
Accodo order sofa
ケユカの自分らしさを選べる家具

Furniture



進化しつづけるソファ

ケユカの中で最も長く愛されてきたアコードソファは、最も多くの改良を重ねてきました。

それはお部屋の大きさも、家族構成も、座り方も、休日の過ごし方も、その人によって異なるからです。

一人ひとりのライフスタイルに合わせて選べるこのソファは、

暮らしへの寄り添い方をこれからもずっと考えていきます。

Made in JapanSize Order Covering Type

Accodo order sofa
アコード オーダーソファ 納期：約 3 週間

ソファという家具のこと

ソファの使い方は人によって様々です。

リラックスして読書をする。椅子のように座ってお話をする。ベッドのように寝そべる。

座るための家具なのに、座るだけではないという家具なのです。

そもそもの語源は諸説ありますが、石や木でできたベンチに布を置き、

壁にクッションなどを置いて、快適性を上げたものと言う説があります。

すなわち部屋の広さや、家族の暮らし方に合った大きさや

使い心地にした家具という意味があるのです。

人によってソファでのくつろぎ方には様々な好みがあります。

ケユカは、推奨するクッションの中身を 3 つ採用し、

5 種類の座り心地を提案いたします。
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ケユカらしいクッションの中身

硬めのウレタンで、しっかりと体を支えます。

形崩れしにくいので、生地にシワが寄りにくく

清潔感が保てます。

また姿勢をしっかりと支えるため、応接にも

向いています。

沈み込みが少ない分、立ち上がりやすく、足腰

の弱い方にもおすすめとなります。お手頃な

価格ということも魅力の一つになります。

ウレタン

かっちり固めで、しっかり受け止める。

徹底管理されたスモールフェザーでふんわり

感を出し、細かく切ったウレタンを混合すること

でフェザーが潰れすぎないようにしています。

フェザーのクッションは本来形崩れしやすいの

ですが、混合しているウレタンにひと手間加え

細長くすることでフェザーとよく絡み、形崩れ

を軽減させています。また部屋分けをし、片寄り

をへらす工夫をしています。

フェザー

ふっくら体を包み込み、ふんわりリラックス。

ソファ専用として柔軟性を高めつつ、耐久性を

上げたケユカオリジナル配合のウレタンになりま

す。ウレタンの硬さと耐久性の関係は

硬い＝耐久性がある

柔らかい＝耐久性がない

という常識の中で、柔軟性があるのに耐久性

があるという新しい座り心地に挑戦したウレタン

になります。ケユカが最も推奨する座り心地に

なっています。

モールド

しっとりとした柔軟性で、からだを支える。

ウレタン

モールド

日本でつくること

創業 50 年の静岡県の工場でアコードソファは作られています。

もともとソファは中身の見えない家具として、木部は手を抜かれがちですが、

この工場はもともとが椅子工場なので、しっかりと中身まで作られている希少な工場です。

アコードソファは装飾のないシンプルなソファです。

それはケユカのソファとして大切なことはなにか、を考えたときにさまざまな要望に応えられる対応性を最優先としたからです。

そうすることで座り心地にこだわれる。お気に入りの生地が映える。後から買い足しができる。

カバーリングがしやすくメンテナンスもしやすい。

ケユカのソファは見た目だけを優先するのではなく、

自分仕様のソファをデザインできる対応力を実現するため日本の工場で作ることを決めました。
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ソファサイズの選び方

座り心地の選び方

アコードソファでは○人掛けというサイズの言い方はしません。

それは二人掛けと言ってもゆったり座るのか、コンパクトに座るのかにより、同じ二人掛けでもお客様によって

適したサイズが異なるからです。ソファのサイズを決めるときに一番大事なことは、お部屋に合うサイズかどうかですが

その次に大事なことは座る部分の大きさです。

座面の大きさによって、隣の人との距離感が決まってきます。一つの目安として参考にしてください。

しっかり座れて立ち上がりやすい。

沈み込みが少ないので立ち上がりやすい
座り心地。人を招くことの多い応接用にも
向いています。最もお手軽にご購入いただ
けます。

標準のパーソナルスペース

60cm

［座］ウレタン×［背］ウレタン

最もスタンダードな座り心地。

一般的な座り心地で座はしっかり、背は
ゆったり。人によって好き嫌いの出にくい、
はずれのない座り心地です。

［座］ウレタン×［背］フェザー

背も座もふんわりリラックス仕様。

背も座もクッションに沈み込み
リラックスした休日を過ごしたい人に
おすすめの組合せです。

［座］フェザー ×［背］フェザー

背と座のバランスナンバー1。

座はモールドでしっかりと支え、
背はふんわりと包み込む座り心地。
ソファで過ごす時間が長い人にもおすすめ
です。

［座］モールド×［背］フェザー

しっかり支える信頼のモールド。

モールドを背と座に使用した贅沢な
座り心地。抜群の耐久性と、
しっとりと包み込む組合せになります。

［座］モールド×［背］モールド

50cm

ぴったり ゆったり

50cm 80cm 80cm

のおすすめ ❖モールドウレタンとは？

一般的な低反発ウレタンとは異なる
『じっくりと体に馴染み、低温でも硬くなりにくい』ソファ専用ウレタンとして
開発した日本初の素材です。
高密度で耐久性のあるモールド成型で生産しています。

