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クリスタリア社は 1994年、デザインとジャズに情熱を注いできた若い企業家
により設立されました。 起業当初から新素材・技術革新にこだわり、数々のチャ
レンジをしてきました。90年代後半からは新しい創造、 そして新しい道を開拓
するため、伝統に束縛されないデザインを求める消費者に向けたコンテンポラ
リーで、 美しく上品な製品をプロデュースしてきました。
独創的で使いやすくユニークな素材で創り出されたクリスタリアの製品は、世界
中で注目を浴びています。
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BE-EASY ビーイージー design Bluezone / ブルーゾーン

■ 材  質
天板：FENIX-NTM®（フェニックス）
脚部：スチール［ラッカー塗装］
天板厚：17㎜

（梱包入数 1）

※伸長式の天板の場合、テーブルを最大に伸ばすと、若干
　天板のたわみが生じますが品質に問題ございません。

税込（税抜）

■ ダイニングテーブル（天板：固定式）

250,800
（228,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-02F /天板 /脚部カラー

W.1500 D.790 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：固定式）

266,200
（242,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-05F /天板 /脚部カラー

W.1500 D.890 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：固定式）

278,300
（253,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-03F /天板 /脚部カラー

W.1700 D.890 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：固定式）

357,500
（325,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-04F /天板 /脚部カラー

W.2000 D.990 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：伸長式）

398,200
（362,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-02 /天板 /脚部カラー
W.1500-1900-2300 D.790 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：伸長式）

425,700
（387,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-05 /天板 /脚部カラー
W.1500-1900-2300 D.890 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック

■ ダイニングテーブル（天板：伸長式）

441,100
（401,000）

品 番
サイズ

KBES-DT-03 /天板 /脚部カラー
W.1700-2100-2500 D.890 H.750

カラー：天板＋脚部

　    WH/WH
　    ホワイト

　    GL /GL
　    ロンドングレー

　    OB/OB
　    オタワビーバー

　    BK /BK
　    ブラック
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ミニマルなデザインが特徴の Be-Easy（ビーイージー）はナノテクを取り入れた天板 
FENIX-NTM®（フェニックス）の採用により、シンプルでありながら温かみのある素材感と柔
らかな印象と同時に、傷、熱、衝撃、汚れ、洗剤などの耐久性に優れたパフォーマンスを実現し
ています。
「フェニックス」は、イタリアのアルパ社によって開発されたナノテクノロジーマット材料です。
新世代のアクリル樹脂とテクノロジーの使用により、ナノサイズの不規則な表面形状を有して
おり、結果、非常に低い光反射率、マットでソフトな質感、指紋レスを実現しました。

［ フェニックスの特性 ］
・ 耐スクラッチ性
・ 耐摩擦性
・ 耐摩耗性
・ 耐乾熱性
・ 耐衝撃性
・ 耐光性

・ 抗菌性
・ 耐薬品性
・ 防カビ性
・ 撥水性
・ 帯電防止
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固定式と伸長式の 2種類があり、フレームはアルミニウム［アル
マイト処理］または［ラッカー塗装］タイプからお選びいただけ
ます。天板全体はピュアホワイト仕上げになっており、シンプル
でエレガントなデザインのテーブルです。
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NORI ノリ design Bartoli Design / バルトリデザイン

