
New
baile series

baile AV board

コンパクトな機能ボード baile “ベイル”。

小さいスペースにも収まり、収納力も発揮します。

スペースが空けばスライドして広げると

空間を綺麗に創り上げてくれます。

T Vボードにはもちろん、飾り棚にも、ソファ前のコーヒーテーブルにも

変化してくれる万能アイテムです。

パイン無垢材にヴィンテージ加工を入れていますので、

高級感がある雰囲気に仕上がっているのも特徴的です。

BLE-AVB-001-BRbaile AV board

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

ヴィンテージ加工をしたパイン無垢材が

高級感のある独特な表情になっています。

TV ボードとして、デッキだけでなく、

本や雑誌の収納など、飾り棚としてお使い頂けます。

組み合わせ型なので、場所に合わせて

様々な形に組み替えて頂くことができます。

木部 スチール
(クリア塗装 )

material

パイン無垢材

スチール

code lotBLE-AVB-001-BR 1

W900xD420xH300/W1070xD420xH470 mm

baile AV board

size

¥48,000 ( 税抜 )price



New
cadeal

cadeal smart drawer

ア . デペシュロングヒットシリーズ cadeal にスマートドロワーが誕生です。

ナチュラルヴィンテージテイストに使いやすい

引き出しサイズが嬉しいアイテムです。

細長く、コンパクトなサイジングで悩みのスペースを埋めてくれます。

高さ・奥行きは人気のスライドローボード1200と合わせていますので、

プラスの収納力として綺麗に収まり活躍してくれます。

CDL-STD-450cadeal smart drawer

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

引き出しのレールには飛び出し防止機能がついており、

万が一の時でも安心です。

“ちょうどいい”コンパクトなサイズ感が

悩みのスペースを埋めてくれます。

同シリーズの counter board や slideglass lowboard と

高さ・奥行きを合わせているので合わせてお使い頂けます。

material

オーク突板

スチール

強化紙

木部 スチール
(クリア塗装 )

code lotCDL-STD-450 1

W450xD430xH880 mm

cadeal smart drawer

size

¥48,000 ( 税抜 )

抽斗 4杯

price

atten

cadeal slide glass
lowboard 1200

cadeal counter
board 1200



New
kamn series

kamn kitchen board 800
kamn kitchen board 1200
kamn counter board 1200

独特な中間色を実現した kamn “カム” シリーズです。

新たな新色として作り上げた色味は、ナチュラル色のテーブルにも

ブラウン色のテーブルにもコーディネートできる不思議色です。

それぞれの天板には燕三条で丁寧に作られるヘアラインを入れた

ステンレスを使用し、清潔感と使いやすさ、モダンさを加えてくれています。

ハンドルには、kamnシリーズ用に開発した

スチール×削り出しオーク材のオリジナルハンドルを使用しています。

シンプルさとあたたかさが同居します。

国産で品質間違いなく作られたキッチンボードでダイニング空間で

新たな価値観を生み出してくれます。

material

オーク突板

無垢材

スチール

強化紙

ステンレス
木部 ステンレス

(ヘアライン )

code lotKMN-CTB-1200 1

W1200xD450xH875 mm

kamn counter board 1200

size

¥88,000 ( 税抜 )price

" 他にない” スチール × 削り出しオークの

オリジナルハンドルが a.depeche らしさを演出。

code lotKMN-KTB-800 1

W800xD450xH1800 mm

kamn kitchen board 800

size

¥118,000 ( 税抜 )price

code lotKMN-KTB-1200 1

W1200xD450xH1800 mm

kamn kitchen board 1200

size

¥145,000 ( 税抜 )price

KMN-KTB-800kamn kitchen board 800

KMN-KTB-1200kamn kitchen board 1200

KMN-CTB-1200kamn counter board 1200

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

燕三条産のヘアラインステンレスが

モダンさと、使いやすさを実現しています。

背板のパンチングボードは規格サイズに合わせているので、

フックなどを自由に付けて頂く事で、使い方の幅が広がります。



New
nahm series

nahm bench

ナチュラル感の中にも凛とした表情を

技術と素材で表現した nahm “ナーム” シリーズ。

硬くて重厚感のあるアッシュ無垢材の中でも

集成材をセレクトすることで塗装の濃淡が現れ、軽やかさを生んでくれます。

無垢材に施された 3D の彫り込みと

ガラス素材の組み合わせが高級感を創出します。

素材・加工・色味が織りなす雰囲気は女性感・男性感の両方を持ち合わせ、

シンプル・ナチュラル・モダンなテイストに仕上がっています。

コンパクトなサイズ感でコーディネートがしやすいシリーズです。

NHM-BCH-1180- 生地番nahm bench

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

material

アッシュ無垢材

突板

スチール

ファブリック

ウレタンチップ / 樹脂綿 スチール
(黒掠れ塗装 )

