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ローフレーム（8人掛）パラソル取付不可
シェル：アルミパウダーコーティング
クッションは含まれていません
ø 2610 × H 735 mm

ローフレーム（8人掛）パラソル取付可
クッションは含まれていません シェルの背面には、パラソルと組み合わせるための凹みがあります
ø 2610 × H 735 mm

コスモス パラソル → p54

Kosmos
コスモス

ホワイト アース ブラック オーダーカラー

シェル + 固定テーブル ¥1,844,000 
KOS007

¥1,844,000
KOS605

¥1,844,000 
KOS604

¥1,844,000
KOS008

シェル + 昇降テーブル ¥1,969,000  
KOS005

¥1,969,000 
KOS609

¥1,969,000
KOS422

¥1,969,000
KOS006

ホワイト アース ブラック オーダーカラー

シェル + 固定テーブル ¥1,850,000 
KOS003

¥1,850,000 
KOS607

¥1,850,000 
KOS606

¥1,850,000 
KOS004

シェル + 昇降テーブル ¥1,975,000 
KOS001

¥1,975,000 
KOS597

¥1,975,000 
KOS610

¥1,975,000 
KOS002

© design by Dirk Wynants

コスモスは最大8人まで着席可能な円形ソファー。レザーシート
によりアウトドアアクティビティをリッチな気分にさせます。オプシ
ョンのテーブルは可動式で座面まで下げることが出来るので、
友人とのランチの後、フラットにしたコスモスの中でみんなでお
昼寝はいかがでしょうか？おいしい食事を楽しんだその同じ場所
で最高の寛ぎを得られます。
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シンセティックレザークッション（ローフレーム8人掛用）

ホワイト ¥1,077,000  
KOS333

クリーム
屋外での使用は適していません

¥1,077,000  
KOS334

サンブレラクッション（ローフレーム8人掛用）

グレーシャイン
サンブレラ®ナテ

¥1,482,000 
KOS335

ダークトープ
サンブレラ®ナテ

¥1,482,000 
KOS014

マーブル
サンブレラ®ロピ

¥1,777,000
KOS627

チャコール
サンブレラ®ロピ

¥1,777,000
KOS628

リアルレザークッション（ローフレーム8人掛用）
室内用

ブラック ¥2,140,000 
KOS345

カバー
屋外で使用する場合は、カバーをご使用ください

8人掛ローフレーム用
PVCコーティングポリエステル

¥269,000 
KOS016
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ハイフレーム（8人掛）
シェル：アルミパウダーコーティング
クッションは含まれていません シェルの背面には、パラソルと組み合わせるための凹みがあります
φ 2797 × H 1085 mm 

シンセティックレザークッション（ハイフレーム8人掛）

ホワイト ¥1,353,000 
KOS336

クリーム
屋外の使用は適していません

¥1,353,000 
KOS337

ホワイト アース ブラック オーダーカラー

シェル + 固定テーブル ¥2,449,000 
KOS017

¥2,449,000  
KOS676

¥2,449,000 
KOS668

¥2,449,000   
KOS018

シェル + 昇降テーブル ¥2,588,000 
KOS019

¥2,588,000 
KOS686

¥2,588,000
KOS684

¥2,588,000
KOS020

サンブレラクッション（ハイフレーム8人掛）

グレーシャイン
サンブレラ®ナテ

¥1,843,000 
KOS029

ダークトープ
サンブレラ®ナテ

¥1,843,000 
KOS030

マーブル
サンブレラ®ロピ

¥2,210,000
KOS633

チャコール
サンブレラ®ロピ

¥2,210,000
KOS634

リアルレザークッション（ローフレーム8人掛用）
室内用

ブラック ¥2,283,000 
KOS348
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ローフレーム（3人掛）
シェル：アルミパウダーコーティング
クッションは含まれていません
L 2512 × W 956 ×  H 735 mm

ホワイト アース ブラック オーダーカラー

シェル ¥747,000 
KOS032

¥747,000 
KOS452

¥747,000
KOS368

¥747,000
KOS033

シンセティックレザークッション（ローフレーム3人掛用）

ホワイト ¥477,000 
KOS034

クリーム
屋外での使用は適していません

¥477,000   
KOS035

サンブレラクッション（ローフレーム3人掛用）

グレーシャイン
サンブレラ®ナテ

¥692,000 
KOS038

ダークトープ
サンブレラ®ナテ

¥692,000 
KOS338

マーブル
サンブレラ®ロピ

¥832,000
KOS635

チャコール
サンブレラ®ロピ

¥832,000
KOS636

リアルレザークッション（ローフレーム3人掛用）
室内用

ブラック ¥874,000 
KOS349



52 – Extremis price list

ハイフレーム（3人掛）
シェル：アルミパウダーコーティング
クッションは含まれていません
L 2707 × W 1050 ×  H 1085 mm

ホワイト アース ブラック オーダーカラー

シェル ¥914,000 
KOS042

¥914,000   
KOS664

¥914,000  
KOS407

¥914,000   
KOS043

シンセティックレザークッション（ハイフレーム3人掛用）

ホワイト ¥639,000 
KOS044

クリーム
屋外での使用は適していません

¥639,000  
KOS045

サンブレラクッション（ハイフレーム3人掛用）

グレーシャイン
サンブレラ®ナテ

¥893,000 
KOS048

ダークトープ
サンブレラ®ナテ

¥893,000  
KOS049

マーブル
サンブレラ®ロピ

¥1,072,000 
KOS688

チャコール
サンブレラ®ロピ

¥1,072,000  
KOS689

リアルレザークッション（ハイフレーム3人掛用）
室内用

ブラック ¥1,079,000  
KOS047
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独立テーブル
ハイプレッシャーラミネート + ステンレスポール
φ 1120 × H 650mm

ホワイト ¥434,000 
KOS051

アース ¥434,000 
KOS720

ブラック ¥434,000
KOS374

3人掛x2+
独立テーブルの場合

座った状態で3-6人 

コスモスに座れる人数

コスモス8人掛 座った状態で8-9人 
横になった状態で3-4人

車椅子との組み合わせも可能
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