耐久性 耐圧分散 低反発 耐低温性 形状記憶
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「幅10cm単位のサイズオーダー」

10cm 10cm

コーナーやカウチなど豊富なバリエーションを
お選びいただけます。
10cm刻みでワイド対応をしているので、
お好みの大きさにサイズを合わせて作ることができます。

■お好みの組合せ・サイズが選べます

ノーマルタイプ ハイバックタイプ

55cm
(10cmUP)45cm

54.5cm

88cm 88cm80cm(8cmDOWN)

コンパクトタイプ

45cm

54.5cm
60.5cm
(6cmUP)

■アームの種類が選べます

■脚の高さ・色が選べます 木製脚：

36cm

6cm
どっしりとしたロータイプの

オーソドックスな 背もたれが高い奥行きの浅い

H60木製 角脚

41cm

11cm

モダンテイストな

H110金属 丸脚

43cm 43cm

13cm 13cm

すっきりとした

H130木製 角脚
柔らかい印象の

H130木製 丸脚

41cm

11cm

スマートなデザインの

H110木製 丸脚

■背の高さと奥行きが選べます

■クッションの硬さを選ぶ

STANDARD・PREMIUM  ファブリック コンビ張り対応可

■張地を STANDARDファブリック、または PREMIUMファブリックから
　自由に選べます

本体とクッション部で違う種類の生地が選べます。

STANDARDと PREMIUM を組み合わせる事も可能です。
※価格は PREMIUM の価格になります。

木板アーム
ミドルアームタイプに限り、
アーム上面が木製の「木板アーム」が選べます。
片側アーム：¥5,000（税込 ¥5,500）
両側アーム：¥10,000（税込 ¥11,000）

※コンパクトタイプではお選びいただけません。

※コンパクトタイプでは、木アームをお選びいただけません。

［カッチリ固め］

ウレタン

ウレタン
［座はカッチリ、背はふんわり］

ウレタン&フェザー

ウレタン

フェザー

［全体的にふんわり］

フェザー

フェザー+
ウレタン

フェザー

［座はしっかり、背はふんわり］

モールド&フェザー

モールド
ウレタン

フェザー

［体全体をしっかり支える］

モールド

モールド
ウレタン

モールド
ウレタン

脚部   H60（SH360）mm 使用時：H760mm ／ ハイバック H855mm
脚部 H110（SH410）mm 使用時：H810mm ／ ハイバック H905mm
脚部 H130（SH430）mm 使用時：H830mm ／ ハイバック H925mm

［全体の高さ］

※コンパクトタイプの場合、木アーム各種およびミドル木板アームはお選びいただけません。
　また、組み換えカウチ・コーナーにつきましてはコンパクトタイプ対応不可となります。
※組替カウチの場合、ノーマルタイプもハイバックタイプも本体の高さは 60.5cm 共通です。

スリムアーム

50cm

10cm

スリムローアーム

10cm

43cm

20cm

43cm

ワイドアームミドルアーム

15cm

43cm

10cm

43cm

スリム木アーム（※）

20cm

43cm

ワイド木アーム（※）

15cm

43cm

ミドル木アーム（※）

ミドル木板アーム（※）

15cm

43cm

カスタムオーダー

WNSDM 金属脚： BK

WNM

M

※木アームの　　　　　  では金額が異なります。WNM

WNM WNM
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ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥5,000（税込 ¥5,500）

¥54,900（税込 ¥60,390） ¥75,900（税込 ¥83,490）

+¥13,000（税込 ¥14,300）

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥241,890）

（税込 ¥263,890）

¥139,900

¥144,900

¥154,900

¥219,900

¥239,900

（税込 ¥176,990）

（税込 ¥182,490）

（税込 ¥193,490）

（税込 ¥264,990）

（税込 ¥286,990）

¥160,900

¥165,900

¥175,900

¥240,900

¥260,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥47,900（税込 ¥52,690） ¥67,900（税込 ¥74,690）

+¥12,000（税込 ¥13,200）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥208,890）

