
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが下記内容をご確認の上

カタログをご利用いただきますようお願い申し上げます。

ページ 商品名 変更前 変更後

LEATHERTEX
色名変更

LT03ブラック
色名変更

LT03チャコールブラック

-
C31アーバンストーン
C32ラッシュブルー

追加
〈洗濯表示〉 〈洗濯表示〉

A生地

R/C生地

P10.P11
レザーテックス
プロテクター

- 廃盤

才数
3P　50才
1P　23才

才数
3P　56才
1P　26才

座面構造
高密度ウレタンフォーム

座面構造
シリコンフィル＋高密度ウレタンフォーム

3人掛け
幅1900　奥行き900　高さ770　座高400

2人掛け
幅1550　奥行き900　高さ770　座高400

3人掛け
幅1910　奥行き910　高さ750　座高370

2人掛け
幅1550　奥行き910　高さ750　座高370

基本定番色　全2色
LT01キャメル・LT02カカオ

基本定番色　全1色
LT01キャメル

才数
3P　33才
2P　27才

才数
3P　34才
2P　28才

p18・P19 コロンバス

3人掛け・3人掛けスモール
基本定番色　全4色

LT01キャメル・LT02カカオ
LT03チャコールブラック・LT04クラフトベージュ

3人掛け・3人掛けスモール
基本定番色　全5色

LT01キャメル・LT02カカオ
LT03チャコールブラック・LT04クラフトベージュ・SLT13オー

カーブラウン

メーダ全サイズ 別注対応不可 定番色以外別注対応90日

メーダ
※カウチ・スモールカウ

チのみ

基本定番色　全2色
LT01キャメル
LT02カカオ

基本定番色　全3色
LT01キャメル
LT02カカオ

LT03ブラック

メーダ

才数
カウチ　　　　　80才
スモールカウチ　66才
３P　　　　 　　48才
2.5P　　　 　　43才

才数
カウチ　　　　　87才
スモールカウチ　76才
３P　　　　 　　51才
2.5P　　　 　　46才

才数
カウチ　　　　　80才
スモールカウチ　66才
３P　　　　 　　48才
2.5P　　　 　　43才

才数
カウチ　　　　　87才
スモールカウチ　76才
３P　　　　 　　51才
2.5P　　　 　　46才

座面奥行：550-1270 座面奥行：530-1250

カウチ・スモールカウチ
基本定番色2色
LT01キャメル
LT02カカオ

カウチ・スモールカウチ
基本定番色3色
LT01キャメル
LT02カカオ

LT03チャコールBK

肘の高さ　520-610mm 肘の高さ　520-570mm

搬入間口　610mm 搬入間口　570mm

1人掛け 廃盤

P32.33 パオラ - 廃盤

P34.P35 フリー
基本定番色　全2色

LT01キャメル
LT02カカオ

基本定番色　全4色
LT01キャメル
LT02カカオ

LT03チャコールBK
LT04クラフトBE

才数　80.9才 才数　71.6才

定番色　全1色
LT01キャメル

定番色　全3色
LT01キャメル・LT04クラフトベージュ・SLT13オーカーブラウン

P40・P41 ロブスト 座面サイズ　幅1880×奥行き550-1800 座面サイズ　幅1905×奥行き550-1800

P42 ゼウス 才数　137才 才数　140才

製品サイズ　幅3070×奥行1060-2660×高さ790・座高430 製品サイズ　幅3040×奥行1020-2580×高さ750・座高390

座面サイズ　幅2280×奥行き600-2190 座面サイズ　幅2300×奥行き600-2150

肘の高さ　530mm 肘の高さ　500mm

背骨高　690 背骨高　670

脚の高さ　130mm 脚の高さ　125mm

搬入間口　660mm 搬入間口　545mm

P46.47 アストロ
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ ポケットコイル
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ Sバネ

P48.49 メンテ
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ ポケットコイル
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ Sバネ