木部

color

DKH

dark khaki

herringbone
charcoal gray

CGY

CBR

herringbone
charcoal brown

code lotNHM-BCH-1180- 生地番 1

W1180xD320xH450 mm

nahm bench

size

¥29,000 ( 税抜 )price

atten 座面クッション付属

スペアカバー 1 台分 ¥4,500 ( 税抜 )

座面クッション取り外し可能

無垢材の脚に施された 3D の掘り込みが

高級感を演出してくれます。

ナチュラルブラウンの色合いが

どんなテイストとも馴染みます。

ルーズ感が程よいクッションが優しい座り心地に。



New
nahm series

nahm dining table 1350
nahm dining table 1500

nahm coffee table

ナチュラル感の中にも凛とした表情を

技術と素材で表現した nahm “ナーム” シリーズ。

硬くて重厚感のあるアッシュ無垢材の中でも

集成材をセレクトすることで塗装の濃淡が現れ、軽やかさを生んでくれます。

無垢材に施された 3D の彫り込みと

ガラス素材の組み合わせが高級感を創出します。

素材・加工・色味が織りなす雰囲気は女性感・男性感の両方を持ち合わせ、

シンプル・ナチュラル・モダンなテイストに仕上がっています。

コンパクトなサイズ感でコーディネートがしやすいシリーズです。

NHM-DNT-1350nahm dining table 1350

NHM-DNT-1500nahm dining table 1500

NHM-CFT-1200nahm coffee table

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

material

アッシュ無垢材

突板

スチール

ガラス（飛散防止フィルム貼り）
ガラス スチール

(黒掠れ塗装 )
木部

code lotNHM-DNT-1350 1

W1350xD780xH730 mm

nahm dining table 1350

size

price

code lotNHM-DNT-1500 1

W1500xD780xH730 mm

nahm dining table 1500

size

¥58,000 ( 税抜 )

¥53,000 ( 税抜 )

price

code lotNHM-CFT-1200 1

W1200xD500xH420 mm

nahm coffee table

size

¥36,000 ( 税抜 )price

無垢材の脚に施された 3D の掘り込みが

高級感を演出してくれます。

ガラス天板と木の天板の組み合わせが、

　安心感もありながら、使い勝手も良く、お手入れも簡単です。

ナチュラルブラウンの色合いが

どんなテイストとも馴染みます。



New
nahm series

nahm desk 900
nahm desk 1200

NHM-DSK-900nahm desk 900

NHM-DSK-1200nahm desk 1200

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

code lotNHM-DSK-900 1

W900xD500xH730 mm

nahm desk 900

size

¥35,000 ( 税抜 )price

atten 抽斗 1 杯
左上部：Qi 搭載 (置式充電可能 )
※Qi対応機種に限る

code lotNHM-DSK-1200 1

W1200xD500xH730 mm

nahm desk 1200

size

¥38,000 ( 税抜 )price

atten 抽斗 1杯 +収納棚付
左上部：Qi 搭載 (置式充電可能 )
※Qi対応機種に限る

material

アッシュ無垢材

突板

スチール

木部 スチール
(黒掠れ塗装 )

