
そよ風をひととき

イタリア語で「そよ風」や「ひらめき」を意味するsoffio

シンプルでナチュラルなsoffioはゆっくりと、おだやかに、

あなたの個性を光らすとまり木であり続けます

新たに大人用デスクにおすすめのウォルナット仕様が追加されました。

OF / OU C4 WD

material＆color
主材：レッドオーク・ホワイトオーク・ウォルナット
塗色：OF色（オイル仕上げ）　OU・C4・WD・
　　　WA・GW色（ポリウレタン樹脂塗装）

OF / OU

レッドオーク ホワイトオーク

C4 WD WA GW

ウォルナット

＊張り布の詳細は、飛驒産業公式WEBサイト、または店頭のサンプルにてご確認ください。

このカタログに掲載している商品の色調は印刷上、実物と多少違いが生じる場合があります。クッションのふくらみや形も素材の性質により多少の誤差が生じますのでご了承ください。
寸法表示は品質表示法に基づくもので、全幅（W）×奥行（D）×全高（H） 天板厚（T） 座高（SH） 肘高（AH）です。（単位はcm ／小数点以下は社内規定に従って調整）
本カタログの掲載内容は2021年10月現在のものです。商品改良のため、予告なくデザイン変更及び仕様変更または廃番とすることがあります。本カタログの価格は全て税込表示です。 発行 2021.10

飛驒産業株式会社　
506-8686 岐阜県高山市漆垣内町3180　T 0577-32-1001　F 0577-34-9185　
info@hidasangyo.com　https://hidasangyo.com



可動ブックスタンド
コンパクトでシンプルな本棚は左
右にスライド可能な仕切板が、
MZ601Rには1枚、MZ602Rには
2枚付いています。

ブックスタンド
W46×D22×H29.5

MZ601R
レッドオーク

¥33,000（税込）

W58×D22×H29.5

MZ602R
レッドオーク

¥38,500

2口コンセント付（1500W）

（税込）

MZ601R / OU

MZ602R / C4

2点セット ￥169,400（税込）

MR311FB MZ601R
塗色：OU色 
チェアはセット価格に含まれません
デスクの天板サイズはW110です

子どもから大人まで使えるチェア
お子さまの成長に合わせて、シートと足かけの高さがそれぞれ調節で
きます。座面が下がるにつれ、奥行が広がり、大きくなっても正しい姿
勢で座れます。背板は体にフィットするよう曲木の技術を使っています。

背筋を伸ばしやすい座面
座面後部が8°前傾していること
により骨盤の後転を予防します。
それにより背筋が伸びやすく姿
勢の悪化を防ぎ、集中力が高ま
る効果が期待できます。

便利な足元収納
シート下にはランドセルなどを
収納できるスペースを確保して
います。

TF268

身長110cm-

SH51

座面奥行30

身長135cm-

SH46.5

座面奥行30.5

身長155cm-

SH42

座面奥行31

沈み込みキャスター
MB278R・MB278のキャスター
は荷重を掛けると沈み込む仕組
みのため、座ったときにグラグラ
動かず、集中して学習できます。
（キャスターは約20kgで沈み込
みます。）

丈夫で座り心地抜群
MG291Tの座面は、おしりに密
着するよう削り込んであるので
長時間座っても疲れません。ガ
ス式で座面高を40- 48.5cmま
で調節可能です。

MB278R・MB278

身長110cm-

SH51

座面奥行28.5

身長135cm-

SH46.5

座面奥行30.5

身長155cm-

SH42.5

座面奥行32.5

チェア
W44×D42.5×H74
SH51/46.5/42 AH56.5

TF268
ホワイトオーク

チェア
W59.5×D57×H78-86.5
SH40-48.5

MG291T
ホワイトオーク

¥60,500（税込）

専用クッション
W42.5×D43.5 厚み3cm

MB278R / C4

MG291T / OU

MG290TQ

TF268 / OU

チェア
W43.5×D46×H78
SH51/46.5/42.5

MB278R
レッドオーク

MB278
ホワイトオーク

奥行（D）は製品お届け時SH51の寸法です。

B
C
E
本革A
本革B

¥44,000
¥45,100
¥47,300
¥57,200
¥60,500

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥44,000
¥45,100
¥47,300
¥57,200
¥60,500

