
We produce 

simple and  comfortable chairs.  

Please refer willingly. 

Made in Japan 

イーノの製品は、日本製にこだわり、自社工場でひとつひとつ 

丁寧に作っています。 

お客様のお手元にお届けする製品は、自分たちの目で確認して 

自信を持ってお届けします。 

（一部製品は協力工場にて生産しております。） 

 

株式会社イーノ 

〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

・本カタログの表示価格は２０１７年２月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 

・製品の仕様は、諸般の事情および品質改良のため、予告なく変更する場合があります。また予告なく生産終了する場合もあります。 

・各製品の写真は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合がございます。 

・製品サイズの座面高は最厚部を表示しております。 



デニム調生地を使用した、フロアチェア＆スツール。 

お部屋をカジュアルに演出します。 

ディーンＳ インディゴ 

JAN：4932057005270 

ディーンＳ ライトブルー 

JAN：4932057005287 

ディーンＷ ライトブルー 

JAN：4932057005300 

ディーンＷ インディゴ 

JAN：4932057005294 

ディーンスツール ライトブルー 

JAN：4932057005324 
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フロアチェア ディーンＳ（１人掛け） 

サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm×高さ530mm 

     （座面高160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

10,500円 

入数：５ 

 
 

サイズ：幅500mm×奥行500mm×高さ160mm 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

5,800円 

入数：４ 

 

ディーン スツール 

DEEN フロアチェア＆スツール 
ディーン 

フロアチェア ディーンＷ（２人掛け） 

サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面高160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

16,500円 

入数：３ 

 
 

ディーンスツール インディゴ 

JAN：4932057005317 

ライトブルー 

インディゴ 

デニム調のプリント生地を使用しています 

ジーンズをイメージいたステッチが特徴です 
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伸縮性のあるポリエステル生地と、しっかりとしたデニム調生地を 

組み合わせた、からだに心地よくフィットするビーズクッションです。 

使い方いろいろ、四角いスツール型 

スツール インディゴ 

JAN:4932057005232 

 

スツール オリーブグリーン 

JAN:4932057005225 

スツール レッド 

JAN:4932057005218 

心地よくフィットするチェア型 

伸縮性に富んだポリエステル生地と 

デニム調生地を使用しています 

いづれもカバーを 

取り外せます 

伸縮性に富んだ生地を 

使うことによって 

フィット感をアップ 

チェア レッド 

JAN:4932057005249 

チェア オリーブグリーン

JAN:4932057005256 

チェア インディゴ 

JAN:4932057005263 

サイズ：幅550mm×奥行き870mm×高さ630mm 

     （座面の高さ240mm） 

クッション材：発泡ビーズ(直径約3～5mm程度） 

張り材：本体側面および底面→ポリエステル 

     本体伸縮部→ポリエステル・ポリウレタン 

     カバー側面および底面→綿 

     カバー伸縮部→ポリエステル・ポリウレタン 

12,500円（税抜） 

入数：2 

 

ＣＯＺＹ ビーズチェア 
コージー 

COZY ビーズクッション 
コージー 

モデル身長168cm 

寝ころんだり、自由にアレンジ。 伸縮性のある面に座ると、スツールの 

ようになります。 

伸びない面に座ると、ソファーのように 

ゆったりくつろげます。 

ボーリングの球をのせて、比べてみました。 

伸縮性のある座面なので通常品（写真右）に比べて、 

より体にフィットする座り心地を得られます。 

ＣＯＺＹビーズチェア 全面同素材性の弊社 

ビーズチェア 

チェアとスツールを一緒に使うと、 

全身包み込まれる 

パーソナルチェアようになります。 

サイズ：幅650mm×奥行き650mm×高さ350mｍ 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

張り材：本体側面→ポリエステル  

     本体伸縮部→ポリエステル・ポリウレタン 

     カバー側面→綿 

     カバー伸縮部→ポリエステル・ポリウレタン 

12,500円（税抜） 

入数：2 

 

ＣＯＺＹ ビーズスツール 
コージー 



背面共布仕様 ピンク×ブルー 

JAN：4932057005041 
グリーン×オレンジ 

JAN：4932057005034 

アイボリー×ベージュ 

JAN：4932057004945 
アイボリー×レッド 

JAN：4932057005003 

クリーム×ブルー 

JAN：4932057004952 
クリーム×ソフトピンク 

JAN：4932057005027 

ソフトピンク×アッシュブラウン 

JAN：4932057004976 

オレンジ×アッシュブラウン 

JAN：4932057005010 

オリーブグリーン×ダークブラウン 

JAN：4932057004990 

アッシュブラウン×ダークブラウン 

JAN：4932057004983 

１４段階 

リクライニング 

全体の長さが８８ｃｍでコンパクト 

サイズ：幅420mm×奥行530～880mm×高さ470mm（座面高90mm） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

１４段階リクライニング 

4,000円(税抜） 

入数：１１ 

コンパクト座椅子 Pochette～ポシェット～ 

コンパクトサイズのお手頃座椅子 

ツートンカラーがとってもかわいくて 

カラーバリエーションも豊富です。 Pochette 
コンパクト座椅子～ポシェット～ 

ブルー×グリーン 

JAN：4932057004969 
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アクセントのボタンは 

