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The original brand which is corresponding to 

high quality of l iving and collected furniture 

out of European brands. 

That is CASA Mondo and it has been able to 

meet the best selection since Francebed had proposed 

many kinds of interior over 72 years of their history.



Sweden

Germany

Italy

I N D E X

空間を選ばない
シンプルなデザインの
リビングテーブルコレクション。

LIV ING TABLE

26

人間工学と美しいデザインが
織りなすエグゼクティブクラスの
パーソナル・チェア。

CONFORM

24

made in Sweden

高品質レザーと日本人の体形に
リデザインされた
伝統の手工芸が生む、
至上のイタリアンソファ。

S’ACCOMODI

04

made in Italy

希少価値の高い約5mmの
厚革ソファを生み出す、
高度な技術をもつ
ドイツ有数のトップメーカー。

KOINOR

16

made in Germany

20

世界の一流ブランドの
ソファを作り続ける
信頼の工房からお届けする
極上のイタリアンソファ。

DOMUS
made in Italy

最先端の人間工学から生まれた
機能性と普遍的なデザイン。
マイスターの国、
ドイツの名門ブランド。

ERPO

10

made in Germany
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Japan

数あるヨーロピアンブランドより選び抜かれた家具たちと、ハイクオリティなライフスタイルに

対応するオリジナルブランド。72年を超える歴史のなかで様々なインテリアを提案してきた

フランスベッドだからこそ出会えた厳選のコレクション、それがカーザモンドです。
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［S'ACCOMODI］のソファは古くからソファに特化した産地とし

て栄えたイタリア南部プーリア州の工房の中からフランスベッド

が厳選した高い技術と優れた職人を有する工房で作られています。

ソファ王国 イタリアのマエストロ達がひとつずつ丁寧に作り上げ

た総本革張りの格別な味わいは、その名の通り使うほどに心地よ

さと満足を確信することでしょう。

日本国内に輸入される家具のうちイタリア家具が占める割合は今

や 2％程度となっております。その希少性に加え、日本向けにサ

イズやクッションの硬さをカスタムオーダーしたソファはその繊

細な作りが最大の魅力です。

PRODUCT

［S'ACCOMODI( サコモディ )］とはイタリア語で「お寛ぎください」を意味します。

ソファづくりの全ての工程を本場イタリアで行い、日本の建築仕様や、

体型に合わせ座面の高さや、クッションの硬さなど細部にわたり日本向けにカスタムオーダーした

[S'ACCOMODI] ブランドは、上質な寛ぎの空間を演出します。

CONCEPT

［S'ACCOMODI］のソファには古くから革の一大産地として

有名なイタリア北東部にてなめされた上質なヴェネチアタン

ニングレザーのみを贅沢に使用しております。

スプリットレザーを一切使用せず、見えない部分も全て本革

を使用したソファは、耐久性にも優れ使い込むほどに豊潤で

味わい深い質感をお楽しみいただけます。

LEATHER

I ta ly
Made in
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［ カラーバイオーダー対応モデル ］
21色の多彩なカラーラインナップよりお好みの色でオーダーできます。（納期6ヶ月）

SOFA/APR-015N 2.5S ホワイト［S’ACCOMODI］
OTT/APR-015N ホワイト［S’ACCOMODI］

2SR+L シェーズセット/ホワイト

ホワイト トルトーラ

価格 ：2.5S（5） ¥304,700（本体価格：¥277,000）
     2S（2） ¥256,300（本体価格：¥233,000）
         1S（ｰ） ¥244,200（本体価格：¥222,000）（受注生産）
     OTT（0） ¥118,800（本体価格：¥108,000） 

カラー ：ホワイト（50）/トルトーラ（12）
張材 ：総本革張り（CC）
クッション材 ：ウェービングバンド
フレーム主材 ：天然木

032425（サイズ）（カラー）

［ APR-015N ］ Made in ITALY

価格 ：2SR+L シェーズ（6） ¥462,000（本体価格：¥420,000）
  2SL+R シェーズ（5） ¥462,000（本体価格：¥420,000）

カラー ：ホワイト（50）/トルトーラ（12）
張材 ：総本革張り（CC）
クッション材 ：ウェービングバンド
フレーム主材 ：天然木

032427（サイズ）（カラー）

［ APR-015N シェーズ ］ Made in ITALY

2.5S/ホワイト OTT/トルトーラ

2.5S

2.5S:W1980
2S:W1680

側面1S （受注生産）

W1100

OTT

D470/H450

W610

側面

H900/
SH430

D900

トルトーラホワイト

W1480 W960
W2440

D900/1810

2SR/2SL

H900/
SH430
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SOFA/VITA 2.5S ブラック
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3S/イエロー

2S/モカ

2S/ベージュ

正面

3S：W2010
2S：W1770

側面

H850
（SH420）

D890 イエローモカ

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：3S（3） ¥275,000（本体価格：¥250,000）
  2S（2） ¥264,000（本体価格：¥240,000）
：モカ（3）/イエロー（6） 
：総本革張り（CC）
：ウェービングバンド
：天然木

340370（サイズ）（カラー）0

［ PILAR ］

※カラーのバイオーダーはございません。

Made in ITALY

正面

2.5S：W1930
2S：W1780

側面

H850
（SH410）

D900 ベージュ ブラック

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S（5） ¥280,500（本体価格：¥255,000）
   2S（2） ¥269,500（本体価格：¥245,000）
：ベージュ（6）/ブラック（8）
：総本革張り（CC）
：Sバネ
：天然木

340371（サイズ）（カラー）0

［ VITA ］

※カラーのバイオーダーはございません。

Made in ITALY

2.5S/ブラック
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SOFA/KOMODO 3S モスグリーン
SOFA/KOMODO 2S ストーン

3S/モスグリーン

正面

3S：W2010
2S：W1610

側面

H810
（SH440）

D910

モスグリーンストーン

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：3S（3） ¥231,000（本体価格：¥210,000）
  2S（2） ¥220,000（本体価格：¥200,000）
：ストーン（0）/モスグリーン（2）
：総本革張り（CC）
：ウェービングバンド
：天然木

