ストレスレス ® 総合カタログ

Global Collection 2018

The Stressless® factory in Sykkylven, Norway

ストレスレス は北欧最大規模の家具メーカー
ノルウェーのエコーネス社の製品です。
機能性･快適性そして品質のすべてを備えたストレスレス 製品は、世界中で広く親しまれています。
●寸法許容差は製品によって多少異なります｡表示寸法と､実物で多少誤差を生じる場合があります。
●仕様および外観は､改良のため予告なく変更されることがありますので､予めご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは､印刷の関係で多少異なる場合があります。

ストレスレス®には、オリジナルコレクション／グローバルコレクションの2タイプがあります。
コレクションによって取扱店舗が異なります。詳細は店頭にてご確認ください。

●ストレスレス®チェアは､取扱いのある家具店にてお求めください。
●®は登録商標です。

※株 式会 社エコーネスのカタログ等の印刷物およびウェブサイトに掲載されている画像、情 報、音声、楽曲等の無断転 載・転写は固く禁じます。

お取扱店名

株式会社エコーネス
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7ｰ5 京橋スクエア5階

www.ekornes.jp

●平日（月〜金）

TEL.03-3538-1411（代） FAX.03-3567-2130
●土・日・祝

いい

くつ ろぐ

TEL.03-3538-1420 FAX.03-3567-2180
ショールームにはグローバルコレクションの展示がございませんのでご了承ください。
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3

2

1934年、従業員3名の小さな工場としてスタートしたエコーネス。家具用スプリングの製造・販売
からはじまり、80年以上も「快適」をもたらす技術を追求し続けてきました。国際的なチェアメーカー
として大きく成長するきっかけとなったのは、1971年に誕生した初代ストレスレス®チェア。驚くほ
どの快適さを実現できたのは、厳選素材と革新的な技術を組み合わせ、熟練スタッフがすべてノル
ウェーで製造しているから。本社を取り囲む雄大な自然は、最高の癒しをもたらす原風景。まずは
座ってみてください。フィヨルドを訪れたときのような、極上の幸福感に満たされてゆくはずです。

The Choice
Is Yours

1971年のストレスレス®チェア誕生から45年以上。

Signature Base

長年にわたり、機能やデザインのバリエーションを都度増やしながら、
今では幅広いストレスレス®コレクションが揃いました。

シグニチャーベース

美しい木製ベースの クラシックベース 、そしてリクライニングに画期的な
バランスアダプト機能を追加した シグニチャーベース とモダンなデザインの スターベース 。
機能や座り心地、豊富なデザイン・サイズ・カラーの中から、あなたにピッタリの一脚を。

従来のリクライニングに加え、ロッキング機能を取り入れ
たシグニチャーベース。
一度座ると離れられない絶妙な ゆらぎ の心地よさに
包まれて、極上のくつろぎを。
ストレスレス ® ウイング（S）
（M）
（L）

13,20,21

Classic Base

4

クラシックベース

5

ストレスレス®チェアのシンボルでもある、
砂時計型の木製ベース商品。
強度と安定性を実現するブナ材積層合板と独自の曲げ木技術で
ぐらつきにくく、耐久性にも優れています。クラシックなデザインで
豊富なラインアップと座り心地のバリエーションが揃います。

ストレスレス ® ガルーダ（S）
（M）
（L）
ストレスレス ノルディック（S）
（M）
（L）
®

ストレスレス ライブ（S）
（M）
（L）
®

10,20,21
11,20,21
11,20

Star Base

スターベース

Office
NE W

ストレスレス ® ノルディック オフィス（M）

15,20

新たにロッキング機能が追加された、スリムで美しい脚が
特徴のスターベース。心地良い ゆらぎ に癒される、
デザインと機能を兼ね備えたチェアです。

ストレスレス® ロンドン（M）

14,20

Others
ソファ／アクセサリー
ストレスレス ® ポーズ ハイバック
ストレスレス ® ポーズ ローバック
ストレスレス ® ウェーブ ハイバック
ストレスレス ® ウェーブ ローバック
テーブル・オットマン

22
22
22
22
16,23

Discover the secrets of

選べる 3 つのサイズ

personal comfort

自分にぴったりのチェアを見つけるために
一番大切なのは「フィット感」です。
ストレスレス ®チェアなら、一人ひとりの体型や体格にあったチェアがきっと見つかります。

