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Ortensia Chair

オルテンシアチェア
オリジナルチェア

CDS936

14,000 円

Size : W53.5×D53×H79.5×SH46cm
座面：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）

Cosmea Chair

ホワイト

コスメーアチェア

脚部：スチール

オリジナルチェア

カラー：ダークグレー

CDS940

ブラック

14,000 円

Size : W59×D50.5×H81.5×SH44.5cm
座面：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
脚部：スチール
カラー：全 3 色

マスタードイエロー

アイスブルー

モカグレー

Lilla Chair

リーラチェア
オリジナルチェア

Giglio Chair

CDS937

ジーリオチェア（スタッキング）
オリジナルチェア

CSE901

15,000 円

Size : W46×D51.5×H80.5×SH46.5cm
座面：PP 樹脂（強化ポリプロピレン） 脚部：ビーチウッド
カラー：全 5 色

14,000 円

Size : W48×D50×H80×SH49cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
カラー：全 6 色
Outdoor：OK

アッシュグリーン

イエロー

ホワイト

ダークグレー

グリーン

ホワイト

レッド

アッシュグリーン

ブルー

Girasole Chair

ジラソーレチェア（スタッキング）
オリジナルチェア

ホワイト

ライトグレー

CDS938

14,000 円

Size : W52.5×D52×H75.5×SH46cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
カラー：全 2 色
Outdoor：OK

ホワイト
アッシュグリーン

モカグレー

ライトグレー

ダークグレー

ホワイト

Habana Chair

Rosso Chair

ハバナチェア

ロッソチェア

オリジナルチェア

オリジナルチェア

ホワイト

CDS925（アーム無し） 15,000 円
CDS926（アーム付き） 16,500 円

CDS929（ナチュラル脚） 20,000 円
CDS930（スチール脚）17,000 円
モカグレー

Size（CDS929）: W47×D54×H82×SH46cm
Size（CDS930）: W47×D54×H81×SH47cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
、脚部：ビーチウッド／スチール
カラー：全 3 色

ライトグレー

ホワイト

アッシュグリーン

ダークグレー

Size（CDS925）: W47×D58×H84×SH47cm
Size（CDS926）: W57×D54×H80×SH46×AH71cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン） 脚部：スチール
カラー：全 3 色

Rosa Chair

ローザチェア（スタッキング）
オリジナルチェア

CDS939
CDS929（ナチュラル脚）

13,000 円

Size : W48×D52×H77.5×SH44.5cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
カラー：全 3 色
Outdoor：OK

CDS930（スチール脚）

アッシュグリーン

マスタードイエロー

マスタードイエロー

ホワイト

マリンブルー
ホワイト

ダークグレー
ライトグレー
ホワイト

Cafe Chair

カフェチェア（スタッキング）
オリジナルチェア

CDS952

14,000 円

Size : W48×D57×H80×SH46cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
カラー：全 4 色
Outdoor：OK

Frasia Chair

フレージアチェア
オリジナルチェア

CKE901 15,000 円
Size : W49×D54×H81×SH44cm
素材：PP 樹脂（強化ポリプロピレン）
カラー：全 3 色

イエロー

Notes
カタログについて

ますので、お越しになる３日前までにご希望日時のご連絡をお願い致しま
す。販売店舗では無いため、ご予約が無い場合はご対応が出来ない場合も

・カタログは 2020 年 2 月現在のものです。

ございますのでご注意ください。また全ての製品を展示しておりませんの

・価格は本体価格（税別）での表示です。

で、お越しになる前にご希望製品の展示の有無をご確認ください。

・価格には送料を含んでおりません。
（地域、数量、配送方法など確定後、
お見積を致します。）
・寸法は cm 単位での表記となります。
・為替、原料、輸入コスト等の急激な変動により、予告なく価格を改定する
場合がございます。
・品質改良・原料変更等により、製品の仕様・寸法・カラーを変更する場合
がございます。
・製造上の都合により、予告なく製造を中止する場合がございます。
・本カタログの写真は印刷のため、実際の製品と色や質感が若干異って見え
る事がございます。
製品の「張地」・「張り加工」について
・カタログ内の弊社指定の「張地」よりお選びください。
製品毎に使える張地を設定しており、張地によって価格は異なります。
・色の薄いカラーをご希望する場合、汗や湿気により衣類の染料が色移りし、
取り除けなくなる場合がございますのでご注意ください。また、コーヒー
やワインなどの強い染料が付着した場合は、すぐに取り除いてください。

張地サンプルについて
・張地サンプルの貸し出しをご希望の場合、メールにてご連絡をお願い致し
ます。
在庫状況の確認・確保について
・在庫数は日々変動しておりますので、都度在庫状況をご確認ください。
尚、在庫数はお問合せ時点での数量になります。
・在庫確保が必要な場合は、メールにてご連絡ください。
在庫確保の期限は、申込日より７日間とさせて頂きます。
また期日までにご連絡を頂けない場合、自動的に在庫確保を取消させて頂
きますので予めご了承ください。
ご注文方法
・ご注文の際には下記事項をお知らせください。
ご希望製品の品名・品番・数量、ご希望の張地やカラー
ご希望の納期、納品先・お受取担当者名・ご連絡先（携帯連絡先）