P50.51 エレノア
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ ポケットコイル
座面構造

モールドウレタンフォーム ＋ Sバネ

才数
3人掛け 39才
2人掛け 28才

才数
3人掛け 29才
2人掛け 21才

基本定番色　全3色
ET82ロイヤルブラック

ET83シェルピング
ET84クレイグリーン

基本定番色　全2色
ET83シェルピング

ET84クレイグリーン

P58.P59 テラ - 廃盤

P62.63 ノキア
高さ　870-495㎜

座高　435㎜
肘の高さ　495㎜

高さ　870-435㎜
座高　400㎜

肘の高さ　435㎜

P66.67 ミーレ
才数

カウチ　46才
才数

カウチ　56才

才数
カウチ　　　　　58才
スモールカウチ　51才

才数
カウチ　　　　　66才
スモールカウチ　62才

3人掛け・2.5人掛け
別注対応

3人掛け・2.5人掛け
基本定番色　全2色
A45オリエンタルBL

A47ビター

基本定番色　全2色
A44スカイ・A45オリエンタルブルー

基本定番色　全3色
A44スカイ・A45オリエンタルブルー・A48ステングレー

才数
３P　50才
１P　23才

才数
３P　56才
１P　26才

才数
カウチ　48才

オットマン　6.2才

才数
カウチ　57才

オットマン　6.5才

基本定番色　全1色
A48ステングレー

基本定番色　全2色
A47ビター

A48ステングレー

P80.P81 ディーノⅡ
オットマン
別注対応

オットマン
基本定番色　全1色

A47ビター

P84 共通ヘッドレストⅡ
別注対応色

A41カスタード　A43オリーブ　A44スカイ
SLT11アーモンドブラウン　SLT13オーカーブラウン

別注対応色
　R13フォレストグリーン

A41カスタード　A43オリーブ　A44スカイ
SLT11アーモンドブラウン　SLT13オーカーブラウン

P85 キューブモード
別注対応色

SLT11アーモンドブラウン　SLT13オーカーブラウン

別注対応色
R11シュガーベージュ　R12キャビアグレー

R13フォレストグリーン
SLT11アーモンドブラウン　SLT13オーカーブラウン

P86 クッション 別注対応色不可
別注対応可・別注対応色

R11シュガーベージュ　R12キャビアグレー
R13フォレストグリーン

P92
二コラ センターテーブ

ル
- 廃盤

P93 二コラⅡ テレビボード - 廃盤

P94.P95
タンブルⅢ

（ブラック・ブラス）
タンブルⅢ

ガラスと脚が直接当たらないように、MDFを縁まで広げていま
す。

P96
センターテーブル

リバー
- 廃盤

P97
センターテーブル

オルネ

在庫色
ナチュラル

ウォールナット

在庫色
ナチュラル

P98
センターテーブル

クラム
- 廃盤

P100
ダイニングチェア

カリーナ
- 廃盤

P68.69 ブリスト

カタログ内容変更のお知らせ

P36.37 コパン

P56.57 ユール

P16.17 セレーノ

2022/05現在

P44.45 ラベンナ

FABRIC'S全ての
商品

カザルP14.15

P26.27 バッジオ

P20.21

P24.25 トレビソ

P78.79

P74.75 ペルカ

デパラⅡ



お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが下記内容をご確認の上

カタログをご利用いただきますようお願い申し上げます。

ページ 商品名 サイズ ランク 掲載価格 掲載価格(税込) 変更後 変更後(税込)

