AVキャビネット（ロータイプ）
W155×D42×H43.5

WN552

WB552

WT552

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥264,000（¥240,000）

¥242,000（¥220,000）

¥308,000（¥280,000）

WN552 / OU

AVキャビネット（ロータイプ）
W175×D42×H43.5

WN554

WB554

WT554

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥275,000（¥250,000）

¥253,000（¥230,000）

¥330,000（¥300,000）

WT554 / WA

AVキャビネット（ロータイプ）
W200×D42×H43.5

WN556

WB556

WT556

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥308,000（¥280,000）

¥297,000（¥270,000）

¥374,000（¥340,000）

WT556 / WA

LDチェア

W51×D66×H100 SH42

WN250

B
C
E

本革A
本革B
カバーB

WB250

AVキャビネット（レギュラータイプ）

WT250

ホワイトオーク

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）

¥90,200 （¥82,000）
¥94,600 （¥86,000）
¥99,000 （¥90,000）
¥117,700（¥107,000）
¥128,700（¥117,000）

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

¥36,300 （¥33,000）

¥36,300 （¥33,000）

¥36,300 （¥33,000）

W155×D42×H54.5

WN572

本革A
本革B
カバーB

ウォルナット

¥308,000（¥280,000）

¥286,000（¥260,000）

¥363,000（¥330,000）

WN572 / OU

AVキャビネット（レギュラータイプ）
W175×D42×H54.5

W55.5×D66×H100 SH42 AH63.5

B
C
E

WT572

ビーチ

WT250 / GW

LDアームチェア

WN250A

WB572

ホワイトオーク

WB250A

WN574

WT250A

WB574

ビーチ

ウォルナット

¥297,000（¥270,000）

¥385,000（¥350,000）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥319,000（¥290,000）

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

¥101,200 （¥92,000）
¥105,600 （¥96,000）
¥110,000（¥100,000）
¥128,700（¥117,000）
¥139,700（¥127,000）

¥121,000（¥110,000）
¥125,400（¥114,000）
¥129,800（¥118,000）
¥148,500（¥135,000）
¥159,500（¥145,000）

AVキャビネット（レギュラータイプ）

¥36,300 （¥33,000）

¥36,300 （¥33,000）

¥36,300 （¥33,000）

WT574 / WA

W200×D42×H54.5
WT250A / GW

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）

WT574

ホワイトオーク

WN576

WB576

WT576

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥352,000（¥320,000）

¥341,000（¥310,000）

¥429,000（¥390,000）

WB576 / NY

ソファ 3P

ソファ 1P

W200×D86.5×H93 SH39 AH57.5

W73.5×D86.5×H93 SH39 AH57.5

WN101A

B
C
E

本革A
本革B
背カバーB
座カバーB
腰カバー（1ケ）B

WB101A

WN101SO

WT101A

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥192,500（¥175,000）
¥199,100（¥181,000）
¥212,300（¥193,000）
¥302,500（¥275,000）
¥324,500（¥295,000）

¥180,400（¥164,000）
¥187,000（¥170,000）
¥200,200（¥182,000）
¥290,400（¥264,000）
¥312,400（¥284,000）

¥225,500（¥205,000）
¥232,100（¥211,000）
¥245,300（¥223,000）
¥335,500（¥305,000）
¥357,500（¥325,000）

¥29,700 （¥27,000）
¥29,700 （¥27,000）
¥8,800 （¥8,000）

¥29,700 （¥27,000）
¥29,700 （¥27,000）
¥8,800 （¥8,000）

¥29,700 （¥27,000）
¥29,700 （¥27,000）
¥8,800 （¥8,000）

B
C
E

本革A
本革B

WT101A / GW

WB101SO

ビーチ

ウォルナット

¥423,500（¥385,000）
¥443,300（¥403,000）
¥478,500（¥435,000）
¥709,500（¥645,000）
¥753,500（¥685,000）

¥396,000（¥360,000）
¥415,800（¥378,000）
¥451,000（¥410,000）
¥682,000（¥620,000）
¥726,000（¥660,000）

¥473,000（¥430,000）
¥492,800（¥448,000）
¥528,000（¥480,000）
¥759,000（¥690,000）
¥803,000（¥730,000）