快適のヒミツ
数あるパーソナルチェアの中で、ストレスレス チェアが選ばれる理由。

まずはお店やショールームで、このページを参 考にしていろいろなストレスレス ®チェアに

チェアのサイズは
体に合っていますか？

身をゆだねてみましょう。

S、M、Lの 3サイズがあります

®

2

3

4

5

の自社 工場で 丁 寧に作られて
います。

S・M・L の３サイズから、自分にぴったりのサイズが見つかります。
（一部 3 サイズのご用意がない商品もございます。）

椅子とオットマンは
体にあわせて動きますか？

こだわりの独自機能

＜第3層＞自社製造の 高密度モールドウレタン
・心地よい沈み込みと究極のフィット感を実現

6

・ヘタリにくい優れた耐久性

6

オットマンに足をのせると、体がリ

体勢の変化に合わせて頭や腰を隙間なくサポート

ラックスできます。チェアとセット

6

人間工学に基づいた設計のS字スプリングが体にフィット
国際特許取得済

プラス™システム

P.9

＜第2層＞柔らかなポリウレタンパッド
適度な柔らかさで心地よさを

7

＜第1層＞ふんわりとしたポリエステル繊維
座面に一番近い層は体に優しい感触

最高級の牛本皮革 張り
チェア1台全面に牛一頭分を贅沢に使用

8

P.18

体重移動だけでスムーズなリクライニング
リクライニングの速度調整ができる回転ノブ
国際特許取得済 グライドシステム
P.8

ヘッドレストの高さは
合っていますか？

強度と安定性、耐久性に優れた作り。形状は立体商標取得。
P.8、19

リクライニングし、お休みいただく
こともできます。

スムーズにチェアの向きを変更できます。

角度調整ができるオットマン
オットマンは、
リクライニングしたときの足の角度に合わせて

1

ヘッドレストを倒せば、さらに深く

360度回転

何層にも重ねた積層合板と独自形状の2本脚
※写真のクラシックベースの説明です。

首のサポートは
快適な状態ですか？
ロック

解除

2

スチックレバーを操作してください。

10年間内部装置保証
●10年間保証の対象となるのは、回転ノブを含む座部・ヘッドレスト・背部の金属フレームと金属スプリングです。
●バランスアダプト機能の構成パーツも保証の対象です。
●皮革・ウレタン・外側フレームを含む脚部（木製と金属部分）
は10年間保証に含まれません。

・ロック解除 ＝ 内側に押し入れる
・ロック ＝ 外 側に止 める （クッションは水平※の状態で）
※クッションが傾斜した状態ではロックできません。

絶対にオットマンには座らないでください。

S字カーブした2本の脚と丸いベースは

き、首をしっかりサポートします。

腰のサポートは
体にフィットしていますか？

3

腰をサポートする機能で、長時間座っ
ていても体に負担がかかりません。

5

4

本 を 読 むとき、テレビ を 見ると

角度を調整できます。
オットマンの裏側にある4つ全てのプラ

体に与えるフィット感と通気性
の両面を考慮し、コンフォート
ゾーン™を開発。更にソフトな
フィット感を実現しました。
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すべ ての 商 品 は エコ ーネス社

お選びください。

最高品質の厳選素材
1

高品質のノルウェー製

ので、一番フィットするサイズを

それは45年以上に渡り、
「快適性」の追求にこだわり続けているからです。
その極上の座り心地を、ぜひご体感ください。

7

確かな安 全 性・耐久性を考慮した砂時
計型のオリジナルデザイン（クラシック
ベース）です。

リクライニングは
スムーズですか？
背もたれに体重をかけるだ
けで自然にリクライニング
します。

になっています。
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Our unique comfort

スムーズなリクライニングの秘密

your choice

独自に開発された回転ノブがレールを滑ら
かにすべることで体 重移動だけでスムーズ
にリクライニングします。

グライドシステム※国際特許取得

選べる 4 つのベースタイプ
ストレスレス®チェアは機能とデザインで4つのベースタイプからお選びいただけます。

P.19

※ベース変更 及び お好みの皮革×ベースでのご購入は、すべて受注生産にて承ります。

クラシックベース
ヨーロッパブナ材を何層にも重ねた積層合板と独自の曲げ木技術により強度と安定性を実現しています。
ストレスレス®を象徴する、立体商標を取得した砂時計型が美しい木製ベースです。
360度回転

リクライニング 機 能

チェアの左右にあるノブを両方同じだけ回して
調整してください。

8

シグニチャーベース

緩め方 リクライニングしやすく

ヨーロッパブナ材とアルミニウムの異素材MIXが美しい、ロッキング機能付のベースです。
落ち着いた風格でどんな空間にも合わせやすく、心地よい揺れが愉しめます。
リクライニング 機 能

