
EXTREMIS社の”ホッパー”。
世界最大のビールフェスタ、ドイツのOktoberfestからインスパイアされてできたアイテム。
テーブルとイスが一体化したピクニックベンチ。
たくさんの仲間で腰かけ、ビールをおいしく楽しめる長いテーブルとベンチが、構想10年で完成しました。

BLACK

code LxWxH 上代税別
HT180　IR ホッパー　亜鉛メッキ　4人掛 180ｘ160ｘ73/43 ¥900,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　4人掛 ¥985,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　4人掛 ¥985,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　4人掛 ¥985,000

HT240　IR ホッパー　亜鉛メッキ　6人掛 240ｘ160ｘ73/43 ¥1,050,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　6人掛 ¥1,135,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　6人掛 ¥1,135,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　6人掛 ¥1,135,000

HT300　IR ホッパー　亜鉛メッキ　8人掛 300ｘ160ｘ73/43 ¥1,200,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　8人掛 ¥1,285,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　8人掛 ¥1,285,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　8人掛 ¥1,285,000

HT360　IR ホッパー　亜鉛メッキ　10人掛 360ｘ160ｘ73/43 ¥1,310,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　10人掛 ¥1,395,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　10人掛 ¥1,395,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　10人掛 ¥1,395,000

単位：㎝

Hopperのピクニックベンチが壁やバルコニーに合わせられるカウンター＆ベンチが登場しました。

HB240 IR ホッパーベンチ　亜鉛メッキ 240x68x74/44 ¥560,000
3人掛

HB300 IR ホッパーベンチ　亜鉛メッキ　 300ｘ68ｘ74/44 ¥620,000
4人掛

単位：㎝

※単体でご使用の際は、転倒防止のため必ず床固定パーツを併用して下さい。

hopper bench ：iroko wood
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BLACK

code LxWxH 上代税別
HR180　IR 背もたれ　亜鉛メッキ　4人掛用/1台 ¥88,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　4人掛用/1台 ¥98,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　4人掛用/1台 ¥98,000
 +HRS BLACK 背もたれ　ブラック　4人掛用/1台 ¥98,000

HR240　IR 背もたれ　亜鉛メッキ　6人掛用/1台 ¥100,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　6人掛用/1台 ¥110,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　6人掛用/1台 ¥110,000
 +HRS BLACK 背もたれ　ブラック　6人掛用/1台 ¥110,000

HR300　IR 背もたれ　亜鉛メッキ　8人掛用/1台 ¥107,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　8人掛用/1台 ¥117,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　8人掛用/1台 ¥117,000
 +HRS BLACK 背もたれ　ブラック　8人掛用/1台 ¥117,000

HR360　IR 背もたれ　亜鉛メッキ　10人掛用/1台 ¥115,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　10人掛用/1台 ¥125,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　10人掛用/1台 ¥125,000
 +HRS BLACK 背もたれ　ブラック　10人掛用/1台 ¥125,000

HTP GA MG 床固定用　テーブル脚穴あき加工費　　＜亜鉛メッキのみ対応＞ ¥21,000

HFL04 床固定パーツ　4個セット ¥25,000

HP04 キズ防止フェルト　4枚セット ¥8,500

単位：㎝
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BLACK

code LxWxH 上代税別
HT180　H.O.T ホッパー亜鉛メッキ　4人掛 180ｘ160ｘ73/43 ¥900,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　4人掛 ¥985,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　4人掛 ¥985,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　4人掛 ¥985,000

HT240　H.O.T ホッパー亜鉛メッキ　6人掛 240ｘ160ｘ73/43 ¥1,050,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　6人掛 ¥1,135,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　6人掛 ¥1,135,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　6人掛 ¥1,135,000

HT300　H.O.T ホッパー亜鉛メッキ　8人掛 300ｘ160ｘ73/43 ¥1,200,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　8人掛 ¥1,285,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　8人掛 ¥1,285,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　8人掛 ¥1,285,000

HT360　H.O.T ホッパー亜鉛メッキ　10人掛 360ｘ160ｘ73/43 ¥1,310,000

 +HTPWIT ホッパーホワイト　10人掛 ¥1,395,000
 +HTP EARTH ホッパーアースカラー　10人掛 ¥1,395,000
 +HTP BLACK ホッパーブラック　10人掛 ¥1,395,000

HB240 H.O.T ホッパーベンチ亜鉛メッキ　3人掛 240x68x74/44 ¥560,000

HB300 H.O.T ホッパーベンチ亜鉛メッキ　4人掛 300ｘ68ｘ74/44 ¥620,000

単位：㎝

※単体でご使用の際は、転倒防止のため必ず床固定パーツを併用して下さい。

hopper bench :H.O.T wood
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BLACK

code 上代税別
HR180　H.O.T 背もたれ　亜鉛メッキ　4人掛用/1台 ¥88,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　4人掛用/1台 ¥98,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　4人掛用/1台 ¥98,000
 +HRS BLCK 背もたれ　ブラック　4人掛用/1台 ¥98,000

HR240　H.O.T 背もたれ　亜鉛メッキ　6人掛用/1台 ¥100,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　6人掛用/1台 ¥110,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　6人掛用/1台 ¥110,000
 +HRS BLCK 背もたれ　ブラック　6人掛用/1台 ¥110,000

HR300　H.O.T 背もたれ　亜鉛メッキ　8人掛用/1台 ¥107,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　8人掛用/1台 ¥117,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　8人掛用/1台 ¥117,000
 +HRS BLCK 背もたれ　ブラック　8人掛用/1台 ¥117,000

HR360　H.O.T 背もたれ　亜鉛メッキ　10人掛用/1台 ¥115,000

 +HRS WIT 背もたれ　ホワイト　10人掛用/1台 ¥125,000
 +HRS EARTH 背もたれ　アースカラー　10人掛用/1台 ¥125,000
 +HRS BLCK 背もたれ　ブラック　10人掛用/1台 ¥125,000

HTP GA MG 床固定用　テーブル脚穴あき加工費　　＜亜鉛メッキのみ対応＞ ¥21,000

HFL04 床固定パーツ　4個セット ¥25,000

HP04 キズ防止フェルト　4枚セット ¥8,500

単位：㎝
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