表側は座面と同じ色を 

背面裏側はすっきりと 

同じ色を使用しています。 
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アイボリー 

JAN:4932057005171 
ベージュ 

JAN:4932057005188 

サイズ： 510mm×1170mm 

材質：綿 

2,100円（税抜） 

シンプルカバーリング座椅子専用カバー （カバー単品） 

上部からすっぽりかぶせるだけの簡単カバーリング 

ヌード本体 

カバーリング 

しやすいように 

摩擦の少ない 

ポリエステル 

生地を張地に使用 

しています。 

サイズ：幅460mm×奥行640～1110mm×高さ630m 

    （座面最厚部120mm）  

構造部材：金属（鋼） 

材質：本体張り材→ポリエステル 

    本体クッション材→ウレタンフォーム・チップウレタン 

    カバー→綿 

42段階フリーリクライニング 

6,700円（税抜） 

入数：６ 

シンプルカバーリング座椅子 （ヌード本体＆カバー1枚のセット） 

シンプルカバーリング座椅子 
カバーが外せて洗えます。お好みのカラーに着せ替えての使用もできます。 

６色からお選びいただけます。 

ライトブルー 

JAN:4932057005140 

グリーン 

JAN:4932057005157 
ピンク 

JAN:4932057005164 

ブラウン 

JAN:4932057005195 

座椅子全体を 

すっぽり 

カバーリング 

JAN:4932057005201 

 

JAN 

ライトブルー:4932057005089 グリーン:4932057005096 ピンク:4932057005102 

アイボリー:4932057005119 ベージュ:4932057005126 ブラウン:4932057005133 

 

こちらの座椅子カバーは弊社シンプルカバーリング座椅子専用です。 

サイズ：幅460mm×奥行640～1110mm×高さ630m（座面最厚部120mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル  

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

4,600円（税抜） 

入数：６ 

 

ヌード座椅子（ヌード本体のみ） 



イメージ 

座椅子座面内部断面図 

しっかり支えるチップウレタン 

柔らかくて分厚いバージンウレタン 

 

ゆっくり沈む低反発ウレタン 

本体をくるんでいるバージンウレタン 

本体をくるんでいるバージンウレタン 

低反発・ワイドハイバック座椅子＆シンプル座椅子 

低反発ワイドハイバック座椅子は通常の座椅子よりもワイドサイズでゆったりお座りいただけます。 

種類の異なるウレタンを適所に使用して、快適な座り心地をお届けします。 

背もたれが高めなのでくつろげます 細かな調節が可能な４２段階リクライニング 

ピケ ベージュ 

JAN：4932057004457 

ピケ ブラウン 

JAN：4932057004440 

カントリーチェック ブルー 

JAN：4932057004587 

カントリーチェック ブラウン

JAN：4932057004570 

ワイドサイズよりもやや小ぶりな、同じチェック柄の座椅子です。 

おそろいでお使いいただけます。座面には低反発ウレタンを使用しています。 

用途やご使用になる方に 

あわせてサイズをお選びいただけます。 

カントリーチェック ブルー 

JAN：4932057004563 

カントリーチェック ブラウン

JAN：4932057004556 

ピケ 

ベージュ・ブラウン 

カントリーチェック 

ブルー・ブラウン 
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ワイドハイバック座椅子 

シンプル座椅子 

サイズの差は 

このくらい 

低反発ワイドハイバック座椅子 

サイズ：幅600mm×奥行710～1250mm×高さ680mm 

    （座面最厚部130mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        低反発ウレタン 

42段階フリーリクライニング 

7,400円（税抜） 

入数：4 

 
 

サイズ：幅460mm×奥行640～1110mm×高さ630mm 

    （座面最厚部120mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        ・低反発ウレタン 

42段階フリーリクライニング 

5,800円（税抜） 

入数：６ 

 
 

低反発シンプル座椅子 

写真は低反発ワイドハイバック座椅子 
写真は低反発ワイドハイバック座椅子 



１４段階 

リクライニング 

 

４2段階 

リクライニング 
（リクライニングが簡単なフリーギア） 

ヘッド部分１４段階、 

背もたれ部分４２段階の 

細かな角度調節が 

可能です。 

ヘッドリクライニング座椅子 

テレビを見るときにも 

とっても便利です。 

いつもの座椅子より、さらに快適。ヘッド部分１４段階、 

背もたれ部分４２段階の細かな角度調節が可能になりました。 

ヘッド部分に頭をのせて、 

読書も快適に。 

個性あふれる 

５種類のツートンカラーから 

お選びいただけます。 

アッシュブラウン 

× 

ダークブラウン 

アッシュブラウン 

ＪAN：4932057004341 

アイボリー 

× 

レッド 

レッド 

ＪAN：4932057004679 

ピンク 

× 

アッシュブラウン 

ピンク 

ＪAN：4932057004419 

アッシュブラウン 

× 

ターコイズブルー 

ブルー 

ＪAN：4932057004426 

サイズ：幅500mm×奥行700～1250mm 

         ×高さ730mm 

     （座面最厚部130mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング（背もたれ部分）  

転倒防止機能 

8,000円（税抜） 

入数：６ 

 

ヘッドリクライニング座椅子 

限定色 

ジャパン 

カラー 

グリーン 

JAN：4932057004334 

オリーブグリーン 

× 

ダークブラウン 

やわらかな 

起毛素材を使用 

しています 
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こんなときにぴったり！ 

・テレビを見るとき 

・本や新聞を読むとき 

・リラックスしたいとき 



個性あふれる 

５種類のツートンカラーから 

お選びいただけます。 

こんなときにぴったり！ 

・テレビを見るとき 

・本や新聞を読むとき 

・リラックスしたいとき ヘッド部分のリクライニングに加え、フット部分を上げられるので 

さらに色んなシーンに応じたアレンジが可能です。 

 