340368（サイズ）（カラー）0

［ KOMODO ］

※カラーのバイオーダーはございません。

Made in ITALY

正面

2.5S：W1930

側面

H870
（SH420）

D910

アイボリー

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S ¥352,000（本体価格：¥320,000）

：キャメル（3）/アイボリー（6）
：総本革張り（CC）
：ウェービングバンド
：天然木

3403695（カラー）0

［ GIRONA ］

※カラーのバイオーダーはございません。

Made in ITALY

キャメル

2S/ストーン

2.5S/アイボリー

CASA Mondo



CASA Mondo



Germany
Made in

SOFA/Porto CAT.42 3S［erpo］
SOFA/Porto CAT.42 1S［erpo］
SOFA/Porto CAT.42 OTT［erpo］

1952年、ドイツ南部のエルティンゲン市で
ソファ・ソファベッド・ベッドマットレスなどの
製造工業として創業。
エルティンゲン（ERTINGEN）と布製家具
（POLSTERMÖBEL）の頭文字を社名と致しま
した。

■1952-1959　創業期
1960年代初頭から欧州の家具市場は飽和
状態となるとともに、マーケティングの重要性
が高まり、エルポ社では新しいロゴマークを
配した営業用マニュアルと見本帳により販路を
開拓し、スローガンでもある「快適な座り心地」
を徹底して市場に訴え続けました。

■1960-1973　マーケティング
1970年から1980年代にかけては低価格商品の
製造メーカーが台頭してきましたが、エルポ社
では一貫して高品質をアピールすることが重
要と考え、当時としては画期的な販売戦略に出
ました。それは販売先やエンドユーザーが普段
見ることのできない、ソファ内部の構造や木枠
などを多数のスライド写真やパンフレットを用
いて、エルポ社の製品の優位性を訴えることで
した。お客様の目に見えない所まで手を抜かな
い高い技術とこだわりは、現在の製品作りにも
脈 と々息づいております。

■1974-1984　品質

エルポ ヒストリーHistory

＜エルポ＞は、シュトゥットガルト近郊のエルティンゲンに、1952年に創業。ドイツの

クラフトマンシップの伝統を忠実に受け継ぎながらも、人間工学理論の導入など、伝統

と最新技術を両立させた最高級のリラクゼーション・ソファを作り続けています。

確かな「違い」がある、システムソファの最高峰。
ドイツ、マイスターの国から。
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当時の商品名は「モデル4832号」や「モデル765
号」など、開発ナンバーをそのまま品名としてい
たので、個性がなく各商品の区別もつきません
でした。そこでエルポ社では南欧の雰囲気を彷
彿とさせる商品名を新たに考案しました。ベス

トセラーモデル
「ルガノ（P.13）」
の誕生です。

■1985　ルガノ
この時代、欧州ではさらに低価格商品が氾濫
し、高級メーカーであるエルポ社は、同じ状況
にあるノルウェーのグループと共に国際市場
へ打って出ました。エルポ社の高品質な製品は
各国に受け入れられ、その名前は世界に広く
知られるようになりました。この頃より日本では
フランスベッドが取り扱いを始めました。

■1985-1990　国際化
国際的な知名度が上がったのを機にロゴマー
クを刷新し、さらに売上の伸びにともない、生
産能力を得るため1998年にドライプンクト社を
買収。2003年には工場を拡大すると共にドンツ
ドルフのショールームを拡張致しました。

■1991-2009　商品ラインナップ
この年、更なる発展を図るために幹部の若返り
を図り、未来の60年に向けて力強くスタート致し
ました。創業から60年、「シート・カルチャー」と
いう新しいスローガンを掲げるとともに「エル
ポ・エフェクト」という戦略により、2005年から12
年連続販売店満足度調査第1位に輝きました。
エルポ社の今後にますます期待がかかります。

■2010-　再出発

マイスター制度を大切に守り抜くドイツにあって「モノづくり」は文化です。

エルポはこの国でインテリア業界が主催する「Markt-Intern賞」を2005

年から12年連続受賞。プロダクト品質はもちろん企業姿勢に至るまで、最

もドイツらしく、誇るべきブランドとして認められています。快適さを生み出す

設計精度は特に定評が高く、ソファの内部構造まで美しく仕上げられてい

ます。

また現代にあって製造のオートメーション化さえも拒否。ひたすらに上質な

くつろぎと安らぎを追求する企業姿勢は、国際市場においても、長年、高い

信頼を得ています。

エルポのソファに使用されるレザーは原産も加工も全てヨーロッパ。染め方や

風合いの違った5グレードのレザーからお好きなものを選んでいただけます。

（在庫色以外は受注生産のため納期を6ヶ月いただきます。）

エルポは、ドイツ国内において、
その地域で製造され、かつ高品
質の商品のみに与えられる紋章
（バーデン・ヴェルテンベルグ州）
ロゴを取得しています。

気高きマイスターの誇りを背負う
信頼に値するブランド精神。

厳選された5グレードの高級レザー

■Leather 450［厚み2.6～2.8mm］（セミアニリン）
洗練されたブルハイドレザーを使用した、最高級グレードの超厚革です。
＊自然の革が持つナチュラルマーキング（虫さされや血管の跡）も真正の特徴です。

■Leather 45［厚み1.8～2.0mm］（セミアニリン）
表面加工を殆ど行なわず自然な革の感触と風合いを最大限に引き出した最高級グレードの厚革です。
＊自然の革が持つナチュラルマーキング（虫さされや血管の跡）も真正の特徴です。

■Leather 43［厚み1.8～2.0mm］
革本来の特徴を活かしながら、豊富な色彩とテクスチャーでしっとりとした重厚感を持つ厚革です。
＊自然の革が持つナチュラルマーキング（虫さされや血管の跡）も真正の特徴です。

■Leather 42［厚み1.0～1.2mm］（セミアニリン）
丁寧ななめし加工により、革本来の質感を最大限に活かし、しっとりと柔らかな風合いが特徴です。
＊自然の革が持つナチュラルマーキング（虫さされや血管の跡）も真正の特徴です。

