
LIBERIA
The free style sofa for free life, LIBERIA.



LIBERIA
家族と過ごす「寛ぎ」、友人と集う「寛ぎ」、家族の中で楽しむ個々の「寛ぎ」、

様々な「寛ぎ」を生み出すために、HIRASHIMA の LIBERIA は誕生しました。

LIBERIA とは、LIBERTA + SEDIA ーつまり「自由な椅子」という意味の造語です。

ここには、ダイニングだから、リビングだから、ベッドだから、という概念はあり

ません。ソファのような椅子、ベッドのようなソファ、ソファのようなベッド…

それらは、心と体を柔らかくときほぐし、自由へと誘うものになるでしょう。

インテリアへの考え方を「自由」にすることで、暮らし方も「自由」になってゆく。

私たちがご提案するのは、「寛ぎ」を軸とした「自由な暮らし方」です。



LIBERIA Sofa 168
w168 d94.5 h82.5 sh35

LIBERIA Side Table 028
w28 d91 h49.5

LIBERIA Chaise Longue
w84 d149 h82.5 sh35

LIVING
Unconsciously someone around, family gather, fall into a sleep…Be aware of such unconscious,

 the angle of the backrest, the quality of the feathers, and the structure of the table were designed. 
We seek a minimal design to fuse any style, and every scene.

いつの間にか誰かがいて、いつの間にか家族が集まり、いつの間にか夢の中へ…

そんな無意識を意識しながら、背もたれの角度、羽毛の品質、テーブルの構造を設計。

あらゆるシーン、あらゆるスタイルに融合できる、ミニマルなデザインを追求しています。

LIBERIA Ottoman 084
w84 d56 h35

LIBERIA Living Table 126
w126 d56 h35
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LIBERIA Side Board 168
w168 d42 h83.5

LIBERIA Sofa 168
w168 d94.5 h82.5 sh35

LIBERIA Living Table 126
w126 d56 h35

LIBERIA Side Table 028
w28 d91 h49.5

LIBERIA Chaise Longue
w84 d149 h82.5 sh35
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CHAISE LONGUE
+DESK

CHAISE LONGUE + DESK is so-called “tool” in creating a space of free relaxation.
Freely going back and forth like ON / OFF, you can enjoy your only neutral space.

CHAISE LONGUE ＋ DESK は、自由な寛ぎの空間を創りだすための、いわば「道具」です。

ON/OFF を自由に行き来するような、あなただけのニュートラルな空間が堪能できます。

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h56

LIBERIA Ottoman 084
w84 d56 h35

AGILE Side Chair (Upholstery)
w53 d45 h69.5 sh44.5

LIBERIA Counter 084
w84 d63 h67

LIBERIA Chaise Longue
w84 d149 h82.5 sh35
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LIBERIA Side Table 028
w28 d91 h49.5

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h56
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LIBERIA Living Table 126
w126 d56 h35

LIBERIA Sofa 210
w210 d94.5 h82.5 sh35

LIBERIA Sofa Arm×2
w28 d42 h41
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LIBERIA Side Board 086
w86 d42 h83.5

LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5

LIBERIA Side Board 127
w127 d42 h83.5

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h56

LIBERIA Sofa 168
w168 d94.5 h82.5 sh35

LIBERIA Chaise Longue
w84 d149 h82.5 sh35
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LIBERIA Side Board 044
w44 d42 h83.5

LIBERIA Side Board 168
w168 d42 h83.5
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LIBERIA Side Board 127    w127 d42 h83.5LIBERIA Side Board 086    w86 d42 h83.5

LIBERIA Side Board 168    w168 d42 h83.5
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CORNER SOFA
The LIBERIA has no concept of “back-face”. Showing the back of the corner sofa 

instead of hiding it onto the wall creates beautiful space than ever before.

LIBERIA には「うしろ」という概念はありません。そのため、コーナーソファーも壁につけて背を隠すのではなく、

あえて背を見せることで、美しい「間」を創り、これまでにない空間を生み出します。

LIBERIA Side Board 127
w127 d42 h83.5

LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5

LIBERIA Sofa 140
w140 d94.5 h76 sh28.5

SPAGO Circle Table 084
w84 d84 h32

SPAGO Circle Table 070
w70 d70 h28

LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h76 sh28.5

LIBERIA Corner Sofa
w92.5 d92.5 h76 sh28.5
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LIBERIA Side Board 127
w127 d42 h83.5

LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5

SPAGO Circle Table 084
w84 d84 h32

LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h76 sh28.5

LIBERIA Corner Sofa
w92.5 d92.5 h76 sh28.5

SPAGO Circle Table 070
w70 d70 h28
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LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h76 sh28.5

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h49.5

SOFA
The important thing on the sofa is a stableness which the mind and body can lean on.

