
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。 

ソファ２１０ ＹＯＷ 
パーソナルチェア（両肘） ＹＯＷ 
Ｌテーブル１３５ ＹＯＷ 
（張地：クレオネイビー【ＣＮＶ-ＳＣ】） 

家庭用洗濯機で 
洗濯ができます。 

ＣＮＶ－ＳＣ 
（クレオネイビー） 

ＣＢＥ－ＳＣ 
（クレオベージュ） 

張地 

糸の質感の違いにより色の深みを表現し、 
ざっくりとした織り方でボリューム感を出した 
光沢のある格式高い表情のファブリックです。 

ヘッドレスト 

※印刷物のため、実物と色が異なります。 

物の商品や張り地見本などでお確かめください。 

くつろぎの時間の為のパーソナルチェア。回転式なので出入りもスムーズに行えます。 
片肘／両肘タイプからお選びいただけます。 

回転式パーソナルチェア 

ソファ１８０ ＴＮ  
Ｌテーブル１２０ ＴＮ  

（張地：クレオベージュ【ＣＢＥ-ＳＣ】） 

■ポリエステル90％ 

■レーヨン8％ 
【クレオ】 

日本製 

搬入について 

無垢材でつくられた肘はサイドテーブルとしても大活躍。 

■ウール1％ 

■アクリル1％ 

Sofa & Living Table  
極ワザ 

カバーリング 

座り心地をより良くする為にヘッドレストをご用意。 
マジックテープ式なので簡単に取付けできます。 

ソファ 

67cm 

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ 

72cm 

搬入間口は上記寸法以上必要となります。 

クッションは全て、洗えるカバーリング仕様。 
替えカバーにも対応できるので 
季節に合わせたコーディネートなどに便利です。 



張地ランク

才数:61.7 才数:61.7 才数:61.7

ソファ２１０
W:2100 D:930 H:780 SH:360 AH:420 才数:2.6 才数:2.6 才数:2.6

才数:52.9 才数:52.9 才数:52.9

ソファ１８０
W:1800 D:930 H:780 SH:360 AH:420 才数:2.6 才数:2.6 才数:2.6

才数:22.6 才数:22.6 才数:22.6

パーソナルチェア（両肘）
W:900 D:786 H:800 SH:380 AH:503 才数:1.2 才数:1.2 才数:1.2

才数:19.9 才数:19.9 才数:19.9

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（右肘）/ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（左肘）
W:800 D:786 H:800 SH:380 AH:503 才数:1.2 才数:1.2 才数:1.2

ヘッドレスト 才数:1.2 才数:1.2 才数:1.2

W:560 D:約190 H:約240

※ソファ２１０・パーソナルチェア用 才数:0.2 才数:0.2 才数:0.2

ヘッドレストワイド 才数:1.5 才数:1.5 才数:1.5

W:740 D:約190 H:約240

※ソファ１８０用 才数:0.3 才数:0.3 才数:0.3

　Living Table 耐荷重　全体に均等に荷重がかかった時に耐えられる数値です。

　　　　　Ｌテーブル１３５
　　　　　  W:1350 D:650 H:400 才数:14.4 才数:12.9

オープン価格 オープン価格

　　　　　　　　　 W:1200 D:650 H:400

オープン価格 オープン価格 オープン価格
ヘッドレストワイドカバー【色名】-SC

Ｌテーブル１３５　ＴＮ Ｌテーブル１２０　ＴＮ

　  Ｌテーブル１３５　ＹＯＷ 　  Ｌテーブル１２０　ＹＯＷ

オープン価格

ヘッドレストワイド　【色名】-SB　（カバー込） ヘッドレストワイド　【色名】-SC　（カバー込）

ヘッドレストカバー【色名】-SA

替え
カバー

ヘッドレストワイドカバー【色名】-SA 替え
カバー

ヘッドレストワイドカバー【色名】-SB 替え
カバーオープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

