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竹馬に乗ったピエロは、いつの時代も素晴らしいバランスの代名詞
でした。
デザイナーは幼い頃、
「どうしてあんなに細い脚でバランス
が取れるのだろう」
と不思議に思っていました。 moboのデザイン
は、
この物語がベースになっています。
開発当初のmoboは、オフィスラウンジやミーティングエリア向けに
企画された製品ですが、進化したmoboは、家庭でもホテルでも、
リ
ビングルームから最高級のラウンジでもバランスの取れる製品に仕
上がっております。
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Standard square
High round
Cable management detail
Standard round
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EN
Clowns on stilts have always been synonymous with amazing balance.
The designer, as a child, wondered “how can he balance on such
slender legs?”. The mobo design is based on this story.
mobo was born with a vocation for the office and meeting areas.
But in its further declinations, it balances perfectly in the home and in
hotels: from the living room to the most prestigious lounge.
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05 Standard rectangular with cable
management (chairs are fonda)
06 Standard round (chairs are fonda)

07 Standard rectangular and high round (chairs are fonda)
08 High round (chairs are fonda)
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types and dimensions

ミーティングテーブル		
[ラウンド天板]

◯

ミーティングテーブル		
[スクエア天板]

□

W1500 D750 H720
W1800 D900 H720
W2000 D1000 H720
W2400 D1200 H720
W1500 D750 H720
W1800 D900 H720
W2000 D1000 H720
W2400 D1200 H720

ミーティングテーブル
[スクエア天板]

ハイテーブル			
[ラウンド天板]

◯

Φ750 H1000

ハイテーブル			
[スクエア天板]

□

W750 D750 H1000
W1200 D600 H1000
W1500 D600 H1000

IYOBE.co.Ltdは、予告なしにいつでも製品の技術的または意匠の変更および改良を行う権利を留保しています。 詳細に
ついては、iyobe.comをご覧いただくか、info@iyobe.com までお問い合わせください。
IYOBE.co.Ltd reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the
products at any time without notice. For further information, please visit iyobe.com or contact us at info@iyobe.
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ミーティングテーブル
[オーバル天板]

Φ750 H720
Φ900 H720
Φ1200 H720
W750 D750 H720
W900 D900 H720
W1200 D1200 H720

mobo

mobo is designed by rikarudo. for IYOBE
Co.Ltd. (2022)

EN

Riccardo Daniel is an Italian architect and
designer based in Japan. In 2020 he started
his own practice “rikarudo.”
His international background has given him
the opportunity to work on several projects of
different scales: architecture, interior, furniture
and product design. He started a collaboration
with IYOBE.co.ltd in 2021.

JP

リカルド・ダニエルは、日本を拠点に活動する
イタリア人建築家・デザイナーです。2020年に
自身の事務所「rikarudo.」を立ち上げる。
建築、インテリア、家具、プロダクトデザインな
ど、様々なスケールのプロジェクトに携わり、
国際的な経歴を持つ。2021年、イヨベ 工芸社
とのコラボレーションを開始。

↑ Discover the designer’s works here
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