
1

※表示価格は日本国内のみ有効です。

IENA 〈WOOD〉

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

デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1205MGY(ONC) 348,000
〈382,800〉

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(ONC)
マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1205MGY(OMBN)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(OMBN)
コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1205MGY(OCBN)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(OCBN)
グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1205MGY(OGY)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(OGY)
チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1205MGY(OCGY)

W.1200 D.500 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(OCGY)
デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1207MGY(ONC) 373,000

〈410,300〉
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(ONC)

マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1207MGY(OMBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(OMBN)

コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1207MGY(OCBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(OCBN)

グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1207MGY(OGY)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(OGY)

チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1207MGY(OCGY)

W.1200 D.700 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(OCGY)
デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1405MGY(ONC) 370,000

〈407,000〉
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(ONC)

マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1405MGY(OMBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(OMBN)

コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1405MGY(OCBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(OCBN)

グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1405MGY(OGY)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(OGY)

チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1405MGY(OCGY)

W.1400 D.500 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(OCGY)
デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1407MGY(ONC) 393,000

〈432,300〉
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(ONC)

マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1407MGY(OMBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(OMBN)

コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1407MGY(OCBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(OCBN)

グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1407MGY(OGY)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(OGY)

チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1407MGY(OCGY)

W.1400 D.700 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(OCGY)

イエナ

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

●天板：板目

●製造納期3週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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2

※表示価格は日本国内のみ有効です。

IENA 〈WOOD〉

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

デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1605MGY(ONC) 378,000
〈415,800〉

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(ONC)
マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1605MGY(OMBN)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(OMBN)
コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1605MGY(OCBN)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(OCBN)
グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1605MGY(OGY)

アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(OGY)
チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1605MGY(OCGY)

W.1600 D.500 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(OCGY)
デスク 天板 ： オーク材ウレタン塗装 ナチュラルクリア色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1607MGY(ONC) 400,000

〈440,000〉
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(ONC)

マロンブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1607MGY(OMBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(OMBN)

コーヒーブラウン色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1607MGY(OCBN)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(OCBN)

グレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1607MGY(OGY)
アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(OGY)

チャコールグレー色 脚部 ： アルミ　粉体塗装メタリックグレー IEN-DK1607MGY(OCGY)

W.1600 D.700 H.722 T.59(10) アルミ　粉体塗装メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(OCGY)

イエナ

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

IENA

●天板：板目

●製造納期3週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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3

※表示価格は日本国内のみ有効です。

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

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1205MGY(DAN) 428,000

〈470,800〉

メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1205MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1205MGY(BRO)

W.1200 D.500 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1205MBE(BRO)

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1207MGY(DAN) 491,000

〈540,100〉

メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1207MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1207MGY(BRO)

W.1200 D.700 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1207MBE(BRO)

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1405MGY(DAN) 477,000

〈524,700〉

メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1405MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1405MGY(BRO)

W.1400 D.500 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1405MBE(BRO)

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1407MGY(DAN) 560,000

〈616,000〉

メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1407MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1407MGY(BRO)

W.1400 D.700 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1407MBE(BRO)

イエナ

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

●製造納期4週間。在庫をお問い合わせ下さい。



4

※表示価格は日本国内のみ有効です。

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

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1605MGY(DAN) 511,000

〈562,100〉

メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1605MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1605MGY(BRO)

W.1600 D.500 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1605MBE(BRO)

デスク
天板 ： DEKTON® ダナエ（DAN） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1607MGY(DAN) 614,000

〈675,400〉

メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(DAN)

ケオン（KEO） 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1607MGY(KEO)

メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(KEO)

ブロモ (BRO) 脚部 ： アルミ　粉体塗装 メタリックグレー IEN-DK1607MGY(BRO)

W.1600 D.700 H.720 T.57(8)

メタリックベージュ IEN-DK1607MBE(BRO)

イエナ

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

IENA

●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。

●製造納期4週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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