ナチュラル感の中にも凛とした表情を

技術と素材で表現した nahm “ナーム” シリーズ。

硬くて重厚感のあるアッシュ無垢材の中でも

集成材をセレクトすることで塗装の濃淡が現れ、

軽やかさを生んでくれます。

無垢材に施された 3D の彫り込みと

ガラス素材の組み合わせが高級感を創出します。

素材・加工・色味が織りなす雰囲気は

女性感・男性感の両方を持ち合わせ、

シンプル・ナチュラル・モダンなテイストに仕上がっています。

コンパクトなサイズ感でコーディネートがしやすいシリーズです。

無垢材の脚に施された 3D の掘り込みが

高級感を演出してくれます。

あえてレールを付けない引き出しの

アナログ感が懐かしさを感じさせてくれます。

左上に Qi を搭載し、そこに置くだけで

ワイヤレス充電が可能に。



material

オールドチーク

スチール

OLT-TYC-001old teak righting chair

OLT-RTB-1200old teak righting bench

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

オールドチークならではの独特な風合いが

1点物のような雰囲気を醸し出します。

すのこ状の座面が重厚感がありながらも、

すっきりとした印象を与えてくれます。

低めに設定した背もたれたが圧迫感を出さず、優しく腰を

支えてくれ、肘掛やブランケットを掛けるにも最適です。

昔のインドネシアの寺院や家屋に使われていたチーク材をリサイクルし、

プロダクトに活かしたチェアとベンチです。

コンパクトながらにも重厚感と存在感のあるこのシリーズは

可愛らしさがありながらも大人の雰囲気を醸し出します。

優しく腰を支えてくれる背面は肘置きにも

ぴったりな高さになっています。

一つ一つ違う表情を空間に活かしながらお楽しみいただけたら。

code lotOLT-TYC-001 1

W400xD400xH625(SH440) mm

old teak righting chair

size

¥16,000  (税抜 )price

code lotOLT-RTB-1200 1

W1200xD400xH625(SH440) mm

old teak righting bench

size

¥28,000  (税抜 )price

木部

スチール
(クリア塗装 )

old teak series

old teak righting chair
old teak righting bench



New
shmele series

shmele dining table 1350
shmele dining table 1500

力強くナチュラルテイストを出してくれるオーク材に重厚感のある太めの

パイプで、他にない空気感を出してくれるshmele “シュメール” シリーズです。

天板はオークとアッシュの混合集成無垢材を使用し、

3 mmの厚いオークの突板で挟み上げ、頑丈な作りをしています。

表面材には本来フローリングの A 級品として使われる材料を使用し、

植物性のクリアオイルで仕上げています。

天面の表情が豊かな部分も特徴的です。

脚には 40 mm角のパイプにブラック塗装をかけ、

重厚感があるフォルムを織りなし、高級感を出してくれます。

シンプルデザインでコーディネートするチェアを選ばないのもポイントです。

オークとアッシュの混合集成無垢材の芯材に、

3mm のオークの厚突天板が、頑丈ながらも、

無垢材のような表情と使用感を実現。

コンパクトなデザインながらも、脚間が広く、

ゆったりと使用して頂けます。

40mm 角のマットブラックの重厚感のある脚が高級感を演出。

code lotSHM-DNT-1350 1

W1350xD780xH730 mm

shmele dining table 1350

size

¥55,000 ( 税抜 )price

code lotSHM-DNT-1500 1

W1500xD780xH730 mm

shmele dining table 1500
SHM-DNT-1350

SHM-DNT-1500

shmele dining table 1350

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

shmele dining table 1500

size

¥65,000 ( 税抜 )price

material

芯材：オーク・アッシュ集成無垢材

表面：オーク 3mm 厚突板

脚：スチール

木部 スチール
(黒掠れ塗装 )



背面にもスチールワークのを入れることで、

360 度見せられるデザインにしています。

コンパクトなスペースにゆとりを与えてくれる

LDシリーズ Thole “ソール” シリーズです。

フレームには細めに組まれたアッシュ集成無垢材を使用し、

細かいデザインにもこだわりを持ちます。

程よくクッション性を持ちながらも硬さを持った

ウレタンフォームは食事をするにも寝転んでくつろぐにも最適です。

ア .デペシュらしいスチールワークで背面の美しさにも気を抜きません。

全面見せられるので配置場所にも困りません。

THO-LDS-AML- 生地番Thole LD sofa armless

THO-LDS-RT/LF- 生地番Thole LD sofa right/left

THO-BCH-1250- 生地番Thole bench

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

フルカバーリングなので、

洗濯やカバーの買い替えもして頂けます。

テーパーの脚に入れたスリットが

繊細で軽やかな印象に。

Thole LD sofa armless
Thole LD sofa right/left
Thole bench

New
Thole series

atten フルカバーリング
スペアカバー 1台分 ¥19,000 ( 税抜 )

code lotTHO-LDS-RT/LF- 生地番 1

W1350xD580xH700(SH400) mm

Thole LD sofa right/left

size

¥72,000 ( 税抜 )price

atten フルカバーリング
スペアカバー 1台分 ¥16,000 ( 税抜 )

code lotTHO-LDS-AML- 生地番 1

W1250xD580xH700(SH400) mm

Thole LD sofa armless

size

¥68,000 ( 税抜 )price

atten フルカバーリング
スペアカバー 1台分 ¥7,900 ( 税抜 )

code lotTHO-BCH-1250- 生地番 1

W1250xD420xH400 mm

Thole bench

size

¥36,000 ( 税抜 )price

armless

right arm

left arm

material

アッシュ集成無垢材

スチール (ソファのみ )

