オーダー
カラー

オーダー
カラー

中止

In Concert with Consumer Makes

080SA セミアームチェア
税 ￥22,660 (税抜￥20,600)
税込
CCM3
C

基
基本色：LBN/FPOR・DBN/FPOR

中止

081SA セミアームチェア
税 ￥22,660 (税抜￥20,600)
税込
CCM3
C

基
基本色：LBN/FPBR・DBN/FPBR

チェアは４モデルそれぞれにアーム付をご用意しました。

サイズ：W56.5×D58.2×H78.5cm
サイズ：W56.5×D58.2×H78.5cm
サ
(SH43/AH63cm)

サイズ：W56.5×D58.2×H78.5cm
サイズ：W56.5×D58.2×H78.5cm
サ
(SH43/AH63cm)

全モデル木部は２色、シートは２０色のカラーよりお選

梱
梱包サイズ：16.4才(2脚入り)

梱包サイズ：16.4才(2脚入り)
梱

び頂けます。また、チェアは弾力性のあるメッシュウェ
ービング仕様。ベンチは合板仕様です。

CHAIR

材質：ラバー/合成皮革張り

回転
チェア

回転
チェア

CCM3

030 サイドチェア
税込￥18,040 (税抜￥16,400)

030A 回転アームチェア
税込 ￥27,610 (税抜￥25,100)

基本色：LBN/FPGR・DBN/FPGR
サイズ：W48×D57×H93cm
(SH43cm)

基本色：LBN/FPGR・DBN/FPGR
サイズ：W55×D57×H93cm
(SH43/AH61.5cm)

梱包サイズ：12.2才(2脚入り)

梱包サイズ：7.9才

CCM3

080 サイドチェア
￥18,040 (税抜￥16,400)

080A 回転アームチェア
￥27,610 (税抜￥25,100)

080AH アームチェア
￥23,760 (税抜￥21,600)

CCM3

CCM3

CCM3

税込

税込

税込

基本色：LBN/FPOR・DBN/FPOR
W48×D60×H78.5(SH43)cm

基本色：LBN/FPOR・DBN/FPOR
W60×D58.5×H78.5(SH43/AH63)cm

基本色：LBN/FPOR・DBN/FPOR
W60×D60×H78.5(SH43/AH63)cm

梱包サイズ：12.2才(2脚入り)

梱包サイズ：6.8才

梱包サイズ：11才

回転
チェア

CCM3

031 サイドチェア
税込￥18,040 (税抜￥16,400)

031A 回転アームチェア
税込 ￥27,610 (税抜￥25,100)

基本色：LBN/FPGY・DBN/FPGY
サイズ：W48×D57×H93cm
(SH43cm)

基本色：LBN/FPGY・DBN/FPGY
サイズ：W55×D57×H93cm
(SH43/AH61.5cm)

梱包サイズ：12.2才(2脚入り)

梱包サイズ：7.9才

COLOR VARIATION

カラーオーダー

木部は２色、チェアとベンチのシートは２０色の
カラーの中からお好きな色をお選び頂けます。
基本色以外の色は受注生産の為 納期約５０日が必要です。
木部カラー ( 材質：ラバー )

DBN

チェア

CCM3

081 サイドチェア
税込￥18,040 (税抜￥16,400)

CCM3

081A 回転アームチェア
税込￥27,610 (税抜￥25,100)

081AH アームチェア
税込 ￥23,760 (税抜￥21,600)

基本色：LBN/FPBR・DBN/FPBR
W48×D60×H78.5(SH43)cm

基本色：LBN/FPBR・DBN/FPBR
W60×D58.5×H78.5(SH43/AH63)cm

基本色：LBN/FPBR・DBN/FPBR
W60×D60×H78.5(SH43/AH63)cm

梱包サイズ：12.2才(2脚入り)

梱包サイズ：6.8才

梱包サイズ：11才

BENCH

『 FP 〜 』張地について

CCM3

材質：ラバー/合成皮革張り

見た目・手触り感が布に近い合成皮革。PVC 同様水に強く、水拭き
などのお手入れが容易に行えます。伸縮性があり、座った時にお尻
が滑らず、フィット感が従来の PVC より格段に良くなりました！

シートカラー ( 材質：合成皮革 PVC )
IV

LBN

回転

CCM3

FPBE FPOR FPGR FPBR FPGY

カラーオーダー 納期約５０日

BE

EGG

CA

LATTE

XBR

DB

FOX

SKY

YE

UGS

GR

HBL
B

BK

【ご注意】オーダー後のキャンセルはいたしかねますのでご了承願います。

CCM3

100 ベンチ(本体＋カバー)
税込￥24,090

CCM3

(税抜￥21,900)

木部色：LBN・DBN
カバー基本色：FPBE･FPOR･FPGR･FPBR･FPGY
サイズ：W100×D38×H43cm 梱包サイズ：3.2才
( ベンチ本体(ヌード)税込￥20,350＋カバー税込￥3,740 )
(税抜￥18,500)

(税抜￥3,400)

140 ベンチ(本体＋カバー)
税込 ￥27,610

(税抜￥25,100)

木部色：LBN・DBN
カバー基本色：FPBE･FPOR･FPGR･FPBR･FPGY
サイズ：W140×D38×H43cm 梱包サイズ：4.4才
( ベンチ本体(ヌード)税込￥22,990＋カバー税込￥4,620 )
(税抜￥20,900)

(税抜￥4,200)

2021.9
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CCM3 140-80 C･X･WH
CCM3 031 WH/FPGY×4