■ 材  質
天板：メラミン
脚部：アルミニウム［アルマイト処理 /ラッカー塗装］
天板厚：10㎜

（梱包入数 1）

※伸長式の天板の場合、テーブルを最大に伸ばすと、若干
　天板のたわみが生じますが品質に問題ございません。

税込（税抜）

■ ダイニングテーブル（天板：固定式） （脚部：アルマイト処理）

451,000
（410,000）

品 番
サイズ

KNRI-DT-04F /天板 /脚部カラー

W.1660 D.900 H.750
カラー：脚部

　    AL
　    アルマイトアルミ

（脚部：ラッカー塗装）

480,700
（437,000）カラー：天板 カラー：脚部

　    WH
　    ピュアホワイト

　    WH
　    ホワイト

■ ダイニングテーブル（天板：固定式） （脚部：アルマイト処理）

550,000
（500,000）

品 番
サイズ

KNRI-DT-53F /天板 /脚部カラー

W.1890 D.900 H.750
カラー：脚部

　    AL
　    アルマイトアルミ

（脚部：ラッカー塗装）

579,700
（527,000）カラー：天板 カラー：脚部

　    WH
　    ピュアホワイト

　    WH
　    ホワイト

■ ダイニングテーブル（天板：固定式） （脚部：アルマイト処理）

597,300
（543,000）

品 番
サイズ

KNRI-DT-30F /天板 /脚部カラー

W.2090 D.900 H.750
カラー：脚部

　    AL
　    アルマイトアルミ

（脚部：ラッカー塗装）

628,100
（571,000）カラー：天板 カラー：脚部

　    WH
　    ピュアホワイト

　    WH
　    ホワイト

■ ダイニングテーブル（天板：伸長式） （脚部：アルマイト処理）

550,000
（500,000）

品 番
サイズ

KNRI-DT-03 /天板 /脚部カラー
W.1390-1760-2140
D.900 H.750

カラー：脚部

　    AL
　    アルマイトアルミ

（脚部：ラッカー塗装）

578,600
（526,000）カラー：天板 カラー：脚部

　    WH
　    ピュアホワイト

　    WH
　    ホワイト

■ ダイニングテーブル（天板：伸長式） （脚部：アルマイト処理）

592,900
（539,000）

品 番
サイズ

KNRI-DT-04 /天板 /脚部カラー
W.1660-2030-2410-2780
D.900 H.750

カラー：脚部

　    AL
　    アルマイトアルミ

（脚部：ラッカー塗装）

620,400
（564,000）カラー：天板 カラー：脚部

　    WH
　    ピュアホワイト

　    WH
　    ホワイト
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バルトリデザインが何年もの歳月をかけ可能な限り
ミニマルデザインを追求したチェアです。一体成形
でできたそのフォルムはソフトでオーガニックな仕
上がりになっています。
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JOKO ジョコ design Bartoli Design / バルトリデザイン

■ チェア 品 番
サイズ
重 量
材 質

KJOK-DC-01 /張地 No.

W.440 D.540 H.800 SH.460
5.5㎏
スチールフレーム、モールドウレタン
ファブリック /本革［張込み］

（梱包入数 1）

推奨カラー：ファブリック 推奨カラー：レザー
        170
        ライトグレー
        180
        ブラック
        427
        ライトイエロー
        731
        スカイブルー
その他カラーは下記ファブリック参照

        12097
        サンドベージュ
        71010
        ライトグレー
        99076
        ブラック
  
      
その他カラーは下記レザー参照

税込（税抜）

ファブリック レザー

159,500
（145,000）

222,200
（202,000）

■ アームチェア 品 番
サイズ

重 量
材 質

KJOK-DC-02 /張地 No.

W.590 D.540 H.800 SH.460
AH.680
7.9㎏
スチールフレーム、モールドウレタン
ファブリック /本革［張込み］

（梱包入数 1）

推奨カラー：ファブリック 推奨カラー：レザー
        170
        ライトグレー
        180
        ブラック
        427
        ライトイエロー
        731
        スカイブルー
その他カラーは下記ファブリック参照

        12097
        サンドベージュ
        71010
        ライトグレー
        99076
        ブラック
  
      
その他カラーは下記レザー参照

税込（税抜）

ファブリック ソフトレザー

196,900
（179,000）

258,500
（235,000）

FABRIC  ファブリック　［Divina Melange3］ Kvadrat （ニューウール 100％）

推奨カラー

170 180 427 731 120 147 227 260 280 367 457 471
ライトグレー ブラック ライトイエロー スカイブルー スモークホワイト ブリーチドグレー ベージュ バーントアンバー セピア ペールアンバー イエロー グラスグリーン

