
Leather 牛本皮革

4種のグレー ドの異なる牛•本皮革（バティック／コリ ー／パロマ／ノブレス）を使用しています。

皮革の触り心地やカラ ー バリエー ションなどの詳細は店頭にてお確かめください。

バティック

丈夫で退色に対して耐性があり、表面の保

護層が厚いため、液体をこぽしても染み込

みにくく、扱いやすい皮革です。4つの グ

レー ドのなかで最も手ころな価格です。

スノ ー

クリ ーム

皮革タイプ：型押し顔料仕上げ

厚さ：約1.2mm

表面保護コーティング：厚い

特徴と手触り：しぽが 浅く、硬い

コリ ー

厚みがあり、革の模様は型押しされていま

す。艶を出すコ ー ティングにより、発色が鮮

やかで深みがあります。表面の保護層が厚

いため、液体をこぽしても染み込みにくく、

扱いやすい皮革です。

オフホワイト
一

シルパークラウド

バニラ

皮革タイブ：型押し顔料仕上げ

厚さ：約1.4mm

表面保護コーティング：厚い

特徴と手触り：しぽが深く、硬い

※実際の皮革の色味とは異なる場合がありますので店頭でこ確認ください。
※自然素材のため、 同じ色でも若干の違いがあります。
※自然素材のため、 年月を重ねるほど変化し、 風合いを増していきます。

受注生産品は、こ注文いただいてからノルウェーで製造し、お届けするまで約5ヵ月前後いただいております。

在庫組合せ以外は計50色以上からカラ ーをお選びいただき、特注にて承ります。

※価格は皮革タイプにより異なります。

バロマ

しっとりと肌になじむしなやかな手触りです。柔ら

か く自然な風合いが人気で色のバリエー ションが豊

冨なため、日本の在庫商品で最も多く使用している

皮革です。

皮革タイプ：セミアニリン仕上げ

厚さ：約1.2mm

表面保護コーティング： 薄い

特徴と手触り：しぽが非常に浅く、やわらかい

ノブレス

当社が提供す る最高級皮革で

す。保護用トップコ ートは 薄 く、

天然の 皮革本来の模様が生かさ

れています。厚みがあり、しなや

かでリッチな手触りが特長です。

タイガーアイ

ブラウン

ダークブラウン

グレー

ブラック

アマロ ーネ

皮革タイプ：セミアニリン仕上げ

厚さ：約1.4mm

表面保護コーティング：非常に薄い

特徴と手触り：しぽが深く、やわらかい

Wood ョ ー ロッパブナ材

厳選されたブナ材を使用しています。

木部カラ ーは8色から特注にて承ります。

p.22-23在庫チェアの木部ベース色は、各ベース

ことに右の在庫色であれば、日本国内で変更でき

ます。こ注文時にこ指定ください。

※ソファ、 電動チェア、 電動ソファの木部は
在庫組合せ以外は全て特注となります。

※ご購入後のペース変更組み換えはできませんのでこ＊了承ください。
※脚のみの販売はしておりません。

ダイニングシリ ーズの木部についてはp,39-40をこ覧ください。

お手入れについては
p.46をこ覧ください。
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一
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ふ
クラシックベース