サイズ：幅500mm×奥行620～1480mm×高さ730mm 

    （奥行の最小サイズはフット部分を折りたたんだ状態） 

    （座面最厚部130mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング（背もたれ部分） 転倒防止機能 

10,000円（税抜） 

入数：４ 

 

ヘッド＆フットリクライニング座椅子 

脚が支えられ、らくな姿勢をキープできます。 

４2段階 

リクライニング 
（リクライニングが簡単なフリーギア） 

１４段階 

リクライニング 

１４段階 

リクライニング 

ヘッド部分を上げて 

フラットにするとごろ寝もできます。 

ヘッドとフット部分１４段階、 

背もたれ部分４２段階の 

細かな角度調節が可能です。 

ヘッドリクライニングで 

頭を楽な位置に、更に 

フット部分も上げられるので 

色んなシーンに応じた 

アレンジが可能です。 

 

ヘッド＆フットリクライニング座椅子 

フット部分を上げて 

肘をおけば 

ゲームのときにも 

便利。 

自分に合った角度で 

テレビを見られます。 

寝ころがりながらの読書も快適に。 

フット部分を伸ばせば 

座面の長い座椅子に。 

やわらかな 

起毛素材を使用 

しています 

アイボリー 

× 

レッド 

レッド 

ＪAN：4932057004686 

限定色 

ジャパン 

カラー 
ピンク 

× 

アッシュブラウン 

ピンク 

ＪAN：4932057004495 

アッシュブラウン 

× 

ターコイズブルー 

ブルー 

ＪAN：4932057004488 

グリーン 

JAN：4932057004464 

オリーブグリーン 

× 

ダークブラウン 

アッシュブラウン 

× 

ダークブラウン 

アッシュブラウン 

ＪAN：4932057004471 
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レバー式一人掛け座椅子 
片手で楽にリクライニングができるレバー式座椅子です。 

座面前面が高くなって 

いるのでおしりが前に 

すべりにくく安定します。 

レバー手前に引き上げると、 

背もたれの角度を１４段階に 

調整できます。 

お好みの角度でご使用ください。 

背もたれ裏側も表地と共生地を 

使っているので、高級感があります。 
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ブラック 
ＪAN：4932057004549 

ブラウン 
 ＪAN：4932057004792 

ベージュ 
 ＪAN：4932057004532 

サイズ：幅540mm×奥行730～1250mm×高さ670mm 

     （座面最厚部140mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：アクリル・綿・ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

13,000円（税抜） 

レバー式一人掛け座椅子 



ふわもこホールドソファ 
背もたれに加え座面の左右が独立してリクライニングが 

可能だから、多彩なアレンジができるフロアソファです。 

１４段階 

リクライニング 
１４段階 

リクライニング 

１４段階 

リクライニング 

１４段階 

リクライニング 

４２段階 

リクライニング 

お好きな角度に 

調整して肘掛け付の 

つつみこまれるような 

ホールドソファに 

アレンジできます。 

ふたりでもお座りいただけます。 

細かなギア調整をしてあなたの指定席をアレンジ。 

サイズ：幅1400mm×奥行750mm×高さ630mm 

構造部材： 金属（鋼） 

材質：張り材→ポリエステル 

    クッション材→ウレタンフォーム・チップウレタン 

定価：26,500円（税抜） 

入数：１ 

ふわもこホールドソファ 
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ＪAN：4932057004655 
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空色 

JAN：4932057002965 

サイズ：幅500mm×奥行350mm×高さ300mm（座面高100mm） 

材 質：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

張り材：綿 

６０００円（税抜） 

入数：３ 

ピコ キッズソファ 

お子様向けのかわいらしいソファ。 

軽量なので移動も簡単です。 

 

ピンク 

JAN：4932057002972 

モデル身長100ｃｍ 

サイズ：正座クッション/幅400mm×奥行200mm×高さ140mm 

     マット/直径500mm×厚み25mm 

材 質：チップウレタン・ポリエステルわた・合板（正座クッション） 

張り材：綿 

定価：６０００円（税抜） 

入数：４ 

ピコ 正座クッションセット 

モデル身長130ｃｍ 

お子様向けのソファと正座クッション。ギンガムチェックと無地の組合せがキュートです。 

空色 

JAN：4932057004112 

ピンク 

JAN：4932057004129 

長時間座っても足がしびれにくい 

正座イスにフローリングの 

上でも快適に座れるように、 

まあるいマットをセットに 

しました。 

ユニークなフォルムのイスで 

楽しく正座ができます。 

成長しても足置きや座布団として使用できます。 

やさしいカラーの 

組合せです。 



ニーノ 

株式会社イーノ 〒９１０－４１３８ 福井県あわら市下番１２－１０ ＴＥＬ：０７７６－７７－３７１１ ＦＡＸ：０７７６－７７－３７１２ 

サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：アクリル・綿・ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

9,600円（税抜） 

入数：５ 

 

 

ニーノＳ 

Ｓベージュ 

JAN：4932057330501 
Ｓブラウン 

JAN：4932057330518 

サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：アクリル・綿・ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

15,800円（税抜） 

入数：３ 

 

 

ニーノＷ 

Ｗベージュ 

JAN：4932057330471 

Ｗブラウン 

JAN：4932057330488 

Ｗブラック 

JAN：4932057330495 

Ｓブラック 

JAN：4932057330525 



　

reine 

サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

17,000円（税抜） 

入数：３ 

 

 

