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Stressless® Tokyo Low back with adjustable headrest and footstool
shown in Paloma Black/Matt Black

It’s about time for you.
毎日限られた時間の中で、現代の私たちは時間に追われ、日々忙しく
生活しています。多くのやるべきことや人とのかかわりに、知らずしらずの
うちに心身はさまざまなプレッシャーで疲弊し、ストレスを抱えているこ
とでしょう。
ストレスレス ®チェアは、アクティブなライフスタイルを送る人たちに、
一呼吸置いて、考えたり立ち止まる時間と、リラックスできる環境を
お届けします。明日がよりよく心身すこやかな状態で迎えられるように、
あなただけのひとときを。
―――さぁストレスレス®に身を預けて、リチャージする時間です。
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Norwegian quality
since 1934.
雄大な山々と美しいフィヨルドに囲まれたノルウェー西部の小さな街
−ここがストレスレス®が生まれる場所です。この静けさと自然の風景こそが、
私たちのユニークなデザインにインスピレーションを与えてくれます。
ストレスレス®が誕生から約50年、世界で最も快適なチェアであり続けているのは、
世代を超えて受け継がれてきたクラフトマンシップと家具への愛情、
そしていつの時代も変わらない品質へのこだわりをもち続けてるからです。
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Designer: Rikke Wold

The innovators of ComfortTM
私たちはデザイナー、エンジニア、職人の高度に熟練したチームで、この上ない
Comfor t T M −快適性 を追求した家具を作っています。 快適であること
は私たちが最も妥協しないことの一つであり、それこそがストレスレス®そのもの
を体現していることは、実際に座ってみれば感覚としてわかっていただけるでしょ
う。私たちは1934年の創業以来、常に技術革新をしながら現状を超える家具製
造に挑戦し続けています。世界で最もユニークな家具を作り出したいという強い
想いが、人間工学に基づいた快適性への革新的なアプローチを成功させ、ストレス
レス®という機能性とアイコニックなデザインを両立した製品が生まれたのです。
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With a human touch.
私たちは、未来に続く美しい家具を提供し続けるために、最高級の素材
を用いて環境に優しいプロセスで生産にあたっています。ストレスレス®
のしなやかなレザーと柔らかな布の張地の下にこそ、卓越した技術が
隠されています。内部スプリングの計算されたこまやかな動きから、体に
絶妙なフィット感を与えるウレタンまで、この上ない心地良さを感じても
らえるように、部品のひとつひとつを自社内で設計・開発、製造していま
す。高性能ロボットによる正確な機械作業に熟練した人間の手仕事・
職人技を合わせることで、繊細なディテールに至るまで美しく、オーダー
メイドのような完璧な仕上がりを実現しています。
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RECLINER

Your sanctuary.
あなたの家には、心も体も解放できる場所があり
ますか？それこそが、私たちが世界で最も快 適な
チェア・ソファを製造している理由です。
ストレスレス®は、体に負担をかけずに最も心地よく
リラックスできるように設計されています。
大切なのは、家に自分だけの 聖域 を作ること。
家に迎え入れたその瞬間から、ストレスレス®は毎日
あなたの近くに寄り添い、いちばん心地よい居場所
になるはずです。

NEW
●ストレスレス ®トーキョー
日本の 都 市名を冠した初めてのモデル
ストレスレス ®
ト ー キョー。古 きよきも の の 価 値 や 職 人 技 を 繋 いで いく
精神。その 一方で常に世界をリードし発 信し続ける最 先 端
の 技 術 やトレンド。そん な 伝 統 と 革 新 の 交 差 する東 京 を
イメージしたニューモデルです。
ほどよい ホールド 感 に体 に 馴 染 むクッション、スタイリッ
シュで モ ダン なデザインに、インテリアと実 用 性を 兼 ね 備
え た 実 力。くつろぐ 空 間 や 時 間 、ライフスタイル に価 値と
こだわりをもったすべての人に贈ります。
p.3、24、29

スターベース/ヘッドレスト付ローバック NEW

Stressless® Tokyo Low back with adjustable headrest and footstool
shown in Paloma Black /Matt Black

p.12
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Stressless® Tokyo Low back with adjustable headrest
Stressless® Tokyo Low back
shown in Paloma Black/Matt Black

Stressless® Tokyo High back with footstool
shown in Paloma Black/Matt Black
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RECLINER

Design your dream chair.
身長や体型、お好みに合わせてリクライニングチェアが見つかるように、
ストレスレス®はモデル・サイズ・機能・ベース・レザーなど豊富なバリエーションをご用意しています。
※p. 2 2 - 25 在 庫 組 合 せ以 外 は 、すべ て特 注 で 承ります。

S・M・L の 3 サイズから
（一 部 3 サイズのご 用 意 が な い モデル もあります）

S

M

L

機能とデザインで選べる 5 つのベース

素材

機能

クラシックベース

シグニチャーベース

スターベース

オフィスベース

S・M・L

S・M・L

M

M

M

ストレスレス®を象徴する、
砂時計型の木製ベース。
何 層 も重 ね た 積 層 合 板と
北 欧 ならで はの 曲 木 技 術
で強度と安定性を実現。

ウッドフレームにツヤ 消し
アルミニウムを合わせたス
タイリッシュなロッキング
機 能 付ベース。優しい 揺れ
が体を心地よく包みます。

光 沢のあるクロムとマット
ブラック−−印 象 の 異 なる
スリムでモダンな2タイプ。
ロッキング機能付。

可動式キャスターがついた
リクライニング機能付デス
ク用チェア。レバーで7cm
昇降調整可能。

電動フットレストをシート下
に収納できるタイプ。ボタン
タッチ で フットレストが ス
ピーディーに開閉し、最適な
長さ調整が可能。

ブナ材

ブナ材＋スチール
＋アルミニウム

スチール＋アルミニウム
①クロム塗装
②マットブラック塗装

①ブナ材＋スチール（ブラック）
②＜スターベースモデル＞
→スチール（クロム）

リクライニング機能

リクライニング機能
ロッキング機能

リクライニング機能
ロッキング機能

リクライニング機能

Stressless® Reno Classic with footstool
shown in Paloma Maroon/Whitewash

最後はレザーを選んで…
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ブナ材

リクライニング機能
電動式フットレスト
オーラ のみ

トーキョー・メトロ・
ロンドン・パリ

対象モデル

レッグコンフォート TM

※日本では他のモデルの
特注は承りません。

p.20-21

RECLINER

It’s time for me.
あなたに合ったくつろぎのスタイルで、自分だけの時間を

Stressless® Mayfair Classic with footstool
shown in Paloma Light Grey/Whitewash
Stressless® Reno Signature
shown in Calido Light Brown/Oak

Stressless® View Signature with footstool
shown in Paloma Sand/Oak

※日本ではダイニングチェアを除いてファブリックの特注は承れません。

プラスTMシステム（リクライニング機能）※国際特許取得済

バランスアダプト TMシステム（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。
ヘッドレストを解除すれば寝姿勢にも対応。
p.15

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。つま先から頭の先まで、この上ない心地よさに包まれます。

●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
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Stressless® London Low back with adjustable headrest and footstool
shown in Paloma Light grey/Chrome

＜マットブラック脚＞

＜クロム脚＞

スターベース に

“ヘッドレスト付ローバック”が新登場
北欧ミッドセンチュリーの風格にスタイリッシュな
脚を組合せたスターベースモデル。ヘッドレスト付
ローバックは、コンパクトな印象でありながら頭ま
でヘッドレスト調整でカバーできる、使い勝手のよ

Stressless® Metro Low back
shown in Paloma Spallowblue/Chrome

い大きさ。脚部も新たにマットブラックスチール
が加わりました。
スターベース

※M サイズのみ

＜対象モデル＞

●ストレスレス ®トーキョー

p.3、8、9、24

●ストレスレス ®メトロ

p.23

特注：ロンドン・パリ

p.29

＜クッションタイプ＞

①ハイバック
②ヘッドレスト付ローバック（10cm昇降） NEW
③ローバック
＜脚部＞

台座フレーム：スチール 脚部：アルミニウム
カラー：①クロム ②マットブラック NEW

Stressless® Metro Low back with adjustable headrest
shown in Paloma Copper/Matt black
リクライニング機能付

ロッキング機能付

※p.23-24 在庫モデルの組合せ以外は全て特注で承ります。

12

Stressless® Metro with footstool
shown in Paloma Taupe/Chrome

RECLINER

Put you feet up.
置くスペースは最小限に、くつろぎは最大限に。
電動フットレストに足を伸ばして、飛行機の
ファーストクラスのような贅沢な時間を。

レッグコンフォート™／電動フットレスト付製品
ボタンタッチひとつで自分の足に合わせた絶妙なフィッティング
を実現した、電動フットレスト付リクライニングチェア。
シート下にスッキリ収納できるスマートなデザインも好評です。
・①電源コード ②充電式バッテリーいずれでも使用可。
・ フットレスト最大伸長約 60ｃｍ
・センサー式タッチボタンでの開閉前後操作
・コンピューターテーブル（オプション）取付可能
※リクライニング部分は電動ではありません。
＜対象モデル＞