ウレタンフォーム

ファブリック
木部 スチール

(クリア塗装 )

color

DKH

dark khaki

herringbone
charcoal gray

CGY

CBR

herringbone
charcoal brown



WARM series

WARM 3seat sofa
WARM ottoman

code lotWRM-OTM -生地番 1

W550xD450xH430 mm

WARM ottoman

size

¥36,000  (税抜 )price

WRM-SFA-生地番WARM 3 seat sofa

WRM-OTM-生地番WARM ottoman

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

ヴィンテージ加工をしたパイン無垢材が

高級感のある独特な表情になっています。

コンパクトなサイジングにも関わらず、内寸は広く、

男性でも寝転んで寛ぐことができます。

フルカバーリングなので、洗濯やカバーの

買い替えもして頂けます。

WARMシリーズに3シートソファが仲間入りします。

ヴィンテージ加工されたパイン無垢材に華奢なスチールワークで

スタイリッシュなデザイン性も保ったローソファーです。

コンパクトなサイジングにも関わらず、

座面であぐらがかけるほどの広さを実現しています。

サイドのボードもスマートな分、内寸幅にも余裕があり、

男性でも横になれるほどです。

オットマンと一緒に使ってだらっとして座っても、

付属のクッション（同梱はカバーのみ）を使用すれば

きちんとも座れる万能ソファです。

code lotWRM-SFA-生地番 1

W1850xD800xH690(SH420) mm

WARM 3 seat sofa

size

¥135,000  (税抜 )price

※クッションカバー2枚付属

material

パイン無垢材

スチール

ウレタンフォーム

ファブリック 木部 スチール
(クリア塗装 )

color

DKH

dark khaki

herringbone
charcoal gray

CGY

CBR

herringbone
charcoal brown



ふんだんなパイン無垢材にヴィンテージ加工を施し、

硬めのウレタンクッションを合わせたコンビネーションソファになります。

味のあるコーデュロイ生地やアパレルの雰囲気に近い

ヘリンボン柄のファブリックなど、

個性豊かなバリエーションが揃っています。

ご自宅のスペースやレイアウトに合わせて組み合わせてお楽しみ下さい。

WRM-BCH-1250- 生地番WARM bench

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

color

DKH

dark khaki

herringbone
charcoal gray

CGY

CBR

herringbone
charcoal brown

フルカバーリングなので、

洗濯やカバーの買い替えもして頂けます。

程よい硬さのウレタンが

食事をするにも、寛ぐにも最適です。

ヴィンテージ加工をしたパイン無垢材が

高級感のある独特な表情になっています。

atten フルカバーリング
スペアカバー 1台分 ¥7,900 ( 税抜 )

code lotWRM-BCH-1250- 生地番 1

W1250xD380xH430 mm

WARM bench

size

¥36,000 ( 税抜 )price

material

パイン無垢材

スチール

ウレタンフォーム

ファブリック
木部 スチール

(クリア塗装 )

New
WARM series

WARM bench



ア . デペシュのオリジナルファニチャーの

ウォルナット第一弾 welme “ウェルメ” シリーズ。

これまでのア . デペシュらしさをキープしながら

モダンナチュラルを追求しています。

天板の芯材にはバーチ集成無垢材を使用し、

3 mm の厚いウォルナット材でサンドしていますので

重厚で頑丈な作りをしています。

表面材は突板と言えども 3 mm 厚を使用していますので

手触りも表情も使用感もほぼ無垢と言って間違いありません。

無垢材と変わりないメンテナンスが効くのも嬉しいポイントです。

脚には細めの黒塗装パイプを角度強めにデザインしていますので

現代のモダンさを表現できています。

他にはないウォルナットシリーズ welme をお楽しみください。

WLM-DNT-1350-WNwelme dining table 1350 walnut

WLM-DNT-1500-WNwelme dining table 1500 walnut

御注文日

店舗名 ( 社名 )

御納品先

TEL / FAX

ご担当者

御中

様

受注書 発注数

バーチ集成無垢材の芯材に、3mm ウォルナットの厚突天板が、

頑丈ながらも、無垢材のような表情と使用感を実現。

ウォルナットならではの表情が

高級感を演出してくれます。

a.depeche らしい細めの脚は、黒塗装をし、

強めに角度をつけることでモダンさを表現しています。

code lotWLM-DNT-1350-WN 1

W1350xD800xH730 mm

welme dining table 1350 walnut

size

¥58,000 ( 税抜 )price

code lotWLM-DNT-1500-WN 1

W1500xD800xH730 mm

welme dining table 1500 walnut

size

¥68,000 ( 税抜 )price

material

芯材：樺集成無垢材

表面：ウォルナット 3mm 厚突板

脚：スチール

木部 スチール
(黒掠れ塗装 )

New
welme series

welme dining table 1350 walnut
welme dining table 1500 walnut


