
ロダン
ダイニングチェア 板座

ロダン  ダイニングテーブル

Ｗ44×D55×H90 (SH42)cm

￥25,300
梱包サイズ：10.7 才 (２脚入 )

材質：タモ

( 脚間101cm) ( 脚間89/105/121cm) ( 脚間109/125/141cm)

材質：天板･２本脚…タモ /スクエア脚…鉄      木部色：NA・AT

色：NA・AT 木部色：NA・AT

色：NA・AT 色：NA・AT

色：NA・AT 色：NA・AT

※160・180 テーブルは脚の取付位置が３箇所あります。

税込140 テーブル ２本脚
Ｗ140×D85×H70cm

￥80,520税込

160 テーブル ２本脚
Ｗ160×D90×H70cm

￥92,510税込

180 テーブル ２本脚
Ｗ180×D90×H70cm

￥108,130税込

( 脚間110cm) ( 脚間94/110/126cm) ( 脚間114/130/146cm)

140 テーブル スクエア脚 (TKB-03)
Ｗ140×D85×H70cm

￥84,040税込

160 テーブル スクエア脚 (TKB-03)
Ｗ160×D90×H70cm

￥96,030税込

税込 税込 税込 税込 税込

180 テーブル スクエア脚 (TKB-03)
Ｗ180×D90×H70cm

￥111,650税込

ロダン
ダイニングチェア 座張り
Ｗ44×D55×H90 (SH44)cm

￥25,300
梱包サイズ：10.7 才 (２脚入 )

材質：タモ /合成皮革張り

税込

ロダン 140 ベンチ
Ｗ140×D36×H42cm

￥34,870
梱包サイズ：3.3 才

材質：タモ

税込

ロダン 160 ベンチ
Ｗ160×D36×H42cm

￥39,600
梱包サイズ：3.7 才

材質：タモ

2021.10

税込

ロダン H150 シェルフ
Ｗ120×D36×H150cm

￥95,810
梱包サイズ：6.6 才

材質：タモ

税込

ロダンH115 シェルフ
Ｗ120×D36×H115cm

￥83,820
梱包サイズ：5才

材質：タモ

税込

選べるテーブル天板３サイズ 選べる脚部２タイプ

or

( 梱包サイズ：3.9 才 )

天板長手面に耳付き加工が施されています。無垢材の風合いや質感を楽しめます。

《 天板厚：30mm 》

(梱包サイズ：4.7 才 ) ( 梱包サイズ：5.2 才 )

180

90

(cm)

( 梱包： 3.6 才 )( 梱包：3.2 才 )

２本脚

140 天板 160 天板 180 天板

160

90

140

85

天然木を使用しているため、木目や色合い等、天然木材特有の個体差がありますので 予めご了承ください。

RODIN

￥57,640 ￥69,630 ￥85,250 ￥22,880 ￥26,400

!

＋

( 税抜￥73,200) ( 税抜￥84,100) ( 税抜￥98,300)

( 税抜￥23,000) ( 税抜￥23,000)

( 税抜￥31,700) ( 税抜￥36,000)

( 税抜￥76,200) ( 税抜￥87,100)

( 税抜￥76,400)

( 税抜￥52,400) ( 税抜￥63,300) ( 税抜￥77,500) ( 税抜￥20,800) ( 税抜￥24,000)

( 税抜￥87,300) ( 税抜￥101,500)

ロダン 

NA AT

NA AT

￥165,990税込
セット セット セット

￥177,980税込 ￥223,630税込(税抜￥150,900)

￥169,510税込
セット

(税抜￥154,100)

( 税抜￥161,800) ( 税抜￥203,300)

スクエア脚の場合

￥181,500税込
セット

(税抜￥165,000)

スクエア脚の場合

￥227,150税込
セット

(税抜￥206,500)

スクエア脚の場合

140 テーブル   ２本脚　NA
ダイニングチェア 座張り NA×2
140 ベンチ NA

160 テーブル  ２本脚    NA
ダイニングチェア 板座 NA×2
140 ベンチ NA

180 テーブル   ２本脚   NA
ダイニングチェア 板座 NA×3
160 ベンチ NA

スクエア脚 (TKB-03)



選べるテーブル天板３サイズ 脚部２タイプ

天板長手面に耳付き加工が施されています。
無垢材の風合いや質感、天然木の温もりを感じることができます。

《 天板厚：30mm 》
180

90

(cm)

(cm)

140 天板 160 天板 180 天板

160

90

140

85

＋
スクエア脚

※160 テーブルと 180 テーブルは脚の取付位置が 3 箇所あります。

２本脚

NA AT

or

Two leg
s

Square

脚間：101

140 160 180

70

脚間： 89
脚間：105
脚間：121

脚間：109
脚間：125
脚間：141

脚間：110

140 160 180

70

脚間： 94
脚間：110
脚間：126

脚間：114
脚間：130
脚間：146

２本脚 / 脚間

スクエア脚 / 脚間

木部２色

NA AT

ロダン 
RODIN