The LIBERIA Sofa combines functions for living such as “sit”, “sleep” and “rest”.
High-back style is attractive for wrapping the body softly by using a feather in all of cushion.

ソファに大切なのは、心も身体も委ねられる「包容力」です。

LIBERIA のソファは、「座る・眠る・寄りかかる」暮らすための機能を集約しています。

全てのクッションに羽毛を使った、ふっくらと全身を包むハイバックスタイルが魅力です。
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脚の高さは 2 サイズ。取り外しても使えます。  (sh28.5 / sh35 / sh38.5)

LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h76 sh28.5

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h49.5
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LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h56

LIBERIA Sofa 210
w210 d94.5 h82.5 sh35

LIBERIA Ottoman 084
w84 d56 h35
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LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h86 sh38.5

LIBERIA Side Board 127
w127 d42 h83.5

LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5
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TV BOARD
Pursuit of a function forms a design. -LIBERIA TV board: glass slit is impressive.

High aesthetic sence design quietly supports the function in the most line-of-sight gathering space.

「機能」が「意匠」を創り出す、ガラスのスリットが印象的な LIBERIA の TV ボード。

最も視線が集まる場所で「機能」を静かに支えてくれる美意識の高いデザインです。LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5
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LD Living Dining
What is the space being free from the existence of a time and a clock?
From such thought, the concept of LD (Living Dining) was conceived.

Living in the dining. A new form of life style.

時計から自由になり、時間を忘れて過ごせる、空間とは…

そう考えた時、LD (Living Dining) という概念が生まれました。

ダイニングであり、リビングでもある。新しい暮らしの形がここにあります。

LIBERIA LD Chair
w67 d64 h74 sh40

LIBERIA LD Table 168 
w168 d70 h59.5

LIBERIA Side Board 168
w168 d42 h83.5
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LD+SOFA
The space where there is freedom, where daily meals, coffee and wine match. 

If coordinates are free, the way of living gets freely. It’s the idea of LIBERIA.

自由がある空間。それは、ワインも、珈琲も、日々の食事も似合う空間。

コーディネイトが自由だと、暮らし方も自由になれる。それが LIBERIA の考えです。

LIBERIA Side Board 127
w127 d42 h83.5

LIBERIA LD Chair
w67 d64 h74 sh40

LIBERIA LD Table 168 
w168 d70 h59.5

LIBERIA Sofa 196
w196 d94.5 h86 sh38.5

LIBERIA Side Table 025
w24.5 d83 h59.5

LIBERIA TV Board 210
w210 d49 h39.5
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DINING
LIBERIA dinig plays a role not only for enjoying a meal but also talking 

and making individual time at the dining space freely.

LIBERIA のダイニングは、食卓だけの役割に留まらないのが特長です。

語らいもあれば、個々の時間も創れる、そんな自由なダイニング空間を実現します。

LIBERIA Arm Chair
w67 d64 h80 sh46

LIBERIA Bench 168 
w168 d64 h74 sh46

LIBERIA Arm Chair
w67 d64 h80 sh46

LIBERIA Dining Table 196
w196 d84 h70
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LIBERIA Bench 168 
w168 d64 h74 sh46

LIBERIA Side Chair
w54 d64 h80 sh46

LIBERIA Dining Table 196
w196 d84 h70
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LIBERIA Dining Table 196
w196 d84 h70

LIBERIA Bench 168 
w168 d64 h74 sh46

LIBERIA Side Chair
w54 d64 h80 sh46
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Arm Chair
sh46

LD Table
h59.5

Dining Table
h70

LD Chair
sh40

Dining Table と LD Table はこのように、高さに違いがあります。

LIBERIA Dining Table 196
w196 d84 h70
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LIBERIA Side Chair    w54 d64 h80 sh46

LIBERIA Bench 168    w168 d64 h74 sh46

LIBERIA LD Chair    w67 d64 h74 sh40

LIBERIA Arm Chair    w67 d64 h80 sh46

4443 4443



LIBERIA Bed 147 (Double)
w147 d230 h82

LIBERIA Night Table
w28 d56 h56

BED
A moment of falling asleep, and a moment of waking up.

LIBERIA bed thoroughly seeks comfort and coziness of those precious moments.