　　　　　　　　Ｌテーブル１２０

ヘッドレスト　【色名】-SA　（カバー込）

オープン価格
ヘッドレスト　【色名】-SB　（カバー込）

オープン価格
ヘッドレスト　【色名】-SC　（カバー込）

オープン価格
替え

カバー

替え
カバー

替え
カバー

替え
カバー

替え
カバー

ヘッドレストカバー【色名】-SB 替え
カバー

ヘッドレストカバー【色名】-SC

ヘッドレストワイド　【色名】-SA　（カバー込）

ソファ２１０　ＹＯＷ／【色名】-SA　（カバー込） ソファ２１０　ＹＯＷ／【色名】-SB　（カバー込） ソファ２１０　ＹＯＷ／【色名】-SC　（カバー込）

オープン価格 オープン価格 オープン価格

ソファ１８０　ＹＯＷ／【色名】-SA　（カバー込） ソファ１８０　ＹＯＷ／【色名】-SB　（カバー込） ソファ１８０　ＹＯＷ／【色名】-SC　（カバー込）

パーソナルチェアカバー【色名】-SA パーソナルチェアカバー【色名】-SB パーソナルチェアカバー【色名】-SC

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) TN／【色名】-SA（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) TN／【色名】-SB（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) TN／【色名】-SC（カバー込）

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) YOW／【色名】-SA（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) YOW／【色名】-SB（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ(右肘)/(左肘) YOW／【色名】-SC（カバー込）

パーソナルチェアカバー【色名】-SC

オープン価格

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） YOW／【色名】-SA　（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） YOW／【色名】-SB　（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） YOW／【色名】-SC　（カバー込）

替え
カバー

替え
カバー

替え
カバー

パーソナルチェアカバー【色名】-SA パーソナルチェアカバー【色名】-SB

オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

ソファ１８０カバー【色名】-SC

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） TN／【色名】-SA　（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） TN／【色名】-SB　（カバー込） ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｱ（両肘） TN／【色名】-SC　（カバー込）

替え
カバー

替え
カバー

替え
カバー

ソファ１８０カバー【色名】-SA ソファ１８０カバー【色名】-SB

オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

ＳＡランク ＳＣランクＳＢランク
ソファ２１０　ＴＮ／【色名】-SA　（カバー込） ソファ２１０　ＴＮ／【色名】-SB　（カバー込） ソファ２１０　ＴＮ／【色名】-SC　（カバー込）

ソファ１８０　ＴＮ／【色名】-SA　（カバー込） ソファ１８０　ＴＮ／【色名】-SB　（カバー込） ソファ１８０　ＴＮ／【色名】-SC　（カバー込）

替え
カバー

替え
カバー

替え
カバー

ソファ２１０カバー【色名】-SA ソファ２１０カバー【色名】-SB ソファ２１０カバー【色名】-SC

オープン価格 オープン価格 オープン価格

木部 

ご注文の際は、店頭の張地見本 
張地を選び商品名【色名】をご指定下さい。 

張地 
ＳＡランク ＳＢランク ＳＣランク でご確認の上、 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。 

ＴＮ  カラー ﾀﾓﾅﾁｭﾗﾙ 

    材 質 タモ材 

    塗 装 ｾﾗｳｯﾄﾞ塗装 

ＹＯＷ   カラー イエローオーカー 

         材 質 タモ材 

         塗 装 セラウッド塗装 

クッション 
【ｸｯｼｮﾝ材】  ウレタンフォーム 

         ポリエステル綿 

※替えカバーは背・座セットでの販売となります。 

Sofa & Living Table  
極ワザ 

170 

185 874（棚幅） 874（棚幅） 

208 864（脚間寸法） 208 298 （棚奥行） 

耐荷重 ３０kg 

170 

185 

133 864（脚間寸法） 133 298 （棚奥行） 

耐荷重 ３０kg 

受注から
約３０日後
の工場出荷

となります。

この商品は必ず納期をお問い合わせください。 