l Plus·-system

ストレスレス® コンサルクラシック
皮革タイプ／パティック

(8)¥186,000 
W:71 H:97 D:71 SH:41 

(M)¥213,000 
W:75 H:102 D:71 SH:42 

オットマン W:54 H:40 D:43 モール／ウォルナット ボルドー／ブラウン プラウン／オーク

ス トレスレス® メイフェアクラシック
皮革タイプ／パティック

(S)¥260,000 
W:73 H:100 D:72 SH:42 

(M) ¥277,000
W:76 H:103 D:73 SH:42 

ォットマン W:55 H:42 D:40 クリーム／ウォルナット アトランティックブルー／ウォルナット

ストレスレス® サンライズクラシック

皮革タイプ／パロマ

(S) ¥277,000
W:74 H:100 D:73 SH:43 

(M) ¥295,000
W:78 H:104 D:75 SH:44 

オットマン W:57 H:42 D:40 ヘナ／オーク ライトグレー／ウォルナット

ストレスレス® レノクラシック

皮革タイプ／バロマ

(8)¥324,000 
W:73 H:98/108 D:77 SH:42 

(M) ¥351,000
W:77 H:99/109 D:77 SH:44 

(L) ¥377,000
W:87H :100/110 D:80SH:45 

オットマン W:55 H:42 D:41 

砂

ニ
シグニチャ ーベース

（バランスアダプトTM)

l Plus·-system 

ヽ

BalanceAdapt· 

一
ストレスレス® コンサルシグニチャ ー

皮革タイプ／パティック

(M)¥253,000 
W:82 H:102 D:72 SH:44 

オットマン W:54 H:41 D:39 

ストレスレス® ビュー シグニチャー

皮革タイプ／パロマ

(8)¥362,000 
W:79 H:104 D:82 SH:47 

(M) ¥370,000
W:84 H:109 D:84 SH:47 

オットマン W:57 H:46 D:47 ライトグレー／ウェンゲ(S)(M)

：革卜塁竺®レ
マ
ス

ジックシグニチャ ー
[恩

(M) ¥513,000
W:84 H:102/112 D:77 SH:47 

オットマン W:55 H:47 D:49 

只
ストレスレス®メトロスター

皮革タイプ／バロマ

セット合計
(M) ¥309,000
チェア本体 オットマン単品
¥242,000 ¥67,000 

スタ ーベース チェア W:80 H:112 D:71 SH:43 
（パランスアダプト™) オットマン W:55 H:42 D:41 

l 
ストレスレス®メトロスター

ローバック
Plus·-system 皮革タイプ／パロマ

ヽ
(M) ¥220,000
チェアW:80 H:87 D:70 SH:43 

Balance Adapt· ※ローパックにはオットマンは
付属しておりません。

ブラック／ウェンゲ

一
国内在庫品も組み立て作業があります。お届けする まで10日前後いただくことがあります。
欠品が生じることもこざいますので、こ了承ください。 詳しくは販売店でお尋ねください。

ブラック／ウォルナット

チョコレート／チ ーク(S)(M)(L) サンド／オーク(S)(M)(L) ダークグリーン／ウォルナット（S)(M) コッパー／オーク(S)(M)

I アイコンの説明 I �リクライニング機能付 ヽ蘊 ロッキング機能付⑤B ヘッドレスト高さ調整 ●サイズ表記は、W：幅 H ：高さ D ：奥行 SH ：座面の高さ(cm)です。
pus••S"tem ..lamAdapt· 

ブラック／クロム

ヘナ／ウォルナット(S)(M) コッパー／ウォルナット(M)

アマロ ーネ／ウェンゲ

トープ／クロム

スバロ ーブルー／ウォルナット(M)

※ストレスレス®メトロ ・ トーキョーはMサイズのみの展開となります。
※ハイバックについては、チェアとオットマンの別売が可能です。

（リクライニングチェアとして快適にこ使用いただくために｀
セットでのこ使用をお薦めしております。）

※ストレスレス®メトロ ・ トー キョーの幅と奥行サイズは脚部を除い
た表記です。

特注にて、マットブラック色、 ヘッドレスト付ロ ーバックタイプも
オー ダーいただけます。詳細は特注チェアページをこ黄ください。
→p29 

ブラック／クロム スバロ ーブルー／クロム

22 ※表示価格はすべて本体価格になります。こ購入の際は別途消費税が掛かります。 23 ※表示価格はすべて本体価格になります。こ購入の際は別途消費税が掛かります。