ロッキング 機 能

360度回転

9

【座って左側のノブ】前方向に回す。
【座って右側のノブ】後ろ方向に回す。
締め方 リクライニングしにくく
【座って左側のノブ】後ろ方向に回す。
【座って右側のノブ】前方向に回す。
※ノブは動きやすさを調整するもので、
ストッパーではない
ので完全に固定はできません。

スターベース

プラスTMシステム（リクライニング機能）※国際特許取得

NE W

台座フレームはスチール、脚部はアルミニウム製の星型脚部が特徴のベースです。
スマートでモダンなデザインはそのままにロッキング機能が加わりました。

ストレスレス®チェアの目印

●対象モデル：ストレスレス®ロンドン、パリ（各ローバックも含む）
※スターベースモデルはクラシック、シグニチャーベースへの脚部変更はできません

リクライニング 機 能

ロッキング 機 能

体勢の変化に応じて頭や腰を隙間なくサポート。シートを
倒すとヘッドレストが立ち上がり頭・首を支えます。
横になりたい時はヘッドレストを解除すればフラットにも。

シートに腰掛ける人の体の動きに合わせて、レバーやハンドルなしに自動的にバランス
をとり、ロッキングする（心地よく揺れる）機能。寝姿勢まで対応します。
一度座れば、つま先から頭の先まで、この上ない心地よさを感じることができます。

●対象チェア：ストレスレス ®全てのモデル

●対象チェア：シグニチャーベース、スターベース

360度回転

オフィスベース
座り心地はそのままに、可動式キャスターが付いたデスク用のオフィスチェアです。
7cm高さ調整ができ、疲れた時はリクライニングして休むこともできます。
●各モデルすべてオフィスチェア対応可能です。
※オフィスチェアにオットマンは付属しておりません。※モデルによって脚部素材が異なります。

リクライニング 機 能

360度回転

昇降機能（7cm）

両サイドの回転ノブには
Stressless® ロゴが入っています。
お求めの際の目印にして下さい。

バランスアダプトTMシステム（ロッキング機能）

リクライニングすると、ヘッドレストが頭を支

内部のスプリングが、背骨のラインに沿って

深くリクライニングした状態で、両手をヘッド

えるように立ち上がります。目線が前を向き、

動き、腰をサポートします。

レストの上部に添えて手前に引きます。その

楽な姿勢で本を読んだりテレビを観ることが

まま寄りかかるとヘッドレストは倒れ、
深くリク

できます。

（ニュープラス™システム）
ライニングできます。

リクライニング機能付

Classic Base

クラシックベース

クラシックベース

ブランドシンボルともなっている、ユニークな砂時計型ベース。
デザインや座り心地など多様なバリエーションが揃います。

10

11

STRESSLESS® GARDA Classic

NE W

ストレスレス ガルーダ クラシック
®

S

M

L

※（L）は受注生産扱

やや硬めの座り心 地でアーム部分もゆったりとしたつくりで

皮革タイプ／バティック

STRESSLESS® NORDIC Classic

NE W

ストレスレス® ノルディック クラシック

S

M

L

※（L）は受注生産扱

シンプルな中にも落ち着きがあり、流行に左右されない安定

皮革タイプ／パロマ

クリーム

モール

S

M

L

身 体を 包 み込む 柔らかな 座り心 地で、優しく肘をホールド

皮革タイプ／パロマ

良さの中で、自分だけのくつろぎのひとときを。

合わせやすく、座るとしっかりと体を支えます。

P.20

ストレスレス® ライブ クラシック

するダブルクッションを備えています。包まれるような心地

感あるデザイン。長方形の背もたれはどんなインテリアにも

す。シンプルかつコンパクトで、小柄な方にもおすすめです。

STRESSLESS® LIVE Classic

P.20

ヘナ

オリーブ

P.20

サンド

チョコレート

Signature Base

リクライニング機能付

ロッキング機能付

シグニチャーベース（バランスアダプト）

with Balance Adapt ™

シグニチャーベース（バランスアダプト）
従 来のスムーズなリクライニングに加えて、心 地良い ゆらぎ
を取り入れたロッキング機能付の人気シリーズ。ウッドとスチール
の組み合わせが新鮮です。
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STRESSLESS® Wing Signature
ストレスレス® ウイング

S

M

シグニチヤー

L

※（S）、
（L）は受注生産扱

飛行機のファーストクラスを思わせる佇まいと左右から頭を包み込

皮革タイプ／パロマ

むヘッドレストが人 気のウイング。シグニチャー ベースで心 地よい
ロッキングをお楽しみください。

P.20
ブラック

スパロー
ブルー

Star Base

リクライニング機能付

ロッキング機能付

スターベース（バランスアダプト）

with Balance Adapt ™

スターベース（バランスアダプト）

スタイリッシュで モ ダン なデ ザインと星 型 のユ ニー クな 脚 部
が 斬 新 な スター ベース に 、絶 妙 な ゆらぎ

Home Office Base

リクライニング機能付

オフィスベース

オフィスベース

NE W!