製品の仕上がりについて

納期

・製品の仕上がりについては、製造ロット・製作時期・素材により多少異な

・国内在庫がある場合、ご契約完了後、約７営業日にて出荷が可能です。

る事がございます。
・木部は素材の特性上、木目・色調・塗装色に多少のばらつきを生じる事が
ございます。
・総張りの製品は、材質・張地などにより寸法が± 10mm 程度の誤差を生
じる事がございますのでご了承ください。
製品保証
・納品日より１年間となります。製品の欠陥により発生した不具合・破損な
どについては無償で交換、または修理の対象とさせて頂きます。（現物確
認・使用状況の確認をさせて頂く場合がございます。
）

（年末年始、GW、その他、長期休暇期間を除く。）
・受注生産品、大型案件などの場合は事前にご相談ください。
キャンセル・返品について
・ご注文後のキャンセル・仕様変更は原則としてお受け致しかねます。
やむを得ずキャンセル・仕様変更をされる場合はキャンセル料が発生いた
しますので予めご了承ください。
初期不良による交換・返品 について
・製品到着後、速やかに開梱し製品の数量・仕様などご確認ください。

・１年を経過した製品は有償により修理の対象とさせて頂きます。

万が一製品に不良があった場合、お手数ですが該当製品の品名・品番・画

・下記に起因する不具合・破損については保証の対象外となります。

像等を、製品お受取り後５日以内にメールにてお送りください。不良状況

直射日光・冷暖房器具・電気製品の熱や乾燥による変形・変色・割れ

を確認し、製品の問題である場合は速やかに交換商品を手配させて頂きま

納品後の移動、輸送により生じた破損、故障

す。原則として期日を経過した場合、ご対応を致しかねますのでご了承く

ネジの締め直し等の日常メンテナンス不履行による破損

ださい。

その他不適切な取り扱い、不注意により生じた破損、改造による不具合・
破損
注意事項とおことわり
≪事故や怪我、不具合・不良・破損・劣化の原因となりますので、製品の
取扱いには十分ご注意ください。≫
・組立や取付は確実に行ってください。
・不安定な床面（傾斜・凹凸・滑りやすい床面など）
での使用はお止めください。
・設置後の移動は慎重に行ってください。引きずったり、衝撃を与えないで
ください。
・直射日光や冷暖房の熱が直接あたらないようご配慮ください。
・
「Outdoor：OK」と記載されていない製品は屋内用です。屋外では使用し

配送・製品組立について
・製品発送は「混載便（路線便）・軒先渡し」となります。
※混載便（路線便）では時間指定は出来ません。ご希望として AM または
PM をお受けしますが、状況によってはご希望通りに配送出来ない場合も
ございます。
※一般の配送会社に委託しているため、天候不良や繁忙期に遅延や指定日に
お届けできない場合がございますので予めご了承ください。
・製品（チェア・ソファ・テーブル）は、一部の樹脂チェアを除きノックダ
ウンでお送りしますので現地で組立が必要です。（インパクトドライバー
等の工具があれば難しくありません。）
・製品の組立は確実に行ってください。

ないでください。但し、
「Outdoor：OK」の製品でも紫外線による日焼け

・「完成品」での送付をご希望の場合は、別途組立工賃が発生いたします。

や砂埃による汚れや拭き取り傷は保障できません。

・「チャーター便」をご希望される場合は、別途お見積をさせて頂きます。

・椅子の上に立ったり、踏み台にするなど、椅子以外の用途に使用しないで
ください。
・無理な体勢での使用はお止めください。（椅子の前脚を浮かせたり、逆向
きに座ったり、座面の先端に座わらないでください。
）

・「開梱・組立・設置・廃材引取」が必要な場合は、別途お見積をさせて頂
きます。
・大型製品の場合、予め搬入経路の確認をお願い致します。（設置場所まで
の天井やドアの高さ、通路幅、ドア幅、エレベーターサイズなど）

・テーブルの上に立ったり、踏み台にしたり、テーブル以外の用途に使用し
ないでください。
・天板の端に重量物を置いたり、極端に力を掛けたり、片側だけに重心を寄
せるような使用はしないでください。
・ボルト・ナット・ネジ等は定期的に点検し、緩みがある場合は締め直し、
緩んだまま使用しないでください。
・異常を発見した場合、危険ですので使用を中止してください。
ショールームについて
・弊社ショールームにて製品の品質や質感等ご確認戴けます。予約制となり

リプロダクト製品（ジェネリック製品）について
日本では家具などの工業製品に対する「意匠権」の権利期間が 20 年間
と定めております。その期間を過ぎたデザインを基に再製作した家具を
「リプロダクト家具（ジェネリック家具）」と呼んでいます。
今では、多くの国々でリプロダクト家具が愛用されており、日本でもオ
フィス・パブリックエリア・個人邸・ＴＶドラマなど多くのシーンに見
られます。私どもは「意匠権」の切れた家具を、デザイナーに敬意を払
いリプロダクト家具として製作・販売をさせて頂いております。

