スツール

W84×D65×H40.5

WQ08SN

B
C
E
座カバーB

WQ08SB

WQ08SU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥115,500（¥105,000）
¥121,000（¥110,000）
¥128,700（¥117,000）

¥104,500 （¥95,000）
¥110,000（¥100,000）
¥117,700（¥107,000）

¥126,500（¥115,000）
¥132,000（¥120,000）
¥139,700（¥127,000）

¥39,600 （¥36,000）

¥39,600 （¥36,000）

¥39,600 （¥36,000）

※フェザー50%、シリコン綿50%のそれぞれの特長を活かしたパッドをクッション表面に使用しています。
※合皮・本革仕様は承れません。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

クッション

WQ08SU / WA

W70×H50

W60×H50

HQ683Q

HQ684Q

B
C
E

¥19,800（¥18,000）
¥23,100（¥21,000）
¥28,600（¥26,000）

B
C
E

¥22,000（¥20,000）
¥25,300（¥23,000）
¥30,800（¥28,000）

カバーB

¥11,000（¥10,000）

カバーB

¥12,100（¥11,000）

HQ683Q

HQ684Q

※中身はフェザー 100%です。
※合皮・本革仕様は承れません。

パーソナルチェア

ボルスター

W71.5×D74×H78.5 SH37 AH60

WQ108AN

B
C
E

本革A
本革B

WQ108AB

W53×D10×H57

WQ108AU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥151,800（¥138,000）
¥160,600（¥146,000）
¥169,400（¥154,000）
¥206,800（¥188,000）
¥228,800（¥208,000）

¥140,800（¥128,000）
¥149,600（¥136,000）
¥158,400（¥144,000）
¥195,800（¥178,000）
¥217,800（¥198,000）

¥162,800（¥148,000）
¥171,600（¥156,000）
¥180,400（¥164,000）
¥217,800（¥198,000）
¥239,800（¥218,000）

HQ650BQ

WQ108AU / WA

オットマン

B
C
E

¥18,700（¥17,000）
¥22,000（¥20,000）
¥27,500（¥25,000）

カバーB

¥12,100（¥11,000）

HQ650BQ

※合皮・本革仕様は承れません。

W57×D45×H43.5 SH41.5

WQ108SN

B
C
E

本革A
本革B

WQ108SB

WQ108SU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥52,800 （¥48,000）
¥56,100 （¥51,000）
¥60,500 （¥55,000）
¥107,800 （¥98,000）
¥118,800（¥108,000）

¥49,500 （¥45,000）
¥52,800 （¥48,000）
¥57,200 （¥52,000）
¥104,500 （¥95,000）
¥115,500（¥105,000）

¥57,200 （¥52,000）
¥60,500 （¥55,000）
¥64,900 （¥59,000）
¥112,200（¥102,000）
¥123,200（¥112,000）

サイドテーブル

φ50×H52 T2.5

WQ680HN

WQ108SU / WA

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）

WQ680HB

WQ680HU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥74,800（¥68,000）

¥68,200（¥62,000）

¥88,000（¥80,000）

WQ680HU / WA

ソファ（右背付き）

カウチ（右肘付き）

W110×D90×H66 SH40.5

WQ11ORN

B
C
E
背カバーB
座カバーB

W183×D90×H66 SH40.5

WQ11ORB

WQ11ORU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥231,000（¥210,000）
¥239,800（¥218,000）
¥257,400（¥234,000）

¥214,500（¥195,000）
¥223,300（¥203,000）
¥240,900（¥219,000）

¥253,000（¥230,000）
¥261,800（¥238,000）
¥279,400（¥254,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

WQ17CRN

B
C
E
WQ11ORU / WA

B
C
E
背カバーB
座カバーB

WQ15ORB

ビーチ

ウォルナット

¥280,500（¥255,000）
¥291,500（¥265,000）
¥313,500（¥285,000）

¥264,000（¥240,000）
¥275,000（¥250,000）
¥297,000（¥270,000）

¥313,500（¥285,000）
¥324,500（¥295,000）
¥346,500（¥315,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