ストレスレス ® の座り心 地と機能性はそのままに、デスクワークを快 適にし

で 癒してくれる

てくれるキャスター付きオフィスチェア。長時間パソコンに向かう体をしっ

ロッキング機能が新たに加わりました。

かりサポートします。

14
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NE W

STRESSLESS® LONDON Star
ストレスレス® ロンドン

ストレスレス® ノルディック

スターBA
※可動式クッションピロー付

スリムでインテリアとしての美しさも兼ね備えたロンドン。

皮革タイプ／パロマ

机に向かう体勢を支え、疲れたらリクライニング。気分に合わせて

皮革タイプ／パロマ

体勢を調整でき、デスクワークにぴったり。革張りにウッドを組み

場所を選ばず、リビングの佇まいを変える存在感。美しい

※ストレスレス®ロンドンはMサイズのみの展開です。

オフィス

M

M

北欧モダンデザインの風をご自宅に。

STRESSLESS® NORDIC Office

合わせた脚部が北欧らしいデザインです。

P.20
バニラ

ブラック

P.20
ブラック

Accessories

ストレスレス ®

コーナーテーブル

スウィングテーブル2010

2台のチェアの間やソファと

本や 飲 み 物を置くのに便 利 な 小

チェアの間に置ける、便利な

テーブル。クラシックベースの左

テーブル。

右どちらにも取り付け可能です。

「リクライニングチェアがほしいけれど、広いリビングにしか置けないのでは…」
とあきらめていませんか？
ストレスレス®なら、一畳分のスペースがあれば置くことができます。また、スペースが限られた空間には、あえてソファの代わりに

P.23

2脚のパーソナルチェアを置くことで、より広く空間を活用できます。

（一部機種を除く ）

アクセサリー

一畳分のスペースで ストレスレス な空間を

P.23

約一畳分あれば置ける！

ストレスレス®チェアでお好きなポジションでリラックス
したまま、TVや読書、パソコン操作やお茶ができる、

※約30〜40cm

90

便利な専用各種テーブルを取り揃えております。
各テーブルの木部色はP.19掲載の計8色からお選びいただけます。
在庫色はP.23をご覧ください。

リクライニング
角度 約135°

NE W

ストレスレス ®アルファ

180

1脚用のUSBポート付サイドテーブル。充電
しながらのPC作業、USB接続できる電化製品
の使用も可能。クラシックベースとシグニチャ

チェア設置スペース目安
90cm×180cm

ーベースのチェアにぴったりと寄せられます。

16

（高さ調整可）

P.23

ヘッドレストを 倒して最 大リ
クライニングした時の全長の
目安寸法（オットマン含む）

モデルやサイズにより異なりますので
あくまでも目安とお考えください。
※背面を 倒していない時とヘッドレストを
倒して最大リクライニングした時の全長差。

部屋が広くなる
「ソファをチェア 2 脚にするメリット」
●身長や体格など座る人に合わせて最適なサイズを選べる。
●両腕をアームに置いて個別にリラックス空間を確保できる。
●比較的軽量なので掃除しやすい、模様替えしやすい。
●360°回転できるため顔を合わせて会話を楽しめる。

ストレスレス

®

3人掛けソファ
＋
テーブル

エリプステーブル

コンピューターテーブル 2010

楕円形のサイドテーブル。ベースの切り込み部分を

80cmの余裕

ストレスレス ®

キーボードを打ちやすい位置にパソコンを置き、
くつろいだ

ソファーの脚にはさみ込むことで、テーブルを手の届

ストレスレス ®
アーバンテーブル（S）

姿勢のまま作業できます。安定性も良く、使い終わったら折

く位置に配置できます。
（高さ調整可）

スターベース、シグニチャーベースにマッチするモダンで軽やかな印象のテー

り畳んでチェア横に格納することも可能です。

P.23

P.23

パーソナルチェア2脚
＋
サイドテーブル

アーバンテーブル（L）

ラグサイズ

220

140

200×140cm

ブル。
（S）は1、2脚用、
（L）は数人でテーブルを囲む真ん中に。
P.23

200

200

17

オーク

世界の市場から厳選した最高級品質の素材を使用

受注生産品は、ご注文いただいてからノルウェーで製造し、お届けするまで約5ヵ月前後いただいております。
価格は皮革タイプにより異なります。

Leather（牛・本皮革）

Wood

4 種のグレードの異なる牛・本皮革（バティック／コリー／パロマ／ノブレス）を使用しています。計60色以上から受注生産にてお好きなカラーをお選びいただけます。

厳選されたヨーロッパブナ材を使用しています。木部カラーは8色からお選びいただけます。

（ヨーロッパブナ材）

皮革の触り心地やカラーバリエーションなどの詳細は店頭にてお確かめください。

1.