●ストレスレス ® オーラ（M）

p.24

※日本では他モデルの特注（サイズも含む）は承れません。

※写 真はイメージ です。日本でこのモデル の 特 注は承 れません。
電動フットレスト

リクライニング機能付
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Stressless® Mayfair LegComfort™
shown in Paloma Copper/Oak

Stressless® Metro Oﬃce
shown in Paloma Black/Chrome

Comfort on wheels.
仕事に、趣味に。毎日デスクに向かう時間が長い現代人に
こそ、しっかりと体を支えるチェアが必要です。
ストレスレス ®オフィスなら、リクライニング機能付でデスク
ワークも快適に。

オフィスベース

※Mサイズのみ

p.24

机に向かう体をしっかり支え、疲れたらリクライニングもできる
可動キャスター付チェア。レバーで座面の高さも 7cm 昇降できます。
・7cm昇降機能付
・可動キャスター付
・シート部分360度回転
＜対象モデル＞
全モデル
＜脚部＞

モデルにより異なります。

クラシック／シグニチャーベースモデル

→ブナ材＋スチール（ブラック）
スターベースモデル

→台座フレーム：スチール

脚部：アルミニウム
Stressless® Reno Oﬃce
Stressless® Eldorado Low 3 seater
shown in Paloma Snow/Black

リクライニング機能付
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RECLINER

ストレスレス®チェアの目印
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。

Discover the secrets of personal comfort.

グライドシステム

最高品質の厳選素材
1

・心地よい沈み込みと究極のフィット感を実現

6

コンフォートゾーンTM

7

通気性とソフトなフィット感を実現

3

4

5

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。

＜第3層＞自社製造の 高密度モールドウレタン
・ヘタリにくい優れた耐久性

2

※国際特許取得済

こだわりの独自機能

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

体勢の変化に合わせて頭や腰を隙間なくサポート
・国際特許取得済 プラス™システム
・人間工学に基き設計されたS字スプリングが体にフィット

＜第2層＞柔らかなポリウレタンパッド

寝姿勢にしたい時は

適度な柔らかさで心地よさを

最大限リクライニングにした状態で、両手を
ヘッドレストの上部に添えて手前に引くと、ヘッ
ドレストが解除されます。背面と同じ角度になり

＜第1層＞ふんわりとしたポリエステル繊維

快適な寝姿勢に。

座面に一番近い層は体に優しい感触

最高級牛本皮革 張り
チェア1台に牛一頭分を全面に贅沢に使用
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何層にも重ねた積層合板と独自形状の2本脚
強度と安定性、耐久性に優れた作り。形状は立体商標取得。
※写真のクラシックベースの説明です。

9

安心の10年間内部装置保証付
＜対象部分＞
●リクライニングチェア 及び リクライニングソファ
回転ノブを含む、座部・背部・ヘッドレストの金属フレームと金属スプリング
シグニチャーベース 及び スターベースのバランスアダプト機能の構成パーツ

360度回転
スムーズにチェアの向きを変更できます。

角度調整できるオットマン
オットマンは、
リクライニングしたときの足の動きに合わせて角度を調整できます。

●ソファ
（エマシリーズ）
エルゴアダプトシステムの構成パーツ

オットマンの裏側にある4つ全てのプラスチックレバーを操作してください。
・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）

●ダイニングチェア
グライドシステム ＆ バランスアダプトシステムの構成パーツ
※上記の対象部分以外はすべて基本保証（1年）
となります。
張地・ウレタン・外側フレーム・脚部・天板
レッグコンフォートTM 製品 及び 電動ソファのバッテリーパック・電気部品

頭を支えて立ち上がるヘッドレスト
リクライニングに合わせてヘッドレストが
立ち上がる設計。頭をしっかりつけたまま
TVや読書に最適な角度で視線をキープ。

※クッションが傾斜した状態ではロックできません。

危険ですので、
オットマンには座らないでください。
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ロック

解除

SOFA

It’s time to lean back.
新しいソファを買うとき、多くの人はデザインや色・張地・
サイズから探しますが、本当の意味でのすばらしいデザイン
とは、目に見える先にあると考えます。「形態は機能に従う」
―――私たちは見た目の美しさを形づくる、機能性と快適
性に注力しています。
どれだけ座る人にフィットするか、包み込む心地よさがもたら
す極上の幸福感。これこそが私たちがなにより大切にし、
他のプロダクトと最大の違いを生んでいる理由です。
ソファに体を預けて、心と体から感じてください。

NEW

電動モーター式／ユニット式ソファ

●ストレスレス ® エミリー
ネックレストとレッグサポーターがボタン操作で調整できる、
電動モーター式ソファ。
ゆったりした座面サイズと柔らかなクッション、トーキョーにマッチング
するモダンデザイン。
・電源コンセント使用
・操作ボタンは各シートの座って右側面に配置
（アームもしくは隣の座面の接触部分でボタンは見えません）

・2 モーター式
①ネックレスト開閉
②レッグサポート（シート座面と一体タイプ）開閉

①

Stressless® Emily 3 seater shown in Paloma Chesnut/Chrome
Stressless® Tokyo Low back with adjustable headrest
・特 注にてシーター、ロングシートの組合せ可能。
・アームフレームはデザインの異なる 3 種
在 庫タイプ− p.25
特 注 組合 せ例− p.33

②

※在庫パターン以外はすべて特注になります。

16

スチール
（クロム）

スチール
（マットブラック）

ウッド

SOFA

Stressless® Arion19 SC High 121 with arm A10 and Stressless® Double Ottoman
shown in Paloma Black/Steel

More than a theater.
1本の映画を見終わるまでに、人は体の位置を数百回
変えると言われています。
リビングの広さや家族の人数に合わせて、シート数や
組合せをセクターアームで連結できるアリオンなら、
自宅が夢のようなホームシアターに。
目線をキープしながら頭部をサポートするので、長時間
の視聴もストレスなく快適に楽しめます。オットマンに
もテーブルにも兼用できるダブルオットマンと合わせ
て、自分だけの上質な空間を。

●ストレスレス®アリオン19 A10・A20

受注生産品

モダンでシンプルなデザインが人気のアリオン19。
アームレストはよりスリムになった新デザイン 2 タイプからお選びください。
→ホームシアター 一体型 組合せ例− p.30
その他ー p.33

A10

NEW

A20

NEW

リクライニング機能付
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Take a seat.
それはまるで一人用のチェアのように。体の動きに
合わせて座る人のベストポジションに、1シートごと
にリクライニングするソファ。思い思いのスタイル
でおくつろぎください。

●ストレスレス ®エルドラド
穏 や かな 曲 線、贅 沢にウレタンを 使った 柔らかなダブル
クッション、肘をやさしく支えるアームレスト。
レノと合わせたクラシックスタイルのロングセラーソファ
は抜群の心地よさです。
p.25

リクライニング機能付

Stressless® Eldorado High 2 seater and 3 seater shown in Paloma Copper/Oak
Stressless® Reno Signature shown in Paloma Copper/Oak
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SOFA

Designed by you.
デザインも組合せも自由に、自分スタイルに――
豊富なユニットから置くスペースに合わせてシート
組 合せを選べるソファシリーズ。広い座面に大きな

Stressless® Emma E200 2 seater w/Longseat and 2seater
shown in Paloma Black/Steel

クッション、座る人の動きにフィットした座面の角度

エルゴアダプト機能付 ユニット式ソファ

調整
（エルゴアダプトシステム）
、くつろぎの幅が広がる
ロングシートにヘッドレスト、サイドクッション…と心地
よさのすべてが揃います。
p.31

●ストレスレス ®エマ E200／E350

受注生産品

日本でも人気の E200 に、アームレストがスリムな E350 が
加わって エマ シリーズに。
シンプルな見た目に隠された驚きの機能を体感ください。

NEW
座面調整機能付

エルゴアダプトシステム （座面調整機能）
座る人に合わせてシートが自動的に調整される機能。
座ると座面がほどよく沈み込み、体によりフィットします。
※E200 シリーズにはリクライニング機能はついていません。

E200

Stressless® Emma E350 2 seater w/Longseat
shown in Silva grean/Steel

E350

※写真はイメージです。日本ではファブリックの特注は承れません。
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Leather

牛・本皮革

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。
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。

バティック

コリー

丈夫で退色に対して耐性があり、表面の保

厚みがあり、革の模様は型押しされていま

護層が厚いため、液体をこぼしても染み込

す。艶を出すコーティングにより、発色が鮮

みにくく、扱 いやすい皮 革 で す。４つ の グ

やかで深みがあります。表面の保護層が厚

レードのなかで最も手ごろな価格です。

いため、液体をこぼしても染み込みにくく、
扱いやすい皮革です。

スノー
クリーム
ラテ

ブリックレッド
オフホワイト
シルバークラウド
バニラ

モール

フォグ

ワイルドダブ
グレー
アトランティックブルー
ブラウン

All great choices, naturally.