LT ¥162,500 ¥178,750 → ¥167,500 ¥184,250

SLT ¥176,250 ¥193,875 → ¥186,250 ¥204,875

LT ¥48,750 ¥53,625 → ¥51,250 ¥56,375

SLT ¥52,500 ¥57,750 → ¥56,250 ¥61,875

3P LT ¥122,500 ¥134,750 → ¥127,500 ¥140,250

2P LT ¥105,000 ¥115,500 → ¥108,750 ¥119,625

LT ¥128,750 ¥141,625 → ¥137,500 ¥151,250

SLT ¥163,750 ¥180,125 → ¥182,500 ¥200,750

LT ¥121,250 ¥133,375 → ¥132,500 ¥145,750

SLT ¥157,500 ¥173,250 → ¥173,750 ¥191,125

LT ¥111,250 ¥122,375 → ¥120,000 ¥132,000

SLT ¥143,750 ¥158,125 → ¥158,750 ¥174,625

LT ¥90,000 ¥99,000 → ¥103,750 ¥114,125

SLT ¥112,500 ¥123,750 → ¥131,250 ¥144,375

LT ¥40,000 ¥44,000 → ¥43,750 ¥48,125

SLT ¥42,500 ¥46,750 → ¥50,000 ¥55,000

LT ¥195,000 ¥214,500 → ¥213,750 ¥235,125

SLT ¥222,500 ¥244,750 → ¥256,250 ¥281,875

LT ¥215,000 ¥236,500 → ¥235,000 ¥258,500

SLT ¥237,500 ¥261,250 → ¥265,000 ¥291,500

LT ¥12,500 ¥13,750 → ¥13,750 ¥15,125

SLT ¥14,000 ¥15,400 → ¥15,000 ¥16,500

LT ¥181,250 ¥199,375 → ¥206,250 ¥226,875

SLT - - → ¥250,000 ¥275,000

LT ¥171,250 ¥188,375 → ¥195,000 ¥214,500

SLT - - → ¥238,750 ¥262,625

LT ¥130,000 ¥143,000 → ¥140,000 ¥154,000

SLT - - → ¥158,750 ¥174,625

LT ¥121,250 ¥133,375 → ¥130,000 ¥143,000

SLT - - → ¥147,500 ¥162,250

P20・21

３P

オットマン

カザル

カウチ

スモールカウチ

3P

2.5P

メーダ

カタログ価格変更のお知らせ

P16・17

P18・19

セレーノ

コロンバス

3P

3Pスモール

２P

１P

オットマン

カウチ

ビッグカウチ

ヘッドレスト

P14・P15



カウチ LT ¥235,000 ¥258,500 → ¥241,250 ¥265,375

スモールカウチ LT ¥218,750 ¥240,625 → ¥226,250 ¥248,875

３P LT ¥151,250 ¥166,375 → ¥158,750 ¥174,625

2.5P LT ¥142,500 ¥156,750 → ¥150,000 ¥165,000

カウチ SLT ¥255,000 ¥280,500 → ¥260,000 ¥286,000

スモールカウチ SLT ¥235,000 ¥258,500 → ¥241,250 ¥265,375

LT ¥133,750 ¥147,125 → ¥142,500 ¥156,750

SLT ¥157,500 ¥173,250 → ¥162,500 ¥178,750

LT ¥120,000 ¥132,000 → ¥126,250 ¥138,875

SLT ¥143,750 ¥158,125 → ¥146,250 ¥160,875

3P LT ¥167,500 ¥184,250 → ¥198,750 ¥218,625

3P2割 LT ¥185,000 ¥203,500 → ¥216,250 ¥237,875

2P LT ¥155,000 ¥170,500 → ¥180,000 ¥198,000

P28・P29 アスティⅢ 3P LT ¥187,500 ¥206,250 → ¥210,000 ¥231,000

3P LT ¥167,500 ¥184,250 → ¥198,750 ¥218,625

2P LT ¥155,000 ¥170,500 → ¥178,750 ¥196,625

P34・35 フリー カウチ LT ¥117,500 ¥129,250 → ¥128,750 ¥141,625