■Leather 170［厚み1.3～1.5mm］
厳選したヨーロピアンレザーの質感と風合いを活かしながら、表面にメンテナンス性の高い加工を施したレザーです。

CASA Mondo



価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：  3S（3） ¥1,562,000（本体価格：¥1,420,000）
   2S（2） ¥1,050,500（本体価格：¥  955,000）
   1S（1） ¥  678,700（本体価格：¥  617,000）
 OTT（0） ¥  289,300（本体価格：¥  263,000）

：ストーン（0）/コニャック（1）
：総本革張り（セミアニリン）
：ウェービングバンド
：天然木、スチール

037755（サイズ）（カラー）0

ストーン コニャック

［ Porto CAT.42 ］ Made in GERMANY

3S側面

H740-930
（SH420）

W2280-2520 W1580-1820 W810-1050

2S 1S OTT

D510/H420
W680D880-1200

3S/ストーン2.5S/ラバ

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：    3S（3）  ¥1,100,000（本体価格：¥1,000,000） 
   2.5S（5）  ¥  880,000（本体価格：¥  800,000）
     1S（1）  ¥  517,000（本体価格：¥  470,000）
  OTT（0）  ¥  170,500（本体価格：¥  155,000）

：ラバ（0）/ホワイト（1）
：総本革張り（CC）
：ウェービングバンド
：天然木、スチール

037754（サイズ）（カラー）0

ラバ ホワイト

［ Milano CAT.170 ］ Made in GERMANY

3S側面

H870-1040
（SH430）

W2120

2.5S

W1820

1S

W900

OTT

D520/H430

W600D880-1240

エルポの代名詞でもある「快適な座り心地」は、人間工学の緻

密な計算から生まれます。1985年から搭載された「エルポ・コ

ンフォートシステム」は、自然に体重をあずけるだけで座面が追

従するようにスライドし、パーフェクトな座姿勢へと導きます。

またクッションはエラスティックベルトを均一に張り込み、大判の

高級革で贅沢に仕上げた逸品。フレームでは通常は採用され

ないダボ組みで組み上げられ、耐久性を高めています。
※「エルポ・コンフォートシステム」は一部、搭載されていない機種がございます。

エルポ・コンフォートシステムをはじめ、アームやヘッドレスト、サ

イドクッションなどに可動機能を備えた豊富なラインナップも特

徴です。リクライニング機能のツマミは、力の入れ具合を調整で

きる仕様で、美観を損ねることの無いように座面下に装備され

ています。

最先端の人間工学から導き出された
シート機能と座り心地。

座るひとの好みに合わせた
豊富なリクライニング機能。

コンフォートシステム
（リクライニング機能）

CASA Mondo



価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：   3S（3） ¥2,035,000（本体価格：¥1,850,000）
  2.5S（4） ¥1,650,000（本体価格：¥1,500,000）
    2S（2） ¥1,485,000（本体価格：¥1,350,000）
    1S（1） ¥  902,000（本体価格：¥  820,000）
  OTT（0） ¥  293,700（本体価格：¥  267,000）

：ブラック
：総本革張り（セミアニリン）
：ウェービングバンド
：天然木、スチール

007146（サイズ）80

ブラック

［ Lugano CAT.45 ］

3S/ブラック

3S側面

H790-980
（SH420）

W2240

2S

W1610

1S

W980

2.5S

W1910

OTT

D550/H420
W740

Made in GERMANY

D880-1260

SOFA/Lugano CAT.45 3S ［erpo］ SOFA/Lugano CAT.45 1S ［erpo］ 
OTT/Lugano CAT.45 ［erpo］ 

ブラック

ブラック ホワイト モカ ラバ erpoロゴ入り

0386560（カラー）0

［ ランバークッション ER200-962 CAT.170］
Made in GERMANY

価格

サイズ
カラー
張材
クッション材

：¥29,700（本体価格：¥27,000）

：W540×D260×H50mm
：ブラック（8）/ホワイト（0）/モカ（1）/ラバ（3）
：総本革張り（CC）
：ウレタンフォーム

撮影協力

［LIGHTING］

CASA Mondo



シエナ ファンゴ

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S（5） ¥715,000（本体価格：¥650,000）
    2S（2） ¥660,000（本体価格：¥600,000）

：シエナ（3）/ファンゴ（6）
：総本革張り
：Sバネ
：天然木

050805（サイズ）（カラー）0

［ CL910  CAT.43 ］ Made in GERMANY

2.5S側面

W1960

2S

H780
（SH400）

W1780D870

2.5S/シエナ

SOFA/CL880 ローデン（写真はドイツオリジナル仕様）

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：¥250,800（本体価格：¥228,000）

：ローデン（2）/コニャック（3）
：総本革張り（セミアニリン）
：ウレタンフォーム
：天然木

3400075（カラー）0

［ CL150 CAT.42 ］ Made in GERMANY

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材
※ヘッドレスト1個付き

：2SL+Rシェーズ（5） ¥1,430,000（本体価格：¥1,300,000）
  2SR+Lシェーズ（9） ¥1,430,000（本体価格：¥1,300,000）

：ローデン（2）/コニャック（3）
：総本革張り（セミアニリン）
：Sバネ
：天然木

340055（サイズ）（カラー）0

［ CL880 CAT.42 ］ Made in GERMANY

ローデン コニャック

ローデン コニャック

テーブル/ローデン
テーブルを外して、スツールと

ローテーブルとしてお使いいただけます

2SR+Lシェーズ/ローデン

W670

H430
W800

H310

側面

H810/990
（SH430）

2S＋シェーズ

D：2S900/シェーズ1830 W1520 W1160
W2680

0508060（カラー）0

Made in GERMANY［ CL100.832  CAT.43 ］
W730

正面

H180-220

側面

D130

730/シエナ

価格 ：¥132,000（本体価格：¥120,000）

W580

正面

H180-220

側面

D130

Made in GERMANY

シエナ ファンゴ0508069（カラー）0

［ CL100.802  CAT.43 ］

価格

カラー
張材
※ヘッドレスト部可動式

：¥110,000（本体価格：¥100,000）

：シエナ（3）/ファンゴ（6）
：総本革張り

H180-220

側面

D130 W730

正面

0379670（カラー）0

Made in GERMANY［ CL100.832  CAT.170 ］

価格

カラー
張材
※ヘッドレスト部可動式

：¥99,000（本体価格：¥90,000）

：ホワイト（1）/モカ（0）
：総本革張り

ホワイト モカ

LIMIT
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［ CL600 サイズオーダー ］

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S ¥583,000（本体価格：¥530,000）
    2S ¥542,300（本体価格：¥493,000）

