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※表示価格は日本国内のみ有効です。

●大理石は自然の風合いを重視した仕上げのため、付着した水分を放置するとシミになる場合がありますので、予めご注意下さい。

●大理石は、ジュース、ワインなどの酸性の液体や、洗剤などアルカリ性の液体をこぼした場合、シミになる原因となりますので、ご注意下さい。

●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 アレーナ

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

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） 96,000
〈105,600〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-0808T（LF） 99,000
〈108,900〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-0808T（NM） 106,000
〈116,600〉

大理石（アラベスカート） ARN-0808T（AB） 133,000
〈146,300〉

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グレーオーク色（DGON）

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）

ARN-0808
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

292,000
〈321,200〉

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） 160,000
〈176,000〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-1208T（LF） 167,000
〈183,700〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-1208T（NM） 174,000
〈191,400〉

大理石（アラベスカート） ARN-1208T（AB） 236,000
〈259,600〉

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 
ダークグレーオーク色（DGON）

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）

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.DGON.GYON.NWN.DWN）

555,000
〈610,500〉

W.1200 D.800 H.360

粉体塗装
メタリックグレー（MGY）

ARN-1208MGY
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

457,000
〈502,700〉

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） 234,000
〈257,400〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-1608T（LF） 239,000
〈262,900〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-1608T（NM） 246,000
〈270,600〉

大理石（アラベスカート） ARN-1608T（AB） 343,000
〈377,300〉

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 
ダークグレーオーク色（DGON）

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）

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.DGON.GYON.NWN.DWN）

601,000
〈661,100〉

W.1600 D.800 H.360

粉体塗装
メタリックグレー（MGY）

ARN-1608MGY
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

491,000
〈540,100〉
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※表示価格は日本国内のみ有効です。

●大理石は自然の風合いを重視した仕上げのため、付着した水分を放置するとシミになる場合がありますので、予めご注意下さい。

●大理石は、ジュース、ワインなどの酸性の液体や、洗剤などアルカリ性の液体をこぼした場合、シミになる原因となりますので、ご注意下さい。

●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 アレーナ

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

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） 100,000
〈110,000〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-S0903T（LF） 104,000
〈114,400〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-S0903T（NM） 107,000
〈117,700〉

大理石（アラベスカート） ARN-S0903T（AB） 135,000
〈148,500〉

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グレーオーク色（DGON）

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）

ARN-SR0903
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

105,000
〈115,500〉

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） 100,000
〈110,000〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-S0903T（LF） 104,000
〈114,400〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-S0903T（NM） 107,000
〈117,700〉

大理石（アラベスカート） ARN-S0903T（AB） 135,000
〈148,500〉

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グレーオーク色（DGON）

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）

ARN-SL0903
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

105,000
〈115,500〉
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※表示価格は日本国内のみ有効です。

ARENA アレーナ

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

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） 70,000
〈77,000〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-C0903T（LF） 73,000
〈80,300〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-C0903T（NM） 74,000
〈81,400〉

大理石（アラベスカート） ARN-C0903T（AB） 90,000
〈99,000〉

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グレーオーク色（DGON）

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 メッキ
ブラッククローム（PBC）

ARN-CR0903PBC
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

323,000
〈355,300〉

W.900 D.350 H.510

粉体塗装
メタリックグレー（MGY）

ARN-CR0903MGY
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

305,000
〈335,500〉

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） 70,000
〈77,000〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-C0903T（LF） 73,000
〈80,300〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-C0903T（NM） 74,000
〈81,400〉

大理石（アラベスカート） ARN-C0903T（AB） 90,000
〈99,000〉

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グレーオーク色（DGON）

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 メッキ
ブラッククローム（PBC）

ARN-CL0903PBC
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

323,000
〈355,300〉

W.900 D.350 H.510

粉体塗装
メタリックグレー（MGY）

ARN-CL0903MGY
（WON.DGON.GYON.NWN.DWN）

305,000
〈335,500〉

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） 127,000
〈139,700〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-C1503T（LF） 131,000
〈144,100〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-C1503T（NM） 135,000
〈148,500〉

大理石（アラベスカート） ARN-C1503T（AB） 163,000
〈179,300〉

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グレーオーク色（DGON）

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、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.DGON.GYON.NWN.DWN）

510,000
〈561,000〉

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.DGON.GYON.NWN.DWN）

439,000
〈482,900〉

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） 127,000
〈139,700〉

大理石（ライトフォンタン） ARN-C1503T（LF） 131,000
〈144,100〉

大理石（ネグロマルキーナ） ARN-C1503T（NM） 135,000
〈148,500〉

大理石（アラベスカート） ARN-C1503T（AB） 163,000
〈179,300〉

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グレーオーク色（DGON）

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、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.DGON.GYON.NWN.DWN）

510,000
〈561,000〉

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.DGON.GYON.NWN.DWN）

439,000
〈482,900〉
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●大理石は自然の風合いを重視した仕上げのため、付着した水分を放置するとシミになる場合がありますので、予めご注意下さい。

●大理石は、ジュース、ワインなどの酸性の液体や、洗剤などアルカリ性の液体をこぼした場合、シミになる原因となりますので、ご注意下さい。

●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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