Batick ／ バティック

2.

Cori ／ コリー

3.

Paloma ／ パロマ

4.

染 料・顔 料を施し、革の 模 様を型 押しした、家

染 料・顔 料を施し、革の 模 様を型 押しした、バ

染 料・顔料を施したセミアニリン皮革で、皮革

エコーネス社の皮革の中で最高級の品質を備え

具用に一般的に使用されている皮革。表面の厚

ティックに比べ厚みがある皮革。さらに艶を出

本来の自然の模様が生かされています。表面の

ている、パロマより厚みのあるセミアニリン皮

い 保 護コーティングにより、液体をこぼしても

すコーティングにより、色の彩度が高く、透明感

保護コーティングは薄く、皮革の自然な風合い

革です。非常に薄いコーティング で、天 然 の皮

浸み込みにくく、拭き取りやすくなっています。

があります。表面の厚い保 護コーティングによ

と鮮やかな発色が特徴。しっとりと肌になじむ

革本来の模様が残されており、高級感ある見た

お手入れが比較的簡単で、お手頃な価格も魅力

り、液体をこぼしても浸み込みにくく、拭き取り

ソフトでしなやかな感触と皮革ならではの上質

目と、柔らかくなめらかな感 触 が 特 長です。通

です。

やすくなっています。お手入れしやすく、見た目

感があります。

気性に富み本来の革の風合いをお求めの方にお
勧めです。

の美しさと丈夫さを併せもった皮革です。

バティック
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コリー

パロマ

ミモザ

ブリックレッド

パープルプラム

スノー

シルバークラウド

ダスティローズ

クリーム

バニラ

アンバーグリーン

ラテ

フォグ

モール

ベージュ

スモークローズ

モール

ワイルドダブ

カーキ

グレー

ペトロール

アトランティックブルー

グリーン

ブラウン

マスタード

チリレッド

タン

バーガンディー

ブルー

ブラック

ブラウン
アマローネ
ブラック

［チェアの 持ち方］ チェアを持ち上げる際 は、
必ず 両側のひじ掛けをお持ちください。座 面を
抱えて持ち上げると、商品の変形や破損の原因
になります。

ナチュラル

オーク

ウォルナット

チーク

ブラウン

ウェンゲ

ブラック

グレー

クラシックベース

△

●

●

●

●

△

△

△

シグニチャーベース

△

△

●

△

△

●

△

在庫対応色

ノブレス
コッパー
チェスナット
メタルグレー

ビートレッド

ロック

アプリコットオレンジ

スパローブルー

サンド
タイガーアイ
ブラウン
ダークブラウン
グレー
ブラック

バニラ

アクアグリーン

ライトグレー

オックスフォードブルー

ベージュ

チェリー

サンド

オリーブ

フンギ

ニューフォレスト

トープ

ブラック

ヘナ

クレメンタイン

カーキ

サマーグリーン

チョコレート

お取り扱い上のご注意

Noblesse ／ ノブレス

アマローネ

※実際の皮革の色味とは異なります。店頭でご確認ください。

皮革素材について
●皮革は美しく繊細な自然素材で、保湿性、
通気性があります。
●自然素材のため、同じ色でも若干の違いが
あります。
●自 然 な 色 む らや 皮 革 本 来 の 模 様 が 個 性
を 生 み 出し、年月を 重 ね るほど風合いを
増していきます。
● 皮 革 を 用 い た 家 具 は 非 常 に 長 持 ちしま
す が 、年 月 の 経 過 に 伴 い 外 観 が 変 化す
ることをあらかじめご理解ください。

エコーネス社の皮革品質について
エコーネス社では、原 料皮 革を 世界 の主 要
な 製革 所から仕 入れ、世界で 最も厳しい 規
格基準をもとに検査を徹底しています。当社
の皮 革 製 品は自信を持ってお届けできる最
高級の品質です。