：ホワイト（0）/モカ（1）
：総本革張り（CC）
：Sバネ
：天然木

2.5S：0377495（カラー）0/2S：0377532（カラー）0

ホワイト モカ

［ CL600 CAT.170 ］ Made in GERMANY

側面

H780
（SH400）

W1700

2S

D870 W1880

2.5S

2S/ホワイト

¥638,000
（本体価格：¥580,000）

600.28

2180

¥676,500
（本体価格：¥615,000）

600.29

2510

¥676,500
（本体価格：¥615,000）

600.32

2190

¥704,000
（本体価格：¥640,000）

600.35

2510

¥352,000 
（本体価格：¥320,000）

¥379,500 
（本体価格：¥345,000）

¥489,500
（本体価格：¥445,000）

¥517,000
（本体価格：¥470,000）

¥566,500
（本体価格：¥515,000）

¥610,500
（本体価格：¥555,000）

600.14

980

600.22

1480

600.23

1560

600.25

1780

600.27

2060

600.18

1120

¥495,000
（本体価格：¥450,000）

600.47 L／R

1720

¥522,500
（本体価格：¥475,000）

600.48 L／R

1900

¥550,000
（本体価格：¥500,000）

600.49 L／R

2020

¥660,000
（本体価格：¥600,000）

600.495 L／R

2350

¥467,500
（本体価格：¥425,000）

600.46 L／R

1620

¥253,000
（本体価格：¥230,000）

600.40 L／R

740

¥407,000
（本体価格：¥370,000）

600.44 L／R

1320

¥440,000
（本体価格：¥400,000）

600.45 L／R

1400

¥280,500
（本体価格：¥255,000）

600.41 L／R

820

¥308,000
（本体価格：¥280,000）

600.42 L／R

890

600.78 L／R

830

14
50

600.795 L／R

1030

16
50

600.798 L／R

1260

18
00

600.79 L／R

16
50

830

600.792 L／R

16
50

890

¥462,000
（本体価格：¥420,000） ¥489,500

（本体価格：¥445,000）
¥517,000
（本体価格：¥470,000）

¥544,500
（本体価格：¥495,000） ¥638,000

（本体価格：¥580,000）

¥286,000
（本体価格：¥260,000）

600.70

880

88
0

53
0

530

※受注生産品のため納期を6ヶ月いただきます。

CASA Mondo



KOINOR< コイノール > のソファはすべてドイツ・北バイエルンに建設された本社工場を

含む 4 工場で生産されています。ヨーロッパ中から集まった優れたデザイナーと、高度な伝

統技術を持つマイスター、そしてドイツならではの最新鋭設備を駆使する熟練工が生み出す

ソファは、ドイツでもトップクラス。子供たちの代まで使えるソファとして、 愛用される由

縁です。

Cre a t i v i t y,  I n n ova t i o n  a n d  Cra f t sma n s h ip .

KOINOR< コイノール > は、ドイツモダンデザインソファ・トップメーカーのひとつです。 1953

年の創業以来、デザイン、機能、品質の 3 拍子揃ったソファ・メーカーとして、ヨーロッパ のみなら

ず世界 42 カ国に受け入れられています。KOINOR< コイノール > のこだわりは 「100% Made in 

Germany 」。 使用する皮革はドイツで育った牛皮を、国内のなめし工場で丹念に仕上げた逸品。原材

料の無垢材・合板・金具から、 ウレタン・スプリング・化学繊維にいたるすべてがドイツ製です。

10 0%  Made  i n  G erma ny.  

コイノールはドイツで生まれ育ったブルレ

ザーと呼ばれる約 5mm の厚革を扱える数少

ないメーカーです。 ブルレザーとは、2 歳以

上の去勢していないオス牛の革のみを指し、 

年間 2,000 頭ほどしか飼育されない非常に

希少価値の高い革です。 

NELLOW 1 台に、約 4～5 頭分の革を使用

するため、年間 400 台ほどしか生産できな

い特別な逸品です。革の凹凸、血管、シワ

の出方、個性が現れるひとつひとつの革の

表情の一品一様を慈しみ、使うたびに艶が

増していく過程も人生に寄り添う家具の格

別な味わい方としてお楽しみください。

1941年にドイツで生まれ、大学を卒業後
にドイツの有名自動車ブランドへ勤め大
型バンの外装デザインを担当。その経験
を活かし、卒業した大学で教鞭をとった
後Stefan Heiliger Designを設立。以降は国
際的な有力家具メーカーとの商品開発に
取り組みひと目で彼のデザインとわかる
ほどの有機的で洗練された形状の家具を
生み出しています。

S t e f a n  H e i l i g e r

DESIGNER

Germany
Made in

（※一部イタリア製レザーもあります）

CASA Mondo



正面

2.5S：W2300
2S：W2100

側面

H850
（SH430）

D900

2.5S/BK

SOFA/NELLOW2.5S BK
CUSHION/Y23 BK

MURO BK

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S（5） ¥1,298,000（本体価格：¥1,180,000）
   2S（2） ¥1,188,000（本体価格：¥1,080,000）
：MURO（7）/BK（8） 
：総本革張り（厚革アニリン）
：Sバネ
：天然木

