セミアームチェア

W60.5×D53×H72.5 SH40.5 AH70

SD270AN

B
C
E

本革A
本革B

SD270AB

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

¥80,300（税込）
¥81,400（税込）
¥83,600（税込）
¥93,500（税込）
¥96,800（税込）

¥72,600（税込）
¥73,700（税込）
¥75,900（税込）
¥85,800（税込）
¥89,100（税込）

アームチェア

SD270AU

W54×D48.5×H69 SH40 AH65

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

AZ260A

¥94,600（税込）
¥95,700（税込）
¥97,900（税込）
¥107,800（税込）
¥111,100（税込）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装

B
C
E
SD270AN / OU

チェア（張り座）

W49×D62×H79 SH41

SD220N

本革A
本革B

AZ260A / OU

チェア

W47.5×D48×H80 SH43

B
C
E

本革A
本革B

¥75,900（税込）
¥77,000（税込）
¥79,200（税込）
¥89,100（税込）
¥92,400（税込）

SE220

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

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

B
C
E

本革A
本革B

¥88,000（税込）
¥92,400（税込）
¥96,800（税込）
¥115,500（税込）
¥126,500（税込）

SD220N / OU

SE220 / N5

チェア（板座）

アームチェア

SD221N

SE220A

W47.5×D48×H80 SH41

W57.5×D62×H79 SH41 AH60

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

¥55,000（税込）

B
C
E

本革A
本革B
SD221N / OU

¥104,500（税込）
¥108,900（税込）
¥113,300（税込）
¥132,000（税込）
¥143,000（税込）
SE220A / N5

ベンチ

W119×D35×H42 SH41.5

SD661N

W132×D35×H42 SH41.5

SD662N

W149×D35×H42 SH41.5

SD663N

W170×D35×H42 SH41.5

SD664N

スツール（張り座）
W32×D32×H45

SD600

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

¥91,300（税込）

¥95,700（税込）

¥102,300（税込）

¥114,400（税込）

B
C
E

SD661B

SD662B

SD663B

SD664B

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

¥74,800（税込）

¥77,000（税込）

¥85,800（税込）

¥94,600（税込）

SD661U

SD662U

SD663U

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

¥107,800（税込）

¥113,300（税込）

¥121,000（税込）

¥132,000（税込）

※脚下寸法は115.5cmです。

※脚下寸法は115.5cmです。

※脚下寸法は145.5cmです。

※脚下寸法は145.5cmです。

W132×D35 厚み3cm

W149×D35 厚み3cm

W170×D35 厚み3cm

W119×D35 厚み3cm

SD661Q
B
C
E

本革A
本革B

SD662Q
¥18,700（税込）
¥20,900（税込）
¥25,300（税込）
¥45,100（税込）
¥51,700（税込）

※SD661専用のクッションです。
※紐でチェアに固定する仕様です。

B
C
E

本革A
本革B

SD663Q
¥20,900（税込）
¥23,100（税込）
¥27,500（税込）
¥47,300（税込）
¥53,900（税込）

※SD662専用のクッションです。
※紐でチェアに固定する仕様です。

B
C
E

本革A
本革B

※SD663専用のクッションです。
※紐でチェアに固定する仕様です。
※本革仕様の場合、クッションの
中央にステッチが入ります。

B
C
E

本革A
本革B

スツール（板座）
W32×D32×H42

SD601

SD664Q
¥26,400（税込）
¥28,600（税込）
¥33,000（税込）
¥52,800（税込）
¥59,400（税込）

SD600 / WD

※踏み台としてはご使用にならないでください。

SD664U

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

座クッション

本革A
本革B

¥29,700（税込）
¥30,800（税込）
¥33,000（税込）
¥42,900（税込）
¥46,200（税込）

¥28,600（税込）
¥30,800（税込）
¥35,200（税込）
¥55,000（税込）
¥61,600（税込）

SD601B

SD602

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ツートン
（ホワイトオーク×ウォルナット）
OWA色（ポリウレタン樹脂塗装）