眠りへと落ちる瞬間も、眠りから覚めた時間も、快適なものにしたい。

寝心地だけでなく、居心地の良さにも徹底的にこだわった、LIBERIA のベッドです。
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Bed のヘッドボードは置きクッションタイプ。

ソファーのように座れます。

LIBERIA Night Table
w28 d56 h56

引き出し下のスイッチで調光できます。
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[ 製造のこだわりについて ]

HIRASHIMA は、創業以来 NC ルーターを駆使した独創的な製造

技術で、他社では難しいとされるデザインにあえて挑戦してきま

した。NC ルーターとは、高速回転する刃物をプログラミングされ

た動きで木材を削る工作機械のことです。刃物の動きを数値制御

（Numerical Control：NC）によりコントロールし、複雑かつ高精

度な加工が可能になりました。この機材を使いこなすには豊富な

知識と経験が必要です。HIRASHIMA では、いち技術者として NC
ルーターと向かい合い、道具の一つとして NC の技術を研いてきま

した。また木製家具は「研磨が命」と言われるほど、研磨の丁寧さ

が木目の美しさや手触り感に現れる部分です。HIRASHIMA は研磨

技術にも一切の妥協なく取り組んでいます。一部、外部委託して

いるパーツがございますが、徹底した品質管理を行うことで製品

に責任を持った販売を心がけております。今後もより高い品質の

製品をお届けするために、更なる技術向上、設備の充実に励んでま

いります。

[ 節有り無垢材について ]

HIRASHIMA は、節のある無垢材を使用しています。従来、節は欠

点とされ、家具では使われていませんでした。しかし私たちは、節

が上手に配置された家具が放つ、木の魅力、存在感こそ、家具とし

て「格好がいい」と考えます。節のある無垢材で作られた家具はひ

とつひとつ表情が異なり、世界にたったひとつだけの存在になる

のです。そして、使い込めば使い込むほど、いい色になっていきま

す。使用環境（長時間の直射日光や空調による乾燥や高温など）に

よっては割れが生じることがありますが、その割れも無垢材だか

らこその魅力。経年変化を愛でながら、長く長く使っていただけ

ると幸いです。

[ 木部仕上げについて ]

① 塗装
HIRASHIMA の塗装には、ポリウレタン樹脂塗料を使用して

います。ポリウレタン塗料は塗幕強度に優れており、樹脂に柔

軟性があるため、クラック（割れ）が発生しにくいのが特長で

す。HIRASHIMA では、木目の導管を活かすナチュラルな仕上

がりを実現するために、艶を消して塗装しています。塗幕が

あるため、オイル仕上げに比べて完成時の美しさが長く保た

れます。

② オイル仕上げ
塗装仕上げに対し、オイル仕上げはナチュラル感を出すのに

ふさわしい仕上げ方法です。ただし、ポリウレタン塗装のよ

うに塗幕がなく、木部を保護する力が弱いため、一年に一度

くらいのペースでメンテナンス用のオイルを使い、仕上げ直

すことで、経年変化の美しさを楽しみながら長くご愛用いた

だけます。

[ 張地について ]

① 布地
HIRASHIMA では、現在イタリアやベルギー等、輸入布地を主

体に使用しています。これらは輸入になるため、デリバリーの

面でのデメリットもありますが、イタリア及びベルギー製は、

椅子張り地の本場でもあり、デザイン、色などの美しさに優れ

ており、HIRASHIMA の家具に調和しやすいため、あえて輸入

布にこだわっています。家具の特長や用途に適した素材を適材

適所で厳選しており、ウールや麻などのナチュラル素材から、

ポリエステル等の化学繊維まで様々です。

② 皮革
皮は石油製品とは異なり、牛肉の副産物であり「牛の命を一部

いただく」古代から続くエコ素材といえます。また布地に比べ

て丈夫で、経年変化を楽しむことができ、使い込むほどに親し

みが湧く張地です。発泡レザーは完成時が最も美しい状態です

が、皮革は完成時が始まりであり、歳月を重ねて行くにつれて

味わいが出てきます。皮革には染めたものと塗装で色を付けた

ものとがあり、またその中間に位置する皮革もあります。それ

らはそれぞれ物質面やグレードが異なり、HIRASHIMA では数

種類の革をご用意して、予算や使い方によってご要望にお応え

できるよう努めております。皮革には生き物の怪我や擦れによ

る傷が一部見られることがありますが、これらもまた生きた証

ともいえる特長として活用しています。

② 発泡レザー
発泡レザーとは、織物や編物をベースに塩化ビニールを発泡さ

せて張り合せる特殊な技術で、表面に皮革様のシボ型押しをし

たものです。皮革の代用として用いることが多く、経年劣化が

少ないのが特長。皮革に比べて比較的リーズナブルな価格かつ

撥水性に優れているため水拭きもでき、椅子の張地として一般

的によく用いられている素材です。



株式会社 ヒラシマ

〒 832-0807 福岡県柳川市三橋町枝光 6-1

Phone 0944-74-1824  Fax 0944-88-9105

www.k-hirashima.jp  /  info@k-hirashima.jp

SHOWROOM                           

Phone 0944-74-3752  Fax 0944-88-9105