LT ¥173,750 ¥191,125 → ¥207,500 ¥228,250

SLT ¥196,250 ¥215,875 → ¥232,500 ¥255,750

P38・39 ドラゴ カウチ LT ¥180,000 ¥198,000 → ¥216,250 ¥237,875

P40・41 ロブスト カウチ LT ¥253,750 ¥279,125 → ¥267,500 ¥294,250

P42・P43 ゼウス コーナー SLT ¥512,500 ¥563,750 → ¥541,250 ¥595,375

P44・45 ラベンナ カウチ LT ¥363,750 ¥400,125 → ¥368,750 ¥405,625

- LT ¥155,000 ¥170,500 → ¥173,750 ¥191,125

- ET ¥155,000 ¥170,500 → ¥173,750 ¥191,125

- LT ¥150,000 ¥165,000 → ¥158,750 ¥174,625

- ET ¥150,000 ¥165,000 → ¥158,750 ¥174,625

- LT ¥130,000 ¥143,000 → ¥145,000 ¥159,500

- ET ¥130,000 ¥143,000 → ¥145,000 ¥159,500

- LT ¥93,750 ¥103,125 → ¥103,750 ¥114,125

- ET ¥93,750 ¥103,125 → ¥103,750 ¥114,125

P50・51 エレノア

P26・P27 バッジオ

P46・47 アストロ

P48・49 メンテ

P22・P23 ベレーザ

P24・25

P30・31

P52・53

P36・37 カウチ

トレビソ

メロディー

ラウロ

コパン

3P

2.5P



3P ET ¥78,750 ¥86,625 → ¥83,750 ¥92,125

2P ET ¥61,250 ¥67,375 → ¥65,000 ¥71,500

3P ET ¥106,250 ¥116,875 → ¥108,750 ¥119,625

2P ET ¥91,250 ¥100,375 → ¥93,750 ¥103,125

1P ET ¥67,500 ¥74,250 → ¥68,750 ¥75,625

P60・61 リーベ - ET ¥95,000 ¥104,500 → ¥113,750 ¥125,125

P62・63 ノキア - ET ¥76,250 ¥83,875 → ¥95,000 ¥104,500

カウチ FB ¥147,500 ¥162,250 → ¥150,000 ¥165,000

オットマン FB ¥35,000 ¥38,500 → ¥38,750 ¥42,625

カウチ FB　カバー ¥43,750 ¥48,125 → ¥57,500 ¥63,250

3P FB　カバー ¥36,250 ¥39,875 → ¥47,500 ¥52,250

2P FB　カバー ¥30,000 ¥33,000 → ¥40,000 ¥44,000

オットマン FB　カバー ¥8,750 ¥9,625 → ¥11,250 ¥12,375

カウチ FB ¥218,750 ¥240,625 → ¥210,000 ¥231,000

スモールカウチ FB ¥180,000 ¥198,000 → ¥182,500 ¥200,750

3P FB ¥133,750 ¥147,125 → ¥138,750 ¥152,625

2.5P FB ¥113,750 ¥125,125 → ¥117,500 ¥129,250

オットマン FB ¥42,500 ¥46,750 → ¥46,250 ¥50,875

カウチ FB　カバー ¥50,000 ¥55,000 → ¥52,500 ¥57,750

スモールカウチ FB　カバー ¥33,750 ¥37,125 → ¥47,500 ¥52,250

3P FB　カバー ¥28,750 ¥31,625 → ¥40,000 ¥44,000

2.5P FB　カバー ¥21,250 ¥23,375 → ¥30,000 ¥33,000

オットマン FB　カバー ¥8,750 ¥9,625 → ¥11,250 ¥12,375

P56・P57 ユール

P66・67 ミーレ

テラP58・59

P68・69 ブリスト



カウチ FB ¥145,000 ¥159,500 → ¥158,750 ¥174,625

3P FB ¥120,000 ¥132,000 → ¥133,750 ¥147,125

2.5P FB ¥108,750 ¥119,625 → ¥118,750 ¥130,625

2P FB ¥97,500 ¥107,250 → ¥108,750 ¥119,625

1P FB ¥63,750 ¥70,125 → ¥66,250 ¥72,875

オットマン（S） FB ¥30,000 ¥33,000 → ¥32,500 ¥35,750