（税込 ¥230,890）

¥119,900

¥124,900

¥134,900

¥189,900

¥209,900

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥230,890）

（税込 ¥252,890）

¥139,900

¥144,900

¥154,900

¥209,900

¥229,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥39,900（税込 ¥43,890） ¥58,900（税込 ¥64,790）

+¥11,000（税込 ¥12,100）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥175,890）

（税込 ¥192,390）

¥99,900

¥104,900

¥109,900

¥159,900

¥174,900

（税込 ¥130,790）

（税込 ¥136,290）

（税込 ¥141,790）

（税込 ¥196,790）

（税込 ¥213,290）

¥118,900

¥123,900

¥128,900

¥178,900

¥193,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥33,900（税込 ¥37,290） ¥51,900（税込 ¥57,090）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥175,890）

¥89,900

¥99,900

¥109,900

¥144,900

¥159,900

（税込 ¥118,690）

（税込 ¥129,690）

（税込 ¥140,690）

（税込 ¥179,190）

（税込 ¥195,690）

¥107,900

¥117,900

¥127,900

¥162,900

¥177,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥30,900（税込 ¥33,990） ¥47,900（税込 ¥52,690）

+¥9,000（税込 ¥9,900）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥153,890）

¥79,900

¥89,900

¥99,900

¥129,900

¥139,900

（税込 ¥106,590）

（税込 ¥117,590）

（税込 ¥128,590）

（税込 ¥161,590）

（税込 ¥172,590）

¥96,900

¥106,900

¥116,900

¥146,900

¥156,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥2,000（税込 ¥2,200）

¥27,900（税込 ¥30,690） ¥42,900（税込 ¥47,190）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥130,900）

¥69,900

¥74,900

¥79,900

¥104,900

¥119,000

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥147,290）

¥84,900

¥89,900

¥94,900

¥119,900

¥133,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

アームレス
W600

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

M +¥25,000（税込 ¥27,500）

+¥29,600WN （税込 ¥32,560） （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）M

+¥59,200WN

+¥50,000

アームレス　[ ノーマル D880mm・コンパクト D800mm] 片木アーム L／ R 両木アームベースソファ

アームレス
W700

ワイド片 木アーム
W800×D880mm
W900×D880mm

スリム片 木アーム
W700×D880mm
W800×D880mm

ミドル片 木アーム
W750×D880mm
W850×D880mm

ワイド両 木アーム
W1000×D880mm
W1100×D880mm

スリム両 木アーム
W800×D880mm
W900×D880mm

ミドル両 木アーム
W900×D880mm
W1000×D880mm

ワイド両 木アーム
W1400×D880mm
W1500×D880mm

スリム両 木アーム
W1200×D880mm
W1300×D880mm

ワイド片 木アーム
W1200×D880mm
W1300×D880mm

スリム片 木アーム
W1100×D880mm
W1200×D880mm

ミドル両 木アーム
W1300×D880mm
W1400×D880mm

ミドル片 木アーム
W1150×D880mm
W1250×D880mm

ワイド両 木アーム
W1600×D880mm
W1700×D880mm

スリム両 木アーム
W1400×D880mm
W1500×D880mm

ワイド片 木アーム
W1400×D880mm
W1500×D880mm

スリム片 木アーム
W1300×D880mm
W1400×D880mm

ミドル両 木アーム
W1500×D880mm
W1600×D880mm

ミドル片 木アーム
W1350×D880mm
W1450×D880mm

ワイド両 木アーム
W1800×D880mm
W1900×D880mm

スリム両 木アーム
W1600×D880mm
W1700×D880mm

ワイド片 木アーム
W1600×D880mm
W1700×D880mm

スリム片 木アーム
W1500×D880mm
W1600×D880mm

ミドル両 木アーム
W1700×D880mm
W1800×D880mm

ミドル片 木アーム
W1550×D880mm
W1650×D880mm

ワイド両 木アーム
W2000×D880mm
W2100×D880mm

スリム両 木アーム
W1800×D880mm
W1900×D880mm

ワイド片 木アーム
W1800×D880mm
W1900×D880mm

スリム片 木アーム
W1700×D880mm
W1800×D880mm

ミドル両 木アーム
W1900×D880mm
W2000×D880mm

ミドル片 木アーム
W1750×D880mm
W1850×D880mm

ワイド両 木アーム
W2100×D880mm
W2200×D880mm

スリム両 木アーム
W1900×D880mm
W2000×D880mm

ワイド片 木アーム
W1900×D880mm
W2000×D880mm

スリム片 木アーム
W1800×D880mm
W1900×D880mm

ミドル両 木アーム
W2000×D880mm
W2100×D880mm

ミドル片 木アーム
W1850×D880mm
W1950×D880mm

アームレス
W1000

アームレス
W1100

アームレス
W1200

アームレス
W1300

アームレス／片木アーム／両木アーム 

アームレス
W1400

アームレス
W1500

アームレス
W1600

アームレス
W1700

アームレス
W1800

※コンパクトタイプは、木アーム対応不可となります。
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ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥42,900（税込 ¥47,190） ¥61,900（税込 ¥68,090）

