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※表示価格は日本国内のみ有効です。

COLUMN 〈WOOD〉
コラム

Design : C.O.D. / シー ・ オー ・ ディー

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 ： オーク材ウレタン塗装（WON） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（WON） 696,000
〈765,600〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（WON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装（NWN）

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（NWN） 720,000
〈792,000〉

1200φ H.719 T.28
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（NWN）

テーブル 天板 ： オーク材ウレタン塗装（WON） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（WON） 783,000
〈861,300〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（WON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装（NWN）

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（NWN） 807,000
〈887,700〉

1350φ H.719 T.28
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（NWN）

テーブル 天板 ： オーク材ウレタン塗装（WON） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-150MW（WON） 857,000
〈942,700〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-150MBB（WON）

ブラックウォールナット材
ウレタン塗装（NWN）

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-150MW（NWN） 881,000
〈969,100〉

1500φ H.719 T.28
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-150MBB（NWN）

COLUMN 〈DEKTON〉
コラム

Design : C.O.D. / シー ・ オー ・ ディー

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 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（DAN） 1,053,000

〈1,158,300〉
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（DAN）

DEKTON® ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（BRO）

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（BRO）

DEKTON® ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（KEO）

1200φ H.725 T.30
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（KEO）

テーブル
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（DAN） 1,158,000

〈1,273,800〉
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（DAN）

DEKTON® ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（BRO）

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（BRO）

DEKTON® ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（KEO）

1350φ H.725 T.30
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（KEO）

●この製品は天板に無垢材を使用しております。寸法に若干の変化が生じる場合がありますので、予めご了承下さい。

●天板：板目

●製造納期4週間。在庫をお問い合わせ下さい。

●DEKTON®は、スペイン・コセンティーノ社が開発した高性能セラミックスです。

●アンダートップは、脚部と同色となります。

●製造納期4週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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※表示価格は日本国内のみ有効です。

COLUMN 〈MARBLE〉
コラム

Design : C.O.D. / シー ・ オー ・ ディー

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 ： 大理石（フォレストグリーン）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（FG） 1,139,000
〈1,252,900〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（FG）

大理石（ターキッシュグレー）
マット仕上げ

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（TGM） 1,151,000
〈1,266,100〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（TGM）

大理石（グレイシアベージュ）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（GBE） 1,269,000
〈1,395,900〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（GBE）

大理石（アイスクリスタル）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（IC） 1,317,000
〈1,448,700〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（IC）

大理石（ネロクラシコ）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（NC） 1,428,000
〈1,570,800〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（NC）

大理石（チェッポグレー）
マット仕上げ

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-120MW（CPM） 1,628,000
〈1,790,800〉

1200φ H.719 T.28
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-120MBB（CPM）

テーブル 天板 ： 大理石（フォレストグリーン）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（FG） 1,236,000
〈1,359,600〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（FG）

大理石（ターキッシュグレー）
マット仕上げ

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（TGM） 1,250,000
〈1,375,000〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（TGM）

大理石（グレイシアベージュ）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（GBE） 1,381,000
〈1,519,100〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（GBE）

大理石（アイスクリスタル）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（IC） 1,437,000
〈1,580,700〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（IC）

大理石（ネロクラシコ）
本磨き

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（NC） 1,587,000
〈1,745,700〉

アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（NC）

大理石（チェッポグレー）
マット仕上げ

脚部 ： アルミ鋳造 ウレタン塗装マットホワイト（MW） CLM-135MW（CPM） 1,897,000
〈2,086,700〉

1350φ H.719 T.28
アルミ鋳造 ウレタン塗装マットビターブラウン（MBB） CLM-135MBB（CPM）

●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。

●製造納期4週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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