レーヌＷ（２人掛け） 

Wモカブラウン 

JAN：4932057001920 

Sブリックレッド 

JAN：4932057001876 

Sオリーブグリーン 

JAN：4932057001883 

Sモカブラウン 

JAN：4932057001890 

Wオリーブグリーン 

JAN：4932057001913 

Wブリックレッド 

JAN：4932057001906 

ブリックレッド オリーブグリーン モカブラウン 

極細素材のマイクロファイバーをコーデュロイのような「うね織」にし、 
肌触りなめらか、かつ重厚な素材です。 

サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

11,000円（税抜） 

入数：５ 

 

 

レーヌＳ（１人掛け） 

レーヌ 
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サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm 

         ×高さ530mm 

     （座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：合成皮革（ＰＵ/ＰＶＣ） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

               ・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

15,700円（税抜） 

入数：３ 

エンジェルＷ レザー 
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Ｗブラック 

JAN:4932057310480 

Ｗレッド 

JAN:4932057310497 

Sブラック 

JAN:4932057310381 

Ｓレッド 

JAN：4932057310398 

Ｗアイボりー 

JAN:4932057310473 

Ｓアイボリー 

JAN:4932057310374 

Ｓブラウン 

JAN:4932057331096 

Ｗブラウン 

JAN:4932057331102 

サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm 

         ×高さ530mm 

     （座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：合成皮革（ＰＵ/ＰＶＣ） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        ・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

9,600円（税抜） 

入数：５ 

エンジェルＳ レザー 

エンジェルＳ・Ｗ レザー 



厚みのある座椅子　シングル＆ダブル

ビーズクッションスエード調直径２５ｃｍ

スエード調素材を使用しています。 落着いた３カラーで登場しました。 

スエード調素材がやさしい雰囲気をかもしだす、カラーも５色ございます。

シングルアッシュブラウン 

JAN：4932057002248 

お部屋のインテリアやアクセントとしても最適。起毛素材の肌ざわりを 

お楽しみいただけます。めずらしいゴールドなど、カラーにもこだわりました。 
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シングルオリーブグリーン 

JAN：4932057002255 

シングルゴールド 

JAN：4932057002262 

ダブルオリーブグリーン 

JAN：4932057002286 
ダブルゴールド 

JAN：4932057002293 

ダブルアッシュブラウン 

JAN：4932057002279 

ゴールド 

JAN：4932057002194 

アッシュ 

ブラウン 

JAN：4932057002200 

ピンク 

JAN：4932057002224 

ダーク 

ブラウン 

JAN：4932057002217 

オリーブ 

グリーン 

JAN：4932057002231 

厚みのある座椅子 スエード調ダブル 
サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

15,700円（税抜） 

入数：３ 

 

 
 

厚みのある座椅子 スエード調シングル 
サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm×高さ530mm（座面の高さ約160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

9,600円（税抜） 

入数：５ 

 

 

ビーズクッション２５ スエード調 
サイズ：直径250mm×長さ500mm 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

2,500円（税抜） 

入数：６ 

 

 
 

※製品の性質上、サイズはご使用方法や、個々の製品によって異なる場合があります。 



きなり 
ＪＡＮ：4932057104904 

柿色 
ＪＡＮ：4932057104942 

栗色 
ＪＡＮ：4932057104966 

抹茶色 
ＪＡＮ：4932057104959 

ざらく 

製品内部 
座面部分 

へたりにくいウレタンチップを 
使用しています。 

低反発ウレタンフォーム 

座ったときの座面の硬さにこだわることで、
「ざらく」の意味合いどおり長時間快適にお座
りいただける座いすになりました。 
背もたれを肘かけとしても使用できるデザイ
ンにすることで、リラックスシーンの幅を広げ
ることができました。 
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サイズ：幅500mm×奥行650mm×高さ390mm（座面の高さ110mm）  

構造部材：金属（鋼）・クロームメッキ 

張り材：綿・麻 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・低反発ウレタン 

17,200円（税抜） 

入数：１ 

 

 
 

ＺＡ-ＲＡＫＵ ～ざらく～ 



F L O O R C H A I R
R E C L I N I N G

S W A R O S S A
ヘッド14+背もたれ42

スワロッサー

ヘッドは14段階・背もたれは42段階のリクライニング式です。 

背もたれの角度調節は座椅子を水平に倒さなくても好みの角度でとめることのできる 

らくらくギアを使用。頭までを支える高さは約84㎝と通常のハイバック座椅子（当社比較） 

より約20㎝も背もたれが高いことが魅力的です。座面はゆるやかな傾斜になっているので 

自然と座椅子に体をあずけることができます。 

スタイリッシュなデザインと座り心地を追求したワンランク上の プライベートチェア になることでしょう。 

お部屋を広く感じさせ、 

過ごしやすい空間を 

演出します。 

ブラウン 

JAN：4932057002927 

居心地がよく、 

調和しやすい色です。 

アイボリー 

JAN：4932057002934 

お部屋のアクセントとして 

効果的です。 

レッド 

JAN：4932057002941 

ブラック 

JAN：4932057002910 

高さ18(水平時)～83 

24 

奥行82～147水平時） 

60 

53 

座厚み15 

座厚み8 

腰厚み18 

ﾍｯﾄﾞ厚み14 

幅55 

単位「㎝」 

14段階 

リクライニング 

42段階 

リクライニング 
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クールでモダンな雰囲気が 

高級感を引き立たせて 

くれます。 

サイズ：幅550mm×奥行820～1470mm×高さ830mm 

     （座面の高さ約150mm・最厚部）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング（腰部分のみ） 

14,200円（税抜） 

入数：３ 

 

ヘッドリクライニング座椅子 スワロッサ― 



katrina カトリーナ 
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【全面ぜいたく仕様】どこから見てもいいかんじです。 