+¥11,000（税込 ¥12,100）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥126,390）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥197,890）

¥104,900

¥109,900

¥114,900

¥164,900

¥179,900

（税込 ¥136,290）

（税込 ¥141,790）

（税込 ¥147,290）

（税込 ¥202,290）

（税込 ¥218,790）

¥123,900

¥128,900

¥133,900

¥183,900

¥198,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥2,000（税込 ¥2,200）

¥30,900（税込 ¥33,990） ¥45,900（税込 ¥50,490）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥136,400）

¥74,900

¥79,900

¥84,900

¥109,900

¥124,000

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥152,790）

¥89,900

¥94,900

¥99,900

¥124,900

¥138,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥33,900（税込 ¥37,290） ¥50,900（税込 ¥55,990）

+¥9,000（税込 ¥9,900）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥159,390）

¥84,900

¥94,900

¥104,900

¥134,900

¥144,900

（税込 ¥112,090）

（税込 ¥123,090）

（税込 ¥134,090）

（税込 ¥167,090）

（税込 ¥178,090）

¥101,900

¥111,900

¥121,900

¥151,900

¥161,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥36,900（税込 ¥40,590） ¥54,900（税込 ¥60,390）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥126,390）

（税込 ¥164,890）

（税込 ¥181,390）

¥94,900

¥104,900

¥114,900

¥149,900

¥164,900

（税込 ¥124,190）

（税込 ¥135,190）

（税込 ¥146,190）

（税込 ¥184,690）

（税込 ¥201,190）

¥112,900

¥122,900

¥132,900

¥167,900

¥182,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥50,900（税込 ¥55,990） ¥70,900（税込 ¥77,990）

+¥12,000（税込 ¥13,200）

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥214,390）

（税込 ¥236,390）

¥124,900

¥129,900

¥139,900

¥194,900

¥214,900

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥164,890）

（税込 ¥175,890）

（税込 ¥236,390）

（税込 ¥258,390）

¥144,900

¥149,900

¥159,900

¥214,900

¥234,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥5,000（税込 ¥5,500）

¥57,900（税込 ¥63,690） ¥78,900（税込 ¥86,790）

+¥13,000（税込 ¥14,300）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥164,890）

（税込 ¥175,890）

（税込 ¥247,390）

（税込 ¥269,390）

¥144,900

¥149,900

¥159,900

¥224,900

¥244,900

（税込 ¥182,490）

（税込 ¥187,990）

（税込 ¥198,990）

（税込 ¥270,490）

（税込 ¥292,490）

¥165,900

¥170,900

¥180,900

¥245,900

¥265,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

片アーム L／ R　[ ノーマル D880mm・コンパクト D800mm]
スリム／スリムロー
W700・W800

ミドル
W750・W850

ミドル木板アーム
W750・W850

ワイド
W800・W900

スリム／スリムロー
W1100・W1200

ミドル
W1150・W1250

ミドル木板アーム
W1150・W1250

ワイド
W1200・W1300

スリム／スリムロー
W1300・W1400

ミドル
W1350・W1450

ワイド
W1400・W1500

ミドル木板アーム
W1350・W1450

スリム／スリムロー
W1500・W1600

ミドル
W1550・W1650

ミドル木板アーム
W1550・W1650

ワイド
W1600・W1700

スリム／スリムロー
W1700・W1800

ミドル
W1750・W1850

ワイド
W1800・W1900

ミドル木板アーム
W1750・W1850

スリム／スリムロー
W1900

ミドル
W1950

ワイド
W2000

ミドル木板アーム
W1950

片アーム

※コンパクトタイプは、ミドル木板アーム対応不可となります。

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）
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ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥2,000（税込 ¥2,200）

¥33,900（税込 ¥37,290） ¥48,900（税込 ¥53,790）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥126,390）

（税込 ¥141,900）

¥79,900

¥84,900

¥89,900

¥114,900

¥129,000

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥158,290）

¥94,900

¥99,900

¥104,900

¥129,900

¥143,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥36,900（税込 ¥40,590） ¥53,900（税込 ¥59,290）