340019（サイズ）（カラー）0

［ NELLOW］ Made in GERMANY ［ Y23 クッション］ Made in GERMANY

価格
カラー
張材
サイズ

：¥58,300（本体価格：¥53,000）
：MURO/BK/JAVA 
：総本革張り （厚革アニリン）
：520×520mm

MURO
BK
JAVA

：340019070
：340019080
：340178030

MURO BK JAVA

CASA Mondo



側面 正面

H800
（SH460）

2.5S：W2380
2S：W2180

D1050

2.5S/BK

［ NONA ］
340176（サイズ）（カラー）0

：2.5S（5） ¥1,320,000（本体価格：¥1,200,000）
　 2S（2） ¥1,232,000（本体価格：¥1,120,000）

：JAVA（3）/BK（8）
：総本革張り（厚革アニリン）
：Sバネ
：天然木

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

BKJAVA

SOFA/NONA 2.5S BK［KOINOR］
TABLE/RV-LT-02 BE&WE

Made in GERMANY

重圧な厚革をアクセントステッチが
引き立てます。

CASA Mondo



側面 正面 正面

H910
（SH460）

D1490 W1830 W1210

W3040

2.5S：W2340
2S：W2140

側面

D910

H910
(SH460)

Lシェーズ/DUST 2.5S/ORBIT

［ MITCHELL ］
ソファ　：340177（サイズ）（カラー）0
シェーズ：3401779（カラー）（サイズ）

価格

カラー
張材
クッション材
フレーム主材

：2.5S（5） ¥792,000（本体価格：¥720,000）
    2S（2） ¥748,000（本体価格：¥680,000）
    2SR＋Lシェーズ（2） ¥1,254,000（本体価格：¥1,140,000）
    2SL＋Rシェーズ（1） ¥1,254,000（本体価格：¥1,140,000）

：DUST（3）/ORBIT（7）
：総本革張り（アニリン）
：Sバネ
：天然木、スチール

DUST ORBIT

SOFA／MITCHELL 2SL＋Rシェーズ ORBIT

Made in GERMANY 花びらをイメージした美しく
洗練されたデザインのソファ。
フォルムの華やかさだけでな
く座り心地や耐久性まで追求
し細部まで緻密に計算されて
つくられています。

LIMIT

CASA Mondo



SOFA/PACIFICO ファブリック 2SL［DOMUS］ SOFA/PACIFICO ファブリック R CH［DOMUS］
OTT/PACIFICO レザー［DOMUS］ TABLE/T902-9502［NICOLINE］

イタリアを代表する世界的ソファブランドの製造拠点ミラノ近郊において、 世界の名だたる一流ブランドのソファを作り

続けてきた工房の至福の座り心地を、 ハウスブランド［DOMUS］（ドムス）として展開。 この工房は、ソファの製造を手

がけてきたマエストロが、1966 年にイタリアを代表するトップブランドの座クッションの工場を創業したことからはじ

まりました。その後、座クッションにとどまらず完成品としてのソファを製造するようになり、卓越した技術と高い感性

が評価され、 現在はミラノサローネ（ミラノ国際家具見本市）会場の中でも、世界の一流ブランドが軒を連ねる「5～7 号館」

に出展する多くのハイブランドのソファを手がけ、その信頼と実績を築き上げてきました。 

イタリアのトップブランドの世界観を影で支えてきた工房からの直生産。それが ［DOMUS］ の最大の魅力です。

10 0％ Made  i n  I t a ly  M i l a n o

I ta ly
Made in

EU の品質検査機関の
厳しい規格をクリアし、
イタリアで加工された
製品のみに表示できる
最高品質の証です。

ASSOPIUMA

CASA Mondo



チャコールグレー アンティロープグレー

シェーズ：34030196（サイズ）
2.5S：340229560

■ ファブリック

価格 ：2SR+Lシェーズ（2） ¥990,000（本体価格：¥900,000）
 ：2SL+Rシェーズ（1） ¥990,000（本体価格：¥900,000）
 2.5S ¥605,000（本体価格：¥550,000）

カラー ：チャコールグレー
張材 ：ファブリック
クッション材 ：ウェービングバンド、フェザー
フレーム主材 ：天然木

価格 ：2.5S ¥880,000（本体価格：¥800,000）
 OTT ¥253,000（本体価格：¥230,000）

カラー ：グレー（7）/アンティロープ（3）
張材 ：総本革張り（セミアニリン）
クッション材 ：ウェービングバンド、フェザー
フレーム主材 ：天然木

2.5S：3402295（カラー）0
OTT：340229930

■ レザー

2SL/チャコールグレー 2.5S/グレー

SOFA/PACIFICO レザー2.5Ｓグレー［DOMUS］

［PACIFICO］

OTT／アンティロープ

側面

H740
（SH400）

2S＋シェーズ

W2580

W1550 W1030D1650

側面

H740
（SH400）

D670/
H400

OTT

W880D950

2.5S

W2030

2.5S

W2030

Made in ITALY

※写真のクッションは付属しません。
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クレイ

ラム

ラムクレイ

■レザー

ラムクレイ

ラムクレイ

価格 ：2.5S（5） ¥1,320,000（本体価格：¥1,200,000）
 2S（2） ¥1,210,000（本体価格：¥1,100,000）

カラー ：クレイ（6）/ラム（0）
張材 ：総本革張り（セミアニリン）
クッション材 ：ウェービングバンド、フェザー
フレーム主材 ：スチール

※数量限定

340230（サイズ）（カラー）0
価格 ：SET ¥2,200,000（本体価格：¥2,000,000）

カラー ：クレイ（6）/ラム（0）
張材 ：総本革張り（セミアニリン）
クッション材 ：ウェービングバンド、フェザー
フレーム主材 ：スチール

3403029（カラー）0  L/R共通

価格 ：レザー ¥66,000（本体価格：¥60,000）
 ファブリック ¥44,000（本体価格：¥40,000）

カラー ：レザー クレイ（6）/ ラム（0）
  ファブリック チャコールグレー（1）
張材 ：レザー総本革張り（セミアニリン）
 ファブリック
サイズ ：500×500mm