B
C
E
WQ15ORU / WA

WQ11OLB

背カバーB
座カバーB

背カバーB
座カバーB

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

WQ19CRB

WQ17CRU / WA

WQ19CRU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥368,500（¥335,000）
¥388,300（¥353,000）
¥423,500（¥385,000）

¥352,000（¥320,000）
¥371,800（¥338,000）
¥407,000（¥370,000）

¥412,500（¥375,000）
¥432,300（¥393,000）
¥467,500（¥425,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

WQ17CLN

WQ11OLU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥231,000（¥210,000）
¥239,800（¥218,000）
¥257,400（¥234,000）

¥214,500（¥195,000）
¥223,300（¥203,000）
¥240,900（¥219,000）

¥253,000（¥230,000）
¥261,800（¥238,000）
¥279,400（¥254,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

¥31,900 （¥29,000）
¥64,900 （¥59,000）

WQ11OLB / UW

B
C
E
背カバーB
座カバーB

WQ19CRU / WA

WQ17CLB

WQ17CLU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥335,500（¥305,000）
¥352,000（¥320,000）
¥379,500（¥345,000）

¥319,000（¥290,000）
¥335,500（¥305,000）
¥363,000（¥330,000）

¥385,000（¥350,000）
¥401,500（¥365,000）
¥429,000（¥390,000）

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

¥55,000 （¥50,000）
¥80,300 （¥73,000）

WQ17CLU / WA

W205×D90×H66 SH40.5

W154×D90×H66 SH40.5

B
C
E

¥385,000（¥350,000）
¥401,500（¥365,000）
¥429,000（¥390,000）

W183×D90×H66 SH40.5

W110×D90×H66 SH40.5

WQ15OLN

¥319,000（¥290,000）
¥335,500（¥305,000）
¥363,000（¥330,000）

カウチ（左肘付き）

ソファ（左背付き）

背カバーB
座カバーB

¥335,500（¥305,000）
¥352,000（¥320,000）
¥379,500（¥345,000）

※フェザー50%、シリコン綿50%のそれぞれの特長を活かしたパッドをクッション表面に使用しています。
※合皮・本革仕様は承れません。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

※フェザー50%、シリコン綿50%のそれぞれの特長を活かしたパッドをクッション表面に使用しています。
※合皮・本革仕様は承れません。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

B
C
E

ウォルナット

WQ19CRN

WQ15ORU

ホワイトオーク

WQ11OLN

WQ17CRU

ビーチ

W205×D90×H66 SH40.5

W154×D90×H66 SH40.5

WQ15ORN

背カバーB
座カバーB

WQ17CRB

ホワイトオーク

WQ15OLB

WQ19CLN

WQ15OLU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥280,500（¥255,000）
¥291,500（¥265,000）
¥313,500（¥285,000）

¥264,000（¥240,000）
¥275,000（¥250,000）
¥297,000（¥270,000）

¥313,500（¥285,000）
¥324,500（¥295,000）
¥346,500（¥315,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

¥36,300 （¥33,000）
¥73,700 （¥67,000）

WQ15OLB / UW

B
C
E
背カバーB
座カバーB

WQ19CLB

WQ19CLU

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥368,500（¥335,000）
¥388,300（¥353,000）
¥423,500（¥385,000）

¥352,000（¥320,000）
¥371,800（¥338,000）
¥407,000（¥370,000）

¥412,500（¥375,000）
¥432,300（¥393,000）
¥467,500（¥425,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

¥61,600 （¥56,000）
¥90,200 （¥82,000）

※フェザー50%、シリコン綿50%のそれぞれの特長を活かしたパッドをクッション表面に使用しています。
※合皮・本革仕様は承れません。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

※フェザー50%、シリコン綿50%のそれぞれの特長を活かしたパッドをクッション表面に使用しています。
※合皮・本革仕様は承れません。
※搬入の際、脚部を取り外すことができます。

WQ19CLU / WA

WQ19CLU

WQ15OLB

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
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。