国内在庫品
チェア



Accesso「ies
アクセサリ ー

ストレスレス®チェアでリラックスしたまま、

TVや読書パソコン操作ができる、

便利な専用テーブルを各種取り揃えております。

各テーブルの木部色はp.21掲載の計8色からお選びいただけます。

ストレスレス ®

コンピュー ターテ ープル 2010

角度調整できる折りたたみデスク。2つのストッパー付き

で、ノートPCやタブレットの使用にびったり。

ストレスレス®

スウィングテ ー ブル2010

本や飲み物を置くのに便利な小

テ ーブル。クラシックベ ー スの左

右どちらにも取り付け可能です。

（一部機種を除く）

ストレスレス®USBテ ー ブルA

USBポート付で充電しながらのPCやス

マ ー トフォン操作も快適。半月型のベー

スがクラシック／シグニチャ ー ベー スに

ぴったりと寄せられます。（高さ調整可）

エリプステ ー ブル コー ナーテ ー ブル

楕円形のサイドテ ーブル。ベースの切り込み部分を

ソフアの脚にはさみ込むことで、テーブルを手の届く

位置に配置できます。（高さ調整可）

26 

チェアやソファの閻に置ける、

便利なテーブル。

在庫商品／テ ープル・オットマン

ストレスレス®

スウィングテ ー ブル2010

¥16,000
直径：28
耐荷重：5kg

ストレスレス®

コンピュー ターテ ー ブル 2010

¥55,000 W:41 D:31 
耐荷重：5kg

※クラシックペースとレッグコンフォー ト TM のみ左右どちらでも取付可能。（一部機種を除く）

在庫色．．．．
オークウォルナットチーク ブラウン

コー ナーテ ー ブル

¥45,000
W:69 H:48 D:60 

エリプステ ー ブル

¥45,000
W:49 H:48/71 D:38 
耐荷重：10kg※高さ調整可

--

- -

オークウォルナットチーク ブラウンウェンゲ

一
木部の色は在庫色以外は受注生産にて承ります。

ストレスレス®USBテ ー ブルA

W:52 H:50 / 73 D:42 
耐荷重：10kg

※USBポー ト付
※高さ調整可

USB/USBケーブル(2m)付
USB変換プラグは付属しておりません。

ガラス／ウッド（ウェンゲ） ウッド（ウオルナット） ウッド（ウェンゲ）

¥57,000 ¥49,000

受注生産品／テ ープル・オットマン 受注生産品は、こ注文いただいてから、ノルウェーで製造し、お届けするまで約5ヵ月前後いただいております。価格は皮革タイプにより異なります。 木部の色はチェア・ソファの木部色に合わせて、8色の中からお選びいただけます。

ストレスレス®USBテ ー ブル B

W:51 H:50/ 73 D:55 
耐荷重：10kg

※USBポー ト付
※高さ調整可 ※支柱：クロム

USB/USBケーブル
(2m)付
USB変換プラグは
付属しておりません。

ウィンザーテ ー ブル

¥160,000
W:132 H:48 D:70 

ガラス／ウッド

¥61,000

ウッド

¥56,000

ストレスレス®

イー ジーアーム

テ ー ブル

¥16,000
W:25 H:10 D:23 

※アリオン、エマに取付可能

ストレスレス®アーバンテ ー ブル※ガラス天板

(S) ¥50,000
W:SSH:48 

(L) ¥74,000
W:90H:48 

脚カラー ：クロム、マットブラック

ストレスレス®ダブルオットマン
皮革タイプ／パロマ

¥184,000
W:119/154 H:44 D:61 

• 

※テーブルトップ収納可。
キャスター付

呵·
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ストレスレス®エニグマ※ガラス天板

¥86,000
W:90H:44 

クロム

ストレスレス®ォットマンソフト
皮革タイプ／バロマ

(M) ¥102,000
W:53 H:44 D:49 

(L)¥124,000 
W:64 H:44 D:70 

※角度調節可。内部収納スペースあり。

ストレスレス®オットマンモダン
皮革タイブ／パロマ

(M) ¥96,000
W:51 H:44 D:40 

(L) ¥119,000
W:60 H:44 D:60 

·'一
ー

・

※表示価格はすべて本体価格になります。こ購入の際は別途消費税が掛かります。



Stressless®Laurel High/Low D100 dining chairs 
shown in Calida Light grey/Walnut 
Stressless®Madeira T200 dining table 
shown in Walnut 