3402330（カラー）0

［ クッション ］

[B-1]

側面

H765
（SH440）

2.5S:W2100
2S:W1930

D930

側面

H765
（SH440）

D1750

2S＋シェーズ

SOFA/B-1 2.5S クレイ［DOMUS］
SOFA/B-1 Lシェーズ ラム［DOMUS］

■ファブリック

チャコールグレー

W2710
W1750 W960

Made in ITALY

クレイ／ラム
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価格
3人掛け ：¥77,000（本体価格：¥70,000）
2人掛け ：¥61,600（本体価格：¥56,000）
1人掛け ：¥48,400（本体価格：¥44,000）
オットマン ：¥37,400（本体価格：¥34,000）
※通常納期プラス約10日が必要となります。
※アニリンレザーなど一部施工対象外の商品がございます。
※シェーズタイプは2Sソファ2台分の価格となります。

※水性ボールペンによるテスト　水を吹きかけ拭き取るだけで汚れを除去。

※上記試験は一定の条件下での効果を確認したもので、あらゆる条件下での
　性能を保証するものではありません。

高分子ウレタン樹脂と特殊シリコン成分をコー
ティングすることで大切な本革ソファを末永く
ご使用いただけます。
ご使用前の商品に施工することにより、付着した
汚れも硬く絞った布で拭くだけで簡単に落とすこと
ができ、半年に一度のプロテクションクリームによ
るメンテナンス作業が約３年間不要となります。

1. 日々のお手入れの軽減

コーティング加工
は粒子が細かく素
材にフィットする
ので、レザー本来
の質感を失わず
に、耐久性や防汚
性が増します。

汚れの付着実験

3 つ の 新 機 能 を プ ラ ス

① 
ウィルス
不活化

② 
防カビ

③ 
抗菌

［ インテリアガード+3 ］

ソファの
新しい時代へ

コーティング有 コーティング無 コーティング有 コーティング無

大切なソファを
末永く使っていただくために

コーティング加工で初期の良好な状態を維持し、定期的なケアの負担を軽減します。 
※約 3年の保護効果

A型インフルエンザウィルスに対し、
作用時間 24時間で 5.1log10 以上の
ウィルス感染価減少が認められました。

2. 大切な家具を汚れからガード
汚れの浸透を軽減するため、日常の中で積み重なっていく汚れも、
さっと拭くだけできれいになります。

3. 確かな実績と安心のクオリティ
フランスベッドの静岡工場で安心安全施工。
羽田空港などの公共施設やホテル、輸入車ディーラーなどでも導入されています。

2％防カビ試験結果（ASTM法）にて
プラスチック片にインテリアガード+3を
塗布したものを検体。28日間の試験期間中、
カビの発生は認められませんでした。

抗菌力試験ではJIS 規格の抗菌性能基準である
抗菌活性値 2.0 をはるかにクリア。
安心してお使いいただけます。

CASA Mondo

コーティング被膜

レザー

水分 油分

紫外線汚れ水滴

通気性

レザー



アジャスタブル機能付き
ヘッドレスト

人間工学によって導かれた
背シートと座クッション構造

シンプルなグリップ
操作で、ストレスなく
体感できるガス
シリンダーによる
無段階リクライニング
機能

リターンメモリー　　
機能付きレッグ

席を離れても
正面に向き直ります

誰もが使いやすい
フットスツール角度

人間工学に基づいて作られた [Timeout ]シリーズ。
[ T imeou t ]は人が座った姿勢から背中をあずける身体の動きを完全に把握したリクライニング機
能です。いわば背もたれと身体が一体化するため、たとえばシャツなどがずれることさえありません。

［Timeout］
チェア全体で背中を包み込み、ストレスのない自然な
姿勢のままリクライニング・ポジションへ。

［従来型］
座面スライドタイプの場合、腰～背中が前に引きずられ、
改めて座り直す必要がある。

コンフォルム

Made in Sweden

ノルウェーインダストリアル
協会、ノルウェー家具・建築家
協会会員。1992年ノルウェー
家具デザイン賞受賞。ノル
ウェー国内の公共施設のプロ
ダクトなども手がける。

Design by Jahn Aamodt

デザインと品質が寄り添う
北欧プロダクトの神髄。
機能性、耐久性、見た目の美しさ、

その全てがひとつになって快適性

を実現。数々の名品を生み出して

きた北欧から、また新しい高感度

なチェア ・ブランドの登場です。

CHAIR/Timeout inbuild Cat.60 ブラック & ウォールナット［CONFORM］

CASA Mondo



ライトグレー & ホワイトブラウン & ウォールナット

ブラック & ウォールナットアイス & ブラック

カラー

張材
クッション材
フレーム主材
製品重量
※リターン機能付き回転ベース内蔵（リターンメモリー）
　ガスシリンダー式無段階リクライニング機能付き

価格

：ブラック&ウォールナット（0）/
 アイス&ブラック（2）
：総本革張り（アニリン）
：Sバネ/モールドウレタン
：アルミ製モールドレッグ
：29kg

0508120（カラー）0

［ Timeout inbuild Cat.60 ］
Made in Sweden

：¥495,000（本体価格：¥450,000）

W780

側面 正面

H750-1060
（SH450）

D820-1450

ダークブラウン & オーク

ホワイト & ナチュラルオーク

カラー

張材
クッション材
フレーム主材
製品重量
※リターン機能付き回転ベース内蔵（リターンメモリー）
　ガスシリンダー式無段階リクライニング機能付き

価格

：ホワイト＆ナチュラルオーク（0）/
 ライトブラウン＆ブラック（3）
：総本革張り（セミアニリン）
：Sバネ/モールドウレタン
：アルミ製モールドレッグ
：29kg

3402090（カラー）0

［ Timeout inbuild Cat.30 ］
Made in Sweden

：オープン価格

価格 : ¥63,800（本体価格：¥58,000）
: W310×D640×H530mm
: ブラック（0）/ウォールナット（1）
: オーク材ベニア、メタルレッグ

