


Inflatable furnIture 
resIstant,
Durable…

1. cristalクリス
タル

… enDless
possIbIlItIes

i
3. customzedカスタ

ム

2. plainプレー
ン
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maki
table

CubriCk
chair

hamak
transat

kuki
sofa
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Cristal
range1

melbourne - australia
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クリスタル



Sydney Harbour - AuStrAliA
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Nike Air Max event - paris

the tPU
(thermoPlastic
PolyUrethan)

高耐性プラスチック、Zodiac®ボートなど多くの分野で
使用されるこのプラスチックは様々な状況下でも使用
可能。弾力性があり、完全に無臭。
Highly resistant plastic used in many fields 
such as Zodiac® boats. this plastic is extremely 
elastic, resistant to any kind of climate (hot or 
cold) and completely odorless. 
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TPU熱可塑性ポリウレタン



French alps

2plain
range
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プレーン



cannes, French riviera

oUtdoor　アウトドア
優れた耐候性/フランス製
technical fabric with good weather 

resistance. Made in France

9



saint-Just
castle

Plain cover プレーンカバー
黒か白の生地を用意
滑らかでソフトなタッチを提供します
Black or white textile providing a 

smooth and soft touch.
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cassis,
French riviera

light optIon led lights system

• Wireless
• 8h - 20h autonomy
• Waterproof
• rechargeable
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led ライト



3Customized
furniture
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カスタム



ロゴまたはハイレゾ画像
転写プリント
 可能性は無限大です

生地
プリントに最適な生地。
 250g ポリエステル素材のカバーは脱着可能です
メンテナンスが簡単。
デザインを変える事も簡単です。
フランスで制作しています。
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ステッカー/彫刻
テーブルのプレートもカスタマイズ可能
上品でシックな演出し、ブランド認知を最大化する
ためにステッカーか、彫刻でのロゴ掲出が可能。
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1 2 3

3d 化でイメージを !

グラフィックチームが3D視覚化をしてイメージしやすくします。
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Plastic (tPU)　プラスチック
30年以上にわたり、海洋産業で特に使用さ
れ、TPUはPVCに比べ、優れた特性があります。
耐摩耗性、低温および高温、引裂強度、柔軟性な
ど耐久性をテスト済みです。
リサイクル100％
Used especially in the marine industry for 
over 30 years, tPU has excellent 
properties compared to PVc : resistant to 
abrasion, resistant to very low and high 
temperature, tear strength,  flexibility, 
100% recyclable, etc...

made in France

お客様に品質と短納期を実現するために、すべてのカバーは
フランスで私たちの工房で作られています。
to provide quality and quick delivery to our clients, 
all our covers are made in our workshops in France.

cristal plain

TECHNICAL featureS

anchoring
& Ballasts

格納式のフックで風に強く、
アウトドアでの仕様を可能に
しました
Discrete and retractable,  
they provide strong 
resistance to wind & 
outdoor situations.

cUstomized
teXtile cover
(Polyester 300gr)

無限の可能性のある昇華印刷プロセス
を使用して生地をカスタマイズします。
デザインは自由。ロゴ、写真、パターン
等...あなたのブランドに値する可視性を
与えます！endless possibilities to 
customize your cover with the 
sublimation printing process. Print 
anything on it : logos, pictures, 
pattern, etc... Give your brand the 
visibility it deserves !

customized

Plain teXtile cover
(Polyester 300gr)

カバーに使用される生地は、柔軟性があり、素早いセットアップと
クリーニングが簡単に出来ます。（30℃以下の洗濯機）。
fabric used for its flexibility, fast set-up and easy cleaning 
(30°c machine). it also provides good resistance to 
weathering.
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品質



Orange, corporate event - Paris

Nike Air Max, Centre Pompidou - Paris

Federer vs Tsonga, Australian Open - melbOurne Olympic Games, sport event - london

Pfizer, corporate event - Cannes Mercedes Benz - DüsselDorf

Some
reFerenCes

Grand Hotel - Cannes

Blank Utopia, La Cité du Cinéma - PARIS Kronenbourg (Carlsberg Group), product launch - Paris

Melbourne Tigers sport event - australia

   Hôtel Vivier - bretagne Hôtel De Ville - Paris



クリスタルパック　¥220,000 
合計で¥243,000のところ

カスタムパック ¥400,000
合計で¥422,000のところ

プレーンパック（無地） ¥350,000 
合計で¥376,000のところ

*各パックにはBAGとPUMPが含まれています。

クリスタル カバーなし

プレーン 無地カバ－

カスタム デザイン
プリント = ¥22,000

追加カバー
• プレーン
• カスタム

¥56,000

¥83,000

¥90,000

¥30,000
¥32,000

¥53,000

¥80,000

¥92,000

¥26,000
¥32,000

¥68,000

¥97,000

¥97,000

¥37,000
¥37,000

¥78,000

¥130,000

¥150,000

¥55,000
¥57,000

CubriCk
chair

maki
table

hamak
transat

kuki
sofa

bag
４～５個入ります 

pump plate
追加プレート

¥12,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥36,000

led
ライト

¥22,000

plate
ロゴ入り

ロゴ入れ費 ¥16,000

レンタル : ご相談ください。株式会社デボルターレ　info@goldpeaks.jp 03-6751-8778

120v仕様



contact
03-6751-8778 

info@goldpeaks.jp

address
〒130-0015

東京都墨田区横網
２−１２−７

株式会社デボルターレ



WWW.fUGUfUrnitUre.com

http://fugufurniture.com/



