
we want to give more improvement and more pleasure to living of our users. our thought about 
furniture, interior items and interior design has contradigting, for example“new one and old one”,
“analogue and modern”,“men’s like and women’s like”etc...  thats bring new feeling. it ’s hard to 
express by words,but we embody space to feel to be slightly comfortable.if we have you enjoy it. 2021 A / W
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FURNITURE2021 A / WADDITIONAL.

cadeal series book case 
0706



シーンに合わせて自分好みに

カスタマイズできるキャビネット。

人気のcadeal シリーズより、上台の棚をカスタマイズできるキャビネットが登場しました。

シリーズ特有のオーク無垢材のナチュラルな雰囲気にメンズライクなスチールが

引き締めてくれるデザインでシーンを選ばず長くお使い頂くことができます。

お気に入りの本やアイテムを見せる収納はもちろん、

デザインガラス越しに雰囲気を出すことも、

好みに合わせて 4 つの顔から多岐に渡る使い方が可能です。
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code lotCDL-BKC-OPN 1

W800xD395xH1825 mm

cadeal book case open

material

プリント化粧板 ( 前板小口 オーク突板 )
フレーム : プリント化粧板
背面 : プリント化粧板
天板 : オーク突板 / プリント化粧板
前板 : オーク無垢材 / オーク突板
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF(白原紙 )
アイアン

上台 :

下台 :

size

¥83,000 ( 税抜 )price

木部 スチール
( クリア塗装 ) code lotCDL-BKC-WTD 1

W800xD395xH1825 mm

cadel book case with drawer

material

プリント化粧板 ( 前面小口 オーク突板 )
フレーム : プリント化粧板
背面 : プリント化粧板
抽斗前板 : オーク無垢材
天板 : オーク突板 / プリント化粧板
前板 : オーク無垢材 / オーク突板
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF(白原紙 )
アイアン

上台 :

下台 :

size

¥87,000 ( 税抜 )price

木部 スチール
( クリア塗装 )
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code lotCDL-BKC-GLD 1

W800xD395xH1825 mm

cadeal book case glass door

material

前板 : オーク無垢材 / ガラス
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF( 白原紙 )
アイアン
天板 : オーク突板 / プリント化粧板
前板 : オーク無垢材 / オーク突板
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF( 白原紙 )
アイアン

上台 :

下台 :

size

¥97,000 ( 税抜 )price

code lotCDL-BKC-WDD 1

W800xD395xH1825 mm

cadeal book case wood door

material

前板 : オーク無垢材 / オーク突板
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF(白原紙 )
アイアン
天板 : オーク突板 / プリント化粧板
前板 : オーク無垢材 / オーク突板
フレーム : プリント化粧板
背面 : MDF(白原紙 )
アイアン

上台 :

下台 :

size

¥90,000 ( 税抜 )price

木部 スチール
( クリア塗装 )

木部 スチール
( クリア塗装 )

ガラス
( クロスガラス )
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fath series day sofa / ottoman