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

B
C
E
本革A
本革B

¥52,800
¥53,900
¥56,100
¥66,000
¥69,300

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

MG290TQ
B
C
E
本革A
本革B

¥8,800
¥9,900

¥12,100
¥22,000
¥25,300

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

※塗色はOU色のみ承ります。
奥行（D）は製品お届け時SH51の寸法です。



便利な引き出しと木製フック
ランドセルラックは、A4までの収
納ができる引き出し付き。お子様
が自分で身支度できるスペースと
なるよう、ハンカチやティッシュな
どのこまごましたものを収納でき
ます。また、左右に木製フックが
付いています。（耐荷重10kg）

棚板はお子様の就学前から中学
生以降の収納の変化に合わせて
5段階に可動し、教科書やプリン
トファイルなどの収納に便利です。
また、下の段にもランドセルを収
納できます。

棚板はお好みの位置になるように設定して組み立て
てください。

ランドセルラック
W42×D36×H90

SD510N
ホワイトオーク

¥66,000（税込）

抽斗内寸：W26.5×D30×H5.5
可動棚1枚付　フック2ヶ付
※幅（W）はフックを左右に取り付けた時の寸法です。
　フックを除いた幅はW34です。

34.5

66

104 138

32

小学校低学年 小学校高学年
中学生

ハンガーバーまでの高さハンガーラック
W60×D38×H148

MZ510R
レッドオーク

¥74,800（税込）

可動棚2枚付　ハンガーバー付可動棚1枚付
※棚板はボルト留めです。

固定棚

キャビネット
W64.5×D29.5×H176.5

MR530
レッドオーク

¥107,800（税込）

可動棚4枚付　固定棚1枚付

MU549
ウォルナット

¥77,000（税込）

オープンキャビネット
W90×D28.5×H71

MR549
レッドオーク

¥66,000（税込）

可動棚2枚付

収納しやすいワゴン
下段の引き出しは仕切板1枚付き
で、A4ファイルが縦置きできます。
上下段とも3段引きスライドレー
ル付きで、奥の物も楽に取り出せ
ます。

補助キャスター
ワゴンの下段には補助キャスター
が付いているので、重い物を入れ
ても楽に引き出せます。キャスター
にはストッパーが付いています。

ワゴン
W29×D44×H53.5

上段抽斗内寸：W19×D36.5×H9.5
下段抽斗内寸：W19×D36.5×H23.5

下段抽斗　仕切板1枚付

MR618R
レッドオーク

¥55,000（税込）

多彩なレイアウト
キャビネットはsoffioデスクの高
さに揃えているため、自由に組合
わせてワークスペースを広げるこ
とができます。また、棚板は収納
に合わせて4段階に可動します。