527 547 557 567 617 620 647 677 687 747 777 821
サンセット オレンジ コーラルレッド レッド ピンク フクシア ブルー ピンキッシュ ブルーグレー ブルー ネイビー コバルトグリーン

ラベンダー グレー

871 917 937 967
ダークグリーン ライトグリーン ミントグリーン グリーン

LEATHER  レザー　［coast（elmo®）］ 本革

推奨カラー

12097 71010 99076 00114 02061 43041 95042 55058 77022 91097 91100 93090
サンドベージュ ライトグレー ブラック ホワイト ベージュ キャメル ボルドー レッド ブルーイッシュ チャコール グレー ダークブラウン

グレー グレー

98016
バーント
アンバー

ファブリック / レザーについて　　・ 実際の色合いと異なる場合がございます。店頭でカラーサンプルをご確認ください。  ・ メーカーの事情により予告なく廃番になる場合がございます。
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SLIM スリム design Bluezone / ブルーゾーン

■ チェア 品 番
サイズ
重 量
材 質

KSLI-DC-01 /レザーNo.

W.460 D.500 H.850 SH.460
8㎏
スチールフレーム、ウレタン
本革［張込み］

（梱包入数 1）

推奨カラー：ハイドレザー

　    C8
　    チャコールブラウン
　    C10
　    ブラック
　    C12
　    ピュアホワイト
　    C31
　   

 
ベージュグレー

その他カラーは、
下記ハイドレザー参照

税込（税抜）

96,800
（88,000）

HIDE LEATHER  ハイドレザー　［Cuoietto hide（C）］ 厚革

推奨カラー

C8 C10 C12 C31 C1 C4 C7 C32 C33 C34 C35 C36
チャコール ブラック ピュアホワイト ベージュグレー クリーム ブラウン ワインレッド アッシュグレー ダークブラウン ダークグレー ダークグリーン インディゴ
ブラウン

レザーについて　　・ 実際の色合いと異なる場合がございます。店頭でカラーサンプルをご確認ください。  ・ メーカーの事情により予告なく廃番になる場合がございます。

全体がハイドレザーで覆われ細部までこだ
わったスリムなデザインのチェアです。
背もたれ部分と座面は大変やわらかい仕上
げになっており快適な座り心地に仕上がっ
ています。
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力強い「象」の背中からインスピレーションを得てデザインされ
た実用性と信頼性を兼ね備えた美しいチェア。丈夫なポリウレタ
ンを採用することにより軽さと快適な座り心地を実現しました。
2012年には「インテリアイノベーション賞」にて最優秀賞を受賞
し国際的な評価を受けました。

ELEPHANT エレファント design Neuland.Paster＆Geldmacher / ノイランド .パステル＆ゲルドマッカー

■ アームチェア（金属脚） 品 番
サイズ

重 量
材 質

KELE-DC-11 /本体 /脚部カラー
W.620 D.600 H.840 SH.440
AH.660
6.6㎏
本体：ポリウレタン
脚部：スチール［本体同色ラッカー塗装］
　　 ポリッシュドクローム
　　 サテンスチール

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体
　　　　　PO01 /WH
　　　　　ホワイト
　　　　　PO03 /BK
　　　　　ブラック
　　　　　PO04 /BE
　　　　　ベージュ
　　　　　PO06 /TE
　　　　　テラコッタブラウン
　　　　　PO08 /OG
　　　　　オリーブグリーン
　　　　　PO10 /RR
　　　　　ルビーレッド
　　　　　PO11 /LNG
　　　　　ロンドングレー
　　　　　PO12 /DBL
　　　　　ダストブルー

　     PO01
　     ホワイト
　     PO03
　     ブラック
　     PO04
　     ベージュ
　     PO06
　     テラコッタブラウン
　     PO08
　     オリーブグリーン
　     PO10
　     ルビーレッド
　     PO11
　     ロンドングレー
　     PO12
　     ダストブルー