家族での団欒、映画視聴、お昼寝など、様々な機能を担ってくれるアームレスソファ、

fath “ ファス ” day sofa がア.デペシュオリジナルアイテムに仲間入りです。

アームが付いたソファは雰囲気が圧迫感があったり、

空間には大きすぎたり、小さめのソファにすると物足りなかったり。

そんな悩みを解決してくれるのがアームレスソファの存在です。

全体的にはコンパクトサイズながらも座れる座面の広さは 3 シート並みに確保できて広々と使えます。

家族みんなで座れたり、横になってお昼寝ができたり。

背クッションは座面の奥行とサイズを合わせているので枕にもなったり、抱き枕にもなったりしてくれます。

中材にもこだわりを持ち、ベースクッションのウレタンを複雑な構造型にすることで型崩れがしづらく、

座った家族が中央に自然と寄せられて人との距離を縮めてくれる感覚が持てます。

別売りのオットマンを併用するとカウチにも出来たり、ベッドとして長く出来たりするのも嬉しいポイントです。

360 度どこから見ても手を抜いていない素材とデザイン、圧迫感を取り除いたサイジングで出来上がった

fath day sofa をリビングの主役としてください。

欲しかったを叶える、

こだわり抜いたデイソファ
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light kahki

LKH

light camel

LCM

 light gray

LGY

ウレタンチップ
樹脂綿ボール

▶ 座面に8分割の縫製を起用し、ウレタンチップ・樹脂綿ボールが
　片寄らない仕様になっています

座面部分を
真上から見た図

▶ 付属の円柱型クッションは
　 ソファの奥行きと同じ幅で作られており、
　 横にして枕のようにご使用いただけます

ウレタンフォーム

▶ 基本構造としては、ベースに品質の高いウェービングテープを
　張り巡らせ、その上に座クッションとなります。
　座クッションの中材は複雑構造型のウレタンチップボードの
　上面を粉砕ウレタンと樹脂綿ボールを混ぜ込んだ
　布団型クッションで包んでいます。
　こうすることで、ふんわりとした座り心地ながらも、
　沈み込みすぎない力強さが感じられます。
　ウレタンチップボードの両脇を高くした複雑構造型にすることで、
　包み込んでいる布団が型崩れしづらく綺麗な形状が保ちやすくなります。
　また、自然と真ん中に重心がよるので人の心が近く感じれます。

light camel

LCM

light gray

LGY

light kahki

LKH

code lotFAH -DSF -色番 1

W1750×D850×H630(SH430) mm

fath day sofa
material

スチール / レッドオーク
貼り材：綿 15％ / ポリエステル 85%
中材：ウレタンフォーム
　　　ウレタンチップ /樹脂綿ボール

atten フルカバーリング / スペアカバー 1台分 ¥25,000( 税抜 )

size

¥118,000 ( 税抜 )price
木部 スチール

( クリア塗装 )

code lotFAH - OTM -色番 1

W600×D450×H430 mm

fath ottoman
material

スチール / レッドオーク
貼り材：綿 15％ / ポリエステル 85%
中材：ウレタンフォーム
　　　ウレタンチップ /樹脂綿ボール

atten フルカバーリング / スペアカバー 1台分 ¥6,000( 税抜 )

size

¥36,000 ( 税抜 )price
木部 スチール

( クリア塗装 )
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2way folding series chair

ご好評いただいている 2way フォールディングチェア。

この度、カラーを一新することとなりました。

機能はそのままに、よりインテリアに取り入れやすいカラーリングで

ナチュラルテイストにも違和感なく取り入れていただけます。

アウトドア・インドアシーンどちらも活躍する 2way フォールディングチェアは

機能面・デザイン面どちらも優れた一品です。

機能性とデザインを兼ねそなえた、一品

ファブリック

取外し可能

color

ivory
IV MD

mustard
DKH

dark kahki

ivory
IV

MD
mustard

DKH
dark kahki

3 段階角度調整可能

ヘッドレスト折りたたみ可能

3 段階角度調整可能

ヘッドレスト折りたたみ可能

3 段階角度調整可能

ヘッドレスト折りたたみ可能

①ファブリックをつけて 1 人掛けソファに。

②折りたたみ式のヘッドレストを立てるとより一層のリラックスを。

③ファブリックをはずすとアウトドア仕様 OK の有孔アクリル生地になり、外部で使用可能に。

④座面の傾きは付属のボタンで 3 段階の切り替え可能。

　盛りだくさんの機能となっていますのでお好みの空間でお好みの使用方法でお使いください。

- 優れた機能面 -

code lot2WY-FDC -色番 1

W800xD650-750xH650-800+120 mm

2way folding chair
material

スチールパイプ
ポリエステル
PVC
樹脂綿size

¥14,800 ( 税抜 )price
スチール
(黒塗装 )
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a.depeche 定番の人気チェアの SORM と

