homme

オム

カラー：［木部］WAL

OCN ［張地］BE

素

F☆☆☆☆

材：［木部］〈WAL〉ウォルナット材
〈OCN〉オーク材

RE

ND2009
MB

BK

GY 12GM 12BL

ウォルナット突板

オーク突板

［ソファ本体］ウェビングテープ

オイルフィニッシュ F☆☆☆☆

オイルフィニッシュ F☆☆☆☆

［ソファ座クッション］ウレタンフォーム
［ソファ背クッション］フェザー

ウレタンチップ

［チェア・チェアベンチ・ベンチ座クッション］ウレタンフォーム
［チェア・チェアベンチ背クッション］ウレタンフォーム
［張地］〈BE
備

RE

MB

BK

GY〉ポリエステル （手洗い可）

〈12GM 12BL〉ポリエステル

考：カバーは着せ替え可能。

リネン （手洗い可）

☆印は替えカバー（別売）です。

カバーは洗濯により若干の縮みが生じます。

homme-SF3 WAL（ ）

homme-DB90 WAL

homme-SF3 OCN（ ）

homme-DB90 OCN

￥208,200
￥187,200

W1730×D800×H850

（SH415・AH580 〜 750）
[ ソファ 3P カバー ]

homme-SF3-CV ☆ ￥50,700

￥208,200
￥184,400

W900×D420×H1700
引出し内寸

W324×D320×H135

（有効 H148）
熱処理ガラス

ソフトクローズヒンジ

※上台・下台・脚部組立

homme-SF1 WAL（ ）
￥119,700

homme-SF1 OCN（ ）
￥104,100

W700×D800×H850

（SH415・AH580 〜 750）
[ ソファ 1P カバー ]

homme-SF1-CV ☆ ￥19,700

homme-CA150 WAL
￥177,200

homme-CA150 OCN
￥163,200

W1500×D450×H700
引出し内寸

W430×D320×H60

（有効 H68）

W430×D320×H135

homme-LS65 WAL（ ）
￥41,000

homme-LS65 OCN（ ）
￥35,400

W630×D450×H415

（有効 H157）

W430×D320×H185

（有効 H225）
熱処理ガラス
※脚部組立

[ オットマンカバー ]

homme-LS65-CV ☆ ￥10,000

homme-LB150 WAL
￥159,100

homme-LB150 OCN
￥149,100

homme-LT110 WAL
￥99,400

homme-LT110 OCN
￥74,700

W1100×D550×H350
トレー ×1

天板下収納内寸

H190

W1500×D450×H700
引出し内寸

W423×D320×H135

（有効 H148）

W423×D320×H185

（有効 H322）

天板耐荷重 60kg
熱処理ガラス
※脚部組立

※品番末尾の（

）には張地品番が入ります。

※価格は本体価格 ( 税別 ) を表示しています。

homme

オム

F☆☆☆☆

ND2009

homme-AV180L WAL

homme-T160 WAL

homme-AV180L OCN

homme-T160 OCN

W1800×D450×H365

W1600×D850×H700

￥126,600
￥114,100

引出し内寸

W234×D320×H135

￥180,000
￥132,200

※脚部組立

（有効 H200）

天板耐荷重 70kg
熱処理ガラス

ソフトダウンステー
プッシュラッチ

homme-CBN115 WAL（ ）
￥91,600

homme-CBN115 OCN（ ）

※脚部組立

￥84,400

homme-AV200L WAL
￥132,200

homme-AV200L OCN
￥119,700

W2000×D450×H365
引出し内寸

W1150×D585×H760（SH430）
［チェアベンチカバー］

homme-CBN115-CV ☆ ￥33,800
homme-BN115 WAL（ ）

W334×D320×H135

￥59,100

天板耐荷重 70kg

￥52,200

（有効 H200）

homme-BN115 OCN（ ）
W1150×D450×H430

熱処理ガラス

ソフトダウンステー
プッシュラッチ

［ベンチカバー］

homme-BN115-CV ☆ ￥19,700

※脚部組立

［チェア］

homme-AV200SH WAL

homme-C WAL（ ）

homme-AV200SH OCN

homme-C OCN（ ）

W2090×D450×H1700

W530×D580×H760（SH430）

￥208,200
￥184,400

引出し内寸

W334×D320×H135

（有効 H200）

￥49,400
￥43,800

［チェアカバー］

homme-C-CV ☆ ￥12,900

天板耐荷重 70kg
熱処理ガラス

ソフトダウンステー
プッシュラッチ

［アームチェア］

homme-AC WAL（ ）

※脚部組立

￥55,000

homme-AC OCN（ ）
homme-DK120 WAL
￥101,300

homme-DK120 OCN
￥76,000

W1200×D450×H700
引出し内寸

￥47,900

W530×D580×H760

（SH430・AH600 〜 720）
［アームチェアカバー］

homme-C-CV ☆ ￥12,900

W324×D320×H40

（有効 H57）

W324×D320×H135

（有効 H168）

W324×D320×H185

（有効 H229）
※脚部組立

※品番末尾の（

）には張地品番が入ります。

※価格は本体価格 ( 税別 ) を表示しています。