+¥9,000（税込 ¥9,900）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥164,890）

¥89,900

¥99,900

¥109,900

¥139,900

¥149,900

（税込 ¥117,590）

（税込 ¥128,590）

（税込 ¥139,590）

（税込 ¥172,590）

（税込 ¥183,590）

¥106,900

¥116,900

¥126,900

¥156,900

¥166,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥39,900（税込 ¥43,890） ¥57,900（税込 ¥63,690）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥186,890）

¥99,900

¥109,900

¥119,900

¥154,900

¥169,900

（税込 ¥129,690）

（税込 ¥140,690）

（税込 ¥151,690）

（税込 ¥190,190）

（税込 ¥206,690）

¥117,900

¥127,900

¥137,900

¥172,900

¥187,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥45,900（税込 ¥50,490） ¥63,900（税込 ¥70,290）

+¥11,000（税込 ¥12,100）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥126,390）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥186,890）

（税込 ¥203,390）

¥109,900

¥114,900

¥119,900

¥169,900

¥184,900

（税込 ¥141,790）

（税込 ¥147,290）

（税込 ¥152,790）

（税込 ¥207,790）

（税込 ¥224,290）

¥128,900

¥133,900

¥138,900

¥188,900

¥203,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥53,900（税込 ¥59,290） ¥73,900（税込 ¥81,290）

+¥12,000（税込 ¥13,200）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥219,890）

（税込 ¥241,890）

¥129,900

¥134,900

¥144,900

¥199,900

¥219,900

（税込 ¥164,890）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥241,890）

（税込 ¥263,890）

¥149,900

¥154,900

¥164,900

¥219,900

¥239,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥5,000（税込 ¥5,500）

¥60,900（税込 ¥66,990） ¥81,900（税込 ¥90,090）

+¥13,000（税込 ¥14,300）

（税込 ¥164,890）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥252,890）

（税込 ¥274,890）

¥149,900

¥154,900

¥164,900

¥229,900

¥249,900

（税込 ¥187,990）

（税込 ¥193,490）

（税込 ¥204,490）

（税込 ¥275,990）

（税込 ¥297,990）

¥170,900

¥175,900

¥185,900

¥250,900

¥270,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

両アーム　[ ノーマル D880mm・コンパクト D800mm]

+¥10,000（税込 ¥11,000）

スリム／スリムロー
W800・W900

ミドル
W900・W1000

ワイド
W1000・W1100

ミドル木板アーム
W900・W1000

+¥10,000（税込 ¥11,000）

スリム／スリムロー
W1200・W1300

ミドル
W1300・W1400

ワイド
W1400・W1500

ミドル木板アーム
W1300・W1400

+¥10,000（税込 ¥11,000）

スリム／スリムロー
W1400・W1500

ミドル木板アーム
W1500・W1600

ワイド
W1600・W1700

ミドル
W1500・W1600

両アーム

+¥10,000（税込 ¥11,000）

スリム／スリムロー
W1800・W1900

ミドル
W1900・W2000

ワイド
W2000・W2100

ミドル木板アーム
W1900・W2000

+¥10,000（税込 ¥11,000）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

スリム／スリムロー
W1600・W1700

ミドル木板アーム
W1700・W1800

ワイド
W1800・W1900

ミドル
W1700・W1800

スリム／スリムロー
W2000

ミドル
W2100

ワイド
W2200

ミドル木板アーム
W2100

※コンパクトタイプは、ミドル木板アーム対応不可となります。
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M

WN +¥29,600（税込 ¥32,560）

+¥25,000（税込 ¥27,500）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥29,900（税込 ¥32,890） ¥41,900（税込 ¥46,090）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥170,390）

¥74,900

¥79,900

¥84,900

¥144,900

¥154,900

（税込 ¥95,590）

（税込 ¥101,090）

（税込 ¥106,590）

（税込 ¥172,590）

（税込 ¥183,590）

¥86,900

¥91,900

¥96,900

¥156,900

¥166,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥29,900（税込 32,890） ¥41,900（税込 ¥46,090）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥170,390）

¥74,900

¥79,900

¥84,900

¥144,900

¥154,900

（税込 ¥95,590）

（税込 ¥101,090）

（税込 ¥106,590）

（税込 ¥172,590）

（税込 ¥183,590）

¥86,900

¥91,900

¥96,900

¥156,900

¥166,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥27,900（税込 ¥30,690） ¥38,900（税込 ¥42,790）

+¥7,000（税込 ¥7,700）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥164,890）

¥69,900

¥74,900

¥79,900

¥139,900

¥149,900

（税込 ¥88,990）

（税込 ¥94,490）

（税込 ¥99,990）

（税込 ¥165,990）

（税込 ¥176,990）

¥80,900

¥85,900

¥90,900

¥150,900

¥160,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥27,900（税込 30,690） ¥38,900（税込 ¥42,790）