half round chair シリーズにプラスアクセントが仲間入りします。

背もたれのパーツにウォルナット無垢材を要所で配し、アクセントを効かせます。

ほのかにプラスされる事で、ベース素材のオーク無垢材の存在も邪魔をしません。

オーク材のテーブルにも勿論、ウォルナット材のテーブルにも

コーディネート出来る様になります。

素材が交差することでリズムを生み、

空間に変化も与えてくれる。

chairhalfround / SORM WN mix

code lotHRC-001-WNMX 1

W540xD490xH765 (SH420) mm

half round chair WN mix
material

オーク無垢材 /オイル仕上げ
ウォルナット

size

¥24,000 ( 税抜 )price
木部

code lotSRM-DNC-NT-WNMX - 色番 1

W470xD440xH745(SH450) mm

SORM dining chair NT WN mix
material

オーク無垢材 /クリアオイル仕上げ
座面 :ファブリック
ウォルナット

size

¥23,500 ( 税抜 )price
木部

木部

木部

color

herringbone
charcoal gray

CGY CBR

herringbone
charcoal brown
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GOODS2021 A / WADDITIONAL.

OTOHA series nokkeDON / hashimakura
2322



OTOHA nokkeDON

code
size
material
price
atten

OTH-NKD- 色番 [ lot 4 ]

φ155×H85mm
陶器

¥1,680（税抜）

美濃焼 / 裏印あり

一つ一つ手作りのため、

色や柄に個体差がありますKABU GOMA SYOYU NORI

OTOHA から丼と箸置きのリリースです。

ご飯の上に具材を盛り付けやすいサイズ感の『のっけ丼』。

冷蔵庫にある食材でぱっとできて、食卓に彩を添えてくれる。

忙しい毎日の味方になってくれる丼です。

五穀米をイメージした『箸枕』と一緒に、食卓にイロドリを添えて。

『ご飯のおとも』から

おいしく、たのしく、食卓

▶ 箸枕は 28 ページをご覧ください
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NATTO IWASHI NASU KONBU

SIO SYOGA KUROMAME KIKURAGE

GOBOU SANSYO

OTOHA nokkeDON

code
size
material
price
atten

OTH-NKD- 色番 [ lot 4 ]

φ155×H85mm
陶器

¥1,680（税抜）

美濃焼 / 裏印あり

一つ一つ手作りのため、

色や柄に個体差があります
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OTOHA hashimakura

code
size
material
price
atten

OTH-HMR- 色番 [ lot 6 ]

H40×W30mm( 厚み 5mm)
陶器

¥500（税抜）

美濃焼 / 裏印あり

一つ一つ手作りのため、

色や柄に個体差があります

HAKUMAI GENMAI

MIDORIMAIAKAMAI

OKOGE KUROMAI
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なんともいえないニュアンスカラーの（ブラウン / オリーブ / グレー）の 3 色が新たに加わりました。

北欧のスーパーマーケットを彷彿させる、洗練されたニュアンスカラーです。

空間のアクセントにもなるカラーリングです。

キャンプやお部屋のストレージに、いくつあっても便利なバスケットです。

様々なシーンで大活躍の

stockage basket から新色登場。

basketstockage series
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stockage basket

code
size
material
price
atten

STK-BKT-001- 色番 [ 各色 lot 4 ]
W425×D290×H225 mm
プラスチック

¥1,360（税抜）

ロットによって色ぶれが生じる事があります。

IVORY

IV

BLACK

BK

BROWN

BR

New

OLIVE

OLV

New

GRAY

GY

New

stockage steel cart

code
size
material
price

STK-SCT-001 [ lot 1 ]
W470×D350×H350 mm
スチールパイプ

¥8,900（税抜）

3332



ACCESSORY2021 A / WADDITIONAL.

barl series pony hook / barrette / hair pierce
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barl pony hook gold

code
size
material
price

BAL-PFK-GD [ lot 2 ]
W60×H8 mm

真鍮

¥2,400（税抜）

barl pony hook silver

code
size
material
price

BAL-PFK-SV [ lot 2 ]
W60×H8 mm

真鍮

¥2,400（税抜）

barl barrette S gold

code
size
material
price

BAL-BRT-S-GD [ lot 2 ]
W65×H10 mm

真鍮

¥2,200（税抜）

barl barrette S silver

code
size
material
price

BAL-BRT-S-SV [ lot 2 ]
W65×H10 mm

真鍮

¥2,200（税抜）

barl barrette M gold

code
size
material
price

BAL-BRT-M-GD [ lot 2 ]
W85×H7 mm

真鍮

¥2,500（税抜）

barl barrette M silver

code
size
material
price

BAL-BRT-M-SV [ lot 2 ]
W85×H7 mm

真鍮

¥2,500（税抜）
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barl hair pierce S gold