皮革製家具をご使用の際のご注意
●皮 革 の乾 燥 を防ぐため、直 射日光 の当た
る場所、暖房器具やストーブの近くに置か
ないようご注意ください。

Base

［オットマン］ オットマンは足を休 める目的で
設 計 されています。オットマンに 座ったり踏 み
台として使 用 することは 大 変 危 険 で すので お
やめください。

△
●＝在庫色
△＝受注生産対応色

※ベースによって国内で組み替え対応可能な木部色が異なります。
※●以外はすべて脚部木部色の変更は受注生産にて承ります。
※オフィスチェアは在庫セットの脚部色
（ブラウン）以外は全て受注生産にて承ります。
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■ベースについて

スターベースモデル（ロンドン、パリ）については、

P20掲載のモデル×ベースが在庫商品の

オフィスベースへの変更のみ可能です。

組み合わせになります。
受 注 生 産にて各 モデルについて

Classic

お好みのベース仕様でオーダーを
承ります。

クラシックベース
ウッド（ブナ材）

スターベース

Signature

Base
type

台座フレーム：スチール
脚部：アルミニウム

シグニチャーベース
ウッド（ブナ材）＋アルミニウム

Office

Office

※在庫商品のベース木部色のみ変更の場合は、上記表の在庫
カラーについては国内での組み替えで対応可能です。
※ベース変更 及び お好みの皮革×ベースでのご購入は、すべて
受注生産にて承ります。

Star

オフィスベース
オフィスベース
ウッド（ブナ材）＋スチール（ブラック）

台座フレーム：スチール
脚部：アルミニウム

国内在庫品

受注生産品／チェア

チェア

クラシックベース

シグ二チャーベース

クラシックベース

ストレスレス®
ガルーダ クラシック

（バランスアダプト）

ストレスレス®
ノルディック クラシック

皮革タイプ／バティック

ストレスレス® ライブ クラシック
皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

W:72 H:94 D:70 Sh:38
オットマン W:54 H:38 D:39
チェア

（M）¥230,040 (213,000)
W:76 H:100 D:71 Sh:40
オットマン W:54 H:38 D:39
チェア

（S）¥277,560 (257,000)
W:71 H:98 D:73 Sh:40
オットマン W:54 H:40 D:41
チェア

（M）¥286,200 (265,000)
W:75 H:100 D:75 Sh:42
オットマン W:54 H:40 D:41
チェア
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ストレスレス®
ロンドン スターBA

皮革タイプ／パロマ

（S）¥359,640 (333,000)
（S）
¥200,880 (186,000)

ストレスレス®
ウイング シグニチャー

W:77 H:99 D:76 Sh:41
オットマン W:57 H:39 D:40
チェア

（M）¥368,280 (341,000)

スターベース

皮革タイプ／パロマ

（M）¥363,960 (337,000)
W:84 H:103 D:72 Sh:44
オットマン W:54 H:41 D:38
チェア

セット合計

（M）¥365,040 (338,000)
チェア本体

¥289,440 (268,000)
オットマン単品

W:81 H:103 D:76 Sh:42
オットマン W:57 H:39 D:40
チェア

¥75,600 (70,000)
チェア W:80 H:112 D:71 Sh:43
オットマン W:55 H:42 D:41

（L）
¥388,800 (360,000)

オフィスベース

（バランスアダプト）

ストレスレス® ノルディック
オフィス
皮革タイプ／パロマ

（M）¥277,560 (257,000)
チェア

W:75 H:108/115 D:72 Sh:50

ストレスレス® ガルーダ クラシック
皮革タイプ／バティック

（L）¥261,360 (242,000)
W:85 H:100 D:71 Sh:42
オットマン W:54 H:38 D:39
チェア

ストレスレス® ノルディック クラシック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

（L）
¥298,080 (276,000)
チェア

ストレスレス® クラウン クラシック

W:84 H:101 D:78 Sh:45
W:54 H:40 D:41

オットマン

（S）¥280,800 (260,000)
W:71 H:96 D:75 Sh:40
オットマン W:54 H:40 D:41
チェア

（M）¥294,840 (273,000)

※幅と奥行サイズは脚部を除いた
表記です。
※ハンドル操作で 7cm の昇降可能。
※オフィスチェアにオットマンは
付属しておりません。

W:75 H:98 D:75 Sh:42
オットマン W:54 H:40 D:41
チェア

（L）
¥305,640 (283,000)