＋

北欧らしい優しい温かみのあるウッドデザイン(D100 · D200)で在庫をこ用意しています。

下記のクッション（モデル ・ 皮革カラ ー） X脚部（デザイン・ カラ ー）の組合せについては、こ注文をいただいてから約1ヶ月でお届けします。
※欠品が生じることもこ・ ざいますので、こ了承ください。
※脚部のデザイン、色変更含め、下記組合せ以外は、すぺて特注にて承ります。（納期約5ヶ月→p.39)
※ハイベース、0300についてはすべて特注にて承ります。

●ストレスレス®□ ー レル
ハイバック D100
ロ ーベース
皮革タイプ／バティック

①モール／ウォルナット
②モール／ナチュラルオーク

¥86,000
W:50 H:100 D:57 SH:43 

●ストレスレス®□ ーズマリ ー

ハイバック D200
ロ ーベース
皮革タイプ／バロマ

①トープ／ウオルナット
②トープ／ナチュラルオーク

¥88,000
W:45 H:100 D:57 SH:43 

●ストレスレス吋ナッポロ
セットアップテ ーブル 駈臼巳と蘊置輩じ’ /- ＼ 拡張天版l枚(45cm)付

ロ ーベースのダイニングチェアに
合わせたテ ーブルも
こ用意しています。

鴫► p.40 

モール／ウオルナット モール／ナチュラルオー ク

トープ／ウォルナット トープ／ナチュラルオーク

●ストレスレス® □ ー レル
ロ ーバック D200
ロ ーベース
皮革タイプ／バティック

①モール／ウォルナット
②モール／ナチュラルオーク

¥75,000

W:45 H:85 D:56 SH:43 

①ウォルナット
②ナチュラルオーク

¥202,000
W:160/205 H:70 D:90 

一

モール／ウォルナット モール／ナチュラルオー ク

37 

サイズ表記は、W：幅 H:高さ D：奥行 SH：座面の高さ(cm)です。
※表示価格はすべて本体価格になります。こ購入の際は別途消費税が掛かります。



ストレスレス®ラウンジソフアは2モデル、4つのシ ー ター タイプをこ用意しています。 I 納期約2ヶ月 I
一

ストレスレス ® ラウンジソファ（固定式）

ステッチあり
スクエア型

ステッチなし
ラウンド型、

アームレスト幅：10cm

Stress less® Leo Stressless® Joy 

2 Seater 
W:140 1シート幅：60

3 Seater 
W:200 lシート幅：60

ストレスレス® レオ［固定式ソファ］

どんな部屋にも合わせやすい、シンプルでモダンなデザイン。

スリムなアームやタイトなラインが空間をすっきり見せてくれます。

2.5 Seater 
W:170 1シート幅：75

＋ 

3 Seater Duo 
(2cusions) 

W:200 1シー ト幅：90

ストレスレス® ジョイ［固定式ソファ］

アームレストにボリュームのあるスタンダー ドタイプソファ。

フェミニンなフオルムで、部屋をやさしい印象に。

2 Seater 
W:148 1シート幅：60

こ
3 Seater 

W:208 lシート幅：60

＋ 

3 Seater Duo 
(2cusions) 

W:140 lシート幅：90

— 
ストレスレス® サンライズ(M)
クラシック
［リクライニング機能付］

チェア W:78 H:104 D:75 SH:44 
ォットマン W:57 H:42 D:40 

� Plus·-system 

パロマ皮革

ライトグレー ヘナ

一
ストレスレス® コンサル(M)
クラシック
［リクライニング機能付］

チェアW:75 H:102 D:71 SH:42 
オットマンW:54 H:40 D:43 

●ソフアの各レザー ・カラ ー にコ ーディネー トできる在庫チェアをこ紹介しています。チェアは他のモデルでもオ ー ダー承ります。
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丸みあり ‘