ベージュ
モール
ペトロール
タン

モルトブラウン
ボルドー
ブラック

世界有数のプレミアム家具メーカーのひとつであることは、責任が伴うもので
す。エコーネスが使用するすべての革は、認定された国際機関と協力し、動物

ブルー
ブラウン
アマローネ
ブラック

の福祉・健康・安全と環境のための最新の法律やガイドラインに従って製造さ
れています。

皮革タイプ：型押し顔料仕上げ

皮革タイプ：型押し顔料仕上げ

皮革は世界中の主要な製革所から仕入れており、世界で最も厳しい規格基準を

厚さ：約 1.2mm

厚さ：約 1.4mm

もとに検査を徹底していますので、自信をもってお届けできる最高級品質です。

表面保護コーティング：厚い

表面保護コーティング：厚い

特徴と手触り：しぼが浅く、
硬い

特徴と手触り：しぼが深く、
硬い

※実際の皮革の色味とは異なる場合がありますので店頭でご確認ください。
※自然素材のため、同じ色でも若干の違いがあります。
※自然素材のため、年月を重ねるほど変化し、風合いを増していきます。
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お手入れについては
p.46をご覧ください。

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

Wood

約5ヵ月前後 いただいております。

ヨーロッパブナ材

在庫組合せ以外は計50色以上からカラーをお選びいただき、特注にて承ります。

厳選されたブナ材を使用しています。

※価格は皮革タイプにより異なります。

木部カラーは8色から特注にて承ります。

クラシック

p.22-23 在庫チェアの木部ベース色は、各ベース
しっとりと 肌 に なじ むしなや かな 手 触りで す。柔ら

当 社 が 提 供 する最 高 級 皮 革 で

ます。ご注文時にご指定ください。

かく自然 な風合 いが人 気 で色のバリエーションが 豊

す。保 護 用トップコートは薄く、

富なため、日本 の 在 庫 商品で 最も多く使 用している

天 然の皮革本来の模様が生かさ

皮革です。

れています。厚 みがあり、しなや

※ソファ、電動チェア、電動ソファの木部は
在庫組合せ以外は全て特注となります。

バニラ

メタルグレー

ブラウン

ライトグレー

ロック

ダークブラウン

ベージュ

クリスタルブルー

グレー

サンド

アクアグリーン

アマローネ

アーモンド

オックスフォードブルー

トープ

シャドーブルー

ヘナ

チェリー

マルーン

ダークオリーブ
ダークグリーン

ホワイト
ウォッシュ

注

ブラック

特

コッパー

特

チョコレート

ウェンゲ

色

ブラック

ウォルナット

庫

スパローブルー

フンギ

ブラウン

在

タイガーアイ

色

シルバーグレー

庫

パープルプラム

チーク

色

かでリッチな手触りが特長です。

オーク

注

ごとに右の在庫色であれば、日本国内で変更でき

特

ノブレス

在

パロマ

シグニチャー

色

皮革タイプ：セミアニリン仕上げ

厚さ：約 1.2mm

厚さ：約 1.4mm

表面保護コーティング：薄い

表面保護コーティング：非常に薄い

特徴と手触り：しぼが非常に浅く、
やわらかい

特徴と手触り：しぼが深く、
やわらかい

色

皮革タイプ：セミアニリン仕上げ

グレー

※ご購入後のベース変更・組み換えはできませんのでご了承ください。
※脚のみの販売はしておりません。

ブラック

ダイニングシリーズの木部については p.39−40をご覧ください。
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注

チェスナット

国内在庫品
チェア

ストレスレス®コンサル クラシック
皮革タイプ／バティック

（S）¥186,000
W:71 H:97 D:71 SH:41

（M）¥213,000
W:75 H:102 D:71 SH:42
オットマン

W:54 H:40 D:43

モール／ウォルナット

ボルドー／ブラウン

ブラウン／オーク

ストレスレス® メイフェア クラシック
皮革タイプ／バティック

（S）¥260,000
W:73 H:100 D:72 SH:42

（M）¥277,000
W:76 H:103 D:73 SH:42
オットマン

クラシックベース

W:55 H:42 D:40

クリーム／ウォルナット

アトランティックブルー／ウォルナット

ストレスレス® サンライズ クラシック
皮革タイプ／パロマ

（S）¥277,000
W:74 H:100 D:73 SH:43

（M）¥295,000
W:78 H:104 D:75 SH:44
オットマン

W:57 H:42 D:40

ライトグレー／ウォルナット

ヘナ／オーク

ストレスレス® レノ クラシック
皮革タイプ／パロマ

（S）¥324,000
W:73 H:98/108 D:77 SH:42

（M）¥351,000
W:77 H:99/109 D:77 SH:44

（L）
¥377,000
W:87H:100/110 D:80 SH:45
オットマン

チョコレート／チーク（S）
（M）
（L）

サンド／オーク（S）
（M）
（L）

ダークグリーン／ウォルナット（S）
（M）

コッパー／オーク（S）
（M）

W:55 H:42 D:41

アイコンの説明

リクライニング機能付

ロッキング機能付

ヘッドレスト高さ調整
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●サイズ表記は、Ｗ:幅

Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

国内在庫品チェア
NEW
ストレスレス®コンサル シグニチャー

国内在庫品も組み立て作業があります。お届けするまで

皮革タイプ／バティック

10日前後

いただくことがあります。

欠品が生じることもございますので、
ご了承ください。 詳しくは販売店でお尋ねください。

（M）
¥253,000
W:82 H:102 D:72 SH:44
オットマン

W:54 H:41 D:39

ストレスレス® ビュー

シグ二チャーベース
（バランスアダプトTM）

ブラック／ウォルナット

シグニチャー

皮革タイプ／パロマ

（S）¥362,000
W:79 H:104 D:82 SH:47

（M）¥370,000
W:84 H:109 D:84 SH:47
オットマン

W:57 H:46 D:47

ストレスレス® マジック

ライトグレー／ウェンゲ（S）
（M）

ヘナ／ウォルナット（S）
（M）

コッパー／ウォルナット（M）

スパローブルー／ウォルナット（M）

シグニチャー

皮革タイプ／ノブレス

（M）¥513,000
W:84 H:102/112 D:77 SH:47
オットマン

W:55 H:47 D:49
ブラック／ウェンゲ

アマローネ／ウェンゲ

ストレスレス®メトロ スター
皮革タイプ／パロマ

セット合計

（M）¥309,000
チェア本体

スターベース
（バランスアダプトTM）

¥242,000

オットマン単品

※ストレスレス®メトロ・トーキョーはMサイズのみの展開となります。
※ハイバックについては、チェアとオットマンの別売が可能です。

¥67,000

チェア W:80 H:112 D:71 S H:43
オットマン W:55 H:42 D:41

（リクライニングチェアとして快適にご使用いただくために、

ブラック／クロム

トープ／クロム

ストレスレス® メトロ スター
ローバック
皮革タイプ／パロマ

特注にて、マットブラック色、ヘッドレスト付ローバックタイプも
オーダーいただけます。詳細は特注チェアページをご覧ください。
→p.29

（M）¥220,000
チェア W:80 H:87 D:70 S H:43
※ローバックにはオットマンは
付属しておりません。

セットでのご使用をお薦めしております。）

※ストレスレス ®メトロ・トーキョーの幅と奥行サイズは脚部を除い
た表記です。

スパローブルー／クロム

ブラック／クロム
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※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

