
※表示価格は日本国内のみ有効です。
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アレーナ

Design : Sergio Brioschi / セルジオ ・ ブリオスキ

●ガラストレイは透過したグレーのガラスです。

●ブックエンドはスチール メッキ ブラッククローム、 粉体塗装メタリックグレーからお選び頂けます。

●本体木目 ： 板目

●納期通常 4 週間。 在庫をお問い合わせ下さい。

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

センターテーブル

（ガラストレイ１個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-0808T(OC) 86,000
〈92,880〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-0808T(LF) 89,000
〈96,120〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-0808T(NM) 95,000
〈102,600〉

大理石 （アラベスカート） ARN-0808T(AB) 119,000
〈128,520〉

W.800 D.800 H.360

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ARN-0808(WON.DON.GYON.NWN) 278,000
〈300,240〉

センターテーブル

（ガラストレイ１個付）

（ブックエンド２個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-1208T(OC) 144,000
〈155,520〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-1208T(LF) 150,000
〈162,000〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-1208T(NM) 156,000
〈168,480〉

大理石 （アラベスカート） ARN-1208T(AB) 212,000
〈228,960〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ブックエンド ： スチール　メッキ　ブラック
クローム （PBC）

ARN-1208PBC(WON.DON.GYON.NWN) 528,000
〈570,240〉

W.1200 D.800 H.360

粉体塗装　メタリックグレー
（MGY）

ARN-1208MGY(WON.DON.GYON.NWN) 435,000
〈469,800〉

センターテーブル

（ガラストレイ１個付）

（ブックエンド２個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-1608T(OC) 210,000
〈226,800〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-1608T(LF) 215,000
〈232,200〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-1608T(NM) 221,000
〈238,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-1608T(AB) 309,000
〈333,720〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ブックエンド ： スチール　メッキ　ブラック
クローム （PBC）

ARN-1608PBC(WON.DON.GYON.NWN) 572,000
〈617,760〉

W.1600 D.800 H.360

粉体塗装　メタリックグレー
（MGY）

ARN-1608MGY(WON.DON.GYON.NWN) 467,000
〈504,360〉
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※表示価格は日本国内のみ有効です。
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アレーナ

Design : Sergio Brioschi / セルジオ ・ ブリオスキ

●本体木目 ： 板目

●納期通常 4 週間。 在庫をお問い合わせ下さい。

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

サイドテーブル （右肘用） 天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-S0903T(OC) 90,000
〈97,200〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-S0903T(LF) 93,000
〈100,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-S0903T(NM) 96,000
〈103,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-S0903T(AB) 121,000
〈130,680〉

W.900 D.350 H.360

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ARN-SR0903(WON.DON.GYON.NWN) 100,000
〈108,000〉

サイドテーブル （左肘用） 天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-S0903T(OC) 90,000
〈97,200〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-S0903T(LF) 93,000
〈100,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-S0903T(NM) 96,000
〈103,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-S0903T(AB) 121,000
〈130,680〉

W.900 D.350 H.360

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ARN-SL0903(WON.DON.GYON.NWN) 100,000
〈108,000〉
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※表示価格は日本国内のみ有効です。
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アレーナ

Design : Sergio Brioschi / セルジオ ・ ブリオスキ

●本体木目 ： 板目

●納期通常 4 週間。 在庫をお問い合わせ下さい。

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

サイドテーブル （右肘用） 天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-S0903T(OC) 90,000
〈97,200〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-S0903T(LF) 93,000
〈100,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-S0903T(NM) 96,000
〈103,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-S0903T(AB) 121,000
〈130,680〉

W.900 D.350 H.360

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ARN-SR0903(WON.DON.GYON.NWN) 100,000
〈108,000〉

サイドテーブル （左肘用） 天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-S0903T(OC) 90,000
〈97,200〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-S0903T(LF) 93,000
〈100,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-S0903T(NM) 96,000
〈103,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-S0903T(AB) 121,000
〈130,680〉

W.900 D.350 H.360

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

ARN-SL0903(WON.DON.GYON.NWN) 100,000
〈108,000〉
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ARENA
品名 サイズ 材質 ・ 仕上げ  品番              本体価格価格 \ [〈税込価格〉]

コンソールテーブル右 BOX

（ガラストレイ１個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-C0903T(OC) 63,000
〈68,040〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-C0903T(LF) 65,000
〈70,200〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-C0903T(NM) 66,000
〈71,280〉

大理石 （アラベスカート） ARN-C0903T(AB) 81,000
〈87,480〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

脚部 ： スチール メッキ ブラック
クローム （PBC）

ARN-CR0903PBC(WON.DON.GYON.NWN) 307,000
〈331,560〉

W.900 D.350 H.510

粉体塗装　メタリックグレー
（MGY）

ARN-CR0903MGY(WON.DON.GYON.NWN) 290,000
〈313,200〉

コンソールテーブル左 BOX

（ガラストレイ 1 個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-C0903T(OC) 63,000
〈68,040〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-C0903T(LF) 65,000
〈70,200〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-C0903T(NM) 66,000
〈71,280〉

大理石 （アラベスカート） ARN-C0903T(AB) 81,000
〈87,480〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

脚部 ： スチール メッキ ブラック
クローム （PBC）

ARN-CL0903PBC(WON.DON.GYON.NWN) 307,000
〈331,560〉

W.900 D.350 H.510

粉体塗装　メタリックグレー
（MGY）

ARN-CL0903MGY(WON.DON.GYON.NWN) 290,000
〈313,200〉

コンソールテーブル右 BOX

（ガラストレイ 1 個付）

（ブックエンド 1 個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-C1503T(OC) 114,000
〈123,120〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-C1503T(LF) 118,000
〈127,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-C1503T(NM) 121,000
〈130,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-C1503T(AB) 146,000
〈157,680〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

脚部、 ブックエンド ： スチール 
メッキ ブラッククローム （PBC）

ARN-CR1503PBC(WON.DON.GYON.NWN) 485,000
〈523,800〉

W.1500 D.350 H.510

脚部、 ブックエンド ： 粉体塗装　
メタリックグレー （MGY）

ARN-CR1503MGY(WON.DON.GYON.NWN) 418,000
〈451,440〉

コンソールテーブル左 BOX

（ガラストレイ 1 個付）

（ブックエンド 1 個付）

天板 ： 大理石 （オリエンタルクラシコ） ARN-C1503T(OC) 114,000
〈123,120〉

大理石 （ライトフォンタン） ARN-C1503T(LF) 118,000
〈127,440〉

大理石 （ネグロマルキーナ） ARN-C1503T(NM) 121,000
〈130,680〉

大理石 （アラベスカート） ARN-C1503T(AB) 146,000
〈157,680〉

本体 ： 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
ダークオーク色 （DON）

ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装 （NWN）

脚部、 ブックエンド ： スチール 
メッキ ブラッククローム （PBC）

ARN-CL1503PBC(WON.DON.GYON.NWN) 485,000
〈523,800〉

W.1500 D.350 H.510

脚部、 ブックエンド ： 粉体塗装　
メタリックグレー （MGY）

ARN-CL1503MGY(WON.DON.GYON.NWN) 418,000
〈451,440〉
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アレーナ

Design : Sergio Brioschi / セルジオ ・ ブリオスキ

●ガラストレイは透過したグレーのガラスです。

●脚部およびブックエンドはスチール メッキ ブラッククローム、 粉体塗装メタリックグレーからお選び頂けます。

●本体木目 ： 板目

●納期通常 4 週間。 在庫をお問い合わせ下さい。
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