / NL-0
W710･D580･H420･SH420mm 張布：Hero / アイビーグレー

№ 4116-35-6259 ×1 定価 \88,000 (本体￥80,000)
Roundish シングルシートソファ ⽊部：オーク / NL-0
W881･D789･H763･SH420mm 張布：Hero / ダークブラウン

№ 4119-31-6272 ×2 定価 \348,700 (本体￥317,000)
Roundish オットマン ⽊部：オーク / NL-0
W710･D580･H420･SH420mm 張布：Hero / ダークブラウン

№ 4119-35-6272 ×2 定価 \102,300 (本体￥93,000)

■Bruno ＆ TRADITIONAL  & クッション
商品スケッチ ⽊部 張布 商品明細

Bruno シングルシートソファ ⽊部：アッシュ / C-0
W830･D850･H780･SH420mm 張布：Hero / ダークブラウン

№ 4517-21-6272 ×1 定価 \31,130 (本体￥28,3000)
Bruno ワイドツーシーターソファ ⽊部：アッシュ / C-0
W1,860･D850･H780･SH420mm 張布：Hero / ダークブラウン

№ 4517-24-6272 ×1 定価 \574,200 (本体￥522,000)
TRADITIONAL シングルシートソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W750･D775･H945･SH410mm 張布：SAGA / ガーネット

№ 4669-31#4164 ×1 定価 \235,400 (本体￥214,000) ※9226-43

TRADITIONAL シングルシートソファ ⽊部：ビーチ / NL-0
W750･D775･H945･SH410mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4669-31-4160 ×1 定価 \235,400 (本体￥214,000)
TRADITIONAL オットマン ⽊部：ビーチ / NL-0
W610･D445･H420･SH420mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4679-35-4160 ×1 定価 \78,100 (本体￥71,000)
クッション フェザークッション（S）
W330･D330･H160mm 張布：SAGA / ペールブルー

№ 4000-91-4173 ×3 定価 \15,400 (本体￥14,000)
クッション フェザークッション（M）
W420･D420･H170mm 張布：SAGA / ネイビー

№ 4000-92-4160 ×1 定価 \19,800 (本体￥18,000)
クッション フェザークッション（L）
W540･D540･H180mm 張布：Steelcut Trio / ベージュ

№ 4000-93-2356 ×2 定価 \36,300 (本体￥33,000)
クッション フェザークッション（L）
W540･D540･H180mm 張布：Hero / ダークブラウン

№ 4000-93-6272 ×1 定価 \31,900 (本体￥29,000)
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