W:90 H:103 D:78 Sh:45
オットマン W:57 H:39 D:40
チェア

W:84 H:102 D:79 Sh:43
オットマン W:54 H:40 D:41
チェア

ストレスレス® カプリ クラシック
皮革タイプ／パロマ

（S）¥405,000 (375,000)
チェア

W:77 H:100/110 D:76 Sh:45
W:57 H:44 D:50

オットマン

（M）¥412,560 (382,000)
チェア

W:81 H:102/112 D:82 Sh:46
W:57 H:44 D:50

オットマン

（L）
¥429,840 (398,000)
チェア

スターベース（バランスアダプト）

クリーム／ブラウン

ヘナ／オーク

サンド／オーク

バニラ

ブラック／ウェンゲ

皮革タイプ／パロマ

（M）¥264,600 (245,000)
W:80 H:87 D:70 Sh:43

ストレスレス® パリ

スターBA

皮革タイプ／パロマ
セット合計

（M）¥345,600 (320,000)
チェア本体

¥270,000 (250,000)
オットマン単品

モール／ウォルナット

アイコンの説明

オリーブ／オーク

皮革タイプ

リクライニング機能付

チョコレート／チーク

ロッキング機能付

ヘッドレスト高さ調整

スパローブルー／ウォルナット

●サイズ表記は、Ｗ:幅

Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

シグニチャーベース（バランスアダプト）

ブラック／ブラウン

ストレスレス® ロンドン
ローバック スターBA

ブラック
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W:90 H:102/112 D:82 Sh:48
W:57 H:44 D:50

オットマン

ストレスレス® パリ
ローバック スターBA
皮革タイプ／パロマ

（M）¥252,720 (234,000)
W:80 H:87 D:70 Sh:43

ストレスレス® ウイング シグニチャー
皮革タイプ／パロマ

（S）¥327,240 (303,000)
W:80 H:99 D:71 Sh:43
オットマン W:54 H:41 D:38
チェア

（L）
¥387,720 (359,000)

¥75,600 (70,000)

チェア

チェア W:80 H:111 D:71 Sh:43
オットマン W:55 H:42 D:41

オットマン

W:93 H:104 D:78 Sh:45
W:54 H:41 D:38

ストレスレス® ライブ

シグニチャー

皮革タイプ／パロマ

（S）¥402,840 (373,000)
チェア

W:79 H:102 D:76 Sh:44
W:57 H:42 D:44

オットマン

（M）¥411,480 (381,000)
チェア

W:83 H:105 D:76 Sh:44
W:57 H:42 D:44

オットマン

（L）
¥432,000 (400,000)
チェア

W:92 H:105 D:81 Sh:46
W:54 H:43 D:40

オットマン

受注生産品／ソファ

受注生産品は、ご注文いただいてから、ノルウェーで製造し、お届けするまで約5ヵ月前後いただいております。価格は皮革タイプにより異なります。

ストレスレス® ポーズ

ストレスレス® ポーズ

ストレスレス® ウェーブ

ストレスレス® ウェーブ

ハイバック

ローバック

ハイバック

ローバック

皮革タイプ／パロマ
コッパー／スチール

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ
コッパー／スチール

ストレスレス®製品を
永く美しく使っていただくために

皮革タイプ／パロマ

チェリー／オーク

チェリー／オーク

在庫商品／テーブル・オットマン

木部の色は在庫色以外は受注生産にて承ります。

ストレスレス®
スウィングテーブル2010

ストレスレス®
コンピューターテーブル2010

¥17,280 (16,000)

¥59,400 (55,000)

直径:28 耐荷重:5kg

W:41 D:31

コーナーテーブル

エリプステーブル

¥48,600 (45,000)
W:69 H:48 D:60

¥48,600 (45,000)
W:49 H:48/71 D:38
耐荷重:10kg

耐荷重:5kg

※折り畳み可

※高さ調整可

※クラシックベース
（木製）
のチェアのみ左右どちらでも取付可能。
（一部機種を除く）

ストレスレス®アーバンテーブル(S)
¥54,000 (50,000) W:55 H:48

ストレスレス®アルファ
W:52 H:50 / 73 D:42
耐荷重:10kg

※支柱：クロム

※USBポート付
※高さ調整可
・USB/USB ケーブル（2m）付
・USB変換プラグは
付属しておりません。

ガラス／ウッド（ウェンゲ）

レザークリーナーキット
￥4,536 (4,200)

¥61,560 (57,000)
ストレスレス®アーバンテーブル(L)

ストレスレス ® 製 品 専 用 のレ ザ ー クリーナー
1人掛け

￥371,520 (344,000)

W:97 H:97/107 D:81 SH:44

1人掛け

1人掛け

￥311,040(288,000)

1人掛け

￥347,760 (322,000)

W:90 H:101 D:81 SH:44

W:97 H:84 D:81 SH:44

¥79,920 (74,000)

キットを販売しています。汚れを防ぐことで、よ

￥304,560(282,000)

