
築地永谷コーポラス1335 ～モデルプランA～ 

TITLE ITEM SCALE DATE 

株式会社 ノープ MODEL PLAN 19.10.7 
 

② ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ : ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 

LDK : ダイニングテーブル / チェア / ソファ / TVボード / フェイクグリーン / 小物 
書斎： スツール 
   

③ ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｼﾘｰｽﾞ：Taiga [ｴﾑｹｰﾏｴﾀﾞ] 
ｶﾗｰ  ：ﾃﾞｽｸ/ﾅﾁｭﾗﾙ  ﾁｪｱ/ﾍﾞｰｼﾞｭ 
寸法 ：W1350×D800×H720(ﾃｰﾌﾞﾙ) 
        W430×D510×H835(ﾁｪｱ) 

画像はイメージです 

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 

ｼﾘｰｽﾞ：Swing [五洋ｲﾝﾃｯｸｽ] 
ｶﾗｰ  ：N200601 ﾚｶﾞｰﾄﾌﾟﾘﾓﾞ：Mｷｬｯﾌﾟ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 

[TOSO] 
ｶﾗｰ  ：ｱｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ 

D ｶｰﾍﾟｯﾄ 200*200 
 

C 
 

A 

B 

D  

ｼﾘｰｽﾞ:CLOSS FLOOR LIGHT 
      ﾅﾁｭﾗﾙｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ 
      [THE CONRAN SHOP] 
寸法 ：W400×D400×H1570 
ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄｵｰｸ材（ｵｲﾙ仕上）          
ﾌﾚｰﾑ ： ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ  
ｼｪｰﾄﾞ ： 布地 
        69+99+ 

G  

H  

D  

築地永谷コーポラス1335 
 
【モデルプラン】 

フェイク
グリーン
（LD) 

C
  

C ２Pソファ 

BESTÅ 
テレビ台, 

ブラックブ
ラウン  
¥ 6,990 

サイズ 
120x40x38 cm 

A ダイニングテーブル B ダイニングチェア＊４脚  

ｼﾘｰｽﾞ:PC-135BK[AZUMAYA]  
寸法：W450×D550×H810･SH440mm  
素材：天然木（パイン）、スチール  

ｼﾘｰｽﾞ:TAC-242WAL [AZUMAYA]  
寸法：W1200×D750×H700mm  
素材：天然木（ラバーウッド）、天然木化粧
繊維版（ウォルナット）ポリウレタン塗装 

ｼﾘｰｽﾞ:GS-549GR[AZUMAYA]  
寸法：W1400×D790×H690･SH420mm  
素材：木フレーム、Sバネ、ポリエステル、レーヨン 

TVボード 

E  

E スツール 

ｼﾘｰｽﾞ:PC-134BK[AZUMAYA]  
寸法：W390×D390×H460mm (座面
300*300） 
素材：天然木（パイン）、スチール  

ｼﾘｰｽﾞ :VITTSJÖ[IKEA]  

寸法 ：W1000×D360×H530 
素材 ：スチール,パーティクルボード,メラミン仕上げ,強化ガラス 
底板はブラックブラウンとブラックのリバーシブル 



築地永谷コーポラス1335 ～モデルプランB～ 

TITLE ITEM SCALE DATE 

株式会社 ノープ MODEL PLAN 19.10.7 
 

② ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ : ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 

LDK : ダイニングテーブル / チェア / ソファ / TVボード / フェイクグリーン / 小物 
書斎： スツール 
   

③ ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｼﾘｰｽﾞ：Taiga [ｴﾑｹｰﾏｴﾀﾞ] 
ｶﾗｰ  ：ﾃﾞｽｸ/ﾅﾁｭﾗﾙ  ﾁｪｱ/ﾍﾞｰｼﾞｭ 
寸法 ：W1350×D800×H720(ﾃｰﾌﾞﾙ) 
        W430×D510×H835(ﾁｪｱ) 

画像はイメージです 

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 

ｼﾘｰｽﾞ：Swing [五洋ｲﾝﾃｯｸｽ] 
ｶﾗｰ  ：N200601 ﾚｶﾞｰﾄﾌﾟﾘﾓﾞ：Mｷｬｯﾌﾟ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 

[TOSO] 
ｶﾗｰ  ：ｱｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ 

D ｶｰﾍﾟｯﾄ 200*200 
 

C 
 

A 

B① 

D  

ｼﾘｰｽﾞ:CLOSS FLOOR LIGHT 
      ﾅﾁｭﾗﾙｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ 
      [THE CONRAN SHOP] 
寸法 ：W400×D400×H1570 
ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄｵｰｸ材（ｵｲﾙ仕上）          
ﾌﾚｰﾑ ： ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ  
ｼｪｰﾄﾞ ： 布地 
        69+99+ 

G  

H  

D  

築地永谷コーポラス1335 
 
【モデルプラン】 

フェイク
グリーン
（LD) 

