Designed by MOTOMI KAWAKAMI

セミアームチェア（張り座）

アームチェア（張り座）

W58.5×D56×H76.5 SH42 AH63.5

KX250AN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

W61×D56×H76.5 SH42 AH61

KX250AB

KX250AU

KX260AN

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥88,000 （¥80,000）
¥92,400 （¥84,000）
¥96,800 （¥88,000）
¥115,500（¥105,000）
¥126,500（¥115,000）
¥137,500（¥125,000）

¥77,000 （¥70,000）
¥81,400 （¥74,000）
¥85,800 （¥78,000）
¥104,500 （¥95,000）
¥115,500（¥105,000）
¥126,500（¥115,000）

¥99,000 （¥90,000）
¥103,400 （¥94,000）
¥107,800 （¥98,000）
¥126,500（¥115,000）
¥137,500（¥125,000）
¥148,500（¥135,000）

B
C
E

本革A
本革B
本革D

（ハイタイプ）
W58.5×D56×H80.5 SH46 AH67.5

KX250ANH

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX260AB

ビーチ

ウォルナット

¥99,000 （¥90,000）
¥103,400 （¥94,000）
¥107,800 （¥98,000）
¥126,500（¥115,000）
¥137,500（¥125,000）
¥148,500（¥135,000）

¥88,000 （¥80,000）
¥92,400 （¥84,000）
¥96,800 （¥88,000）
¥115,500（¥105,000）
¥126,500（¥115,000）
¥137,500（¥125,000）

¥110,000（¥100,000）
¥114,400（¥104,000）
¥118,800（¥108,000）
¥137,500（¥125,000）
¥148,500（¥135,000）
¥159,500（¥145,000）

（ハイタイプ）
W61×D56×H80.5 SH46 AH65

KX250ABH

KX250AUH

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥93,500 （¥85,000）
¥97,900 （¥89,000）
¥102,300 （¥93,000）
¥121,000（¥110,000）
¥132,000（¥120,000）
¥143,000（¥130,000）

¥82,500 （¥75,000）
¥86,900 （¥79,000）
¥91,300 （¥83,000）
¥110,000（¥100,000）
¥121,000（¥110,000）
¥132,000（¥120,000）

¥104,500 （¥95,000）
¥108,900 （¥99,000）
¥113,300（¥103,000）
¥132,000（¥120,000）
¥143,000（¥130,000）
¥154,000（¥140,000）

KX250AU / WA

KX260ANH

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX260ABH

ビーチ

ウォルナット

¥104,500 （¥95,000）
¥108,900 （¥99,000）
¥113,300（¥103,000）
¥132,000（¥120,000）
¥143,000（¥130,000）
¥154,000（¥140,000）

¥93,500 （¥85,000）
¥97,900 （¥89,000）
¥102,300 （¥93,000）
¥121,000（¥110,000）
¥132,000（¥120,000）
¥143,000（¥130,000）

¥115,500（¥105,000）
¥119,900（¥109,000）
¥124,300（¥113,000）
¥143,000（¥130,000）
¥154,000（¥140,000）
¥165,000（¥150,000）