木部 カ ラ ー W H (ホワイト) とB K (ブラ ック) 色 は C C M
全アイ テ ム に 対 応可能です。下記 の プ ロ パ ー ア イ
テム( 基 本 色 ) 以 外 は 全 て オ ー ダ ー 対 応 と な り ま す 。
モノト ー ン コ ー デでスタイリッシ ュ な 印 象 に 。

５点セット 税込 ￥123,860

TABLE

CHAIR

材質：ラバー

税込￥51,700 (￥47,000)
税込￥18,040 (￥16,400)×4

(税抜￥112,600)

材質：ラバー/合成皮革張り

面形状

Xタイプ

通常納期サイズ

２本脚 BK

90

CCM3 90-75

75

( T ２本脚 or C ４本脚 )

サイズ：W90×D75×H71cm

４本脚 WH

Xテーブル

税込

￥45,650 (税抜￥41,500)

( 90×75テーブルトップX税込￥26,400(￥24,000)＋２本脚or４本脚税込￥19,250(￥17,500) )

125

CCM3 125-75

75

( T ２本脚 or C ４本脚 )

サイズ：W125×D75×H71cm

Xテーブル

税込

￥47,850 (税抜￥43,500)

( 125×75テーブルトップX税込￥28,600(￥26,000)＋２本脚or４本脚税込￥19,250(￥17,500) )

140

CCM3 140-80

80

( T ２本脚 or C ４本脚 )

サイズ：W140×D80×H71cm

Xテーブル

CCM3 031
サイドチェア

CCM3
税込

￥18,040 (税抜￥16,400)

031A

回転アームチェア

税込

￥27,610 (税抜￥25,100)

基本色：WH/FPGY・BK/FPBE
サイズ：W48×D57×H93 (SH43)cm 梱包：12.2才(２脚入)

基本色：WH/FPGY・BK/FPBE
サイズ：W55×D57×H93 (SH43/AH61.5)cm 梱包：7.9才

CCM3 081
サイドチェア

CCM3

￥51,700 (税抜￥47,000)

税込

( 140×80テーブルトップX税込￥32,450(￥29,500)＋２本脚or４本脚税込￥19,250(￥17,500) )

梱包サイズ…90×75天板：2.1才、125×75天板：2.9才、140×80天板：3.4才 ＋ ２本脚：3.2才、４本脚：0.7才

ORDER TABLE

テーブルサイズオーダー承ります

WH・BK色オーダーテーブル価格表
D

W

75

￥46,860

(￥42,600)

125

￥51,700
￥54,010

(￥47,000)

￥55,220
￥56,430
￥57,640

(￥50,200)

130
135
140
145
150
155
160
165
170

税込価格 ※( カッコ )内は税抜価格です。

80

90

(￥49,100)

(￥51,300)
(￥52,400)

サイズオーダー 納期約５０日

90

100

(cm)

￥55,220 (￥50,200)
￥56,430 (￥51,300)

②脚形状をお選び下さい。
２本脚

￥57,640 (￥52,400) ￥63,690 (￥57,900)
￥58,850 (￥53,500) ￥64,900 (￥59,000)
￥60,060 (￥54,600) ￥66,000 (￥60,000)
￥62,480 (￥56,800)
￥63,690 (￥57,900)
￥64,900 (￥59,000)
￥66,000 (￥60,000)
￥67,210 (￥61,100)
￥70,840 (￥64,400)

《オーダー方法》
①左表より天板サイズを
お選び下さい。

￥67,210 (￥61,100)
￥68,420 (￥62,200)
￥70,840 (￥64,400)
￥72,050 (￥65,500)
￥74,470 (￥67,700)
￥76,890 (￥69,900)

or ４本脚

③天板面形状をお選び下さい。

Xタイプ or
￥76,890 (￥69,900)
￥78,100 (￥71,000)
￥80,410 (￥73,100)
￥82,830 (￥75,300)
￥87,670 (￥79,700)
￥90,090 (￥81,900)

Zタイプ

④色をお選び下さい。
WH

or

￥18,040 (税抜￥16,400)

基本色：WH/FPGY・BK/FPBE
サイズ：W48×D60×H78.5 (SH43)cm 梱包：12.2才(２脚入)

COLOR VARIATION

カラーオーダー

木部は２色、チェアのシートは 20 色のカラーの中
からお好きな色をお選び頂けます。基本色以外の色
は受注生産の為 納期約 50 日となります。

081A

回転アームチェア

税込

￥27,610 (税抜￥25,100)

基本色：WH/FPGY・BK/FPBE
サイズ：W60×D58.5×H78.5 (SH43/AH63)cm 梱包：6.8才

WH・BK 色は CCM 全アイテムに対応できます！
上記以外のアイテム ( 030/030A/080/080A/080AH/
081AH/ 100・140 ベンチ / 丸テーブル ) の木部 WH・BK 色は
全てオーダー対応となります。( 納期約 50 日 )
価格は LBN･DBN 色と同じ価格です。

木部カラー ( 材質：ラバー ) シートカラー ( 材質：合成皮革 PVC )

BK

・オーダーテーブルはご注文後納期
約50日が必要です。
190
・脚・天板面形状・色の選択による
価格変更はありません。
200
・オーダー後のキャンセルは致しか
ねますのでご了承願います。
※通常納期サイズ(90-75･125-75･140-80面形状Xタイプ)以外は全て上記の価格となります。

180

税込

WH

BK

木目がうっすらと見える
ナチュラルな質感です。

FP
PBE
E FP
FPOR
OR FP
PG
GR
R FP
FPBR
BR
R FP
FPGY
GY
カラーオーダー 納期約５０日

WH

IV

BE

EGG

CA

LATTE

XBR

FOX

S
SKY

YE

UGS

GR

HBL
B

BK

DB

【ご注意】オーダー後のキャンセルはいたしかねます。
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