カラー：脚部

　     SV
　     ポリッシュドクローム
　     ST
　     サテンスチール

税込（税抜）

■ アームチェア（木脚） 品 番
サイズ

重 量
材 質

KELE-DC-82 /本体 /脚部カラー
W.620 D.580 H.850 SH.440
AH.660
6.2㎏
本体：ポリウレタン
脚部：ビーチ［本体同色ラッカー塗装］
　　 ビーチ
　　 ヨーロピアンオーク
　　 オーク［ウォールナット色］

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体
　　　　　PO01 /WH
　　　　　ホワイト
　　　　　PO03 /BK
　　　　　ブラック
　　　　　PO04 /BE
　　　　　ベージュ
　　　　　PO06 /TE
　　　　　テラコッタブラウン
　　　　　PO08 /OG
　　　　　オリーブグリーン
　　　　　PO10 /RR
　　　　　ルビーレッド
　　　　　PO11 /LNG
　　　　　ロンドングレー
　　　　　PO12 /DBL
　　　　　ダストブルー

　     PO01
　     ホワイト
　     PO03
　     ブラック
　     PO04
　     ベージュ
　     PO06
　     テラコッタブラウン
　     PO08
　     オリーブグリーン
　     PO10
　     ルビーレッド
　     PO11
　     ロンドングレー
　     PO12
　     ダストブルー

カラー：脚部

　     NA /BC
　     ビーチ
　     NA /OK
　     ヨーロピアンオーク
　     WN/OK
　     オーク［ウォールナット色］

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ビーチ /ヨーロピアンオーク /オーク脚

107,800
（98,000）

110,000
（100,000）

本体同色ラッカー塗装脚 ポリッシュドクローム脚 サテンスチール脚

74,800
（68,000）

74,800
（68,000）

80,300
（73,000）
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BCN ビーシーエヌ design Harry＆Camila / ハリー＆カミラ

■ ロースツール 品 番
サイズ
重 量
材 質

KBCL-CC-03 /本体 /脚部カラー
W.410 D.400 H.630 SH.500
6.7㎏
本体：PBT（ポリブチレンテレフタレート樹脂）
脚部：スチール［本体同色ラッカー塗装］
　　 ポリッシュドクローム

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体＋ポリッシュドクローム脚
　　　　   PP01 /WH
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /BK
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /BE
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /RE
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /LG
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /ZY
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /MGR
　　　　   メドーグリーン

　　　　   PP01 /SV
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /SV
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /SV
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /SV
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /SV
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /SV
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /SV
　　　　   メドーグリーン

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ポリッシュドクローム脚

67,100
（61,000）

73,700
（67,000）

■ ミディアムスツール 品 番
サイズ
重 量
材 質

KBCM-CC-02 /本体 /脚部カラー
W.440 D.450 H.780 SH.660
7.6㎏
本体：PBT（ポリブチレンテレフタレート樹脂）
脚部：スチール［本体同色ラッカー塗装］
　　 ポリッシュドクローム

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体＋ポリッシュドクローム脚
　　　　   PP01 /WH
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /BK
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /BE
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /RE
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /LG
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /ZY
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /MGR
　　　　   メドーグリーン

　　　　   PP01 /SV
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /SV
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /SV
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /SV
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /SV
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /SV
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /SV
　　　　   メドーグリーン

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ポリッシュドクローム脚

72,600
（66,000）

80,300
（73,000）

■ ハイスツール 品 番
サイズ
重 量
材 質

KBCH-CC-01 /本体 /脚部カラー
W.440 D.460 H.880 SH.760
7.9㎏
本体：PBT（ポリブチレンテレフタレート樹脂）
脚部：スチール［本体同色ラッカー塗装］
　　 ポリッシュドクローム

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体＋ポリッシュドクローム脚
　　　　   PP01 /WH
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /BK
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /BE
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /RE
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /LG
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /ZY
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /MGR
　　　　   メドーグリーン

　　　　   PP01 /SV
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /SV
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /SV
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /SV
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /SV
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /SV
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /SV
　　　　   メドーグリーン