カウチ FB　カバー ¥50,750 ¥55,825 → ¥57,500 ¥63,250

3P FB　カバー ¥39,000 ¥42,900 → ¥45,000 ¥49,500

2.5P FB　カバー ¥36,500 ¥40,150 → ¥43,750 ¥48,125

2P FB　カバー ¥34,000 ¥37,400 → ¥35,000 ¥38,500

1P FB　カバー ¥19,500 ¥21,450 → ¥22,500 ¥24,750

オットマン（S） FB　カバー ¥6,500 ¥7,150 → ¥10,000 ¥11,000

3P FB ¥162,500 ¥178,750 → ¥170,000 ¥187,000

2P FB ¥71,250 ¥78,375 → ¥76,250 ¥83,875

オットマン FB ¥50,000 ¥55,000 → ¥52,500 ¥57,750

3P FB　カバー ¥50,750 ¥55,825 → ¥52,500 ¥57,750

2P FB　カバー ¥22,250 ¥24,475 → ¥23,750 ¥26,125

オットマン FB　カバー ¥11,750 ¥12,925 → ¥15,000 ¥16,500

オットマン（S） FB　カバー ¥7,500 ¥8,250 → ¥8,750 ¥9,625

3P FB ¥132,000 ¥145,200 → ¥150,000 ¥165,000

2P FB ¥123,500 ¥135,850 → ¥135,000 ¥148,500

3P FB　カバー ¥18,250 ¥20,075 → ¥23,750 ¥26,125

2P FB　カバー ¥16,750 ¥18,425 → ¥22,500 ¥24,750

カウチ FB ¥196,250 ¥215,875 → ¥210,000 ¥231,000

3P FB ¥132,500 ¥145,750 → ¥141,250 ¥155,375

オットマン FB ¥42,500 ¥46,750 → ¥45,000 ¥49,500

カウチ FB　カバー ¥50,750 ¥55,825 → ¥56,250 ¥61,875

3P FB　カバー ¥36,500 ¥40,150 → ¥42,500 ¥46,750

オットマン FB　カバー ¥10,750 ¥11,825 → ¥12,500 ¥13,750

3P FB ¥140,000 ¥154,000 → ¥142,500 ¥156,750

2P FB ¥117,500 ¥129,250 → ¥120,000 ¥132,000

オットマン FB ¥37,500 ¥41,250 → ¥51,250 ¥56,375

P70～73 サボン

P74・P75 ペルカ

P76・77 マルム

P78・79 デパラⅡ

P80・81 ディーノⅡ



FB・LT ¥6,750 ¥7,425 → ¥7,750 ¥8,525

SLT ¥8,000 ¥8,800 → ¥9,000 ¥9,900

FB　カバー ¥1,750 ¥1,925 → ¥2,500 ¥2,750

FB・LT ¥13,750 ¥15,125 → ¥15,000 ¥16,500

SLT ¥15,750 ¥17,325 → ¥16,750 ¥18,425

FB　カバー ¥4,750 ¥5,225 → ¥5,000 ¥5,500

FB・LT ¥3,250 ¥3,575 → ¥3,500 ¥3,850

SLT ¥3,750 ¥4,125 → ¥4,000 ¥4,400

LT ¥3,750 ¥4,125 → ¥4,000 ¥4,400

SLT ¥3,750 ¥4,125 → ¥4,500 ¥4,950

P90 マルム センターテーブル - ¥47,500 ¥52,250 → ¥51,250 ¥56,375

P91 マルム TVボード - ¥62,500 ¥68,750 → ¥72,500 ¥79,750

センターテーブル ¥60,000 ¥66,000 → ¥71,250 ¥78,375

サイドテーブル ¥35,000 ¥38,500 → ¥41,250 ¥45,375

センターテーブル ¥95,000 ¥104,500 → ¥107,500 ¥118,250

サイドテーブル ¥67,500 ¥74,250 → ¥76,250 ¥83,875

P97 オルネ テーブル - ¥42,500 ¥46,750 → ¥48,750 ¥53,625

P98 クラム テーブル - ¥50,000 ¥55,000 → ¥52,500 ¥57,750

P99 アモルⅡ ダイニングテーブル - ¥38,750 ¥42,625 → ¥41,250 ¥45,375

P87 クッションキルト

P86 クッション

P94

P95

ブラック

ブラス

-

タンブル

タンブル

-

共通ヘッドレストⅡP84 -

P85 キューブモード -

2022/05現在