+¥7,000（税込 ¥7,700）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥153,890）

（税込 ¥164,890）

¥69,900

¥74,900

¥79,900

¥139,900

¥149,900

（税込 ¥88,990）

（税込 ¥94,490）

（税込 ¥99,990）

（税込 ¥165,990）

（税込 ¥176,990）

¥80,900

¥85,900

¥90,900

¥150,900

¥160,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

M

WN

カウチ S  アームレス　[ ノーマル D1620mm・コンパクト D1600mm] カウチ S  片木アーム　L／ R

カウチSアームレス
W650

ワイド片 木アーム
W850×D1620mm

スリム片 木アーム
W750×D1620mm

ミドル片 木アーム
W800×D1620mm

+¥29,600（税込 ¥32,560）

+¥25,000（税込 ¥27,500）

カウチMアームレス
W800

ワイド片 木アーム
W1000×D1620mm

スリム片 木アーム
W900×D1620mm

ミドル片 木アーム
W950×D1620mm

カウチ M  アームレス　[ ノーマル D1620mm・コンパクト D1600mm] カウチ M  片木アーム　L／ R

カウチ S  片アーム　L／ R　[ ノーマル D1620mm・コンパクト D1600mm]

カウチM  片アーム　L／ R　[ ノーマル D1620mm・コンパクト D1600mm]

+¥5,000（税込 ¥5,500）

+¥5,000（税込 ¥5,500）

スリム／スリムロー
W750

ミドル
W800

ワイド
W850

ミドル木板アーム
W800

スリム／スリムロー
W900

ミドル
W950

ミドル木板アーム
W950

ワイド
W1000

カウチ アームレス／カウチ 片木アーム　

カウチ 片アーム　

※コンパクトタイプは、木アーム対応不可となります。
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ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥59,900（税込 ¥65,890） ¥77,900（税込 ¥85,690）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥192,390）

（税込 ¥203,390）

（税込 ¥274,890）

（税込 ¥296,890）

¥164,900

¥174,900

¥184,900

¥249,900

¥269,900

（税込 ¥201,190）

（税込 ¥212,190）

（税込 ¥223,190）

（税込 ¥294,690）

（税込 ¥316,690）

¥182,900

¥192,900

¥202,900

¥267,900

¥287,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥5,000（税込 ¥5,500）

¥74,900（税込 82,390） ¥97,900（税込 ¥107,690）

+¥12,000（税込 ¥13,200）

（税込 ¥214,390）

（税込 ¥225,390）

（税込 ¥236,390）

（税込 ¥307,890）

（税込 ¥329,890）

¥194,900

¥204,900

¥214,900

¥279,900

¥299,900

（税込 ¥239,690）

（税込 ¥250,690）

（税込 ¥261,690）

（税込 ¥333,190）

（税込 ¥355,190）

¥217,900

¥227,900

¥237,900

¥302,900

¥322,900

M

WN （税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）

+¥59,200

+¥50,000

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥58,900（税込 ¥64,790） ¥74,900（税込 ¥82,390）

+¥8,000（税込 ¥8,800）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥192,390）

（税込 ¥263,890）

（税込 ¥285,890）

¥154,900

¥164,900

¥174,900

¥239,900

¥259,900

（税込 ¥187,990）

（税込 ¥198,990）

（税込 ¥209,990）

（税込 ¥281,490）

（税込 ¥303,490）

¥170,900

¥180,900

¥190,900

¥255,900

¥275,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥5,000（税込 ¥5,500）

¥75,900（税込 83,490） ¥97,900（税込 ¥107,690）

+¥12,000（税込 ¥13,200）

（税込 ¥203,390）

（税込 ¥214,390）

（税込 ¥225,390）

（税込 ¥296,890）

（税込 ¥318,890）

¥184,900

¥194,900

¥204,900

¥269,900

¥289,900

（税込 ¥227,590）

（税込 ¥238,590）

（税込 ¥249,590）

（税込 ¥321,090）

（税込 ¥343,090）

¥206,900

¥216,900

¥226,900

¥291,900

¥311,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

M

WN

組替カウチ 2P  アームレス　[ ノーマル ] 組替カウチ 2P  両木アーム

組替カウチ 2P  両アーム　[ ノーマル ]