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ポリッシュドクローム脚

72,600
（66,000）

80,300
（73,000）

■ 昇降式スツール 品 番
サイズ

重 量
材 質

KBCN-CC-04 /本体 /脚部カラー
W.390 D.400 H.790-920
SH.670-810
10.6㎏
本体：PBT（ポリブチレンテレフタレート樹脂）
脚部：スチール［本体同色ラッカー塗装］
　　 ポリッシュドクローム

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体＋ポリッシュドクローム脚
　　　　   PP01 /WH
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /BK
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /BE
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /RE
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /LG
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /ZY
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /MGR
　　　　   メドーグリーン

　　　　   PP01 /SV
　　　　   ホワイト
　　　　   PP03 /SV
　　　　   ブラック
　　　　   PP05 /SV
　　　　   ベージュ
　　　　   PP07 /SV
　　　　   レッドコーラル
　　　　   PP11 /SV
　　　　   ライトグレー
　　　　   PP12 /SV
　　　　   ジンクイエロー
　　　　   PP13 /SV
　　　　   メドーグリーン

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ポリッシュドクローム脚

112,200
（102,000）

116,600
（106,000）



13

新しい素材の研究と技術により誕生した BCNスツール。
PBT（ポリブチレンテレフタレート樹脂）というエレクトロニクス
産業で使用される素材を使用し、人間工学に基づいて設計された
座面の曲線が、美しさだけでなく耐久性も兼ね備え、あらゆるシー
ンで快適に使用できます。

［ PBT の特性 ］
・ 耐薬品性
・ 耐侯性
・ 吸水率が少ない
・ 長期間熱安定性に優れる
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SHARKY シャーキー design Neuland.Paster＆Geldmacher / ノイランド .パステル＆ゲルドマッカー

■ チェア 品 番
サイズ
重 量
材 質

KSHA-DC-01 /本体 /脚部カラー
W.450 D.540 H.810 SH.440
4.5㎏
本体：ポリウレタン
脚部：ビーチ［本体同色ラッカー塗装］
　　 ビーチ
　　 ヨーロピアンオーク
　　 オーク［ウォールナット色］

（梱包入数 2）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体
　　　　　PO01 /WH
　　　　　ホワイト
　　　　　PO03 /BK
　　　　　ブラック
　　　　　PO04 /BE
　　　　　ベージュ
　　　　　PO06 /TE
　　　　　テラコッタブラウン
　　　　　PO08 /OG
　　　　　オリーブグリーン
　　　　　PO10 /RR
　　　　　ルビーレッド
　　　　　PO11 /LNG
　　　　　ロンドングレー
　　　　　PO12 /DBL
　　　　　ダストブルー

　     PO01
　     ホワイト
　     PO03
　     ブラック
　     PO04
　     ベージュ
　     PO06
　     テラコッタブラウン
　     PO08
　     オリーブグリーン
　     PO10
　     ルビーレッド
　     PO11
　     ロンドングレー
　     PO12
　     ダストブルー

カラー：脚部

　     NA /BC
　     ビーチ
　     NA /OK
　     ヨーロピアンオーク
　     WN/OK
　     オーク［ウォールナット色］

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ビーチ /ヨーロピアンオーク /オーク脚

101,200
（92,000）

104,500
（95,000）

■ ロースツール 品 番
サイズ
重 量
材 質

KSHA-CC-03 /本体 /脚部カラー
W.480 D.570 H.1010 SH.660
5.5㎏
本体：ポリウレタン
脚部：ビーチ［本体同色ラッカー塗装］
　　 ビーチ
　　 ヨーロピアンオーク
　　 オーク［ウォールナット色］

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体
　　　　　PO01 /WH
　　　　　ホワイト
　　　　　PO03 /BK
　　　　　ブラック
　　　　　PO04 /BE
　　　　　ベージュ
　　　　　PO06 /TE
　　　　　テラコッタブラウン
　　　　　PO08 /OG
　　　　　オリーブグリーン
　　　　　PO10 /RR
　　　　　ルビーレッド
　　　　　PO11 /LNG
　　　　　ロンドングレー
　　　　　PO12 /DBL
　　　　　ダストブルー

