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日本製・完成品｜Lanaio-ラナイオ-
アイボリー　ブラウン　ベージュ　ブラック

SH-07-ZUR
コンパクトカウチソファ【Zuera-スエラ-】
グリーン レッド ベージュ ブラウン ブラック

SH-06-LNA-SB
1人掛ソファ（PVCレザー）｜Rugano-ルガーノ- 3人掛リクライニングワイドソファ（PVCレザー）｜Rugano-ルガーノ-

ブラック　ブラウン　レッド　アイボリー ブラック ブラウン レッド アイボリー
コンパクトカウチソファ【Rugano-ルガーノ-】

コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】 3人掛リクライニングワイドソファ（布地）ローソファ、カウチやベッドスタイルに 日本製

SH-07-RGN

ターコイズブルー、ネイビー、グリーン、レッド、ブラウン、グレー ターコイズブルー　ネイビー　グリーン　レッド　ブラウン　グレー

SH-07-RGN3P 

ソファ

SH-07-RGN

SH-07-THN SH-07-THN3PSH-07-THN1P
1人掛ソファ（布地）｜Thun-トゥーン-
ターコイズブルー、ネイビー、グリーン、レッド、ブラウン、グレー

SH-07-RGN1P
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ボリュームソファ3P【Phonics-フォニックス-】
ブラック

SH-06-1909BK-3P
3人掛けハイバックデザインソファ【Ballone-バローネ-】

ベージュ ブラウン

SH-06-1703-3P
ボリュームソファ2P【Phonics-フォニックス-】 2人掛けハイバックデザインソファ【Ballone-バローネ-】

ブラック ベージュ ブラウン

SH-06-1909BR-3P

SH-06-1909BK-2P

SH-06-1909BR-2P

SH-06-1703-2P

ボリュームソファ3P【Sienna-シエナ-】 ボリュームソファ2P【Sienna-シエナ-】
アイボリー アイボリー

SH-06-1909IV-3P SH-06-1909IV-2P
ボリュームソファ3P【Volden-ヴォルデン-】
ブラウン

ボリュームソファ2P【Volden-ヴォルデン-】
ブラウン

ソファ
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ベージュ/ブラウン ダークグレー/ブラックグリーン　レッド　グレー　チャコールグレー

ポケットコイル入りコーナーソファー【Union-ユニオン-】 3人掛けカウチソファ【シェリー-Sherry-】 2.5Pデザインソファ【クインテット-quintet-】
ブラック　ダークブラウン　オレンジ ライトブラウンブラウン ダークグレー/ブラック ブラウン グリーン ベージュ

CN-3P EJ-ON1007PVC EJ-ON5008

ライトグレー/ホワイト ベージュ/ホワイト
3人掛けコーナーカウチソファ【Vivante-ヴィヴァンテ】

ロータイプコーナーソファ5点セット【-Relaxia-リラクシア】

モスグリーン　ブラウン ブラック　ブラウン　アイボリー
シンプル＆スタイリッシュソファベッド【-MEDIS-メディス】

ホワイト　ブラック
【Sincere-シンシア-】
ベージュ　グリーン

SH-06-SAL-SB

EJ-ON2001

R5TN

ソファ

QZ-139B
マルチソファベッド（ワイド幅197cm）

SH-06-602
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HT-7058 HC3P HT-230 HT-23O 

ソファ

2.5人掛けデニム風フロアソファ｜Brawl-ブラウル- 3人掛けカウチソファ｜Lunion-ラニオン- 2.5人掛けデザインソファ（クッション2個付き）｜Cloudiness-クラウディネス- 2.5人掛けデニム風ソファ（クッション2個付き）　｜Denifull-デニフル-

ライトブルー　ディープブルー グリーン　ブラウン　ブルー　グレー　ライトブルー　ブラック ブラウン ターコイズブルー グリーン イエロー ベージュ ライトブルー ディープブルー

SH-07-LMK1P SH-07-CMY1P HT-163 
１人掛ハイバックソファ（布地）｜lemmik-レミック- １人掛ハイバックソファ（PVCレザー）｜Comfy-コンフィ- ２人掛けデザイナーズソファ イサム・ノグチの名作（オットマン付）　｜Foref-フォレフ-

ネイビー　ターコイズブルー　ブラウン　グリーン　グレー ブラック　ブラウン　レッド　アイボリー ブラウン グリーン イエロー ターコイズブルー
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ソファ

ヴィンテージスチールソファ| Matthew-マシュー- 3段階リクライニングソファベッド｜Alarcon-アラルコン-

ブラウン　グリーン　ブルー ベージュ　ブラウン　ブラック

SH-01-MAT-SF SH-06-ALR-SB HT8017 HT8018 

2.5人掛けソファベッド ｜Colton-コルトン-

2.5人掛けレザーソファベッド ｜Wyatt-ワイアット- 2.5人掛けレザーソファベッド ｜Ortiz-オルティース-

ブラック

ブラック　ブラウン　ホワイト ホワイト　レッド　ブラウン　グリーン　オレンジ

HT8019
2.5人掛けレザーソファベッド｜Elijah-エリヤ-

ブラウン　イエロー　グリーン　ブルーレッド　ブラック
2.5人掛けデザインソファベッド ｜Donner-ドネ-
HT8021 HT8020 
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【タスク】レッド、グリーン、ターコイズブルー、グレー 【タスク】レッド、グリーン、ターコイズブルー、グレー

ソファ

カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana-ランタナ-】

アッシュグレー、インディゴブルー、ブラウン、レッド、起毛ベージュ、起毛ブラウン

SH-07-LTN
カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】

【ダリアン】レッド、グリーン、ベージュ、ブラウン、ブラック

フロアマット付きソファMサイズ| Plateau-プラトー-

【ダリアン】レッド、グリーン、ベージュ、ブラウアッシュグレー、インディゴブルー、ブラウン、レッド、起毛ベージュ、起毛ブラウン

SH-07-LTNKBSH-07-PLTM-SF SH-07-PLTL-SF
フロアマット付きソファLサイズ | Plateau-プラトー-
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TFS-1P TFS-2P TFS-3P TFS-4P

ソファ

カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】
ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン
グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック

TFS-1POT TFS-2POT TFS-3POT TFS-4POT
カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】 カウチソファ【-Connect-コネクト】
ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン
グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック
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TFS-OT TFS-H TFS-SE1ZA1

ソファ

カスタマイズソファ【-Connect-コネクト】 カスタマイズソファ【-Connect-コネクト】 カスタマイズソファ【-Connect-コネクト】
ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン　 ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン　 ブラウン　ベージュ　ネイビー　グリーン
グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック グレー　レッド　イエロー　ブラック
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SH-07-TRV SH-07-KLN 

ソファ

ソファ・オットマン（布地）｜Trevo-トレボ- ソファ・オットマン（レザー）｜Kleine-クレーナ-
ネイビー　グレー　ターコイズブルー　ブラウン　レッド　グリーン ブラック　アイボリー　ブラウン　レッド
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