+¥10,000（税込 ¥11,000）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

組替カウチ アームレス／組替カウチ 両木アーム　

組替カウチ 両アーム

組替カウチ 2P  アームレス
W1160×D1490/880mm

（税込 ¥65,120）

（税込 ¥55,000）

+¥59,200

+¥50,000

ワイド両 木アーム
W1560×D1490/880mm

スリム両 木アーム
W1360×D1490/880mm

ミドル両 木アーム
W1460×D1490/880mm

組替カウチ S  アームレス
W1740×D1490/880mm

ワイド両 木アーム
W2140×D1490/880mm

スリム両 木アーム
W1940×D1490/880mm

ミドル両 木アーム
W2040×D1490/880mm

スリム／スリムロー
W1360×D1490/880mm

ミドル
W1460×D1490/880mm

ミドル木板アーム
W1460×D1490/880mm

ワイド
W1560×D1490/880mm

スリム／スリムロー
W1940×D1490/880mm

ミドル
W2040×D1490/880mm

ミドル木板アーム
W2040×D1490/880mm

ワイド
W2140×D1490/880mm

※コンパクトタイプは、カウチソファ対応不可となります。

※コンパクトタイプは、カウチソファ対応不可となります。

組替カウチ S  アームレス　[ ノーマル ]

ベースソファ

ベースソファ 組替カウチ S  両木アーム

組替カウチ S  両アーム　[ ノーマル ]
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ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥3,000（税込 ¥3,300）

¥27,900（税込 ¥30,690） ¥37,900（税込 ¥41,690）

+¥10,000（税込 ¥11,000）

（税込 ¥76,890）

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥142,890）

¥69,900

¥74,900

¥79,900

¥119,900

¥129,900

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥153,890）

¥79,900

¥84,900

¥89,900

¥129,900

¥139,900

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

［替えカバー ハイバック］

替え
カバー

［ハイバック］

座り
心地
座り
心地

+¥4,000（税込 ¥4,400）

¥34,900（税込 38,390） ¥49,900（税込 ¥54,890）

+¥14,000（税込 ¥15,400）

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥175,890）

（税込 ¥208,890）

¥84,900

¥89,900

¥94,900

¥159,900

¥189,900

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥115,390）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥192,390）

（税込 ¥225,390）

¥99,900

¥104,900

¥109,900

¥174,900

¥204,900

アコードオーダーソファ 価格表

：ウレタン ：ウレタン&フェザー ：モールド&フェザー ：モールド：フェザー座り心地

コーナー S　[ ノーマル ]

コーナーS／コーナーM／オットマン／オプション

コーナー S
W880×D880mm

オプション

［替えカバー］

タイプ B ヘッドレスト
¥12,990（税込 ¥14,289） （税込 ¥4,499）¥4,090

¥14,190 ［替えカバー］¥5,290（税込 ¥5,819）（税込 ¥15,609）

1 箇所 ¥1,000

ソファ連結パーツ

クッション A

クッションサイズ：約 550×270mm
カバーサイズ：約 600×320mm

ファブリックPREMIUM

ファブリックSTANDARD ［替えカバー］

アコードアームクッション
¥9,900（税込 ¥10,890） （税込 ¥5,390）¥4,900

¥11,900 ［替えカバー］¥6,900（税込 ¥7,590）（税込 ¥13,090）ファブリックPREMIUM

ファブリックSTANDARD

［替えカバー］¥7,990（税込 ¥8,789） （税込 ¥3,190）¥2,900

¥9,590 ［替えカバー］¥4,900（税込 ¥5,390）（税込 ¥10,549）ファブリックPREMIUM

ファブリックSTANDARD

（税込 ¥1,100）

クッション B

クッションサイズ：約 500×500mm
カバーサイズ：約 550×550mm

［替えカバー］¥9,990（税込 ¥10,989） （税込 ¥3,190）¥2,900

¥11,590 ［替えカバー］¥4,900（税込 ¥5,390）（税込 ¥12,749）ファブリックPREMIUM

ファブリックSTANDARD

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

替え
カバー

座り
心地
座り
心地

¥12,900（税込 ¥14,190） ¥15,900（税込 ¥17,490）

（税込 ¥38,390）

（税込 ¥43,890）

（税込 ¥60,390）

¥34,900

¥39,900

¥54,900

（税込 ¥41,690）

（税込 ¥47,190）

（税込 ¥63,690）

¥37,900

¥42,900

¥57,900

コーナーM　[ ノーマル ]

コーナーM
W1200×D1200mm

オットマン

オットマン
W700×D450mm

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

替え
カバー

座り
心地
座り
心地

¥15,900（税込 ¥17,490） ¥18,900（税込 ¥20,790）

（税込 ¥43,890）

（税込 ¥49,390）

（税込 ¥65,890）

¥39,900

¥44,900

¥59,900

（税込 ¥47,190）

（税込 ¥52,690）

（税込 ¥69,190）

¥42,900

¥47,900

¥62,900

ビッグオットマン　[ ノーマル・コンパクト ]