国内在庫品

NEW
ストレスレス® トーキョー スター
ヘッドレスト付ローバック

チェア

特注にて、ローバック、ハイバックタイプもオーダーいただけます。詳細は特注チェアページをご覧ください。→P29

皮革タイプ／パロマ

セット合計（M）
¥296,300
チェア本体

オットマン単品

¥234,500 ¥61,800

チェア W:80 H:99/109 D:76 S H:47
オットマン W:54 H:46 D:46

スターベース

（バランスアダプト ）
TM

※チェアとオットマンの別売りが可能です。

ブラック／マットブラック

バニラ／マットブラック

マルーン／マットブラック

クリスタルブルー／マットブラック

ストレスレス® コンサル オフィス
皮革タイプ／パロマ
※幅と奥行サイズは脚部を除いた表記です。

（M）¥225,000

※ハンドル操作で7cmの昇降可能。
※オフィスチェアにはオットマンは付属しておりません。

W:75 H:111/118 D:71 SH:51/58
参考サイズ：床面からアームレスト上部までH:59/66
ブラック／ブラウン

オフィスベース

ストレスレス®メトロ オフィス
皮革タイプ／パロマ
※幅と奥行サイズは脚部を除いた表記です。

（M）¥283,000

※ハンドル操作で7cmの昇降可能。
※オフィスチェアにはオットマンは付属しておりません。

W:80 H:122/129 D:71 SH:48/55
参考サイズ：床面からアームレスト上部までH:60/67
ブラック

トープ

国内在庫品
電動チェア

ストレスレス® オーラ
レッグコンフォート
皮革タイプ／パロマ

（M）¥530,000
W:77 H:110 D:81/135 SH:45

レッグコンフォート

クリスタルブルー／オーク

TM

アイコンの説明

リクライニング機能付

ロッキング機能付

24

アーモンド／ウォルナット
ヘッドレスト高さ調整

●サイズ表記は、Ｗ:幅

Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

国内在庫品

国内在庫品も組み立て作業があります。お届けするまで

ソファ

10日前後

国内在庫品チェア/ソファ
いただくことがあります。

欠品が生じることもございますので、
ご了承ください。 詳しくは販売店でお尋ねください。

ストレスレス® エルドラド
ハイバック
皮革タイプ／パロマ

ソファ

2人掛け

（M）¥542,000
W:154 H:100/110 D:85 SH:43

チョコレート／チーク

サンド／オーク

3人掛け

（M）¥715,000
W:209 H:100/110 D:85 SH:43

チョコレート／チーク

サンド／オーク

国内在庫品
電動ソファ

ネックレスト： 閉じた状態
ブラック／マットブラック

電動モーター式
ソファ

NEW
ストレスレス® エミリー
皮革タイプ／パロマ

2人掛け

¥715,400

ネックレスト： 最大UP状態

W:174 H:87/100 D:111/160 SH:45
各シート個別に電源ネックレストとレッグサポートの
調整ができます。

（開閉イメージ）写真の商品は在庫カラーではありません。

※大型商品につき、ご購入の際は搬入経路の間口サイズを事前にご確認ください。
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※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

ストレスレス ®

Accessories

スウィングテーブル2010

アクセサリー

右どちらにも取り付け可能です。

本や 飲 み 物を置くのに便 利 な 小
テーブル。クラシックベースの左
（一部機種を除く ）

ストレスレス®チェアでリラックスしたまま、
TVや読書、パソコン操作ができる、
便利な専用テーブルを各種取り揃えております。
各テーブルの木部色はp.21掲載の計8色からお選びいただけます。

ストレスレス ®USBテーブルA
USBポート付で充電しながらのPCやス
マートフォン操作も快適。半月型のベー
スがクラシック／シグニチャーベースに
ぴったりと寄せられます。
（高さ調整可）

ストレスレス ®
コンピューターテーブル 2010
角度調整できる折りたたみデスク。2つのストッパー付き
で、
ノートPCやタブレットの使用にぴったり。

エリプステーブル

コーナーテーブル

楕円形のサイドテーブル。ベースの切り込み部分を

チェアやソファの間に置ける、

ソファの脚にはさみ込むことで、テーブルを手の届く

便利なテーブル。

位置に配置できます。
（高さ調整可）
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Accessorises
在庫商品／テーブル・オットマン

ストレスレス®
スウィングテーブル2010

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®
コンピューターテーブル 2010

¥55,000

¥16,000

W:41 D:31
耐荷重 :5kg

直径:28
耐荷重 :5kg

コーナーテーブル

エリプステーブル

ストレスレス®USBテーブルA

¥45,000

¥45,000

W:69 H:48 D:60

W:49 H:48/71 D:38
耐荷重 :10kg ※高さ調整可

W:52 H:50 / 73 D:42
耐荷重 :10kg

※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。

※折り畳み可

※支柱：クロム

※支柱：ブラック

※クラシックベースとレッグコンフォート TM のみ左右どちらでも取付可能。
（一部機種を除く）

受注生産品／テーブル・オットマン

ストレスレス®アーバンテーブル

¥61,000

W:132 H:48 D:70

ウッド（ウェンゲ）

※ガラス天板

ストレスレス®エニグマ

※ガラス天板

W:90 H:44
※支柱：ブラック

マットブラック

ガラス／ウッド

¥160,000

¥49,000

¥86,000

・USB/USB ケーブル
（2m）付
・USB変換プラグは
付属しておりません。

ウィンザーテーブル

ウッド（ウォルナット）

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®USBテーブルB
W:51 H:50 / 73 D:55
耐荷重 :10kg
※支柱：クロム

¥57,000

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

※USBポート付
※高さ調整可

ガラス／ウッド（ウェンゲ）

在庫色

在庫色

ウッド

¥56,000
ストレスレス®
イージーアーム
テーブル

¥16,000

W:25 H:10 D:23

（S）¥50,000

（L）¥74,000

W:55 H:48

W:90 H:48

クロム

脚カラー：クロム、マットブラック

ストレスレス® ダブルオットマン

ストレスレス®オットマンソフト

ストレスレス®オットマンモダン

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

¥184,000

※テーブルトップ収納可。
キャスター付

W:119/154 H:44 D:61

（M）¥102,000

（M）¥96,000

W:53 H:44 D:49

W:51 H:44 D:40

（L）¥124,000

（L）¥119,000

W:64 H:44 D:70

W:60 H:44 D:60

※角度調節可。内部収納スペースあり。

※アリオン、エマに取付可能

27

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

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

受注生産品／チェア

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。

クラシックベース（リクライニング機能）

ストレスレス® コンサル

ストレスレス® ウイング

ストレスレス®メイフェア

ストレスレス® サンライズ

ストレスレス® ライブ

ストレスレス® マジック

皮革タイプ／バティック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／バティック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／ノブレス

クラシック

クラシック

S

クラシック

¥263,000

M ¥297,000
L

¥242,000

W:85 H:104 D:77 SH:42
オットマン

W:54 H:40 D:43

S・Mーp.22

S・Mーp.22

W:76 H:101 D:71 SH:42

L

クラシック

S

W:72 H:96 D:71 SH:40

S・Mーp.22

クラシック

L

¥319,000

¥297,000

L

¥314,000

¥333,000

クラシック

S

¥466,000

W:77 H:99 D:76 SH:41

W:77 H:98/108 D:76 SH:42

M ¥341,000

M ¥473,000

W:81 H:103 D:76 SH:42

W:80 H:101/111 D:77 SH:45

L

¥360,000

L

¥497,000

W:85 H:102 D:76 SH:44

W:88 H:103 D:77 SH:42

W:86 H:105 D:78 SH:45

W:90 H:103 D:78 SH:45

W:89 H:101/111 D:82 SH:45

オットマン

オットマン

オットマン

オットマン

オットマン

W:54 H:38 D:38

W:55 H:42 D:40

W:57 H:42 D:40

W:57 H:39 D:40

W:55 H:43 D:51

シグニチャーベース（リクライニング＋ロッキング機能）

ストレスレス® コンサル

ストレスレス® ウイング

ストレスレス®メイフェア

ストレスレス® レノ

ストレスレス® ライブ
シグニチャー

シグニチャー

皮革タイプ／バティック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／バティック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／ノブレス

シグニチャー

S

S

¥226,000

W:78 H:97 D:70 SH:41
Mーp.23

L

シグニチャー

S

¥303,000

S

¥300,000

¥364,000

S

¥373,000

W:80 H:99 D:71 SH:43

W:79 H:104 D:73 SH:44

W:79 H:99 D:75 SH:43

W:79 H:102 D:76 SH:44

M ¥337,000

M ¥317,000

M ¥391,000

M ¥381,000

W:84 H:103 D:72 SH:44

W:82 H:104 D:74 SH:44

W:83 H:100 D:76 SH:44

W:83 H:105 D:76 SH:44

L

¥282,000

シグニチャー

シグニチャー

L

¥359,000

L

¥337,000

¥417,000

L

¥400,000

ストレスレス® マジック

S

¥506,000

W:78 H:101/111 D:76 SH:47
Mーp.23

L

¥537,000

W:91 H:102 D:79 SH:44

W:93 H:104 D:78 SH:45

W:92 H:105 D:79 SH:47

W:92 H:100 D:80 SH:44

W:92 H:105 D:81 SH:46

W:91 H:102/112 D:84 SH:48

オットマン

オットマン

オットマン

オットマン

オットマン

オットマン

W:54 H:41 D:39

アイコンの説明

ヘッドレスト高さ調整

W:54 H:41 D:38

●サイズ表記は、Ｗ:幅

Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

W:55 H:45 D:40

SH：座面の高さ（cm）です。
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W:57 H:42 D:40