Mail ：contact@sinfoogtrade.com
Web：www.sinfoogtrade.com

［ 取り扱いブライド ］
< 建材・ 家 具 事 業 >

< サニタリー事業 >

Amtico 社／アムティコ社（イギリス）

KA 社／ケーエー社（香港）

品目：複層 塩ビタイル

品目：人工大理石製 バスタブ＆洗面ボウル

50 年以上の歴史がある塩ビタイ

海外の高級ホテルで多く採用され

ルメーカーで、欧米では「LV T=

ている、人工大理石製バスタブや

ラグジュアリー・ビニール・タ

洗ボウルのメーカーです。

イル」と呼ばれる上級カテゴリー

バスルーム空間に高級感が得られ

の塩ビタイルです。

るので国内外の様々なホテルで採

耐久性や高い品質、デザインや

用されています。質感はマットで

環境性能がデザイナーや企業に

サラッとしていて触れるだけで重

認められ、世界中の案件に採用

厚感と高級感が伝わります。既製

されています。

品だけでなく案件毎の意匠に合わ

9 種のシリーズの中でもシグネチャーシリーズは、表層クリア層の厚み

せて、デザインやサイズをカスタムオーダー出来ます。品質に対する拘り

が 1.0mm あり、日本の他社製品の約 2 倍の耐久性を誇ります。

が認められ、欧米のサニタリーメーカーから OEM 生産を請けています。

appiani 社／アピアーニ社（イタリア）

Lefla ／リフラ

品目：セラミック製 モザイクタイル

品目：アクリル製バスタブ、バスアクセサリー

140 年以上の歴史がある老舗セ

アクリル製バスタブを案件の意匠

ラミック製モザイクタイルメー

に合わせてカスタムオーダーし、

カーで、「カスタムオーダー」に

生産型から製作するという新しい

強みを持っているメーカーです。

選択肢を加えたいという想いから、

イメージ画像やスケッチを基に

Leﬂa は始まりました。

モザイクタイルで表現し、大型

既製品のバスタブも数多く用意し

プ ー ル・SPA・床・壁 な ど 様 々

ていますので、多くの選択肢を用

なエリアで採用されています。

意出来ますので、様々な日本のプ

中でも 12mm 角のモザイクタイ

ロジェクトでも採用さています。

ルは、一般的な 25mm 角よりも繊細で上質な表現が出来、ガラスモザ

バスアクセサリーも既製品と特注品を用意しています。

イクよりも耐久性や防滑性などに優れています。

高品質でリーズナブルなアイテムをプロジェクトに提案出来ます。

DELIGHT ／ディライト

DADO ／ダド社（南アフリカ）

品目：家具

品目：人工大理石製 バスタブ＆洗面ボウル

「人々が行き交う空間をもっと心

クォーツ（石英）という天然素材

地良く。
」をコンセプトにデザイ

の結晶を樹脂に混ぜ合わせて、と

ンされたアイテムを取り揃えて

ても滑らかな質感のバスタブを製

います。

作しているメーカーです。独特で

柔らかみのある DELIGHT の家具

ダイナミックなデザインが欧米で

と一緒に過ごす事により、
「楽し
い会話が生まれ、喜びに溢れた
ひと時を過ごせる空間が創られ
れば」という想いを込めています。

も注目されています。

Jee-O ／ジーオー社（オランダ）
品目：水栓金具

シンプルでリーズナブルな価格だけでなく、座り心地やワクワク感も大

常に新しいアイデアが詰まった水栓金具を生み出すメーカーで、他社では

切に考えてデザインされた家具シリーズです。

見つける事が難しいデザインの水栓金具が沢山あります。

［ Show Room Information ］

N

り

シンフートレード株式会社

0通

営業時間：月〜金曜 10：00 〜 16：30
（土日・祝日・夏季・年末年始はお休みをさせていただきます）
※ショールームは完全予約制となっておりますので、事前の
ご予約をお願い致します。

03-5985-4606
03-6850-3763
contact@sinfoogtrade.com
www.sinfoogtrade.com

豊島区役所

都電
雑司ヶ谷駅

:
:
:
:

（有楽町線）
東池袋駅

ミニストップ
無印
良品

ジュンク堂
書店

東通り
南池袋小学校

大鳥神社
鬼子母神堂

雑司が谷駅
︵副都心線︶

TEL
FAX
MAIL
WEB

サ

サンシャイン
シティ

グリーン大通り

り
明治通

所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2 - 4 - 3 HOURAIビル 2F
※ＪＲ・西武池袋線「池袋」駅より徒歩約 10 分
有楽町線「東池袋」駅より徒歩約 6 分
副都心線「雑司が谷」駅より徒歩約 7 分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅より徒歩約 2 分
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