り長い期間皮革 製品を美しくお使いいただけ

W:90 H:84 D:81 SH:44

ます。年に2〜3回を目安にお手入れすること

W:90 H:48

※支柱：ブラック

をお薦めいたします。
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￥530,280 (491,000)

W:152 H:97/107 D:81 SH:44

2人掛け

2人掛け

2人掛け

W:145 H:101 D:81 SH:44

W:152 H:84 D:81 SH:44

フロアプロテクター

￥422,280 (391,000)
W:145 H:84 D:81 SH:44

￥488,160(452,000)

￥430,920 (399,000)

（床キズ防止用フェルト）
※S/M/L サイズ共通

￥2,268 (2,100)

受注生産品／テーブル・オットマン

￥694,440 (643,000)

W:207 H:97/107 D:81 SH:44

3人掛け

3人掛け

3人掛け

￥552,960(512,000)

￥627,480(581,000)
W:200 H:101 D:81 SH:44

￥536,760(497,000)
W:200 H:84 D:81 SH:44

W:207 H:84 D:81 SH:44

ウッド（ウェンゲ）

受注生産品は、ご注文いただいてから、ノルウェーで製造し、お届けするまで約5ヵ月前後いただいております。価格は皮革タイプにより異なります。 木部の色はチェア・ソファの木部色に合わせて、8色の中からお選びいただけます。

ストレスレス®ベータ W:51 H:50 / 73 D:55
耐荷重:10kg

※USBポート付
※高さ調整可

クラシックベース製品チェア本体ベースの底面に
3人掛け

¥52,920 (49,000)

オーク ウォルナット チーク ブラウン ウェンゲ

オーク ウォルナット チーク ブラウン

2人掛け

ウッド（ウォルナット）

在庫色

在庫色

貼り、床のキズを防止するためのフェルトです。

ガラス／ウッド

ウッド

※床暖房では使用できません。
※シグニチャーベース、スターベースには使用できません。

¥65,880 (61,000)

¥60,480 (56,000)

※支柱：クロム

※支柱：ブラック

ストレスレス
エニグマ

ウィンザーテーブル
¥172,800 (160,000)

ストレスレス®
イージーアームテーブル

W:132 H:48 D:70

¥17,280 (16,000)

W:25 H:10 D:23

®

¥92,880 (86,000)
W:90 H:44
※ポーズ、ウェーブに取付可能

受注生産品／ユニット式ソファ

■ホームシアター一体型

ストレスレス® ポーズ

Sector(SC)

皮革タイプ／パロマ
Sector(SC)

SC 111

SC 22

SC 121

SC111
SC22

Sector Arm(SCA)

SC121

￥1,075,680(996,000) W:275
￥1,041,120(964,000) W:292
￥1,233,360(1,142,000) W:330

Sector Arm(SCA)

￥1,175,040(1,088,000) W:294
SCA22 ￥1,141,560(1,057,000) W:316
SCA121 ￥1,333,800(1,235,000) W:349
SCA111

ストレスレス ウェーブ SC 121
®

SCA 111

SCA 22

SCA 121

ストレスレス® ウェーブ
皮革タイプ／パロマ
Sector(SC)

SC111
SC22
SC121

￥1,006,560(932,000) W:275
￥955,800(885,000) W:294
￥1,148,040(1,063,000) W:330

ストレスレス®オテロ
¥104,760 (97,000)
W:100 H:45 D:50
皮革タイプ／パロマ

ストレスレス®ダブルオットマン
¥198,720 (184,000)
W:119/154 H:44 D:61

ストレスレス®
オーバルオットマン

¥158,760
(147,000)

W:90 H:41 D:48

皮革タイプ／パロマ
チョコレート／チーク

※テーブルトップ収納可。キャスター付

ストレスレス®オットマンソフト
皮革タイプ／パロマ

ストレスレス®オットマンモダン
皮革タイプ／パロマ

（M）¥110,160

（M）¥103,680

（L）¥133,920

（L）¥128,520

W:64 H:44 D:70

W:60 H:44 D:60

(102,000)
W:53 H:44 D:49

(96,000)
W:51 H:44 D:40

皮革タイプ／パロマ

Sector Arm(SCA)

￥1,102,680(1,021,000) W:294
SCA22 ￥1,051,920(974,000) W:316
SCA121 ￥1,243,080(1,151,000) W:349
SCA111

(124,000)

※テーブルとしても使用可
（クッションを取り外して
下に収納可）
サンド／オーク
※価格は皮革タイプにより異なります。

※角度調節可。内部収納スペースあり。

(119,000)
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