W:57 H:42 D:40

W:55 H:47 D:49

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

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。

スターベース（リクライニング＋ロッキング機能）
スターベース脚部は①クロム②マットブラックからお選びいただけます。①②とも価格は同じです。

●スターベースはMサイズのみです。
●ヘッドレスト付ローバック・ハイバックに
ついては、チェアとオットマンの別 売が
可能です。
（リクライニングチェアとして快適にご使用いただく
ために、セットでのご使用をお薦めしております。）

●ローバックにオットマンは付属しており
ません。
●ヘッドレスト付ローバック商品は一 体型
です。ローバックにオプションでヘッドレ
ストを付けることはできません。
●スター ベース 商 品 の 幅と 奥 行 サイズ は
脚部を除いた表記です。

ストレスレス® パリ

ストレスレス®トーキョー
ローバック

ストレスレス®ロンドン

ローバック

ローバック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

M ¥205,800

M ¥234,000

M ¥245,000

ストレスレス®メトロ

ストレスレス®パリ

ストレスレス®ロンドン

ヘッドレスト付ローバック

ヘッドレスト付ローバック

ヘッドレスト付ローバック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

オットマンセット合計

オットマンセット合計

ローバック

p.23

W:80 H:86 D:72 SH:46

W:80 H:85 D:77 SH:47

ヘッドレスト付
ローバック

p.24

M ¥309,000
チェア本体

¥242,000

W:80 H:98/108 D:75 SH:46

M ¥320,000
チェア本体

¥250,000

W:80 H:86 D:72 SH:46

オットマンセット合計

M ¥338,000
チェア本体

¥268,000

W:80 H:98/108 D:75 SH:46

W:80 H:98/108 D:75 SH:46

ストレスレス®トーキョー

ストレスレス® パリ

ストレスレス® ロンドン

ハイバック

ハイバック

ハイバック

皮革タイプ／パロマ

皮革タイプ／パロマ

オットマンセット合計

オットマンセット合計

M ¥320,000
チェア本体 ¥250,000

チェア本体

ストレスレス®スカイライン
シグニチャー

皮革タイプ／パロマ

S

¥362,000

W:78 H:98/108 D:72 SH:43

ハイバック

M ¥370,000
W:84 H:99/109 D:72 SH:43

L

オットマンセット合計

M ¥296,300

¥389,000

W:91 H:100/110 D:79 SH:43
オットマン

p.23

皮革タイプ／パロマ

チェア本体

¥234,500

W:80 H:110 D:81 SH:47

W:54 H:43 D:40
オットマン単品

オットマン単品

¥61,800

W:54 H:46 D:46

W:80 H:110 D:74 SH:46
オットマン単品

¥67,000

W:55 H:42 D:41
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オットマン単品

¥70,000

W:54 H:42 D:41

M ¥338,000
¥268,000

W:80 H:111 D:74 SH:46
オットマン単品

¥70,000

W:54 H:42 D:41

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

通常のアリオン19ソファはp.33をご覧ください。
（同じくアームレストは2種から選べます。）

ホームシアター 一体型ソファ
●ストレスレス®アリオン19 A10・A20/SC

受注生産品

●ストレスレス アリオン19/SCA
®

リクライニング機能付

ストレスレス アリオン19はホームシアター一体型に自由に組合わせることができます。
®

■A10（台形）

（アーム W:14 H:58 D:80）

■A20（長方形）

（アーム W:20 H:54 D:76）

ストレスレス®セクター

ストレスレス®アリオン19 A10/SC121

＜ストレスレス®アリオン19 ユニット例＞この他にも組合わせはいろいろあります。

SC

W:43 D:78
独特の曲線フォルムで
洗練されたデザイン

●ストレスレス アリオン19 A10・A20/SC 皮革タイプ：パロマ

A20/SC121

SCA

ストレスレス®アリオン19/SCA

※SH=43（脚8cmの場合）

SC 11

SC 111

SC 22

SC 121

W:184 D:110

W:275 D:129

W:291 D:123

W:330 D:130

¥631,000

¥939,000

¥908,000

¥1,077,000

ソファ両端にセクターアームを付けたタイプ

各シーター間はセクターで直結しています。
天板を回せば両サイドのテーブルに。
中はリモコンなどの収納ボックスとして使えます。

Option

ソファ両端にアームレストを付けたタイプ A10・A20からお選びください。
®

シンプルで合わせやすい
アームレスト

セクターアームは両端にのみ設置できます。
（シーター間には設置できません）

●ストレスレス ®ダブルオットマン

●ストレスレス ®イージーアームテーブル

テーブルトップと収納スペースが付いた
2人分サイズのキャスター付オットマン。

ソファのアームレスト（アリオンA10・A20／エマ
シリーズ）に取付可能なアームテーブル

W:119/154 H:44 D:61

W:25 H:10 D:23

皮革タイプ：パロマ

皮革タイプ：パロマ ※SH=43（脚8cmの場合）

¥184,000

脚部（アリオン・エマ）

¥16,000

p.27

アリオン・エマともに下記素材、形状、高さからお選びください。

ウッド

セクターアーム

SCA 11

SCA 111

SCA 22

SCA 121

W:208 D:112

W:294 D:130

W:316 D:123

W:349 D:130

¥719,000

¥1,026,000

¥996,000

¥1,164,000

＜円柱形＞

スチール
＜アングルコーン形＞

＜円柱形＞

W:31 D:78
サイズ表記はW:幅 D:奥行（cm）です。※組み合わせや皮革タイプにより価格が異なります。詳しくは、販売店でお尋ねください。
※ホームシアター商品は全て受注生産にて承ります。※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
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8cm

11cm

14cm

11cm

14cm

8cm

11cm

14cm

エルゴアダプト機能付 ユニット式ソファ
●ストレスレス®エマ E200・E350

受注生産品

アームのデザインが異なる E200・E350 2 モデルからお選びいただけます。
（座面シートは共通です）

■E200

（アーム W:20 H:52 D:91）

座面調整機能付

■E350

（アーム W:15 H:62 D:91）

ストレスレス®エマE200 2人掛けロングシート
ストレスレス®エマE350 2人掛け
※日本でファブリックの 特 注は承 れません。

※H=脚8cmの場合の床からアーム上部までの高さ

＜ストレスレス®エマ ユニット例＞この他にも組合わせはいろいろあります。

●ストレスレス ® エマ E200

皮革タイプ：パロマ

※SH=42 H=80（脚8cmの場合）

（1 シート＝W:66）

1 人掛け（サイドパネル）

W:75 H:80 D:96
●ストレスレス ® エマ E350

ロングシート

W:116 H:80 D:188

2 人掛け

3 人掛け

2 人掛けロングシート

3 人掛けロングシート

C-22

W:172 H:80 D:96

W:238 H:80 D:96

W:250 H:80 D:188

W:316 H:80 D:188

W:248 H:80 D:248

皮革タイプ：パロマ

（1 シート＝W:66）

1 人掛け（サイドパネル）

W:75 H:80 D:96
E200 と E350 は
同価格です。

ロングシート

W:106 H:80 D:188

¥275,000

Option

¥411,000

2 人掛け

3 人掛け

2 人掛けロングシート

3 人掛けロングシート

C-22

W:162 H:80 D:96

W:228 H:80 D:96

W:240 H:80 D:188

W:306 H:80 D:188

W:243 H:80 D:243

¥423,000

¥537,000

サイズ表記は、Ｗ:幅

Ｈ：高さ

¥856,000

¥1,056,000

●サイドクッション（ペア）

●ヘッドレスト

●サイドパネル

両アームレストのサイドに置けるクッション。
ペア1セットでご購入いただけます。

差込式で、回して角度調整ができるヘッドレスト。
入れる場所によって差し込み形状が異なります
ので、オーダーの際にご指定ください。

ソファとロングシートの側面は、
アームレストの代わりにサイドパネルを
取り付けることも可能です。

W:64 H：28 D:14
エマE350 2人掛け

¥737,000

皮革タイプ：パロマ

・ソファ＆コーナー用 ・ロングシート用

¥49,000（2点セット）

Ｄ：奥行（cm）です。

※組合せや皮革タイプにより価格が異なります。詳しくは販売店でお尋ねください。※エマシリーズはすべて受注生産にて承ります。

皮革タイプ：パロマ
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¥62,000

W:57 D:17

W:4.5

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

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®ウィンザー（M） オックスフォードブルー／オーク

皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

W:94 H:87 D:82 SH:43

W:149 H:87 D:82 SH:43

W:204 H:87 D:82 SH:43

W:94 H:103 D:82 SH:43

W:149 H:103 D:82 SH:43

W:204 H:103 D:82 SH:43

¥267,000

¥374,000

¥478,000

¥309,000

¥450,000

¥576,000

ストレスレス®バッキンガム
（L） トープ／オーク

皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

W:103 H:86 D:82 SH:43

W:166 H:86 D:82 SH:43

W:230 H:86 D:82 SH:43

W:103 H:103 D:82 SH:43

W:166 H:103 D:82 SH:43

W:230 H:103 D:82 SH:43

¥286,000

¥398,000

¥511,000

¥334,000

¥473,000

¥613,000

ストレスレス®エルドラド

アクアグリーン／ブラック 皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

W:99 H:84 D:85 SH:43

W:154 H:84 D:85 SH:43

W:209 H:84 D:85 SH:43

W:99 H:100/110 D:85 SH:43

W:154 H:100/110 D:85 SH:43

W:209 H:100/110 D:85 SH:43

¥316,000

¥427,000

¥548,000

¥383,000

¥542,000

¥715,000

アイコンの説明

リクライニング機能付

ロッキング機能付

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

ヘッドレスト高さ調整

●サイズ表記は、Ｗ:幅
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Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

