


IMAGE・PHOTO INDEX

CHAIR／ HIGH CHAIR

Redef｜Contract Equipment

BENCH／ STOOL

LOUNGE CHAIR／ SOFA

TABLE

KIDS

CUSTOM MADE

FABRIC

OPTION

INFORMATION

002

010

042

058

072

090

118

128

140

158

159











































家 具 や イン テリア に お けるトラ ディショナ ル な

スタイルをリスペクトし、またインスピレーションを

受けながら、一つ一つの製品にコンセプトを定め、

ス タイリン グ を 徹 底 して ブ ラッシュアップ 。

Redef | Contract Equipment（リデフ｜コントラクト

イクイップメント）は現代的なプロダクトデザインの

手 法とクラフトマンシップ の 組 み 合 わ せ により、

これまでに無かったオリジナルデ ザインを実 現した

プ ロダクトを 生 み 出 して い ま す 。

オペレーションに配 慮した 各 部 のディメンション。

照 明 光 を 受 け て 浮 か び 上 が る 陰 影 を 意 識 し た

佇 ま い 。

レ ストラン や ホ テ ル な ど 様 々 な イン テ リア を 、

唯 一 無 二 の シ ーンとして 演 出します 。





















レッド オレンジ

ライトブルー ブラウン ライトグレー

グリーン















































※高さはH570・H620・H670の3種類よりお選びいただけます。























SEKIKAGU SPACE DESIGN
DESCRIPTION OF BUSINESS
私たちの仕事

2. デザイン
 
インテリア
エクステリア
アート、サイン

1. 企画  

マーケティング
コンセプト立案
ブランド構築



ウォールナット無垢材を格子状のフレームにした、
ボリューム感のあるラウンジソファ。



博多織を組み込んで、間接照明でライトアップしたヘッドボードや、レザー巻きのヘッドボード、空間を広く使える２段ベッドなど
クライアントの要望に応じて様々な特注品に対応しています。



オリジナルのクッションやフットスローの製作も承ります。意匠性の高い海外メーカーの生地も多数取り扱っており、
空間のイメージ、ご希望のサイズに合わせて特注対応が可能です。

宿泊施設に欠かせないボトムとマットレス。弊社が日本総代理店を務めるドイツ製のゲルテックスをはじめ、
ご予算に応じてリーズナブルでサイズ別注可能なマットレスも取り扱っています。



雰囲気に合わせたアートの製作も承ります。プロのアーティストによるダイナミックなペイントや
現場の周辺の街並みをアートに取り入れたオリジナルアートの製作など、お気軽にご相談ください。

空間のデザインに合わせたサインの製作が可能です。

















弊社で取り扱い可能な海外メーカーの生地をご紹介します。

ブレンターノは米国シカゴのブランドです。
＜美機能性＞をポリシーに掲げ、デザイン性の高い
サステナブルなファブリックや、メーカー独自の加
工技術の開発に取り組んでおります。
ラウンジやレセプションエリアなど上品を添えたい
スペースに華やかさをもたらします。

古代ラテン語の宇宙を意味する KOSMU。
宇宙の法則をデザイン・ものづくりに取り入れる事で、人間が心地
よいと感じるもの生み出し、より豊かで快適なものを届けたい。と
いう思いが込められています。

ブランド名は英語の「Pattern」から来ており、それは革新と創造を
意味しています。革新的でパフォーマンスの高い生地を供給します。

イギリスのマンチェスターで生まれ、「ハイクオリティ」「ファッショ
ン性」「世界規模の展開」「トレーサビリティの確立」をミッションとし、
椅子生地界の新たなスタンダートを創造し続けます。

「easy home, easy life」
シンプルでモダンなライフスタイルを彩る生地を提供します。









リフレクションコードコンフィ
関家具オリジナルデザインの業務用家具ブラン
ドです。光を受けて浮かぶ陰影を重視したスタ
イリングが特徴です。

リデフ
業務用の家具をメインに開発している関家具オ
リジナルブランドです。カフェや商業施設など、
多くの人が利用する場所でのご利用をイメージ
したアイテムを取り揃えています。

国内外の銘木を使った一枚板専門ブランドで
す。世界中の銘木を丸太で買い付け、製品とし
て完成させるまでの全工程を自社で管理、製作
しています。

アトリエ木馬
クラッシュクラッシュプロジェクト

シェララフィア／ゲルテックス

フリーモーション



ノーウェアライクホーム アンドクラフト

エルゴヒューマン

スリープウェル
スリープウェルはスタンダードから機能性のある
素材を使用したものまで、さまざまな種類のマット
レスラインナップがあります。それぞれ特徴のあ
るマットレスが最適な睡眠環境をご提供します。

ノラプロジェクト イジボ

コンティークス

RELAXFORMが開発した新素材「ユーロテック」
は、美しい発色としなやかで心地良い肌触りは本
革を凌駕します。ヨーロッパの最新トレンドを取
り入れることでソファに上品さと彩りを加えます。

ユーロテック

ウィンケース

撮影協力：eスタジアム福岡

コロ

ファブリックスリラックスフォーム／レザーテックス



〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1

TEL：0944-88-3515  FAX：0944-87-3258  http://www.sekikagu.co.jp/

P
PENⅡ／ペンⅡ／チェア
PORTE／ポルト／ローテーブル
PRIM／プリム／座布団
R
RAMOラーモ／ハイスツール
RILEY／ライリー／ソファ
T
TAURUS／トーラス／チェア
TAURUS／トーラス／ハイチェア
TOTTO／トット／チェア
TRILL／トリル／チェア
TORRES／トレス／チェア
TORRES／トレス／カウンターチェア
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