MR549 / OU

MR618R / OU

MR530 / OU

SD510N / OU

MZ510R / OU

MU549 / WA

2点セット ￥220,000（税込）

MU372FF MU549
塗色：WA色 
チェアはセット価格に含まれません
デスクの天板サイズはW120です

3点セット ￥224,400（税込）

MU369FF MU659 MU549
塗色：WA色 
チェアはセット価格に含まれません
デスクの天板サイズはW90です

369FF

369FF

310FF



W90×D60×H71
MU305FF
¥143,000（税込）
脚間：W69

W100×D60×H71
MU310FF
¥150,700（税込）
脚間：W79

W110×D60×H71
MU311FF
¥158,400（税込）
脚間：W89

W120×D60×H71
MU312FF
¥166,100（税込）
脚間：W99

W130×D60×H71
MU313FF
¥173,800（税込）
脚間：W109

W140×D60×H71
MU314FF
¥181,500（税込）
脚間：W119

W150×D60×H71
MU315FF
¥189,200（税込）
脚間：W129

W160×D60×H71
MU316FF
¥196,900（税込）
脚間：W139

W170×D60×H71
MU317FF
¥204,600（税込）
脚間：W149

W180×D60×H71
MU318FF
¥212,300（税込）
脚間：W159

W190×D60×H71
MU319FF
¥220,000（税込）
脚間：W169

W200×D60×H71
MU320FF
¥227,700（税込）
脚間：W179

W90×D46×H71
MU369FF
¥123,200（税込）
脚間：W69

W100×D46×H71
MU370FF
¥129,800（税込）
脚間：W79

W110×D46×H71
MU371FF
¥136,400（税込）
脚間：W89

W120×D46×H71
MU372FF
¥143,000（税込）
脚間：W99

W130×D46×H71
MU373FF
¥149,600（税込）
脚間：W109

W140×D46×H71
MU374FF
¥156,200（税込）
脚間：W119

W150×D46×H71
MU375FF
¥162,800（税込）
脚間：W129

W160×D46×H71
MU376FF
¥169,400（税込）
脚間：W139

W170×D46×H71
MU377FF
¥176,000（税込）
脚間：W149

W180×D46×H71
MU378FF
¥182,600（税込）
脚間：W159

W190×D46×H71
MU379FF
¥189,200（税込）
脚間：W169

W200×D46×H71
MU380FF
¥195,800（税込）
脚間：W179

オプションのご注文にあたって
引き出しは右記表内のMR310FB・MR530+MR305F/ MR312B以外の
デスクに取り付けられます。
　　　　  （1ハイ）の場合は、脚間中央に取り付けます。
　　　　  （1ハイもしくは2ハイ）の場合は、並び方・交互向きを自由に
　　　　　付け替えられます。（上図参照）
※ご注文の際には「MR320FF・MR660×2」のようにご指定ください。

オプションのご注文にあたって
オプションで天板のだれを防ぐ補助脚を取り付けられます。
補助脚を取り付けられるのは右記表内で　　　　   で表示のデスクです。
※ご注文の際には「MR320FF・MR398F」のようにご指定ください。

ゆとりの収納
最下段の引き出しはA4ファイルが横置
きできる広さと深さ。仕切板の溝は5cm
間隔で、薄い物も倒れず収納できます。
（仕切板2枚付）3段引きスライドレール
付で、奥の物も楽に取り出せます。

引き出し取り付け（オプション）
W51.5×D41.5×H7

【D46用】 MR659 
レッドオーク

¥16,500（税込）

W51.5×D50×H7

【D60用】 MR660
レッドオーク

¥16,500（税込）

※引き出す方向を自由に付け替えられます。
　抽斗内寸：W43×D31×H5
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ウォルナット材 レッドオーク材

両枠脚タイプ

6046

W91.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR305F
¥169,400（税込）
脚間：W51　　　　　　    ※

W101.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR310F
¥173,800（税込）
脚間：W61　　　　　　    ※

W111.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR311F
¥178,200（税込）
脚間：W71

W121.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR312F
¥182,600（税込）
脚間：W81

W131.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR313F
¥187,000（税込）
脚間：W91

W141.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR314F
¥191,400（税込）
脚間：W101

W151.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR315F
¥195,800（税込）
脚間：W111

W161.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR316F
¥200,200（税込）
脚間：W121

W171.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR317F
¥204,600（税込）
脚間：W131

W181.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR318F
¥209,000（税込）
脚間：W141

W191.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR319F
¥213,400（税込）
脚間：W151

W201.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR320F
¥217,800（税込）
脚間：W161

W121.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR312B
¥228,800（税込）
脚間：W49　　　　　　    ※

W131.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR313B
¥233,200（税込）
脚間：W59　　　　　　    ※

W141.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR314B
¥237,600（税込）
脚間：W69

W151.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR315B
¥242,000（税込）
脚間：W79

W161.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR316B
¥246,400（税込）
脚間：W89

W171.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR317B
¥250,800（税込）
脚間：W99

W181.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR318B
¥255,200（税込）
脚間：W109

W191.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR319B
¥259,600（税込）
脚間：W119

