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1840年、フランス中西部にて馬具製造から始まったデュヴィヴィエの歴史」は

その年月と伝統的技術により、フランスを代表するソファブランドへと導かれる。

その質感はしっとりとなめらかで、息をのむ美しさ。

その厚みはしっかりと強靭で、一生を共にするクオリティー。

そしてその味わいは30年、50年とじっくり艶を増す、天然の芸術品。

長い歴史と信頼を得てきたデュヴィヴィエだから実現できる

最上級の質感をもった最高級の天然皮革。

デュヴィヴィエの情熱と追求から産まれた最高傑作である。

フランスの伝統と心に響く座り心地を体感してください。



JOSEPHINE ジョセフィン



JOSEPHINE ジョセフィン

2ｰSEATER
size:W1800×D900×H810(SH410)mm
price:¥1,425,600+tax

all made in france

SEAT
Fabric:Indiana/Chamois

BASE＆ARM
Leather:Vegetal/Cognac

FRAME＆FEET
Steel Mat Black Brass Decorative

ARMCHAIR
size:W960×D900×H810(SH410)mm
price:¥1,129,680+tax



AUGUSTE オーギュスト



AUGUSTE オーギュスト all made in france

Single-seater unit 125cm with one arm on left
size:W1250×D1070×H740(SH410)mm
price:¥1,062,720+tax

Armless single-seater unit 70cm
size:W700×D1070×H740(SH410)mm
price:¥760,320+tax

Corner unit
size:W1070×D1070×H740(SH410)mm
price:¥1,088,640+tax

Armless single-seater unit 94cm
size:W940×D1070×H740(SH410)mm
price:¥861,840+tax

Square side ottoman
size:W1000×D980×H410mm
price:¥544,320+tax

SEAT
Leather:Anilcalf/Gold

FEET
Beech woood/Wenge



EMILE エミール



EMILE エミール all made in france

Armchair with headrest
size:W730×D1050×H740(SH330)mm
price:¥473,040+tax

SEAT
Leather:Anilcalf/Foret

Footrest
size:W650×D450×H420mm
price:¥237,600+tax

FRAME
Solid oak(hand waxed)



JULES ジュール



JULES ジュール

2-seater unit with one arm on right
size:W1700×D970×H900(SH440)mm
price:¥1,261,440+tax

all made in france

SEAT
Fabric:Indiana/Chamois

OUT SIDE
Leather:Boxcalf/Blanc

LEGS
Oak/Ardoise Brosse

Chaiselongue with one small armrest on left
size:W970×D1700×H900(SH440)mm
price:¥1,166,400+tax



JULES ジュール

Corner Unit
size:W1030×D1030×H700(SH440)mm
price:¥1,107,000+tax

all made in france

Ottoman
size:W970×D650×H440mm
price:¥335,000+tax

SEAT
Fabric:Indiana/Creme

OUT SIDE
Leather:Anilcalf/Gold

LEGS
Walnut/Canaletto mat



LEONE レオン



LEONE レオン

2ｰSEATER 192cm
size:W1920×D860×H820(SH450)mm
price:¥1,265,760+tax

all made in france

Legs:Beechwood/NuageLeather:Anilcalf/Platine



CENTQUATRE ソンキャトル



CENTQUATRE ソンキャトル

2ｰSEATER
size:W1930×D930×H750(SH390)mm
price:¥1,207,440+tax

all made in france

Regs:Beechwood/WengeLeather:Boxcalf/Ardoise

ARMCHAIR
size:W730×D930×H750(SH390)mm
price:¥654,480+tax



MARIA マリア



MARIA マリア made in france

 Chair
 size:W620×D590×H800(SH460)mm
 price:¥241,920+tax

Legs/Beechwood/WengeLeather:Boxcalf/Bleu



KARUSA カルサ



KARUSA カルサ made in france

 Living table 
 size:W1200×D800×H400mm  
 price:¥365,040+tax

 bottom
 Slate/Plague

 Living table 
 size:W1000×D1000×H400mm  
 price:¥343,440+tax

 Side table 
 size:W500×D500×H450mm  
 price:¥209,520+tax

 bottom
   Oak Wood/Stained ardoise

 bottom
   Anilcalf/Vert Foret

 Top
   Clear glass
 Frame
   Powder Coated Steel

 Top
   Clear glass
 Frame
   Powder Coated Steel

 Top
   Clear glass
 Frame
   Powder Coated Steel



RIO リオ
made in france

 Side Table
 size:W540×D540×H450mm
 price:¥194,400+tax

 bottom
   Oak Wood/Stained ardoise

 Top
   Clear glass

 Frame
   Bronze Powder Coated Steel

JULES ジュール

 Coffee Table
 size:W1200×D500×H410mm
 price:¥224,640+tax

 Top
   Clear glass

 reg
   Walnut/Canaletto

made in france



BORA ボラ

2ｰSEATER
size:W1900×D820×H660(SH430)mm
price:¥1,270,000+tax

all made in france

Legs:Brushed stainless steel

Leather:Nappaline/Ciment



MERIDIENNEメリディアン



MERIDIENNEメリディアン all made in france

 Chaiselongue Sofa Blue Canard 
 size:W2000×D900×H700(SH420)mm
 price:¥1,426,000+tax
 leather:BOXCALF/Blue Canard
 feet:WALNUT/Canaletto(マット加工)