※合皮・本革仕様の場合、座面と背にしわがよることがあります。
※合皮・本革仕様の場合、座面が滑りやすくなります。

セミアームチェア（板座）

アームチェア（板座）

W58.5×D55×H73 SH40.5 AH63.5

KX251AB

KX251AU

ビーチ

ウォルナット

¥112,200（¥102,000）

¥101,200（¥92,000）

¥123,200（¥112,000）

KX261AN

KX251AN / OU

KX261AB

ビーチ

ウォルナット

¥123,200（¥112,000）

¥112,200（¥102,000）

¥134,200（¥122,000）

※オイル仕上げは承れません。

テーブル

リビングテーブル

W160×D90×H70 T2.8

KX261AU

ホワイトオーク

※オイル仕上げは承れません。

KX365B

KX260AU / WA

W61×D55×H73 SH40.5 AH61

ホワイトオーク

KX365N

KX260AUH

ホワイトオーク

※合皮・本革仕様の場合、座面と背にしわがよることがあります。
※合皮・本革仕様の場合、座面が滑りやすくなります。

KX251AN

KX260AU

ホワイトオーク

KX261AU / WA

W110×D60×H40 T2.5

KX365U

KX13TN

KX13TB

KX13TU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥231,000（¥210,000）

¥192,500（¥175,000）

¥297,000（¥270,000）

¥110,000（¥100,000）

¥93,500（¥85,000）

¥137,500（¥125,000）

W180×D90×H70 T2.8

KX366N

KX366B

KX366U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥253,000（¥230,000）

¥214,500（¥195,000）

¥319,000（¥290,000）

KX366U / WA

※脚間寸法を変えることができます。

塗色：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
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。
＊ポリウレタン樹脂塗装のあとに
（＊1）
＊KX251A ・ KX261Aについては、オイル仕上げは承れません。

KX13TU / WA

キャビネット

ソファ 2.5P

W155×D45×H45

W175×D86×H91 SH36 AH57

KX13WLN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX13WLB

KX552N

KX13WLU

KX552B

KX552U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥440,000（¥400,000）
¥462,000（¥420,000）
¥484,000（¥440,000）
¥660,000（¥600,000）
¥682,000（¥620,000）
¥704,000（¥640,000）

¥407,000（¥370,000）
¥429,000（¥390,000）
¥451,000（¥410,000）
¥627,000（¥570,000）
¥649,000（¥590,000）
¥671,000（¥610,000）

¥462,000（¥420,000）
¥484,000（¥440,000）
¥506,000（¥460,000）
¥682,000（¥620,000）
¥704,000（¥640,000）
¥726,000（¥660,000）

¥242,000（¥220,000）

¥209,000（¥190,000）

¥286,000（¥260,000）

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

W175×D45×H45

KX554N

KX554B

KX554U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥253,000（¥230,000）

¥220,000（¥200,000）

¥308,000（¥280,000）

KX552N / OU

KX13WLU / WA

ソファ 3P

W195×D86×H91 SH36 AH57

KX13SON

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX13SOB

KX13SOU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥473,000（¥430,000）
¥495,000（¥450,000）
¥533,500（¥485,000）
¥704,000（¥640,000）
¥726,000（¥660,000）
¥748,000（¥680,000）

¥440,000（¥400,000）
¥462,000（¥420,000）
¥500,500（¥455,000）
¥671,000（¥610,000）
¥693,000（¥630,000）
¥715,000（¥650,000）

¥495,000（¥450,000）
¥517,000（¥470,000）
¥555,500（¥505,000）
¥726,000（¥660,000）
¥748,000（¥680,000）
¥770,000（¥700,000）

W110×D45×H83

KX561N

KX561B

KX561U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥275,000（¥250,000）

¥242,000（¥220,000）

¥319,000（¥290,000）

W159×D45×H83
KX13SOU / WA

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

KX554U / WA

キャビネット

KX566N

KX566B

KX566U

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥330,000（¥300,000）

¥286,000（¥260,000）

¥396,000（¥360,000）

KX561U / WA

オットマン

W60×D54×H37

KX13SN

B
C
E

本革A
本革B
本革D

KX13SB

KX13SU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥78,100 （¥71,000）
¥81,400 （¥74,000）
¥85,800 （¥78,000）
¥111,100（¥101,000）
¥116,600（¥106,000）
¥133,100（¥121,000）

¥72,600 （¥66,000）
¥75,900 （¥69,000）
¥80,300 （¥73,000）
¥105,600 （¥96,000）
¥111,100（¥101,000）
¥127,600（¥116,000）

¥83,600 （¥76,000）
¥86,900 （¥79,000）
¥91,300 （¥83,000）
¥116,600（¥106,000）
¥122,100（¥111,000）
¥138,600（¥126,000）

KX13SU / WA

KX566U / WA

※本革仕様の場合、線画の赤線部分にステッチが入ります。

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
主材 / 塗色 ：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
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。
＊ポリウレタン樹脂塗装のあとに
（＊1）
＊塗色・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）
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（税抜き）表示です。掲載内容は 2022 年 6 月現在のものです。