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® アリオン19 A10

シルバーグレー／ウェンゲ 皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

W:88 H:84 D:80 SH:44

W:143 H:84 D:80 SH:44

W:198 H:84 D:80 SH:44

W:88 H:97/107 D:80 SH:44

W:143 H:97/107 D:80 SH:44

W:198 H:97/107 D:80 SH:44

¥271,000

ストレスレス® アリオン19 A20

¥376,000

¥483,000

¥324,000

¥462,000

¥605,000

シルバーグレー／ウェンゲ 皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

W:97 H:84 D:80 SH:44

W:152 H:84 D:80 SH:44

W:207 H:84 D:80 SH:44

W:97 H:97/107 D:80 SH:44

W:152 H:97/107 D:80 SH:44

W:207 H:97/107 D:80 SH:44

¥271,000

ストレスレス® ウェーブ

¥376,000

チェリー／オーク

¥483,000

¥324,000

¥462,000

¥605,000

皮革タイプ／パロマ

1人掛け（ローバック）

2人掛け（ローバック）

3人掛け（ローバック）

1人掛け（ハイバック）

2人掛け（ハイバック）

3人掛け（ハイバック）

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

W:145 H:84 D:81 SH:44

W:200 H:84 D:81 SH:44

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

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

W:200 H:101 D:81 SH:44

¥282,000

ストレスレス® エミリー

¥391,000

チェスナット／クロム

皮革タイプ／パロマ

P

P

¥497,000

¥322,000

¥452,000

¥581,000

皮革タイプ／パロマ

P

P

P
P レッグサポート開閉モーター付。

ウッド
スチール

※ロングシートにはレッグサポートのモーター機能は付いていません。
※電動ネックレストはどのタイプも標準装備です。
※大型商品につき、ご購入の際は搬入経路の間口サイズを事前にご確認ください。

1人掛けロングシート

2人掛け

3人掛け

W:174 H:85/100 D:181

¥708,000

W:174 H:85/100 D:109/174

¥709,800

W:250 H:85/100 D:109/174

W:172 H:85/100 D:181

W:172 H:85/100 D:110/174

W:248 H:85/100 D:110/174

¥719,100

¥715,400

¥987,700

¥993,300
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※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

DINING

NEW

It’s time to sit
down together.
ダイニングは、今では家の中心となる生活スペースになって
います。家族や友人が集まれば食事やお茶をしながら会話
を楽しんだり、TVを観たり。ひとりの時は新聞や雑誌の
ページをめくったり、スマホやPCの画面も眺めたり、仕事を
したり。それなら、食事の際のサポートはもちろん、ダイニン
グで過ごす時間をもっと自由にくつろげたら…ストレスレス®
ダイニングは、そんな想いをカタチにしました。今までなかっ
たことが不思議なぐらい、体にしっくりくるその感覚。
さぁ、ダイニングに集まって、思い思いのスタイルで楽しみま
しょう。

NEW

ダイニングチェア

ストレスレス ® の機能性と快適性を応用した、初のダイニング
チェア。食事の時もくつろぎの時間も、体の動きに合わせて
柔軟に最適なポジションに、背面と座面が動いて調整されます。
・リクライニング機能、ロッキング機能付
在 庫タイプ − p.37
特 注− p.39

背もたれに体を預けたとき
座った人が心地よく感じるポジション
に自動的に調整
・背面リクライニング

食事のとき（テーブル側に体を近づけた姿勢）
太ももの裏にかかる圧力を軽減し
ラクな姿勢をサポート
・前傾姿勢で座面前方が下に傾斜

・座面は前方にスライド
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DINING

The world’s ﬁrst comfortable dining chair
– with BalanceAdaptTM
ストレスレス®ダイニングチェアは、ローレル・ローズマリーの2モデルがあります。

Stressless® Laurel

●ストレスレス®ローレル

High D100

Low D100

High D200

Low D200

W: 50 H: 100・105 D: 57

W: 50 H: 85・90 D: 56

W: 45 H: 100・105 D: 57

W: 45 H: 85・90 D: 56

Stressless® Rosemary

Stressless Rosemary Low D200 dining chairs
Stressless®Madeira T100 dining table
shown in Paloma Taupe/Natural Oak
®

●ストレスレス®ローズマリー

High D100

Low D100

High D200

Low D200

W: 50 H: 100・105 D: 57

W: 50 H: 85・90 D: 56

W: 45 H: 100・105 D: 57

W: 45 H: 85・90 D: 56

サイズ表記は、Ｗ: 幅

Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

※H と SH は、ローベース・ハイベースの選択によって高さが異なります。 SH：ローベース 43cm・ハイベース 48cm となります。
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Stressless®Laurel High/Low D100 dining chairs
shown in Calido Light grey/Walnut
Stressless®Madeira T200 dining table
shown in Walnut
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DINING

在庫チェア
SH：43 cm

＜ローベース＞

1

納期 約 ヶ月

北欧らしい優しい温かみのあるウッドデザイン（D100・D200）で在庫をご用意しています。
下記のクッション（モデル・皮革カラー）×脚部（デザイン・カラー）の組合せについては、ご注 文をいただいてから

約1ヶ月

でお届けします。

※欠品が生じることもございますので、ご了承ください。
※脚部のデザイン、色変更含め、下記組合せ以外は、すべて特注にて承ります。
（納期約5ヶ月→p.39）
※ハイベース、D300についてはすべて特注にて承ります。

●ストレスレス®ローレル

●ストレスレス®ローレル

ハイバック D100

ローバック D200

ローベース

ローベース

皮革タイプ／バティック

皮革タイプ／バティック

①モール/ウォルナット
②モール/ナチュラルオーク

①モール/ウォルナット
②モール/ナチュラルオーク

¥86,000

¥75,000

W:50 H:100 D:57 SH:43

W:45 H:85 D:56 SH:43
モール/ウォルナット

モール/ナチュラルオーク

トープ/ウォルナット

トープ/ナチュラルオーク

モール/ウォルナット

モール/ナチュラルオーク

●ストレスレス®ローズマリー

ハイバック D200

ローベース
皮革タイプ／パロマ

①トープ/ウォルナット
②トープ/ナチュラルオーク

¥88,000
W:45 H:100 D:57 SH:43

＋

セットアップテーブル
ローベースのダイニングチェアに
合わせたテーブルも
ご用意しています。
p.40

●ストレスレス®サッポロ

在庫テーブル

拡張天版1枚（45cm）付

H：70 cm

①ウォルナット
②ナチュラルオーク

＜ロータイプテーブル＞

1

¥202,000

納期 約 ヶ月

W:160/205 H:70 D:90

サイズ表記は、Ｗ: 幅
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Ｈ：高さ

Ｄ：奥行

SH：座面の高さ（cm）です。

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

●D300（マットブラックスチール）

受注生産品

※ハイベースのみ

スリムな脚部でより軽やかな印象のD30 0は、
ウッドのフローリングやテーブルにも合わせやすく
アーバンでモダンな北欧スタイルに。

Stressless®Laurel High D300 dining chairs
shown in Jasmine Dark grey/MattBlack
Stressless®Toscana T200 dining table
shown in Black
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DINING

Dining chairs
1

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。

お好きな組合わせですべて特注にて承ります。

cushion options
＜モデル＞
●

ストレスレス®ローレル

●

ストレスレス®ローズマリー

＜背面タイプ＞ ※脚の高さによって、サイズが5cm異なります。

2

3

●

ローバック H：ローベース 85cm・ハイベース 90cm

●

ハイバック H：ローベース 100cm・ハイベース 105cm

ストレスレス®ローレル

fabrics and leather
●

ファブリック各種 ※詳しくは店頭のサンプルで確認ください。

●

レザー（牛本皮革／バティック、パロマ）

p.20-21

ファブリック

ウッドカラー 4色

＜ベース＞

●

無垢材

●

ローベース SH:43cm

●

積層合板

●

ハイベース SH:48cm

D100
D200
[スチール] ● D300
[ウッド]