正面 

側面 

背面 

裏側 

表側 

正面 

側面 

背面 

表側 

裏側 

【全面ぜいたく仕様】 

裏面もすべて同じ素材を使用しています。 

ストライプブルー 

JAN：4932057227306 

ストライプブラウン 

JAN：4932057227320 

ストライプレッド 

JAN：4932057227313 

レザーブラック 

JAN：4932057227351 
レザーアイボリー 

JAN：4932057227344 

レザーレッド 

JAN：4932057227337 

ストライプは在庫限りで 

終了となります 

カトリーナ ストライプ 
サイズ：幅450mm×奥行650～1140mm 

     ×高さ640mm 

    （座面の高さ80～140mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

8,200円（税抜） 

入数：4 

 

カトリーナ レザー 
サイズ：幅450mm×奥行650～1140mm 

     ×高さ640mm 

    （座面の高さ80～140mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

8,200円（税抜） 

入数：4 

 



　

株式会社イーノ 〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

ぽこぽこしたクッション部分には 
粉砕した純国産100%低反発ウレタンを 
一つ一つ丁寧にたっぷり詰め込んでいます。 
低反発の特徴である「じわぁ～」とした 
感触が体圧を局部に集中せず分散して 
くれるので快適に座ることができます。  
さらに、表面側には伸縮性に富んだ 
やわらかい高反発ウレタンで覆い 
低反発感をより感じられるように追求した 
座椅子です。 

低反発座椅子 ポルト 

JAN：4932057331249 JAN：4932057331232 JAN：4932057331225 

JAN：4932057331218 

レッド オリーブグリーン ブラウン 

アイボリー 

サイズ：幅550mm×奥行650～1070mm×高さ560mm 

     （座面の高さ約150mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエスエル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・低反発ウレタン粉砕 

42段階フリーリクライニング 

10,200円（税抜） 

入数：５ 

 

低反発座椅子 ポルト 



サイズ：幅460mm×奥行460～740mm 

     ×高さ390mm 

    （座面最厚部90mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム 

        ・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

4,800円（税抜） 

入数：６ 

 
 

ミニ座椅子 ボア 

サイズ：幅480mm×奥行680～1220mm×高さ680mm 

    （座面最厚部130mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

7,000円（税抜） 

入数：６ 

ハイバック座椅子 ボア 

ベージュ 

ＪAN：4932057004921 

ベージュ 

ＪAN：4932057004938 

ブラウン 

ＪAN：4932057001449 

ピンク 

ＪAN：4932057001456 

ブラウン 

ＪAN：4932057001470 

ピンク 

ＪAN：4932057001487 
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やわらかなボア生地を 

使用した、やさしい 

感触の座椅子です。 

ジャガード調＆ボア生地の座椅子 

サイズ：幅460mm×奥行460～740mm×高さ390mm 

    （座面の高さ90mm・最厚部）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿・ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

4,800円（税抜） 

入数：６ 

 
 

ミニ座椅子 ジャガード調 

サイズ：幅480mm×奥行680～1220mm×高さ680mm（座面の高さ130mm・最厚部）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿・ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

6,900円（税抜） 

入数：６ 

ハイバック座椅子 ジャガード調 

ハイバック ブルー 

JAN：4932057000657 

ハイバック ピンク 

ＪＡＮ：4932057000640 

ミニ ブルー 

ＪＡＮ：4932057000671 

ミニ ピンク 

JAN：4932057000664 

きれいな花柄の 

ジャガード調 

生地です。 



　

ブラウン 

JAN：4932057002750 
オリーブグリーン 

JAN：4932057002743 

レッド 

JAN：4932057002736 

アイボリー 

JAN：4932057002729 

シンプルな無地の生地を 

使用しています。 

背もたれ・座面それぞれに凹凸が 

あり、体にフィットする座り心地 

です。 

～りん～ 

オリーブグリーン 

JAN：4932057002873 

レッド 

JAN：4932057002866 

全体にたっぷりのわたを使用した、 

ふわふわとした座り心地が特徴の 

座椅子です。 

まるい座面がすっぽりおしりを 

包み込んでくれます。 

座面前と背もたれの 

２か所のでっぱりで 

快適な座り心地を 

サポートします。 

サイズ：幅460mm×奥行640～1110mm 

     ×高さ630mm 

     （座面の高さ120mm・最厚部）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

5,100円（税抜） 

入数：８ 

シンプル座椅子 凜（りん） 

サイズ：幅720mm×奥行740～1210mm×高さ650mm（座面の高さ約250mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

11,000円（税抜） 

入数：２ 

 

 

ふわふわ座椅子 凜（りん） 

ブラウン 

JAN：4932057002880 
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バニラ 
JAN:4932057228341 

バナナ 
JAN:4932057228358 

抹茶 

JAN:4932057228396 
ストロベリー 

JAN:4932057228372 

ミント 

JAN:4932057228389 

モカ 
JAN:4932057228365 

*ちっちゃな同色巾着袋付き 

*持ち運び便利な持ち手付き 
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サイズ ：幅370×奥行430～710×高さ370㎜ 

     （座面の高さ90㎜） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

5,300円（税抜） 

入数：6 

 

 

