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※表示価格は日本国内のみ有効です。

VISTA ヴィスタ

Design : ARFLEX JAPAN R&D / アルフレックス ジャパン R&D

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

テレビボード
（左 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-16L (ONC) 320,000
〈352,000〉

マロンブラウン色 VIS-16L (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-16L (OCBN) 

グレー色 VIS-16L (OGY)

チャコールグレー色 VIS-16L (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16LONC(BE) 439,000
〈482,900〉

セラミック グレー VIS-16LONC(GY)

セラミック ブラック VIS-16LONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16LOMBN(BE)

セラミック グレー VIS-16LOMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-16LOMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16LOCBN(BE)

セラミック グレー VIS-16LOCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-16LOCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16LOGY(BE)

セラミック グレー VIS-16LOGY(GY)

セラミック ブラック VIS-16LOGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16LOCGY(BE)

W.1600 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.563 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-16LOCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-16LOCGY(BK)

テレビボード
（右 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-16R (ONC) 320,000
〈352,000〉

マロンブラウン色 VIS-16R (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-16R (OCBN) 

グレー色 VIS-16R (OGY)

チャコールグレー色 VIS-16R (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16RONC(BE) 439,000
〈482,900〉

セラミック グレー VIS-16RONC(GY)

セラミック ブラック VIS-16RONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16ROMBN(BE)

セラミック グレー VIS-16ROMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-16ROMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16ROCBN(BE)

セラミック グレー VIS-16ROCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-16ROCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16ROGY(BE)

セラミック グレー VIS-16ROGY(GY)

セラミック ブラック VIS-16ROGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-16ROCGY(BE)

W.1600 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.563 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-16ROCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-16ROCGY(BK)

●製造納期4週間

●AV機器を収める、AVドロワーの位置を左右どちらかお選び下さい。

●木質天板は、本体と同色になります。

●天板は、木質5色のほか、セラミック（LAMINAM）3色からもお選び頂けます。

●天板は取り外したり交換することはできません。

●リモコンリピーターが標準で付属しております。

●木天板：板目
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※表示価格は日本国内のみ有効です。

VISTA ヴィスタ

Design : ARFLEX JAPAN R&D / アルフレックス ジャパン R&D

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

テレビボード
（左 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-19L (ONC) 377,000
〈414,700〉

マロンブラウン色 VIS-19L (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-19L (OCBN) 

グレー色 VIS-19L (OGY)

チャコールグレー色 VIS-19L (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19LONC(BE) 498,000
〈547,800〉

セラミック グレー VIS-19LONC(GY)

セラミック ブラック VIS-19LONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19LOMBN(BE)

セラミック グレー VIS-19LOMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-19LOMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19LOCBN(BE)

セラミック グレー VIS-19LOCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-19LOCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19LOGY(BE)

セラミック グレー VIS-19LOGY(GY)

セラミック ブラック VIS-19LOGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19LOCGY(BE)

W.1900 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.863 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-19LOCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-19LOCGY(BK)

テレビボード
（右 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-19R (ONC) 377,000
〈414,700〉

マロンブラウン色 VIS-19R (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-19R (OCBN) 

グレー色 VIS-19R (OGY)

チャコールグレー色 VIS-19R (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19RONC(BE) 498,000
〈547,800〉

セラミック グレー VIS-19RONC(GY)

セラミック ブラック VIS-19RONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19ROMBN(BE)

セラミック グレー VIS-19ROMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-19ROMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19ROCBN(BE)

セラミック グレー VIS-19ROCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-19ROCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19ROGY(BE)

セラミック グレー VIS-19ROGY(GY)

セラミック ブラック VIS-19ROGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-19ROCGY(BE)

W.1900 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.863 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-19ROCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-19ROCGY(BK)

●製造納期4週間

●AV機器を収める、AVドロワーの位置を左右どちらかお選び下さい。

●木質天板は、本体と同色になります。

●天板は、木質5色のほか、セラミック（LAMINAM）3色からもお選び頂けます。

●天板は取り外したり交換することはできません。

●リモコンリピーターが標準で付属しております。

●木天板：板目
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※表示価格は日本国内のみ有効です。

VISTA ヴィスタ

Design : ARFLEX JAPAN R&D / アルフレックス ジャパン R&D

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

テレビボード
（左 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-22L (ONC) 406,000
〈446,600〉

マロンブラウン色 VIS-22L (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-22L (OCBN) 

グレー色 VIS-22L (OGY)

チャコールグレー色 VIS-22L (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22LONC(BE) 530,000
〈583,000〉

セラミック グレー VIS-22LONC(GY)

セラミック ブラック VIS-22LONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22LOMBN(BE)

セラミック グレー VIS-22LOMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-22LOMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22LOCBN(BE)

セラミック グレー VIS-22LOCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-22LOCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22LOGY(BE)

セラミック グレー VIS-22LOGY(GY)

セラミック ブラック VIS-22LOGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22LOCGY(BE)

W.2200 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.545 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-22LOCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-22LOCGY(BK)

テレビボード
（右 AV ドロワー＋ドロワー）

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 VIS-22R (ONC) 406,000
〈446,600〉

マロンブラウン色 VIS-22R (OMBN) 

コーヒーブラウン色 VIS-22R (OCBN) 

グレー色 VIS-22R (OGY)

チャコールグレー色 VIS-22R (OCGY) 

本体 ：
ホワイトオーク材ウレタン塗装

ナチュラルクリア色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22RONC(BE) 530,000
〈583,000〉

セラミック グレー VIS-22RONC(GY)

セラミック ブラック VIS-22RONC(BK)

マロンブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22ROMBN(BE)

セラミック グレー VIS-22ROMBN(GY)

セラミック ブラック VIS-22ROMBN(BK)

コーヒーブラウン色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22ROCBN(BE)

セラミック グレー VIS-22ROCBN(GY)

セラミック ブラック VIS-22ROCBN(BK)

グレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22ROGY(BE)

セラミック グレー VIS-22ROGY(GY)

セラミック ブラック VIS-22ROGY(BK)

チャコールグレー色 天板 ： セラミック ベージュ VIS-22ROCGY(BE)

W.2200 D.422 H.390 / H.387（セラミック天板時）
[AVドロワー有効内寸 W.905 D.326 H.128]
[引き出し内寸 W.545 D.282 H.130]

セラミック グレー VIS-22ROCGY(GY)

セラミック ブラック VIS-22ROCGY(BK)

●製造納期4週間

●AV機器を収める、AVドロワーの位置を左右どちらかお選び下さい。

●木質天板は、本体と同色になります。

●天板は、木質5色のほか、セラミック（LAMINAM）3色からもお選び頂けます。

●天板は取り外したり交換することはできません。

●リモコンリピーターが標準で付属しております。

●木天板：板目