code
size
material
price

BAL-HPC-S-GD [ lot 2 ]
W20×H17 mm

真鍮

¥2,200（税抜）

barl hair pierce S silver

code
size
material
price

BAL-HPC-S-SV [ lot 2 ]
W20×H17 mm

真鍮

¥2,200（税抜）

barl hair pierce M gold

code
size
material
price

BAL-HPC-M-GD [ lot 2 ]
W35×H17 mm

真鍮

¥2,400（税抜）

barl hair pierce M silver

code
size
material
price

BAL-HPC-M-SV [ lot 2 ]
W35×H17 mm

真鍮

¥2,400（税抜）

3938
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本カタログは 2021 年 10 月度現在の表記になります。

価格や仕様、デザイン等は予告なく変更させて頂く場合がございます。

予めご了承下さいます様お願い致します。

カタログについて

商品性質上の注意

私たち　　　　　は「どこか懐かしく、味わいのあるもの」を心掛けて商品を生産しております。

その為、様々な素材の特長であるメリットとデメリットをご理解頂き、お使い頂くことをお勧めしております。

特に下記の点をお読み頂き、私共の商品達を永くお使い下さいませ。

木製品について

ア．デペシュの木製品は、無垢材を使用している物が多く、

使用する方法や環境によっては反りや割れが起きることがございます。

鉄製品について

鉄製品では元来の素材感を生かすために敢えて無骨な成型跡や溶接跡を残しています。

また、錆止めを施していますがお使い頂くうちに錆がでてくるものもございます。

布製品について

染色している布製品は色落ちする可能性がございます。特に濡れた状態の時、色落ちしやすくなります。

また、カバーリングの製品の洗濯はドライクリーニングが原則となります。

使用による生地の伸びや、洗濯による生地の伸縮が起こる可能性がございます。

attention
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601-8103京都市南区上鳥羽仏現寺町23番地1
TEL 075-694-1123 FAX 075-694-1125

株式会社エーディックス　ア.デペシュ事業部

SHOP LIST

本 部

601-8417 京都市南区西九条鳥居口町1番地13051  イオンモールKYOTO sakura館 3F
TEL 075-644-9225  FAX 075-644-9223

京 都 八 条 店
営業時間 10:00-21:00

650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号11201  神戸ハーバーランド umie サウスモール 1F
TEL 078-381-7227  FAX 078-381-7228

神 戸 店
営業時間 10:00-21:00

525-0026 滋賀県草津市渋川1-1-60 niwa+
TEL 077-569-4618  FAX 077-569-4628  定休日 水曜日

草 津 店
営業時間 10:30-19:30

452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番  mozo wondercity 1F
TEL 052-508-4033  FAX 052-508-6456

m o z o名 古 屋 店
営業時間 10:00-21:00

343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2  イオンレイクタウンkaze 2F
TEL 048-971-8908  FAX 048-971-8707

越 谷 店
営業時間 9:00-22:00

480-1128 愛知県長久手市勝入塚501番地 イオンモール長久手 2101
TEL 0561-76-5623  FAX 0561-76-5636

長 久 手 店
営業時間 10:00-21:00

260-0028 千葉県千葉市中央区新町1001  SOGO千葉店 junnu 3F
TEL 043-306-2891 FAX 043-306-2892

千 葉 店
営業時間 10:00-20:00

名 古 屋 則 武 店
営業時間 10:00-21:00

451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1番17号 イオンモールNagoya Noritake Garden 1F
TEL 052-485-9915 FAX 052-485-9909

福 岡 店
営業時間 10:00-21:00

810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2番1  MARK IS 福岡ももち 2F
TEL 092-707-4801 FAX 092-707-4802

公式通販  　　  　https://www.a-depeche.jp

楽天市場店  　　  https://www.rakuten.ne.jp/gold/a-depeche

Yahoo店     　　  https://shopping.geocities.jp/a-depeche/

ZOZOTOWN店　 https://zozo.jp/shop/a-depeche/

TEL 075-694-1255

TEL 075-694-1255

TEL 075-694-1255
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