チョコラータ 



コンパクト座椅子

株式会社イーノ 〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

水玉と薔薇を合わせたラブリー模様。フリルもついて乙女心を 

満たしてくれるとってもかわいらしいコンパクト座椅子です。 

サイズ ：幅410×奥行450～730×高さ380㎜ 

      座面高110㎜ 

      （周りのフリルを含まないサイズになっております） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

6,100円（税抜） 

入数：6 

コンパクト座椅子 ロゼット 

レッド 

JAN：4932057127293 

ブラウン 

JAN：4932057127286 

コンパクトながらもしっかりとした座り心地が自慢です。 

レザータイプなので高級感もあります。 

背もたれ裏側に持ち手が 

ついています。 

サイズ ：幅410×奥行450～730×高さ380㎜ 座面高110㎜ 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

5,100円（税抜） 

入数：6 

コンパクト座椅子 プチエンジェル 

レッド 

JAN：4932057208893 

ブラック 

JAN：4932057208886 
アイボリー 

JAN：4932057208879 



和柄座椅子

座面前と背もたれの 

２か所のでっぱりが 

快適な座り心地を 

サポートします。 

座面上面に 

低反発ウレタンを 

使用しています。 

イメージ 

サイズ ：幅460㎜×奥行460㎜～740㎜×高さ390㎜ （座面の高さ90㎜） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材 ：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

ミニ座椅子 刺子柄 

えんじ 

JAN：4932057228259 

紺 

JAN：4932057228105 

4,600円（税抜） 

入数：6 

コンパクトながらもしっかりした座り心地のミニ座椅子です。 

えんじ 

JAN：4932057004099 

紺 

JAN：4932057004105 

サイズ ：幅460㎜×奥行640㎜～1110㎜×高さ630㎜ （座面の高さ120㎜・最厚部） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・低反発ウレタン 

42段階フリーリクライニング 

入数：６ 

低反発座椅子 刺子柄 

サイズ ：幅480㎜×奥行680㎜～1220㎜×高さ680㎜  

      （座面の高さ130㎜・最厚部） 

構造部材：金属（鋼） 

張り材：綿 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

ハイバック座椅子 矢絣柄 

低反発 

レトロな雰囲気の矢絣柄が和風にもモダンにも 

マッチします。背もたれが高めなのでくつろげます。 

えんじ 

JAN：4932057231860 

上代：5,700円（税抜） 

入数：6 

紺 

JAN：4932057231853 
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サイズ：幅1070mm×奥行700～1060mm 

    ×高さ530mm 

     （座面の高さ160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        ・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

16,000円（税抜） 

入数：３ 

 

エンジェルＷ アニマル柄 

サイズ：幅530mm×奥行700～1060mm×高さ530mm 

     （座面の高さ160mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

42段階フリーリクライニング 

10,000円（税抜） 

入数：５ 

 

エンジェルＳ アニマル柄 

コルトSヒョウ柄 

JAN：4932057330785 コルトSゼブラ柄 

JAN：4932057330778 

エンジェルWゼブラ柄 

JAN：4932057330754 

エンジェルWヒョウ柄 

JAN：4932057330730 

エンジェルSヒョウ柄 

JAN：4932057330723 

エンジェルSゼブラ柄 

JAN：4932057330747 

ＨＢゼブラ柄 

JAN：4932057220482 

ＨＢヒョウ柄 

JAN：4932057220475 

ミニヒョウ柄 

JAN：4932057228617 

ミニゼブラ柄 

JAN：4932057228624 

コルトＳソファー アニマル柄 

サイズ：幅1330mm×奥行750mm 

     ×高さ500mm 

    （座面の高さ約180mm）  

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        ・ポリエステルわた 

23,100円（税抜） 

入数：１ 

 
 

サイズ：幅460mm×奥行460～740mm×高さ390mm 

     （座面の高さ90mm）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

4,800円（税抜） 

入数：6 

 

 

ミニ座椅子 アニマル柄 

サイズ：幅480mm×奥行680～1220mm×高さ680mm 

     （座面の高さ130mm・最厚部）  

構造部材：金属（鋼） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

42段階フリーリクライニング 

6,900円（税抜） 

入数：6 

ハイバック座椅子 アニマル柄 

アニマル柄ソファー・座椅子 ヒョウ柄・ゼブラ柄 
人気のヒョウ・ゼブラの２柄のソファーと座椅子。やわらかな感触の起毛素材を使用しています。 
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コルトＳソファ

軽量だから移動も簡単。手軽に座れるウレタンソファーです。

ゴールド 

同素材の座椅子と一緒にご使用されても素敵です。 

背面 

スエード調オリーブグリーン JAN：4932057002170 

コルトＳソファー レザー 

コルトＳソファー スエード調 

やさしい風合いのスエード調と 

かっちりした印象のレザータイプがあります。 

株式会社イーノ 〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

スエード調ゴールド JAN：4932057002187 

スエード調アッシュブラウン JAN：4932057002163 

レザーアイボリー JAN：4932057310671 

レザーブラウン JAN：4932057331089 

レザーレッド JAN：4932057310596 

レザーブラック JAN：4932057184227 

サイズ：幅1330mm×奥行750mm×高さ500mm 

    （座面の高さ約180mm）  

張り材：ポリエステル 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン・ポリエステルわた 

19,300円（税抜） 

入数：1 

 
 

サイズ：幅1330mm×奥行750mm×高さ500mm 

    （座面の高さ約180mm）  

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：ウレタンフォーム・チップウレタン 

        ・ポリエステルわた 

19,300円（税抜） 

入数：1 

 
 



　

