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※表示価格は日本国内のみ有効です。

BORDO
品名 サイズ 材質 ・ 仕上げ  品番                本体価格価格 \  [〈税込価格〉]

テーブル
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 (WON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 (DGON)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-1890MW (WON. DGON) 529,000

〈571,320〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-1890MBB (WON. DGON)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-1890PBC (WON. DGON) 582,000

〈628,560〉

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-1890PHS (WON. DGON)

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 (GYON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 (BON)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 (DWN)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-1890MW (GYON. BON. NWN. DWN) 572,000

〈617,760〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-1890MBB (GYON. BON. NWN. DWN)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-1890PBC (GYON. BON. NWN. DWN) 625,000

〈675,000〉

W.1800 D.900 H.720 T.45

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-1890PHS (GYON. BON. NWN. DWN)

テーブル
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 (WON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 (DGON)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-2195MW (WON. DGON) 562,000

〈606,960〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-2195MBB (WON. DGON)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-2195PBC (WON. DGON) 615,000

〈664,200〉

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-2195PHS (WON. DGON)

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 (GYON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 (BON)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 (DWN)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-2195MW (GYON. BON. NWN. DWN) 608,000

〈656,640〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-2195MBB (GYON. BON. NWN. DWN)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-2195PBC (GYON. BON. NWN. DWN) 661,000

〈713,880〉

W.2100 D.950 H.720 T.45

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-2195PHS (GYON. BON. NWN. DWN)

テーブル
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 (WON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 (DGON)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-2410MW (WON. DGON) 595,000

〈642,600〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-2410MBB (WON. DGON)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-2410PBC (WON. DGON) 648,000

〈699,840〉

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-2410PHS (WON. DGON)

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 (GYON)

ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 (BON)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)

ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 (DWN)

脚部 ： スチール　ウレタン塗装
マットホワイト BRD-2410MW (GYON. BON. NWN. DWN) 644,000

〈695,520〉

スチール　ウレタン塗装
マットビターブラウン BRD-2410MBB (GYON. BON. NWN. DWN)

スチール　メッキ
ブラッククローム BRD-2410PBC (GYON. BON. NWN. DWN) 697,000

〈752,760〉

W.2400 D.1000 H.720 T.45

スチール　メッキ
ヘアライン シルバー BRD-2410PHS (GYON. BON. NWN. DWN)

ボルド

Design : Patrick Norguet / パトリック ・ ノルゲ

●天板：板目

●製造納期4週間
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