¥87,450 （¥79,500）
¥87,450 （¥79,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥87,450 （¥79,500）
¥87,450 （¥79,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥87,450 （¥79,500）
¥87,450 （¥79,500）
¥8,800 （¥8,000）

背カバーB
座カバーB
腰カバー（1ケ）B

※腰クッション1ヶ付です。
※本革仕様の場合、背クッションと座クッションの中央にステッチが入ります。

※腰クッション3ヶ付です。
※本革仕様の場合、背クッションと座クッションの中央にステッチが入ります。

ソファ 2P

スツール

W160×D86.5×H93 SH39 AH57.5

WN101W

B
C
E

本革A
本革B
背カバーB
座カバーB
腰カバー（1ケ）B

WB101W

WT101SO

ホワイトオーク

WT101SO / GW

W57×D50×H44

WN101S

WT101W

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥357,500（¥325,000）
¥370,700（¥337,000）
¥397,100（¥361,000）
¥577,500（¥525,000）
¥621,500（¥565,000）

¥330,000（¥300,000）
¥343,200（¥312,000）
¥369,600（¥336,000）
¥550,000（¥500,000）
¥594,000（¥540,000）

¥407,000（¥370,000）
¥420,200（¥382,000）
¥446,600（¥406,000）
¥627,000（¥570,000）
¥671,000（¥610,000）

¥56,650 （¥51,500）
¥56,650 （¥51,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥56,650 （¥51,500）
¥56,650 （¥51,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥56,650 （¥51,500）
¥56,650 （¥51,500）
¥8,800 （¥8,000）

B
C
E

WT101W / GW

本革A
本革B

WB101S

WT101S

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥71,500 （¥65,000）
¥74,800 （¥68,000）
¥79,200 （¥72,000）
¥126,500（¥115,000）
¥137,500（¥125,000）

¥69,300 （¥63,000）
¥72,600 （¥66,000）
¥77,000 （¥70,000）
¥124,300（¥113,000）
¥135,300（¥123,000）

¥82,500 （¥75,000）
¥85,800 （¥78,000）
¥90,200 （¥82,000）
¥137,500（¥125,000）
¥148,500（¥135,000）

¥25,300 （¥23,000）

¥25,300 （¥23,000）

¥25,300 （¥23,000）

座カバーB

WT101S / GW

※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。

※腰クッション2ヶ付です。
※本革仕様の場合、背クッションと座クッションの中央にステッチが入ります。

ソファテーブル

W50×D43×H51.5 T1.8

ソファ 2.5P

WN109ST

W180×D86.5×H93 SH39 AH57.5

WN101WL

B
C
E

本革A
本革B
背カバーB
座カバーB
腰カバー（1ケ）B

WB101WL

WB109ST

WT109ST

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥73,700（¥67,000）

¥69,300（¥63,000）

¥94,600（¥86,000）

WT101WL

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

¥379,500（¥345,000）
¥396,000（¥360,000）
¥423,500（¥385,000）
¥621,500（¥565,000）
¥665,500（¥605,000）

¥341,000（¥310,000）
¥357,500（¥325,000）
¥385,000（¥350,000）
¥583,000（¥530,000）
¥627,000（¥570,000）

¥429,000（¥390,000）
¥445,500（¥405,000）
¥473,000（¥430,000）
¥671,000（¥610,000）
¥715,000（¥650,000）

¥64,350 （¥58,500）
¥64,350 （¥58,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥64,350 （¥58,500）
¥64,350 （¥58,500）
¥8,800 （¥8,000）

¥64,350 （¥58,500）
¥64,350 （¥58,500）
¥8,800 （¥8,000）

クッションかため仕様
WT101WL / GW

※腰クッション2ヶ付です。
※本革仕様の場合、背クッションと座クッションの中央にステッチが入ります。

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）
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、

オプションでソファのクッションかため仕様
をお選びいただけます。
※ソファに付属の腰クッションについては、
かため仕様は承れません。

1P
2P
2.5P
3P

スツール

¥3,300（¥3,000）
¥5,500（¥5,000）
¥6,600（¥6,000）
¥7,700（¥7,000）
¥2,200（¥2,000）

WT109ST / GW

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
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。