株式会社イーノ 〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

７色そろった、まあるいビーズクション！ 

レギュラーサイズとミニサイズが 

あるので、たくさんそろえたい 

かわいいクッションです。 

持ち手もついてもちはこびも簡単です。 

ミニピンク

JAN:002033 
ミニブラウン 

JAN:002057 

ミニグリーン

JAN:002040 

ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ4932057 

ミニオレンジ 

JAN004907 
ミニブルー 

JAN004914 

ミニアイボリー 

JAN004884 ミニレッド 

ＪＡＮ004891 

レギュラーブラウン 

JAN:105512 

レギュラーグリーン 

JAN:105505 

レギュラーピンク 

JAN:105499 

レギュラーオレンジ 

JAN:105482 

レギュラーブルー 

JAN:105475 

レギュラーアイボリー 

JAN004860 
レギュラーレッド 

JAN004877 

サイズ：幅390ｍm×奥行390mm 

    ×高さ250mｍ 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

4,700円（税抜） 

入数：4 

 
 

バルーン ミニ 

サイズ：幅550ｍm×奥行550mm 

    ×高さ500mｍ 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

6,650円（税抜） 

入数：2 

 
 

バルーン レギュラー 

※製品の性質上、サイズはご使用方法や、個々の製品によって異なる場合があります。 
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ビーズクッション レザータイプ 

【ビーズチェアダブル】 

やわらかすぎない座り心地の 

ビッグサイズのビーズクッションです。 

ゆったりリラックスできる、 

まるでソファーのようなクッション。 

お二人でもお座りいただけます。 

 

発泡ビーズを 

約４ｋｇ使用 

しています。 

サイズ：幅1120ｍm×奥行1140mm×高さ650mｍ

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

17,400円（税抜） 

入数：1 

 
 

ビーズチェアダブル レザー 

ビッグサイズのものや、一人用にちょうどいいチェアやスツールなど 

合成皮革を使用した、スタイリッシュなビーズクッションです。 

サイズ：幅550mm×奥行870mm×高さ630mｍ 

    （座面の高さ約250mm） 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

8,200円（税抜） 

入数：2 

 
 

ビーズチェア レザー 

サイズ：幅550mm×奥行550mm×高さ350mｍ 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

6,200円（税抜） 

入数：4 

 
 

ビーズスツール レザー 

サイズ：直径250mm×長さ500mｍ 

張り材：合成皮革（PU/PVC） 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

2,700円（税抜） 

入数：6 

 
 

ビーズボルスター レザー 

チェアダブル ブラック

JAN:4932057105796 

チェアダブル アイボリー 

ＪAN:4932057105789 

チェアダブル レッド

JAN:4932057105772 

チェアダブル ブラウン

JAN:4932057105956 

チェア ブラック 

JAN:4932057105338 

チェア アイボリー 

JAN:4932057105321 

チェア レッド 

JAN:4932057105314 

チェア ブラウン

JAN:4932057105987 

スツール ブラック 

JAN:4932057105345 

スツール アイボリー 

JAN:4932057105260 

スツール レッド 

JAN:4932057105253 

スツール ブラウン 

JAN:4932057105963 

ボルスターJAN 

ブラック：4932057105307 

アイボリー：4932057105291 

レッド：4932057105284. 

ブラウン：4932057105970 

※製品の性質上、サイズはご使用方法や、個々の製品によって異なる場合があります。 

※ビーズは直入れになっています。 



　

サイズ：直径250mm×長さ500mｍ 

張り材：綿 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

2,500円（税抜） 

入数：6 

 
 

ビーズクッション25 凜（りん） 

サイズ：直径450mm×高さ150mｍ 

張り材：綿 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

2,700円（税抜） 

入数：5 

 
 

ビーズクッション45 凜（りん） 

チェアー・レッド 

JAN：4932057002576 

スツール・オリーブグリーン 

JAN：4932057002545 

チェア ブラウン 

JAN：4932057002590 

チェアー・オリーブグリーン 

JAN：4932057002583 

スツール・ブラウン 

JAN：4932057002552 

スツール・レッド 

JAN：4932057002538 

チェアー・アイボリー 

JAN：4932057002569 

スツール・アイボリー 

JAN：4932057002521 

全面同素材を使用した、ビーズクッションです。 

チェアーは沈みこみすぎず背もたれも座面も適度に体を支えてくれます。 

スツールもしっかりとした座り心地で、ソファ用のオットマンにも最適です。 

手軽に使えるコンパクトなクッションはインテリアのアクセントにもなります。 

＊注意＊ 

発泡ビーズはカバーに直接入っておりますのでご注意ください。 

４５ブラウン 

JAN：4932057004082 
４５アイボリー 

JAN：4932057004051 

４５オリーブグリーン 

JAN：4932057004075 
４５レッド 

JAN：4932057004068 

２５レッド 

JAN：4932057004020 

２５アイボリー 

JAN：4932057004013 

２５ブラウン 

JAN：4932057004044 
２５オリーブグリーン 

JAN：4932057004037 

サイズ：幅550mm×奥行870mm×高さ630mｍ 

    （座面の高さ約250mm） 

張り材：綿 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

8,200円（税抜） 

入数：2 

 
 

ビーズチェア 凜（りん） 

サイズ：幅530mm×奥行530mm×高さ330mｍ 

張り材：綿 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

6,200円（税抜） 

入数：4 

 
 

ビーズスツール 凜（りん） 
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※製品の性質上、サイズはご使用方法や、個々の製品によって異なる場合があります。 
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チェア・ゼブラ 