0508130（カラー）0

［ Funco  ST ］
Made in Sweden

サイズ
カラー
フレーム材 ブラック ウォールナットウォールナット

Made in Sweden
ヘッドレスト高さ調整

ヘッドレスト角度調整

ヘッドレスト高さ調整

ヘッドレスト角度調整

カラー

張材
クッション材
フレーム主材
製品重量
※リターン機能付き回転ベース内蔵 （リターンメモリー）
　ガスシリンダー式無段階リクライニング機能付き

価格

：ブラウン&ウォールナット （3）/
 ライトグレー&ホワイト（4）
：総本革張り（セミアニリン）
：Sバネ/モールドウレタン
：アルミ製モールドレッグ
：本体24kg、オットマン6kg

0508129（カラー）0

［ Timeout Cat.20 ］

：¥434,500（本体価格：¥395,000）

W780

側面 正面

H660-980
（SH420）

D820-1150

W490

H385 D370

リクライニング ロッキングパーソナルチェア

Made in Sweden

0323149（カラー）0

［ Flow Rocking Chair+Stool Cat.20 ］

カラー

張材
クッション材
フレーム主材
製品重量
※リクライニング・ロッキング機能付き

価格

：ダークブラウン&オーク （3）/
 ホワイト&オーク（0）
：総本革張り（セミアニリン）
：Sバネ/モールドウレタン
：天然木、合板
：本体28kg、オットマン5kg

：¥434,500（本体価格：¥395,000）

ダークブラウン&オーク ホワイト&オーク

側面

H700-1060
（SH430）

D770-1180 W750

正面

W550

H430 D360

ヘッドレスト高さ調整

ヘッドレスト角度調整

簡単操作の無段階
フットレスト
（Timeout inbuildのみ）

ライトブラウン & ブラック

＜コンフォルム＞が生み出すどこまでもスタイリッシュなアームチェア。一つ一つの部品や材料まで徹

底的な配慮がなされています。 中でもレザーへのこだわりは強く、 本場イタリアのレザーを使用。適度に

ボリュームのある厚み0.9～1.2mmのレザーは、しっとりとした表面感としなやかな伸縮性が特徴です。

＜コンフォルム＞は高度な技術と知識を持ち合わせた少数精鋭からなる

職人集団でもあります。ベースとなるのは人間工学に基づいた設計思想。

また環境に優しい素材を使用するなど、活動姿勢も世界で高く評価されています。

アームチェア作りに特化した
専門性の高い職人集団。

Craftsmanship

革本来の味わいを活かした
3つのグレードのイタリアン・レザーを使用。

Leather

■ Cat.20 セミアニリンレザー
扱いやすさを重視しながら革本来のしなやかさを残したバランスのよい皮革です。染色した革に少量のコ
ーティング剤を使用。十分な柔らかさと耐久性を持ち合わせたレザーです。

■ Cat.60 アニリンレザー
上質な革本来の風合いを最大限に活かした皮革です。とても柔らかく手触りは滑らか。品格のある最高級のレザーです。

■ Cat.30 セミアニリンレザー
Cat.20より厚みを増したレザーで、より上質な革のテクスチャーが感じられます。

OTT

OTT

LIMIT

CASA Mondo



CASA Mondo

※天然の大理石を使用しているため、実際の商品はひとつひとつ色や柄が異なります。写真は目安としてご覧ください。

ウッドWN

ガラスWH

H515（ウッド天板）
H510（ガラス天板）

Φ520

CT224-04

H465（ウッド天板）
H460（ガラス天板）

Φ580

CT224-05

H415（ウッド天板）
H410（ガラス天板）

Φ640

CT224-06

［ リビングテーブル CT224-04,-05,-06 ］

価格

カラー
天板材
フレーム材

：CT224-04（4） ¥198,000（本体価格：¥180,000）
 CT224-05（5） ¥209,000（本体価格：¥190,000）
 CT224-06（6） ¥220,000（本体価格：¥200,000）

：ウッドWN（1）/ガラスWH（2）
：ウッドWN：ウォールナット材/ガラスWH：強化ガラス
：スチール（クロームメッキ、ハイポリッシュ仕上げ）

050809（サイズ）（カラー）1 Made in GERMANY

ガラスWH

CT224-04,05,06/ウッドWN

WH

BR

ウッドWN

ガラスWH

価格

サイズ
カラー
天板材

フレーム材

：¥280,500（本体価格：¥255,000）

：W1250×D650×H365（ウッド天板）/H360（ガラス天板）mm 
：ウッドWN（1）/ガラスWH（2）
：ウッドWN：ウォールナット材、
  ガラスWH：強化ガラス
：スチール（クロームメッキ、ハイポリッシュ仕上げ）

0508099（カラー）0

［ リビングテーブル CT224-08 ］ Made in GERMANY

L I V I N G  T A B L E
［ T907-9502 ］

［ T902-9502 ］

価格

カラー
天板材
フレーム材

：φ735（2）¥225,500（本体価格：¥205,000）
：φ1020（1）¥264,000（本体価格：¥240,000）

：WH（0）/BR（3）
：大理石
：スチール

34025（サイズ）1（カラー）0

Made in ITALY

H310

Φ1020

H335

Φ735

LIMIT

LIMIT



サイドテーブル

サイズ
天板デザイン
天板材
レッグ
天板サイズ   ：

：W500×D430×H580mm
：006(0)/204(1)/08(2)/021(3)
：化粧板(ウレタン塗装)
：スチール(ブラック艶消し)
  W500×D430×T24mm(Lサイズ)

0507409(天板デザイン)3

サイズ
天板デザイン
天板材
レッグ
天板サイズ   ：

：W460×D370×H580mm
：006(0)/204(1)/08(2)/021(3)
：化粧板(ウレタン塗装)
：スチール(ブラック艶消し)
  W460×D370×T24mm(Lサイズ)