CHANTACOシャンタコ



CHANTACOシャンタコ made in france

 2/3-Seater 
 size:W1950×D930×H820(SH430)mm
 price:¥1,217,000+tax
 fabric:FOX/Petrole
 feet:METAL/Black

※サイドクッション×2は付属しておりません



TOI&MOIトワエモア



TOI&MOI トワエモア made in france

 YOU&ME 
 size:W970×D970×H900(SH430)mm
 price:¥1,091,000+tax
 leather:NAPPALINE/Ivoire
 fabric:FOX/Caramel or Brique
 feet:WALNUT NATUREL
 ※クッションは一個のみ付属です

Brique Caramel



EDGER エドガー



EDGER エドガー made in france

 2-seater 
 size:W1800×D850×H870(SH430)mm
 price:¥993,000+tax
   leather:BOXCALF/Blue
 feet:Wood/Wenge



MERMOZ メルモズ



MERMOZ メルモズ made in france

 armchair
 size:W860×D880×H820(SH430)mm
 price:¥641,000+tax
   leather:WELSH/Truffe
 feet:Beechwood/Noir



MAILLOL マイヨール



MAILLOL マイヨール made in france

 Couch sofa
 size:W2800×D1620(1020)×H830＋Headrest H300(SH440)mm
 price:¥2,728,000+tax
   leather:WELSH/Noir 
 feet:ポリッシュドアルミニウム&プラスチックパッド



SYLPHIDE シルフィード



SYLPHIDE シルフィード made in france

 Armchair
 size:W670×D830×H780(SH440)mm
 price:¥476,000+tax
   leather:COWHIDE 
 feet:Beechwood/Noir

SEAT
Leather:Cowhide

LEG
Beechwood/Noir



ROISSY ロワッシー made in france

 Armchair with table 
 size:W960×D810×H790(SH420)mm
 price:¥890,000+tax
   leather:WELSH/Noir or Chataigne 
 feet:Lacquer Noir



HAMADA アマダ made in france

 LivingTable
 size:W1450×D800×H350mm
 price:¥767,000+tax
   woodfinish/color:STAINS ON WALNUT/
   NOYER MOYEN SATINE 
 feet:BRUSHED STAINLESS STEEL METAL



KARUSA カルサ made in france

 Desk
 size:W1130×D580×H750mm
 price:¥636,000+tax
   Oak/fumee Black steel





Duvivierのレザーコレクションには、フルグレインで且つ殆ど或いは全く顔料染めを施していない

レザーのみが使用されます。一般的に市場で多く販売されている、ヤスリがけ等で表面が

修正されているレザー、或いは多くの顔料が塗られているレザーと異なり、厳選された素材と

、最高級の仕上げが施されたレザーは、最高の座り心地と天然素材の持つメリットを合わせ

持ちます。しなやかで、触り心地の素晴らしいDuvivierのレザーは、温度調節機能も持ち、

経年変化による美しさでも賞賛されています。

Duvivier Supreme Leather 



cafe carmin chataigne chocolat elephant

gold noir orage prune truffe

WELSH 染料を入れたドラムに浸し染色され、アンティックレザーの様に経年変化していきます。使えば、使うほど

その美しさは増しますが、その美しさを維持する為の特別な手入れや注意事項は必要無く、取扱は極めて簡単です。

レザーの愛好家や、洗練された感覚を持つ顧客向けのレザーで、世界で最も美しいレザーの1つとも言われています。

ヨーロッパ産雄牛使用、フルグレイン、ドラムダイ、厚さ 2.2mm。Welshは、滑らか、しなやかで厚さもあり、

触り心地は魅力的で風格のあるレザーです。

(ウェルシュ)



coca orage

KOSKOA
(コスコア)

ヨーロッパ産雄牛使用、フルグレイン、ドラムダイ、厚さ3mm, レザーは、厚く、非常に

風格があり、極めて素材感のあるレザー。しぼ等、天然素材の特性が非常に強く現れていま

すが、一方で、触り心地は魅力的で、現代的な要素も合わせ持っています。

このレザーはソファに気品と力強いイメージを与え、使用する喜びを感じさせてくれます。

染料の入ったドラムに浸して染色され、アンティックレザーの様な経年変化をします。取扱

は容易で使えば使うほど、美しさを増すレザーです。触り心地、厚さ、風貌は世界中を見て

も、極めてユニークで他に類がありません。

leather 
cow skin
tricolor hair



ecorce lin

ANGORA
(アンゴラ)

