
フレームはフィンガージョイントで強度を高め、 その接合部をデザインのポイントにしている。 脚部先端の断面は円形だが

アーム部では丸四角になり、 背の先端で再び円になるという変化を持たせている。 軽さとゆったりとした座り心地をそなえる。

size  W535×D550×H770（SH435・AH610〜635）mm

・ 脚先を20ミリ長くすることができます。価格は標準サイズと同じ

です（ご発注時に必ずご指示ください）

・2016年10月仕様変更により、座面ウレタンを増量し、より座り

心地がよくなりました。それに伴いSHが10mm高くなりました

・背布張りタイプのpepeは、木部のみの販売は不可となります。

・布支給の場合 110cm×60cm 必要です。また、価格はAランク

と同じになります。

販売店様向け製品情報

このリーフレットの内容は販売店様向けの製品情報です。

お客様にご覧いただく資料ではありませんのでご注意ください。

希望小売価格（税込）

ナラ ウォールナットB ・ チェリーブナ E ・ アッシュ レッド ・ オーク ケヤキ材種張り地

A ランク ¥54,780 ¥60,060 ¥59,620 ¥59,620 ¥61,600 ¥67,320 ¥67,320

B ランク ¥55,880 ¥61,160 ¥60,720 ¥60,720 ¥62,700 ¥68,420 ¥68,420

C ランク ¥57,420 ¥62,480 ¥62,040 ¥62,040 ¥64,240 ¥69,740 ¥69,740

D ランク ¥59,400 ¥64,680 ¥64,240 ¥64,240 ¥66,440 ¥71,940 ¥71,940

E ランク ¥61,160 ¥66,440 ¥65,780 ¥65,780 ¥67,980 ¥73,480 ¥73,480

F ランク （Hallingdal 65） ¥62,700 ¥67,980 ¥67,540 ¥67,540 ¥69,520 ¥75,240 ¥75,240

G ランク ¥72,380 ¥77,660 ¥77,220 ¥77,220 ¥79,200 ¥84,920 ¥84,920

Ｌ-１ ¥65,780 ¥70,840 ¥70,400 ¥70,400 ¥72,600 ¥78,100 ¥78,100

Ｌ-２ ¥69,080 ¥74,140 ¥73,700 ¥73,700 ¥75,900 ¥81,400 ¥81,400

Ｌ-３ ¥72,380 ¥77,660 ¥77,000 ¥77,000 ¥79,200 ¥84,700 ¥84,700

Ｌ-４ ¥74,580 ¥79,860 ¥79,420 ¥79,420 ¥81,400 ¥87,120 ¥87,120

Ｌ-５ ¥88,880 ¥94,160 ¥93,500 ¥93,500 ¥95,700 ¥101,200 ¥101,200

座・ 背張替　希望小売価格（税込）

¥21,340 ¥22,440 ¥23,980 ¥25,960 ¥27,720 ¥29,260 ¥38,940 ¥32,340 ¥35,640 ¥38,940 ¥41,140 ¥55,440

希望小売価格（税別）

ナラ ウォールナットB ・ チェリーブナ E ・ アッシュ レッド ・ オーク ケヤキ材種張り地

A ランク ¥49,800 ¥54,600 ¥54,200 ¥54,200 ¥56,000 ¥61,200 ¥61,200

B ランク ¥50,800 ¥55,600 ¥55,200 ¥55,200 ¥57,000 ¥62,200 ¥62,200

C ランク ¥52,200 ¥56,800 ¥56,400 ¥56,400 ¥58,400 ¥63,400 ¥63,400

D ランク ¥54,000 ¥58,800 ¥58,400 ¥58,400 ¥60,400 ¥65,400 ¥65,400

E ランク ¥55,600 ¥60,400 ¥59,800 ¥59,800 ¥61,800 ¥66,800 ¥66,800

F ランク （Hallingdal 65） ¥57,000 ¥61,800 ¥61,400 ¥61,400 ¥63,200 ¥68,400 ¥68,400

G ランク ¥65,800 ¥70,600 ¥70,200 ¥70,200 ¥72,000 ¥77,200 ¥77,200

Ｌ-１ ¥59,800 ¥64,400 ¥64,000 ¥64,000 ¥66,000 ¥71,000 ¥71,000

Ｌ-２ ¥62,800 ¥67,400 ¥67,000 ¥67,000 ¥69,000 ¥74,000 ¥74,000

Ｌ-３ ¥65,800 ¥70,600 ¥70,000 ¥70,000 ¥72,000 ¥77,000 ¥77,000

Ｌ-４ ¥67,800 ¥72,600 ¥72,200 ¥72,200 ¥74,000 ¥79,200 ¥79,200

Ｌ-５ ¥80,800 ¥85,600 ¥85,000 ¥85,000 ¥87,000 ¥92,000 ¥92,000

座・ 背張替　希望小売価格（税別）

¥19,400 ¥20,400 ¥21,800 ¥23,600 ¥25,200 ¥26,600 ¥35,400 ¥29,400 ¥32,400 ¥35,400 ¥37,400 ¥50,400

Ａ ランク B ランク C ランク D ランク E ランク F ランク G ランク Ｌ-１ Ｌ-2 Ｌ-3 Ｌ-4 Ｌ-5

Ａ ランク B ランク C ランク D ランク E ランク F ランク G ランク Ｌ-１ Ｌ-2 Ｌ-3 Ｌ-4 Ｌ-5
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