0507429(天板デザイン)3
価格 ：¥52,800（本体価格：¥48,000）

［ GAT- ST03 L TR_L ］

［ GAT- ST03 L SQ_L ］

ローレッグタイプ トライアングル天板

ローレッグタイプ スクエア天板

納期3週間

納期3週間

Lサイズ天板

Lサイズ天板

H580mm

H580mm

：¥52,800（本体価格：¥48,000）価格

006 204 08

空間を選ばないシンプルなデザイン。いつの時代にも愛される北欧スタイルのインテリア。
機能的なリビングテーブルとサイドテーブル。４種類の天板の中からお好きなデザインをお選びいただけます。
リビングのアクセントや、ベッドやソファに組み合わせても使い勝手の良いアイテムです。

〈天板デザイン〉

021 

［ RV-LT-02 ］

価格

サイズ
カラー

天板材

：¥107,800（本体価格：¥98,000）

：W850×D830×H294mm
：BE&WE（3）/天然木化粧板
  BR&BK（8）/化粧板
：イタリア製セラミックタイル

3402540（カラー）0

Made in JAPAN

BR&BK

BE&WE

［ RV-LT-01 ］

価格

サイズ
カラー
天板材

：¥97,900（本体価格：¥89,000）

：W1248×D648×H305mm
：CR&ESW（8）/WH&BK（3）
：天然木化粧板/イタリア製セラミックタイル

3402530（カラー）0

Made in JAPAN

Made in JAPAN

Made in JAPAN

Made in JAPAN

WH&BK

CR&ESW

GAT- LT01_006

［ リビングテーブルGAT- LT01 ］

サイズ
天板デザイン
天板材
レッグ

：W1100×D550×H370mm
：006(1)/204(2)/08(3)/021(4)
：化粧板(ウレタン塗装)
：スチール(ブラック艶消し)

05074390(天板デザイン)

納期3週間

価格 ：¥129,800（本体価格：¥118,000）

CASA Mondo



※本仕様は改善のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※商品の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。
※商品のサイズにより、仕様等が異なる場合がございます。

※都合により開館時間を変更する場合がございますので、ご来場の際は弊社HP、もしくは各ショールームへご確認の上ご来場ください。

※都合により時間を変更する場合がございますので、ご来館の際は弊社HP、もしくは各ショールームへ開館時間をご確認の上ご来場ください。

http://www.francebed.co.jp/
弊社製品は厳格な検査を経て納入しておりますが、万一不具合な点がございましたら、
お買上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせください。

お客様相談室

月～金：9～12時／13～17時（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

CASA Mondo カタログ vol.7

L - 1 6 2 1
2012

※本カタログは消費税 10％の税込価格を掲載しております。

P R  s t u d i o
［PRスタジオ 千歳 ベッド＆ソファ］ 
〒066-0075 北海道千歳市北信濃867　TEL.0123-23-5221　AM10：00～PM5：00　イベント開催日のみ営業

［PRスタジオ 仙台 ベッド＆ソファ］
〒983-0828 宮城県仙台市宮城野区岩切分台2-12-12　TEL.022-396-1281　AM10：00～PM6：00　火・水曜日休館

［PRスタジオ 東京 ベッド＆ソファ］
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148 　TEL.042-543-3281　AM10：00～PM5：00　火・水曜日休館

［PRスタジオ 信州 ベッド＆ソファ］
〒399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田664-1　TEL.0263-85-2130　AM10：00～PM6：00　イベント開催日のみ営業

［PRスタジオ 掛川 ベッド＆ソファ］
〒437-1302 静岡県掛川市大渕9100 フランスベッド（株）静岡工場構内　TEL.054-654-5950（静岡ショールーム共通）　AM10：00～PM5：00　イベント開催日のみ営業

［PRスタジオ 兵庫 ベッド＆ソファ］
〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶7　TEL.0795-77-1062　AM10：00～PM5：00　イベント開催日のみ営業

［PRスタジオ 三重 ベッド＆ソファ］
〒514-2211 三重県津市芸濃町椋本2020　TEL.059-266-0655　AM10：00～PM6：00　水・木曜日休館

［PRスタジオ 広島 ベッド＆ソファ］ 
〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西4-16-1　TEL.082-849-6270　AM10：00～PM6：00　火・水・木曜日休館

［PRスタジオ 福岡 ベッド＆ソファ］
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 福岡流通センタービル5F　TEL.092-624-2290　AM10：00～PM6：00　火・水・木曜日休館

S h o w r o o m
［札幌ショールーム］ 
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東1-3 パークイースト札幌1F　TEL.011-233-0055　AM10：00～PM6：00　水・木曜日休館

［赤坂ショールーム］　           erpoギャラリー赤坂　　　  
〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビル1F　TEL.03-5573-9300　AM10：00～PM6：00　水曜日休館

［六本木電動ベッドショールーム］  
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-16 六本木ハイツ1F 　TEL.03-5549-2128　AM10：00～PM6：00　火・水曜日休館

［横浜ショールーム］　　        erpoギャラリー横浜  
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス1F TEL.045-226-5700 AM10:00 ～PM6：00　水曜日休館

［新潟ショールーム］ 
〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 デッキィ401-2F　TEL.025-282-2380　AM10：00～PM7：00　水曜日休館　　　  

［静岡ショールーム］　　　  
〒422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町16-20 起立木工オランダ館1F　TEL.054-654-5950　AM10：00～PM6：00　水・木曜日休館

［名古屋ショールーム］　        erpoギャラリー名古屋 
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-20-27 御幸ビル1F　TEL.052-218-3026　AM10：00～PM6：00　水・木曜日休館

［大阪ショールーム］　          erpoギャラリー大阪 
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F　TEL.06-6947-8750　AM10：00～PM6：00　水曜日休館

［神戸ショールーム］
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル1F　TEL.078-382-3900　AM11：00～PM7：00　木曜日休館

［岡山ショールーム］ 
〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-16　TEL.086-242-2211　AM10：00～PM6：00　水・木曜日休館

［熊本ショールーム］ 　         erpoギャラリー熊本
〒862-0967 熊本県熊本市南区流通団地2-10　TEL.096-334-8080　AM10：00～PM6：00　火・水曜日休館

撮影協力

［LIGHTING］（表紙）
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