※D300はハイベースのみ

[ ウッド ]

D100

D200

D100（無垢材）

ホワイトウォッシュ
オーク

D300

[ ウッド ]

ファブリック バティック

D200（積層合板）

マットブラック

ブラック

[ スチール ]

ファブリック

バティック

パロマ

¥80,000

¥82,000

¥85,000

W:45 H:85・90 D:56

¥73,000

¥75,000

¥78,000

W:50 H:90 D:56

¥73,000

¥75,000

¥78,000

ハイバック

W:50 H:100・105 D:57

¥84,000

¥86,000

¥89,000

W:45 H:100・105 D:57

¥77,000

¥79,000

¥82,000

W:50 H:105 D:58

¥77,000

¥79,000

¥82,000

ファブリック

バティック

パロマ

ストレスレス®
ローズマリー

ローバック

W:50 H:85・90 D:56

¥86,000

¥88,000

¥91,000

W:45 H:85・90 D:56

¥79,000

¥81,000

¥84,000

W:50 H:90 D:56

¥79,000

¥81,000

¥84,000

ハイバック

W:50 H:100・105 D:57

¥90,000

¥92,000

¥95,000

W:45 H:100・105 D:57

¥83,000

¥85,000

¥88,000

W:50 H:105 D:58

¥83,000

¥85,000

¥88,000

Ｄ：奥行

パロマ

ファブリック バティック

パロマ

D300（マットブラック塗装）

W:50 H:85・90 D:56

Ｈ：高さ

ファブリック バティック

ウォルナット

ローバック

サイズ表記は、Ｗ: 幅

パロマ

ナチュラル
オーク

スチール

ストレスレス®
ローレル

ファブリック バティック
●

レザー

legs
＜デザイン＞

●

ストレスレス®ローズマリー

パロマ

SH：座面の高さ（cm）です。

※ローベースとハイベースは同額です。
※H と SH は、ローベース・ハイベースの選択によって高さが異なります。 SH：ローベース 43cm・ハイベース 48cm となります。
※ファブリックは 1 種を除き、すべて同額です。
「ダイナミカ」のみ、レザー : パロマと同額です。
※クッションは取り外して洗濯できません。

39

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

Dining tables
在庫テーブル
Stressless®Sapporo

チェアの座面高さ（ローベース・ハイベース）に合わせて、高さの異なるテーブル2タイプをご用意しています。
種類によって在庫・特注と納期が異なりますのでご注意ください。

ローベースチェア用 H：70 cm

納期 約 1ヶ月

特注テーブル

Stressless®Toscana/Madeira

日本人の サイズに合うコンパクトなテーブル

ストレスレス® サッポロ

美 し い 北 欧 デ ザイン の ハ イテ ーブ ル

ストレスレス トスカーナ・マデイラ
®

made in Thailand
Side:D90

納期 約 5ヶ月

ハイベースチェア用 H：73 cm

made in Denmark

tabletop

1

Front:W160/205

W: 175 D: 95

●

2

legs

脚部デザイン 2種
天板セット時 H：73

ストレスレス®トスカーナ

ストレスレス®トスカーナ T 100

●

●

T100

ストレスレス® マデイラ

● T200
ストレスレス®マデイラ T200

テーブルトップはセンターで2枚に分かれており、両サイドから引いて開くと、
中に拡張リーフを収納できます。拡張天板1枚（W:45cm）がセットされています。

テーブルトップはセンターで 2 枚に分かれており、両サイドから引いて開くと、
中に拡張リーフを収納できます。
オプションにて拡張天板（W:50cm）を2 枚まで追加できます。

Option

●ストレスレス サッポロ
®

拡張天板1枚（45cm）付

W:160/205 H:70 D:90

●ストレスレス®トスカーナ／マデイラ

¥202,000

T100 （拡張天板なし） W:175 H:73 D:95
T200 （拡張天板なし） W:175 H:73 D:95

カラー：
ナチュラルオーク

¥260,000
¥245,000

W=50cm

1枚

1枚取付サイズ W：225
2 枚取付サイズ W：275

¥30,000

カラー：

ウォルナット

素材/仕上げ：
（テーブルトップ）硬質オーク材MDFボード/ウレタン塗装

ホワイトウォッシュオーク

（脚部）オーク材（色：オーク）
ブナ材積層合板（色：ウォルナット）

ナチュラルオーク

素材/仕上げ：
（テーブルトップ）MDFボード
（脚部）T100ー無垢材

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

●拡張天板
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ウォルナット

ブラック

化粧板仕上げ/ラッカー塗装（マット仕上げ）

オーク材（色：ホワイトウォッシュオーク・ナチュラルオーク）
ブナ材（色：ウォルナット・ブラック）
T200ー単板チップボード 化粧板仕上げ

Japan Style Sofa

Stressless® Lounge
Leo/Joy Japan Style
ストレスレス ® ラウンジソファ

レオ／ジョイ

日本仕様 コンパクトサイズのソファシリーズ

−−納期・オーダー可能なレザー種類／カラーについては、他のストレスレス®シリーズと異なります−−
●ラウンジソファシリーズはノルウェーでデザイン・開発され、タイで製造しています。
●在庫品ではなくすべてオーダーを受けてから製造・出荷となるため、納期は約 2 ヶ月ほどかかります。
●ソファの受注可能なレザー × カラー組合せについてはｐ.45 をご参照ください。
（記載の組合せ以外のレザーではオーダーできません）
●ソファとセットでご提案しているストレスレス® チェアはすべてノルウェー製です。
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Stressless® Lounge Leo/Joy

Japan Style

ストレスレス ラウンジソファ レオ／ジョイ
®

日本のリビング空間を
もっと心地よく、暮らしやすく。
ストレスレス ® から日本の住環境にあったコンパクトサイズのソファ
が誕生しました。夫婦や家族とのくつろぎはもちろん、自分ひとりの
くつろぎも。家 族一人ひとりに合った、＜ソファ＋リクライニング
チェア＞のある暮らし方―それが、ストレスレス ® ラウンジスタイル。
限られた空間でも工夫次第で心地よくスマートな暮らしが手に入ります。

Features

1
2
3
4

日本の住環境、小柄な日本人に合うコンパクトサイズ

心地よい暮らし を叶えるノルウェーデザイン

パーソナルなくつろぎと家族のリラックス空間がひとつに

掃除や移動もスムーズ−−使いやすさにこだわりを

Stressless ® Joy 2 Seater
®

ストレスレス ジョイ
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＋ Stressless®Consul (M) Classic
ストレスレス® コンサル(M) クラシック

Japan Style Sofa

コンパクトなリビングダイニングで叶える
“ソファ＋チェア”のある暮らし
日本の首都圏マンションにおける平均占有面積は 60〜70m 2※。
その中で、リビングダイニングの広さは10 帖から14 帖がスタンダードと言われています。
ストレスレス® ラウンジは、このようなコンパクトなリビングダイニング空間に
合わせて選べる、4 つのシータータイプを揃えました。
間取りに合わせて空間を上手に使うことで、ソファだけでなく、
リクライニングチェアまでセットで取り入れられます。
※参照）2017 年度上半期（2017 年 4 月〜9 月末）の首都圏マンション市場動向
「マンションの新規物件での 1戸当たりの平均占有面積」＜不動産経済研究所発表＞

リビングダイニングの広さ別

10 帖（460×320）

ソファ＋チェア

レイアウト例

12 帖（480×360）

2 Seater＋チェア

14 帖（660×330）

2.5 Seater＋チェア

3 Seater＋チェア

360

320

330

460

480
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660

ストレスレス ®ラウンジ ソファは 2モデル、4つのシータータイプをご用意しています。
ステッチなし
ラウンド型

ステッチあり
スクエア型

Stressless® Leo

Stressless® Joy

ストレスレス® レオ［固定式ソファ］

ストレスレス® ジョイ［固定式ソファ］
アームレストにボリュームのあるスタンダードタイプソファ。

どんな部屋にも合わせやすい、シンプルでモダンなデザイン。

フェミニンなフォルムで、部屋をやさしい印象に。

スリムなアームやタイトなラインが空間をすっきり見せてくれます。

アームレスト幅：14 cm

アームレスト幅：10 cm

丸みあり

2 Seater
W:140

3 Seater
W:200

2.5 Seater

1シート幅：60

1シート幅：60

W:170

＋

2 Seater

1シート幅：75

W:148

3 Seater Duo

3 Seater

(2cusions)

W:200

W:208

＋

1シート幅：75

3 Seater Duo
(2cusions)

W:140

1シート幅：90

ストレスレス® コンサル(M)
クラシック

パロマ皮革

［リクライニング機能付］

［リクライニング機能付］

W:78 H:104 D:75 SH:44
W:57 H:42 D:40

W:178

オススメのセットチェア

ストレスレス® サンライズ(M)