nougat

ヨーロッパ産雄牛使用、フルグレイン、ドラムダイ、厚さ 1.8mm。Angoraは、ユニーク

で滑らか、しなやかで特別な触り心地がある、魅力的なベルベットタイプのレザーです。

ソファに気品と繊細さを与えてくれます。染料を入れたドラムに浸し染色され、その後に

肌触りと、この個性のあるナチュラルでファッション傾向でもある故郷の匂いを持つ奥行

きのあるカラーを得るための特殊なプロセスが施されます。

その滑らかさとベルベットタッチにより非常にモダンで現代的なレザーであると同時に

天然さと風格を保ちながら、繊細で、気品の溢れるお洒落なレザーになっています。



abricot bordeau camel foret

gold gris-beige noir orage platine

ANILCALF
(アニルカーフ)

requin sauge

taupe

ヨーロッパ産の雄牛（トリオン）を使用、フルグレイン、アニリン染め、厚さ1.5mm。

Anilcalfはシックであると同時に、その滑らかさは現代的な雰囲気も与え、表面に不規則

に僅かに現れるグレイン（しぼ）は、繊細でお洒落な印象を与えてくれます。このレザー

を使用するソファに、繊細さと非常にモダンなイメージそして気品を与えてくれ、ソファ

はとても魅力的な触り心地と雰囲気を持つようになります。

Anilcalfのレザーは経年変化により艶を増していきます。又、日常の使用により生じる擦

れでさえ、感激を覚えるような魅力的な肌触りに変化していきます。



anthracite bleu
canard

cafe camel

galet ivoire lin marron
glace

mastic

nappaline
(ナッパリン)

ciment falaise

orage

prune

taupe

ヨーロッパ産の雄牛（トリオン）を使用、フルグレイン、セミアニリン染め、厚さ2.2mm。
天然のグレイン（シボ）と均一性のある色が特徴の気品のあるレザー。Nappalineは全て

の優れた品質を備えています。その厚さは長期に渡ってその風格と品位を保つ為には

理想的であり、その天然のグレイン（シボ）はエレガントで繊細なイメージを与えてくれ

ます。僅かに施した顔料は、染めを均一にしますが、決して感性と魅力は減ることもな

く、経年変化の美しさを妨げる事もありません。Nappalineは全ての需要と期待に応えて

くれます。特に、現代的でモダンなインテリア向けの、明るい色調のレザーソファには、

メンテナンスを気にする事なく使用できるので最適です。



blanc casse bleu canard

corail galet gris
ardoise

gris
beige

BOXCALF
(ボックスカーフ)

chocolat ciment

gris
clair

creme

lin mandarine marron
glace

moka noir piment

poussiere

quetsche

rubis

ヨーロッパ産の若い雄牛を使用。フルグレイン、セミアニリン染め、厚さは 1.6mm。

控えめなグレイン（シボ）があり、大変しなやかで、魅力的な肌触り。Boxcalfは、シル

エットに重みを与える事なく、品格を保ち、一方で強さと耐久性を兼ね備える為の最適な

厚みを持っています。染色として、僅かに顔料が使用されており、非常に美しい色彩と

取扱易さを合わせ持っています。

Boxcalfのレザーは快適な座り心地で、モダンです。加えて長期に美しさを保つ為の

特別なメンテナンスも必要としません。



Fabric



Indiana(インディアナ)

moutarde vert de au anthracite argent aubergine

beige blanc bleu nuit bordeaux canard

celadon chamois chocolat creme elephant

encre gazon gris vert marron glace naturel noir

perle rose rouge sapin

souris

taupe

turquoise

Bland/Houlès paris



brique

Fox(フォックス)

Bland/PIERRE FREY paris

caramel colza denim

ebene galet petrole



Paysage avec DUVIVIER ～DUVIVIERのある風景～



フランス首相官邸、五つ星ホテルなど

ヨーロッパの数々のVIPルームに使用されている

《DUVIVIER》

その事例をいくつかご紹介致します。



Allgau Stern Hotel (アルゴイ シュテーン ホテル)

ドイツの四つ星ホテル『アルゴイ シュテーン ホテル』のスゥイートルームに
DUVIVIERの｢MERMOZ｣ソファが使用されています。

MERMOZ



(フランス首相官邸)

フランス首相官邸でもDUVIVIERは使用されています。(COSMOSソファ－を使用)

COSMOS

French Prime Minister o�ce



(エドワール 7 パリ)

フランスの四つ星ホテル『エドワール ７ パリ』でもDUVIVIERは使用されています。
(MARIAアームチェアを使用)

MARIA

Hotel Edouard7 Paris



(エタジュニ オペラ)

フランスの三つ星ホテル『エタジュニ オペラ パリ』でもDUVIVIERは使用されています。
(CENTQUATREソファ、HORTENSEチェアを使用)

HORTENSE

Hotel Etas-Unis Opera Paris

CENTQUATRE



(モン セルヴァン パレス)

スイスの五つ星ホテル『モン セルヴァン パレス』でもDUVIVIERは使用されています。
(LISAチェアを使用)

LISA

Seiler Hotel- Mont Cervin Palace
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