一
2.5 Seater 

W:178 1シート幅：75

こ

� Plus·-system 

2 
Seater 

2.5 
Seater 

3 
Seater 

3 
Seater 

Duo 

ストレスレス®

レオ
アームレスト幅：10cm

60cm 
l l 

W:140 H:76/80 D:83 SH:38/42 

75cm 
l l 

I 
W:170 H:76/80 D:83 SH:38/42 

60cm 
I l 

W:200 H:76/80 D:83 SH:38/42 

90cm 
l [ 

W:200 H:76/80 D:83 SH:38/42 

ストレスレス®

ジョイ
アームレスト幅：14cm

60cm 
l l 

W:148 H:76/80 D:83 SH:38/42 

75cm 
9 9 

W:178 H:76/80 D:83 SH:38/42 

60cm 
l l 

W:208 H:76/80 D:83 SH:38/42 

90cm 
l l 

W:208 H:76/80 D:83 SH:38/42 

ストレスレス®チェア
ソファ＋チェア（リクライニング機能付）

皮革別価格 ソフアのレザーを基準にチェアタイブ ソファ（レオ／ジョイ） ソファ（レオ／ジョイ）
＋ ＋ をお選びください。

コンサル (M) サンライズ(M)

.[I■ 
ストレスレス®コンサル (M) パティック パロマ
クラシック

チェアW:75 H:102 D:71 Sh:42 2 Seater 2 Seater 
オットマンW:54 H:40 D:43 ＋ ＋ 

［パティック］¥268,000 コンサル サンライズ

［ パロマ］¥314,000 ［バ ティック］¥213,000 ¥481,000 ¥609,000 

0
Plus·-system 

とさ
2.5 Seater 2.5 Seater 

［パティック］¥294,000 ＋ ＋ 
［ パロマ］¥339,000 コンサル サンライズ

¥507,000 ¥634,000 
バ ティック

ストレスレス® サンライズ (M)
クラシック 3 Seater 3 Seater 

［パティック］¥357,000 チェアW:78 H:104 D:75 Sh:44 ＋ ＋ 
［ パロマ］¥403,000 オットマンW:57 H:42 D:40 コンサル サンライズ

［ パロマ］¥295,000 ¥570,000 ¥698,000 

0
Plus·-system 

3SeaterDuo 3Seater0uo 

［パティック］¥383,000 ニ立ノ ＋ ＋ 
コンサル サンライズ

［ バ ロマ］¥428,000 ¥596,000 ¥723,000 
]■ 

バロマ

※レオ／ジョイは同シーター タイプで同額となります。 ※ソファとセットでオー ダー可能なチェアはMサイズのみ、各記載カラー限定となります。 ※表示価格はすべて本体価格になります。こ購入の際は別途消費税が掛かります。

Leather Batick

皮革
バティック

ポルドー モール ブラウン

Paloma 
パロマ

※ソファのレザーはパティック3種、パロマ2種以外の色については特注は承れません。

ライトグレー ヘナ

"
l
u
暉

レJチス

m
 
c
 

部

18

脚

mlc
 

g
14

e
さ

L
長

ウッド

ストレートアングル
（垂直型） （斜め型）

※脚部はウッド／スチールいすれの素材、高さでも同額となります。

ウッドカラ ー (5 色）

． 
●ソフアは、〈4種のシ ー タ ー タイプ〉X〈2種の皮革〉x〈3種の脚部〉からお好みの組合せにてオー ダーいただけます。 ●ソファこ注文いただいてからお届けまで約2ヶ月頂裁いたします。多少すれる楊合もこ＊ ざいますのでこ了承ください。
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