ビッグオットマン[ノーマル ]
W450×D890mm

ビッグオットマン[コンパクト]
W450×D820mm

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

替え
カバー

座り
心地
座り
心地

¥14,900（税込 ¥16,390） ¥17,900（税込 ¥19,690）

（税込 ¥41,690）

（税込 ¥47,190）

（税込 ¥63,690）

¥37,900

¥42,900

¥57,900

（税込 ¥44,990）

（税込 ¥50,490）

（税込 ¥66,990）

¥40,900

¥45,900

¥60,900

正方形オットマン

正方形オットマン
W580×D580mm

※コンパクトタイプは、コーナーソファ対応不可となります。
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座り心地

¥38,900

¥114,900
¥134,900

¥94,900

替えカバー

フェザー

モールド

ウレタン

Made in JapanSize Order Covering Type

Accodo LD sofa
アコードLD ソファ 納期：約 3 週間

ウレタン フェザー

フェザー +
ウレタン

モールド

モールド
ウレタン

柔らかい印象の

H130丸脚

13cm

41cm

すっきりとした

H130角脚

13cm

41cm

ウレタン

■脚部の形状・色が選べます M WN■座面の硬さを選ぶ

コンビ張り対応可

■張地を STANDARD・PREMIUMファブリックから選べます

本体とクッション部で違う種類の生地が選べます。
※価格は組合せの中でランクが高い方の価格になります。

モールドウレタン
一般的な低反発ウレタンとは異なる『じっくりと体に馴染み、低温でも
硬くなりにくい』ソファ専用ウレタンとして開発した日本初の素材です。
高密度で耐久性のあるモールド成型で生産しています。

耐久性 耐圧分散 低反発 耐低温性 形状記憶

のおすすめ

¥48,900

¥124,900
¥144,900

¥104,900

アコードLD ソファ 価格表

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

コ
ー
ナ
ー
L
／
R

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥53,790）

（税込 ¥115,390）

W1450
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥104,390）

（税込 ¥126,390）

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥42,790）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥55,990）

（税込 ¥131,890）

W1550
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥44,990）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥181,390）

（税込 ¥59,290）

（税込 ¥142,890）

W1650
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥148,390）

（税込 ¥170,390）

（税込 ¥48,290）¥40,900

¥124,900
¥144,900

¥109,900

¥50,900

¥134,900
¥154,900

¥119,900

¥43,900

¥134,900
¥154,900

¥119,900

¥53,900

¥144,900
¥164,900

¥129,900

座り心地

替えカバー

フェザー

モールド

ウレタン

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARDS
T

（税込 ¥118,690）

（税込 ¥140,690）

（税込 ¥46,090）

（税込 ¥102,190）

W1250
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥37,290）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥130,790）

（税込 ¥152,790）

（税込 ¥49,390）

（税込 ¥119,790）

W1350
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥142,890）

（税込 ¥39,490）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥147,290）

（税込 ¥169,290）

（税込 ¥52,690）

（税込 ¥130,790）

W1450
D650×H720・SH410mm

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥137,390）

（税込 ¥159,390）

（税込 ¥42,790）

座り心地

替えカバー

フェザー

モールド

ウレタン

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARDベ
ン
チ

（税込 ¥94,490）

（税込 ¥116,490）

（税込 ¥35,090）

（税込 ¥77,990）

W1250
D450×H410mm

（税込 ¥71,390）

（税込 ¥87,890）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥28,490）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥105,490）

（税込 ¥127,490）

（税込 ¥37,290）

（税込 ¥88,990）

W1350
D450×H410mm

（税込 ¥82,390）

（税込 ¥98,890）

（税込 ¥120,890）

（税込 ¥30,690）

ファブリックPREMIUMファブリックSTANDARD

（税込 ¥117,590）

（税込 ¥139,590）

（税込 ¥40,590）

（税込 ¥101,090）

W1450
D450×H410mm

（税込 ¥93,390）

（税込 ¥109,890）

（税込 ¥131,890）

（税込 ¥32,890）

オプション ソファ連結パーツ ¥1,000（税込 ¥1,100）

¥99,900
¥119,900

¥33,900

¥84,900
¥107,900
¥127,900

¥41,900

¥92,900
¥109,900
¥129,900

¥35,900

¥99,900
¥118,900
¥138,900

¥44,900

¥108,900
¥124,900
¥144,900

¥38,900

¥109,900
¥133,900
¥153,900

¥47,900

¥118,900

¥99,900
¥119,900

¥29,900

¥84,900
¥106,900
¥126,900

¥36,900

¥91,900
¥89,900

¥109,900

¥27,900

¥74,900
¥95,900

¥115,900

¥33,900

¥80,900
¥79,900
¥99,900

¥25,900

¥64,900
¥85,900

¥105,900

¥31,900

¥70,900
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