　     PO01
　     ホワイト
　     PO03
　     ブラック
　     PO04
　     ベージュ
　     PO06
　     テラコッタブラウン
　     PO08
　     オリーブグリーン
　     PO10
　     ルビーレッド
　     PO11
　     ロンドングレー
　     PO12
　     ダストブルー

カラー：脚部

　     NA /BC
　     ビーチ
　     NA /OK
　     ヨーロピアンオーク
　     WN/OK
　     オーク［ウォールナット色］

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ビーチ /ヨーロピアンオーク /オーク脚

135,300
（123,000）

130,900
（119,000）

■ ハイスツール 品 番
サイズ
重 量
材 質

KSHA-CC-04 /本体 /脚部カラー
W.490 D.580 H.1110 SH.760
5.8㎏
本体：ポリウレタン
脚部：ビーチ［本体同色ラッカー塗装］
　　 ビーチ
　　 ヨーロピアンオーク
　　 オーク［ウォールナット色］

（梱包入数 1）

カラー：本体＋ラッカー塗装脚 カラー：本体
　　　　　PO01 /WH
　　　　　ホワイト
　　　　　PO03 /BK
　　　　　ブラック
　　　　　PO04 /BE
　　　　　ベージュ
　　　　　PO06 /TE
　　　　　テラコッタブラウン
　　　　　PO08 /OG
　　　　　オリーブグリーン
　　　　　PO10 /RR
　　　　　ルビーレッド
　　　　　PO11 /LNG
　　　　　ロンドングレー
　　　　　PO12 /DBL
　　　　　ダストブルー

　     PO01
　     ホワイト
　     PO03
　     ブラック
　     PO04
　     ベージュ
　     PO06
　     テラコッタブラウン
　     PO08
　     オリーブグリーン
　     PO10
　     ルビーレッド
　     PO11
　     ロンドングレー
　     PO12
　     ダストブルー

カラー：脚部

　     NA /BC
　     ビーチ
　     NA /OK
　     ヨーロピアンオーク
　     WN/OK
　     オーク［ウォールナット色］

税込（税抜）

本体同色ラッカー塗装脚 ビーチ /ヨーロピアンオーク /オーク脚

135,300
（123,000）

130,900
（119,000）
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EXTRA LARGE エクストララージ design Luciano Bertoncini / ルチアノ・ベルトンチーニ