¥29,700（税込）

¥27,500（税込）

¥33,000（税込）

SD601 / OU

※踏み台としてはご使用にならないでください。
※ツートンの場合は座板がウォルナットとなります。

※SD664専用のクッションです。
※紐でチェアに固定する仕様です。
※本革仕様の場合、クッションの
中央にステッチが入ります。

ベビーチェア

SD602 / OWA

W40×D45×H74 SH51

BC237

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

SD662N / OU

B
C
E

本革A
本革B

¥52,800（税込）
¥57,200（税込）
¥61,600（税込）
¥80,300（税込）
¥91,300（税込）

SD663N+SD663Q / OU

SD663Q

BC237 / OU

ソファ 2P

リビングテーブル

W170×D89.5×H89 SH36 AH41

W120×D60×H41 T2.8

SD14WF

B
C
E

本革A
本革B

SD104TF

ホワイトオーク
（節入り）
オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装

ホワイトオーク
（節入り）
オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装

¥352,000（税込）
¥368,500（税込）
¥396,000（税込）
¥440,000（税込）
¥495,000（税込）

¥107,800（税込）

SD104TF / OF

SD14WF / OF

※各クッションの中央にWステッチが入ります。
本革仕様をご注文の際は
「Wステッチ赤糸仕様」
のどちらかをお選びください。
または
「Wステッチ同色仕様」

ソファ 3P

サイドテーブル

W192.5×D89.5×H89 SH36 AH41

φ39×H52 T2.3

SD14SOF

ホワイトオーク
（節入り）
オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装

B
C
E

本革A
本革B

¥374,000（税込）
¥393,800（税込）
¥429,000（税込）
¥495,000（税込）
¥550,000（税込）

SD605N

SD14SOF / OF

SD605B

SD605U

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

¥66,000（税込）

¥52,800（税込）

¥74,800（税込）

※底板に貼るフェルトが付属しています。

SD605N / OU

※各クッションの中央にWステッチが入ります。
本革仕様をご注文の際は
「Wステッチ赤糸仕様」
のどちらかをお選びください。
または
「Wステッチ同色仕様」

肘クッション（2ヶ）

クッション

SD14Q

SDQ

W30×D55
B
C
E

本革A
本革B

W45×H45
B
C
E

¥33,000（税込）
¥35,200（税込）
¥39,600（税込）
¥50,600（税込）
¥57,200（税込）

カバーB
SD14Q

¥12,100（税込）
¥13,200（税込）
¥15,400（税込）
¥8,800（税込）

※合皮・本革仕様は承れません。
※中身はポリエステル60%、フェザー 40%です。

SDQ

サイドキャビネット

AVキャビネット

W80×D42×H70.5

SD552N

SD552B

W160×D42×H40

SD552U

SD552UN

SD493N

SD493B

SD493U

SD493UN

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ツートン
（ホワイトオーク×ウォルナット）
OWA色（ポリウレタン樹脂塗装）

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ツートン
（ホワイトオーク×ウォルナット）
OWA色（ポリウレタン樹脂塗装）

¥181,500（税込）

¥176,000（税込）

¥214,500（税込）

¥187,000（税込）

¥253,000（税込）

¥236,500（税込）

¥297,000（税込）

¥264,000（税込）

※ツートンの場合は天板がウォルナットとなります。

SD493N / OU

SD552N / OU

W180×D42×H40

SD494N

キュリオケース（ロータイプ ）

SD494B

SD494U

SD494UN

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ツートン
（ホワイトオーク×ウォルナット）
OWA色（ポリウレタン樹脂塗装）

¥264,000（税込）

¥247,500（税込）

¥308,000（税込）

¥280,500（税込）

W40×D40×H165

SD570NL

SD570BL

SD570UL

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

¥253,000（税込）

¥231,000（税込）

¥275,000（税込）
SD494UN / OWA

（ハイタイプ ）
W40×D40×H169

SD570NH

SD570BH

SD570UH

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

¥253,000（税込）

¥231,000（税込）

¥275,000（税込）

W200×D42×H40

SD495N

SD570UL / WA

SD570NH / OU

SD495B

SD495U

SD495UN

ホワイトオーク
ポリウレタン樹脂塗装
（＊1）

ビーチ
ポリウレタン樹脂塗装（＊1）

ウォルナット
ポリウレタン樹脂塗装

ツートン
（ホワイトオーク×ウォルナット）
OWA色（ポリウレタン樹脂塗装）

¥280,500（税込）

¥264,000（税込）

¥324,500（税込）

¥313,500（税込）

SD495U / WA

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
＊ポリウレタン樹脂塗装のあとに
（＊1）
と記載されている商品は10%アップの価格でオイル仕上げにも対応しています。
または店頭のサンプルにてご確認ください。
＊塗色・張り布の詳細は、飛驒産業公式 WEBサイト、

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）
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。掲載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