JAN：4932057105765 

チェア・ヒョウ 

JAN：4932057105758 

スツール・ヒョウ 

JAN：4932057105802 

スツール・ゼブラ 

JAN：4932057105819 

６０・ヒョウ 

JAN：4932057105840 
６０・ゼブラ 

JAN：4932057105857 

３０・ゼブラ 

JAN：4932057105871 

３０・ヒョウ 

JAN：4932057105864 

４５・ヒョウ 

JAN：4932057105888 

４５・ゼブラ 

JAN：4932057105895 

２５・ヒョウ 

JAN：4932057105901 

２５・ゼブラ 

JAN：4932057105918 

アニマル柄ビーズクッション ヒョウ柄・ゼブラ柄 
人気のヒョウ・ゼブラの２柄のビーズクッション。 

やわらかな感触の起毛素材を使用しています。 

※ビーズは直入れになっています。 

サイズ：幅550mm×奥行870mm×高さ630mｍ 

    （座面の高さ約250mm） 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ（直径約3～5mm程度） 

8,300円（税抜） 

入数：2 

 
 

ビーズチェア アニマル柄 

サイズ：幅550mm×奥行550mm 

     ×高さ350mｍ 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

5,900円（税抜） 

入数：4 

 
 

ビーズスツール アニマル柄 

サイズ：直径600mm×高さ300mm 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

5,300円（税抜） 

入数：3 

 
 

ビーズクッション60 

アニマル柄 

サイズ：直径300mm×長さ900mm 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

4,500円（税抜） 

入数：4 

 
 

ビーズクッション30 

アニマル柄 

サイズ：直径450mm×高さ150mm 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

2,700円（税抜） 

入数：5 

 
 

ビーズクッション45 

アニマル柄 
サイズ：直径250mm×長さ500mm 

張り材：ポリエステル 

クッション材：発泡ビーズ 

        （直径約3～5mm程度） 

2,500円（税抜） 

入数：6 

 
 

ビーズクッション25 

アニマル柄 

※製品の性質上、サイズはご使用方法や、個々の製品によって異なる場合があります。 
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ｻｲｽﾞ 

構造部材 

貼り材 

ｸｯｼｮﾝ材 

ﾛｯﾄ 

＊３段階ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 

 

：W400×D510×H430～530   

：金属(鋼)ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 

：ポリエステル100% 

：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

：10台 

 

肘無し刺子 みどり 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000780 

みどり こん 

ちゃ あか 

肘無し刺子 こん 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000766 

肘無し刺子 ちゃ 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000773 

肘無し刺子 あか 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000827 

ｻｲｽﾞ 

構造部材 

貼り材 

ｸｯｼｮﾝ材 

ﾛｯﾄ 

＊３段階ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 

  肘は、跳ね上げが可能です。 

 

：W530×D510×H570～670   

：金属(鋼)ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 

：ポリエステル100% 

：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

：5台 

 

肘付刺子 みどり 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000810 

肘付刺子 こん 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000797 

肘付刺子 ちゃ 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000803 

肘付刺子 あか 

JANｺｰﾄﾞ：4524167 

       000834 

肘付ジャガード(コメット) 

JANｺｰﾄﾞ：4932057 

       237367 

肘無しジャガード(コメット) 

JANｺｰﾄﾞ：4932057 

       230764 

ｻｲｽﾞ 

構造部材 

貼り材 

ｸｯｼｮﾝ材 

ﾛｯﾄ 

＊３段階ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 

 

：W400×D510×H430～530   

：金属(鋼)ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 

：ポリエステル100% 

：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

：10台 

 

ｻｲｽﾞ 

構造部材 

貼り材 

ｸｯｼｮﾝ材 

ﾛｯﾄ 

＊３段階ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 

  肘は、跳ね上げが可能です。 

 

：W530×D510×H570～670   

：金属(鋼)ｸﾛｰﾑﾒｯｷ 

：ポリエステル100% 

：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

：5台 

 

肘無・肘付座椅子 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正座椅子

正座椅子 大 

3,300円（税抜） 
サイズ：幅230㎜奥行150㎜×高さ120㎜ （折り畳み時厚み55㎜） 

材質：本体/合板・ウレタンフォーム・ウレタンチップ 

    張り材/刺子柄→綿・無地紫→ポリエステル 

    脚部/ステンレス・スチール(ｸﾛﾑﾒｯｷ)・合成ゴム 

 

素朴な雰囲気の刺子柄と法要等に最適な落ち着いた紫がございます。 

正座が楽にできる正座用椅子です。 

正座する座り仕事に。お茶やお花のお稽古に。 

法要等で長時間正座する場合に。 

正座椅子 大  

刺子柄に加えて、かわいらしい和風手まり柄と落ち着いた雰囲気の紫がございます。 

正座椅子 小  

正座椅子 小 

3,000円（税抜） 
サイズ：幅190㎜×奥行110㎜×高さ120㎜（折り畳み時厚み55㎜） 

材質：本体/合板・ウレタンフォーム・ウレタンチップ 

    張り材/刺子柄・手まり柄→綿・無地紫→ポリエステル 

    脚部/ステンレス・スチール(ｸﾛﾑﾒｯｷ)・合成ゴム 

株式会社イーノ 〒910-4138 福井県あわら市下番12-10 TEL:0776-77-3711 FAX:0776-77-3712 

手まり柄・青 手まり柄・赤 

JAN：4932057002699 JAN：4932057002705 JAN：4932057002712 

無地紫 

刺子柄・紺 刺子柄・えんじ 無地紫 光沢とつむぎのような節のある 

高級感のある生地を使用。 

JAN：4932057000961 JAN：4932057002385 JAN：4932057002392 

長時間による痛みやしびれから解放されるので苦手な

正座も楽にできます。 

脚部を折り畳めば軽量でコンパクトに持ち運べます。 

刺子柄・紺 

JAN：4932057004136 

刺子柄・えんじ 

JAN：4932057004143 