税込（税抜）

■ ミラー  
（梱包入数 1）

※壁取付けの際は、
　専門業者にご依頼
　してください。

カラー：アルマイト処理 141,900
（129,000）品 番

サイズ
材 質

KEXL-MR-01/カラー
W.500 D.100 H.1850
フレーム：アルミニウム
　　　 ［アルマイト処理 / ラッカー塗装］

　    AL
　    アルマイトアルミ

カラー：ラッカー塗装 170,500
（155,000）　    WH

　    ホワイト

■ ミラー
（梱包入数 1）

※壁取付けの際は、
　専門業者にご依頼
　してください。

カラー：アルマイト処理 172,700
（157,000）品 番

サイズ
材 質

KEXL-MR-02/カラー
W.900 D.100 H.2100
フレーム：アルミニウム
　　　 ［アルマイト処理 / ラッカー塗装］

　    AL
　    アルマイトアルミ

カラー：ラッカー塗装 206,800
（188,000）　    WH

　    ホワイト

■ ミラー
（梱包入数 1）

※壁取付けの際は、
　専門業者にご依頼
　してください。

カラー：アルマイト処理 214,500
（195,000）品 番

サイズ
材 質

KEXL-MR-03/カラー
W.1200 D.100 H.2100
フレーム：アルミニウム
　　　 ［アルマイト処理 / ラッカー塗装］

　    AL
　    アルマイトアルミ

カラー：ラッカー塗装 257,400
（234,000）　    WH

　    ホワイト

■ スタンドミラー（キャスター付き）
（梱包入数 1）

カラー：アルマイト処理 190,300
（173,000）品 番

サイズ
材 質

KEXL-MR-11/カラー
W.500 D.430 H.1860
フレーム：アルミニウム
　　　 ［アルマイト処理 / ラッカー塗装］

　    AL
　    アルマイトアルミ

カラー：ラッカー塗装 227,700
（207,000）　    WH

　    ホワイト

Extra Large（エクストララージ）は、様々
なタイプの空間を美しく演出し、限られたス
ペースに奥行きと広がりを与えることがで
きるミラーコレクションです。部屋に差し込
んだ自然光を美しく反射させ、シンプルで
美しくデザインされたミラーは用途に応じ
て縦置き、横置きで使用できます。フレーム
カラーはアルミ色またはホワイトラッカー
塗装からお選びいただけます。 



16

origin group
株式会社エスティック
オリジン株式会社

株式会社 エスティック

［商品のお問い合わせ］
本社営業部
771-1498 徳島県阿波市吉野町西条字原市 205
Tel: 088-696-5436
Fax: 088-696-3072

［FACTORY］
771-1498 徳島県阿波市吉野町西条字原市 205
Tel: 088-696-5436
Fax: 088-696-3072

エスティックは、理想のライフスタイル
を実現するために本社工場に Life Style 
Laboratory (ライフスタイル研究所 ) を
開設し、商品、演出、コミュニケーション、
ストーリーの４つのテーマを持って研究を
進めてまいります。

LIFE STYLE LABORATORY
ライフスタイル研究所

AOYAMA
エスティック インアウトリビング 青山
107-0062 東京都港区南青山 4-24-1
ファブールミナミアオヤマ 2F
TEL: 03-5468-2328
OPEN : 10:30am-7:00pm［水曜定休］
●地下鉄表参道駅 A5出口より徒歩 7分

SHOP

LABORATORY



17

海外製品について
KRISTALIA

お届け方法
・商品のお届けはご指定の場所へお届けいたします。
・海外への発送はお受けしておりません。

配送料・組立

・配送料については、一部の商品及びに北海道・沖縄・離島は別途料   
　金が必要になります。またお客様の諸条件により、配送料が別途お    
　見積りとなる場合がございます。
・一部、お客様による組立を必要とする商品や施工業者による工事を
　必要とする商品がございます。

返品・クレーム

・すべてのオーダーについて、ご注文後の他の商品への変更・キャン
　セル・お客様のご都合による返品はお受けいたしかねますのでご了
　承ください。
・商品が到着しましたら、すぐに商品の破損等のチェックをお願いし
　ます。
・万一破損がある場合には、商品到着後 3日以内に詳細をご連絡くだ
　さい。この期間以後のクレームはお受けいたしかねます。
・ご使用の方法・場所により商品の劣化を早める場合もございますの
　でご注意ください。

仕様・価格

・商品価格は税抜き表記となりますので、別途消費税が必要です。
・価格の変更、商品の仕様変更及び中止などは予告なく行われる場合
　がございますので予めご了承ください。
・一部、組立工具が必要な商品がございます。
・定番以外の商品はお取り寄せになります。
　また、商品によってはお取り寄せの際にロットが必要な場合もござ
　います。詳しくは店頭にてご確認ください。

保証期間

商品の保証期間は納品日より 1年間です。その間の製品上の欠陥に
より破損が生じた場合には、無償で修理いたします。お客様の不注意
により発生した破損・故障につきましては、有償にてお受けいたしま
す。

カラー
実際の製品の色合いにできるだけ近いサンプルを表示しております
が、実際の色と異なる場合がございます。

木質製品について
天然木を使用した製品につきましては、節、木目など様々な表情があ
らわれることがございますので、予めご了承ください。
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Art Direction　Ikuko Fukumura
　　　　　　　 Takashi Hattori
Photo　　　　  estic laboratory  

Life Style Laboratory estic design office

Printing：Matsushita Printing Co. Ltd.
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