チェア
オットマン

1シート幅：60

1シート幅：90

オススメのセットチェア

クラシック

2.5 Seater

1シート幅：60

チェア
オットマン
ライトグレー

ヘナ

●ソファの 各レザー・カラーにコーディネートできる在 庫チェアをご紹介しています。チェアは他のモデルでもオーダー承ります。
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W:75 H:102 D:71 SH:42
W:54 H:40 D:43

バティック皮革

ボルドー

モール

ブラウン

Japan Style Sofa
納期約2ヶ月

ストレスレス ® チェア

ストレスレス ® ラウンジソファ（固定 式）

ストレスレス®

皮革別価格

ストレスレス®

レオ

アームレスト幅：10cm

ソファ + チェア

（リクライニング機能付）

ジョイ

［バティック］

アームレスト幅：14cm

［ パ ロ マ ］

ソファ（レオ/ジョイ）

ソファ（レオ/ジョイ）

コンサル（M）

サンライズ（M）

バティック

パロマ

W:75 H:102 D:71 Sh:42
W:54 H:40 D:43

2 Seater

2 Seater

¥213,000

コンサル

サンライズ

¥481,000

¥609,000

2.5 Seater

2.5 Seater

コンサル

サンライズ

¥507,000

¥634,000

3 Seater

3 Seater

コンサル

サンライズ

¥570,000

¥698,000

3 Seater Duo

3 Seater Duo

コンサル

サンライズ

¥596,000

¥723,000

ソファのレザーを基準にチェアタイプ
をお選びください。

+

ストレスレス®コンサル（M）

クラシック
60 cm

60 cm

チェア

2

¥268,000
［ パ ロ マ ］¥314,000

［バティック］

Seater

［バティック］

75cm

75cm

¥294,000
［ パ ロ マ ］¥339,000

Seater
W:178 H:76/80 D:83 SH:38/42

W:170 H:76/80 D:83 SH:38/42

60 cm

バティック

ストレスレス® サンライズ（M）

60 cm

¥357,000
［ パ ロ マ ］¥403,000
［バティック］

3

Seater
W:200 H:76/80 D:83 SH:38/42

クラシック

¥295,000

90 cm

3

W:208 H:76/80 D:83 SH:38/42

W:200 H:76/80 D:83 SH:38/42

Batick

バティック

パロマ

ボルドー

モール

ブラウン

※ソファのレザーはバティック 3 種、パロマ 2 種以外の色については特注は承れません。

ライトグレー

ヘナ

+

パロマ

Leg

Paloma

+

+

¥383,000
［ パ ロ マ ］¥428,000
［バティック］

※レオ／ジョイは同シータータイプで同額となります。 ※ソファとセットでオーダー可能なチェアは M サイズのみ、各記載カラー限定となります。

皮革

+

W:78 H:104 D:75 Sh:44
オットマン W:57 H:42 D:40
チェア

［ パ ロ マ ］

W:208 H:76/80 D:83 SH:38/42

90 cm

+

+

［バティック］

2.5

Leather

+

W:148 H:76/80 D:83 SH:38/42

W:140 H:76/80 D:83 SH:38/42

Seater
Duo

+

オットマン

+

脚部

長さ 14cm/18cm

※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
ウッドカラー
（5 色）

スチール

ウッド
円柱

ストレート アングル
（垂直型）

（斜め型）

オーク

ウォルナット

チーク

ブラウン

ウェンゲ

※脚部はウッド / スチールいずれの素材、
高さでも同額となります。

●ソファは、
〈 4 種のシータータイプ〉×〈2 種の皮 革〉×〈3 種の脚 部〉からお好み の 組合 せにてオーダーいただけます。 ●ソファご 注 文いただいてからお届けまで約２ヶ月頂 戴いたします。多 少ずれる場合もございますのでご了承ください。
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ソファに代わる「チェア2脚」のくつろぎ

■チェア設置スペース目安

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）

90

−省スペースでストレスレスなリビングをー

※約30〜40cm

ご自宅のソファは一人で横になって占有されてしまったり、二人でくつろぐにはやや窮屈だったりしませんか？
家族形態や来客の有無など、
ご家庭によってのソファの活用はさまざまですが、もしお二人で住むご自宅なら、
今ソファを置いているスペースに「チェア2脚」という選択はいかがでしょう。
省スペースで空間がすっきり見えるだけでなく、自分だけの、そして二人で過ごす居心地のよい特等席が簡単に作れます。

リクライニング
角度 約135°

180

90cm×180cm

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。

■ソファスペースにチェア 2 台を置いたら…

3人掛けソファ
＋
テーブル

パーソナルチェア2脚
＋
サイドテーブル
80cmの余裕
ラグサイズ

220

140

200×140cm

200

200

●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 製品を永く美しく
使っていただくために
®

レザークリーナーキット

フロアプロテクター （床キズ防止用フェルト）

¥4,200

※S/M/L サイズ共通

¥2,100

汚れを防ぐことで、より長い 期間

クラシックベース製品のチェア本体のベース底面に

下記商品は全国のストレスレス ® 製品取扱い

皮革製品を美しくお使いいただけ

貼り、床のキズを防止するためのフェルトです。

店舗にてお買い求めいただけます。

ます。年に2〜3回を目安にお手入

※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。

れすることをお薦めいたします。
※表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
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WEBでもアプリでも。自由にお好みのストレスレス®チェア・ソファをデザインしてみましょう

公式WEBサイト

スマホアプリ

www.stressless.com

Stressless @Home

スマートフォンにて

Stressless®Home

で検索ください

®

2019年中 リニューアル予定

左に記載の公式 WEB サイトの他、アプリではさらに機能が充実。画面を見ながら感覚的に

※詳細は HP にてご確認ください。

デザインや色を選んで、シミュレーションができます。

商品やキャンペーン情報はもちろん、新サイトでは自分の好み
のチェア・ソファを素材・色など自由に組合せてカスタマイズ
できるコンンフィグレーター機能も搭載。

日本オリジナル：WEBマガジン

ストレスレス®モーメント

stresslessmoment.jp
ストレスレス チェアが提供する、ストレスレスで心地よい時間や
®

●

3D視覚化により360度回転、詳細までズーム可能

●

アプリで作成したチェアやソファ複数を1つの画面内で比較、簡単な部屋のレイアウトも。

●

AR機能により、デザインしたチェア・ソファを部屋に置いたイメージが確認できる

空間、ライフスタイルを楽しむためのヒントになる情報やコトを

SNS

紹介するサイト。
公式サイトには載っていない、日本のオリジナルコンテンツが満

日本のストレスレス®SNSアカウント。最新情報はこちらで。

載。ストレスレス® × 著名人のインタビューや、ストレスレスにな

Facebook:
Ekornes Stressless JP

れるコラム、
ノルウェーのライフスタイル発信や限定プレゼント

www.facebook.com/stresslessjapan.ekornes

情報なども。

INSTAGRAM:
＠ekornesKK_stressless

ストレスレス®の心地よさをショールームで
国内取扱品を揃え、座り心地を多様なシチュエーションで
ゆっくりご体感いただけます。
お客様にあった 1 脚をスタッフがご案内いたします。
※ショールームではご購入はいただけません。扱店舗をご案内させていただきます。

ストレスレス ショールーム東京
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7ｰ5 京橋スクエア5階
いい

くつ ろぐ

0120-11-9269

●営業時間/10:00〜18:00（水曜定休）

TEL.03-3538-1420 FAX.03-3567-2180

アクセス
◎東京メトロ銀座線「京橋駅」下車、出口1より徒歩1分
◎都営地下鉄浅草線「宝町駅」下車、出口A4より徒歩1分
◎東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」下車、出口7より徒歩4分
◎東京メトロ「銀座駅」下車、出口A13より徒歩9分
◎JR「東京駅」下車、八重洲南口より徒歩10分
※専用駐車場はございませんので予めご了承ください。
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国立映画
アーカイブ

Photographers: Margaret M de Lange, Øivind Haug. Stylist: Kirsten Visdal.

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。
●サイズについては表示寸法と実物で誤差が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。
●®は登録商標です。
●カタログ表示価格はすべて本体価格になります。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

ストレスレス®製品は､全国有名百貨店･家具店にてお求めください。

ストレスレス ショールーム東京

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
TEL.03-3538-1411（代） FAX.03-3567-2130

0120-18-1485

TEL.03-3538-1420 FAX.03-3567-2180
いい

くつ ろぐ

0120-11-9269

●営業時間/10:00〜18:00（水曜定休）

www.stressless.com
Facebook:
Ekornes Stressless JP
www.facebook.com/stresslessjapan.ekornes

INSTAGRAM:
＠ekornesKK_stressless

メールでのお問い合せ・連絡先

oﬃce.jp@ekornes.com