W201.5×D64.5×H176.5
MR530＋MR320B
¥264,000（税込）
脚間：W129

W90×D60×H71
MR305FF
¥81,400（税込）
脚間：W69

W100×D60×H71
MR310FF
¥85,800（税込）
脚間：W79

W110×D60×H71
MR311FF
¥90,200（税込）
脚間：W89

W120×D60×H71
MR312FF
¥94,600（税込）
脚間：W99

W130×D60×H71
MR313FF
¥99,000（税込）
脚間：W109

W140×D60×H71
MR314FF
¥103,400（税込）
脚間：W119

W150×D60×H71
MR315FF
¥107,800（税込）
脚間：W129

W160×D60×H71
MR316FF
¥112,200（税込）
脚間：W139

W170×D60×H71
MR317FF
¥116,600（税込）
脚間：W149

W180×D60×H71
MR318FF
¥121,000（税込）
脚間：W159

W190×D60×H71
MR319FF
¥125,400（税込）
脚間：W169

W200×D60×H71
MR320FF
¥129,800（税込）
脚間：W179

W90×D46×H71
MR369FF
¥71,500（税込）
脚間：W69

W100×D46×H71
MR370FF
¥74,800（税込）
脚間：W79

W110×D46×H71
MR371FF
¥78,100（税込）
脚間：W89

W120×D46×H71
MR372FF
¥81,400（税込）
脚間：W99

W130×D46×H71
MR373FF
¥84,700（税込）
脚間：W109

W140×D46×H71
MR374FF
¥88,000（税込）
脚間：W119

W150×D46×H71
MR375FF
¥91,300（税込）
脚間：W129

W160×D46×H71
MR376FF
¥95,700（税込）
脚間：W139

W170×D46×H71
MR377FF
¥100,100（税込）
脚間：W149

W180×D46×H71
MR378FF
¥104,500（税込）
脚間：W159

W190×D46×H71
MR379FF
¥108,900（税込）
脚間：W169

W200×D46×H71
MR380FF
¥113,300（税込）
脚間：W179

W100×D60×H71
MR310FB
¥132,000（税込）
脚間：W46.5　　   ※

W110×D60×H71
MR311FB
¥136,400（税込）
脚間：W56.5　　   ※

W120×D60×H71
MR312FB
¥140,800（税込）
脚間：W66.5

W130×D60×H71
MR313FB
¥145,200（税込）
脚間：W76.5

W140×D60×H71
MR314FB
¥149,600（税込）
脚間：W86.5

W150×D60×H71
MR315FB
¥154,000（税込）
脚間：W96.5

W160×D60×H71
MR316FB
¥158,400（税込）
脚間：W106.5

W170×D60×H71
MR317FB
¥162,800（税込）
脚間：W116.5

W180×D60×H71
MR318FB
¥167,200（税込）
脚間：W126.5

W190×D60×H71
MR319FB
¥171,600（税込）
脚間：W136.5

W200×D60×H71
MR320FB
¥176,000（税込）
脚間：W146.5
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両枠脚タイプ 枠脚＋
ボックス脚タイプ

キャビネット＋
枠脚タイプ

キャビネット＋
ボックス脚タイプ

6046

ご注意：※印のあるデスクの脚間にはMG291T デスクチェアは収納できません。

選び方
soffioのデスクは脚のデザイン、天板サイズが多彩です。
枠脚・ボックス脚の2タイプの脚と、脚としても使えるキャビネットを
組み合わせた4種類のデスクからお好みのデザインをお選びくださ
い。天板は幅が90～200cm（10cm刻み）の12サイズ×奥行き
60cmのサイズに加え、両枠脚タイプでは奥行きが46cmのサイズ、
ウォルナット材もお選びいただけます。

枠脚＋ボックス脚

枠脚にフックが
付いています

ボックス脚は裏面も美しい仕上げで、右そ
で・左そでのどちらにも取り付けられます。
簡単に付け替えられるので、引っ越しや模
様替えの時にもフレキシブルに対応できます。

キャビネット＋枠脚

枠脚にフックが
付いています

たっぷり収納できるキャビネットと組み合わ
せて、お部屋のコーナーにコンパクトな学習
コーナーをつくることができます。

キャビネット＋ボックス脚

ボックス脚は裏面も美しく仕上げてあるので、
窓際だけでなく部屋の間仕切りとしてもお使
いいただけます。

両枠脚

フックが左右に
付いています

シンプルな枠脚タイプでは奥行きを46cmと
60cmの2種類から、材種もレッドオーク材
とウォルナット材からお選びいただけます。

MU659 
ウォルナット

¥24,200（税込）

MU660 
ウォルナット

¥25,300（税込）

補助脚（オプション）
φ6×H69.5

MR398F
レッドオーク

¥11,000（税込）