C
  

C ２Pソファ 

BESTÅ 
テレビ台, 

ブラックブ
ラウン  
¥ 6,990 

サイズ 
120x40x38 cm 

A ダイニングテーブル B① ダイニングチェア＊2脚  

ｼﾘｰｽﾞ:PC-71GY[AZUMAYA]グレー  
寸法：W530×D550×H810･SH440mm  
素材：スチール粉体塗装、ソフトレザー、 
   ABS樹脂  

ｼﾘｰｽﾞ:HS-523GY[AZUMAYA]  
寸法：W1460×D830×H690･SH430mm  
素材：木フレーム、ポケットコイル、Ｓバネ、ポリエステル 

TVボード 

E  

E スツール 

ｼﾘｰｽﾞ:RKC-272BK[AZUMAYA]  
寸法：W410×D410×H450mm (座310*310） 
素材：スチール粉体塗装  

ｼﾘｰｽﾞ:NW-113DBR [AZUMAYA]  
寸法：W1200×D700×H700mm  
素材：天然木（マホガニー）、ラッカー塗装 
アイアン（粉体塗装） 

B② ダイニングチェア＊2脚  

ｼﾘｰｽﾞ:PC-506BK[AZUMAYA]  
寸法：W430×D435×H860･SH440mm  
素材：スチール 粉体塗装 

B② 

※色違いあり（ブラウン） 

ｼﾘｰｽﾞ :VITTSJÖ[IKEA]  

寸法 ：W1000×D360×H530 
素材 ：スチール,パーティクルボード,メラミン仕上げ,強化ガラス 
底板はブラックブラウンとブラックのリバーシブル 

http://ec.azumaya-kk.com/pazmu02020.php?hin_cd=NW-113DBR


築地永谷コーポラス1335 ～モデルプランＣ～ 

TITLE ITEM SCALE DATE 

株式会社 ノープ MODEL PLAN 19.10.7 
 

② ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ : ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 

LDK : ダイニングテーブル / チェア / ソファ / TVボード / フェイクグリーン / 小物 
書斎： スツール 
   

③ ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｼﾘｰｽﾞ：Taiga [ｴﾑｹｰﾏｴﾀﾞ] 
ｶﾗｰ  ：ﾃﾞｽｸ/ﾅﾁｭﾗﾙ  ﾁｪｱ/ﾍﾞｰｼﾞｭ 
寸法 ：W1350×D800×H720(ﾃｰﾌﾞﾙ) 
        W430×D510×H835(ﾁｪｱ) 

画像はイメージです 

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 

ｼﾘｰｽﾞ：Swing [五洋ｲﾝﾃｯｸｽ] 
ｶﾗｰ  ：N200601 ﾚｶﾞｰﾄﾌﾟﾘﾓﾞ：Mｷｬｯﾌﾟ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 

[TOSO] 
ｶﾗｰ  ：ｱｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ 

D ｶｰﾍﾟｯﾄ 200*200 
 

C 
 

A 

B 

D  

ｼﾘｰｽﾞ:CLOSS FLOOR LIGHT 
      ﾅﾁｭﾗﾙｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ 
      [THE CONRAN SHOP] 
寸法 ：W400×D400×H1570 
ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄｵｰｸ材（ｵｲﾙ仕上）          
ﾌﾚｰﾑ ： ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ  
ｼｪｰﾄﾞ ： 布地 
        69+99+ 

G  

H  

D  

築地永谷コーポラス1335 
 
【モデルプラン】 

フェイク
グリーン
（LD) 

C
  

C ２Pソファ 

BESTÅ 
テレビ台, 

ブラックブ
ラウン  
¥ 6,990 

サイズ 
120x40x38 cm 

A ダイニングテーブル B ダイニングチェア  

ｼﾘｰｽﾞ:NS-513GY[AZUMAYA] グレージュ  
寸法：W1440×D800×H750･SH410mm  
素材：木フレーム、ウィービングベルト、ポリプロピレン、 
ポリエステル 

TVボード 

E  

E スツール 

ｼﾘｰｽﾞ:PC-66BK[AZUMAYA]  
寸法：W380×D380×H470mm (座290*290） 
素材：スチール粉体塗装  

ｼﾘｰｽﾞ :VITTSJÖ[IKEA]  

寸法 ：W1000×D360×H530 
素材 ：スチール,パーティクルボード,メラミン仕上げ,強化ガラス 
底板はブラックブラウンとブラックのリバーシブル 

ｼﾘｰｽﾞ:PLT-512NA[AZUMAYA] 
寸法 ：W1200×D750×H720 
素材:天然木化粧繊維板（アッシュ）,ウレタン塗装 ,
スチール（紛体塗装） 

ｼﾘｰｽﾞ：PLC-510BK[AZUMAYA] 
寸法 ：W410×D490×H730（SH460） 
素材：スチール（紛体塗装）,積層合板,ラッカー塗装 
   ソフトレザー 


