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株式会社良品計画〒170-8424東京都豊島区東池袋4丁目26番3号 

○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザイン等は予告無く変更する場
合がございます。あらかじめご了承ください。 ○印刷の都合上、実物と多少
色・仕様が異なる場合がございます。 ○店舗によって品揃えが異なること
があります。また、数量に限りのある商品もございますので、品切れの場合
はご容赦ください。 ○サイズなどは多少の個体差がございます。ご了承く
ださい。 ○目盛りは目安としてお使いください。カタログ発行：2020年1月
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これまでの暮らし。これからの暮らし。

新生活はそのどちらともつながっている。

さまざまな使い方ができるように「余白」

を残した無印良品の商品は、かたちを変

えながらつながっていく暮らしにいつま

でも寄り添い続けていきます。



どんな暮らしにもなじむ佇まい。

さまざまな使い方ができる汎用性。

これまでの暮らし、これからの暮らしを

つなげる無印良品の商品のわけを

ご紹介します。

ベッド下が収納スペースに

床下20cm、26cmタイプの脚を取り付ければ、ポリプ

ロピレン衣装ケースがベッド下に収まります。20cmタイ

プには衣装ケース・小、26cmタイプには衣装ケース・

大がぴったりです。デッドスペースになりがちなベッド

下を活用できます。

ソファとしても使えます

使い方を限定しないマットレスだから、クッションと組み

合わせてソファとしてもお使いいただけます。友人や

家族を招いたときにも、部屋を広く使えます。

将来買い足しても

シンプルなベッドだから、将来家族が増えたときに買い

足すのもおすすめです。2台並べれば家族がゆったり

眠ることができる大きなベッドに。もちろん個別でも使

えるので、暮らしの変化に応じて使い方を変えられます。

低い脚で広々と

床下10cm、12cmタイプの脚は、お部屋を広く見せた

い方におすすめです。低めの家具で揃えることで、部

屋の圧迫感が軽減されます。ベッドの高さが床に近く

なるので、子どもがいるご家庭でも安心してお使いい

ただけます。

マットレスに脚がついただけのシンプルなベッドです。クッションを組み合わせればソファのように使うこともできる

ので、一人暮らしのコンパクトな部屋にもおすすめです。カバーや脚を交換できるので、暮らしに寄り添い、長く

お使いいただけます。

脚付マットレス

る
が
な
つ
が
し
ら
暮

カバーは取り外してご自宅の洗濯機で洗うことができます。別売で替えの
カバーもご用意しています。

コイルユニットは２種類。面で体を支えるボンネルコイルと、点で体を支える
高密度ポケットコイルからお選びいただけます。

スチールフレームはメッシュ仕様で通気性に優れています。

部屋の印象や使い方に合わせて脚をお選びいただけます。高さは床下
10cm、12cm、20cm、26cmの４種類、素材と色は木製・ナチュラル、木
製・ブラウン、スチールをご用意しています。

カバー

スチールフレーム

コイルユニット

脚

商品の詳細は
WEBページへ
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積み重ねて使えます

3・4・5段はヨコ置きで5つまで積み重ねることができるので、

壁面収納としても活躍します。タテヨコどちらでも使えるので、

気分に応じて組み合わせを変えることも。

パーツが多様なユニットシェルフ

洋服をかけるワードローブバーや帆布のマガジンラックなど、

用途に合わせてパーツを選択できるのがユニットシェルフの

特長です。無印良品の収納用品もぴったり収まります。

大容量の衣類収納に

ワードローブバーを取り付け、棚を追加すれば、

クローゼットに負けない衣類の収納スペースに。

棚やワードローブバーの位置を変えられるので、

洋服の丈やしまい方に合った自分だけの収納

がつくれます。

※ワードローブバーは、奥行50cm、39.5cmタイプ
　のみ取り付け可能です。

ぴったり収まる引き出し

タテヨコA4サイズには、ダンボール引出が

ぴったり収まります。引き出しは1段と2段の

2タイプ。1段は大きなものやかたちの違うも

のをまとめて収納するのに、2段は書類や文

房具など細かなものを仕分けるのにぴったり

です。

棚を動かせるタイプも

マルチラックとフリーラックは可動式の棚板が

ついているので、しまいたいものの高さに合わ

せて自分好みの棚をつくることができます。判

型の違う書籍やCD・DVD、靴やスリッパの

収納にもおすすめです。

棚の奥行は選べる3種類

シェルフの奥行は50cm、39.5cm、25cm

から選べます。スリムな奥行25cmタイプは

コンパクトな一人暮らしの部屋でも圧迫感が

ありません。狭い廊下にも置くことができます。

タテでも、ヨコにしても使える軽くて丈夫な収納ボックスです。A4の書類がぴったり収まるタテヨコA4サイズ、隙間に収まるスリムタイ

プ、キャスター付きのタイプなど、使い方に合わせて種類を選べます。お求めやすい価格なので、買い足して棚を広げるのもおすすめ

です。

パルプボードボックス
天然の節の表情が美しい、パイン材のシェルフです。幅や奥行、高さを変えて自分に合った棚をつくることができます。追加用パー

ツを買い足すことで、持ち物の量や部屋の大きさなどの変化に対応でき、長く使い続けることができます。同じ素材でベッドやテーブ

ル、チェストもご用意しています。

パイン材ユニットシェルフ商品の詳細は
WEBページへ

商品の詳細は
WEBページへ
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大きな壁面収納に
縦にも横にも拡張できるので、お部屋に合った壁面

収納をつくることができます。オープン型を使用すれば、

テレビを入れ込むことも。

間仕切りとしても
お部屋の中央に置けば、簡単な間仕切りとしてもお

使いいただけます。部屋のスペースを分けながらも、

背面板がないのでゆるやかに空間をつなぎます。圧

迫感がないのもポイントです。

※パーテーションとして使用する場合は3段までです。

収納用品がぴったり収まります
モジュールが合っているので、無印良品の収納用品

がぴったり収まります。収納用品を使って棚の中を

仕切ることで、スペースを有効に使うことができます。

スタッキングシェルフの基本構成
仕切板内のスチールパイプをつなぎ、ボルトを留めていくだけの簡単連結です。

それぞれのグリッドに、無印良品の収納用品がぴったり収まります。必要に応じて、基本セットに追加セットを組み合わせることができます。

ランドリーセット
洗剤や洗濯ネット、ハンガーなどが散らかりやすい洗

濯機周りにスチール素材のユニットシェルフを。色は

部屋になじむライトグレー。ポリエチレンの収納ケー

スと組み合わせれば雑多になりがちなランドリーも

すっきり整います。

カップボードセット
キッチン家電や食器・カトラリーの収納にぴったりで

す。木製ボックスにはガラス引き戸がついており、大

切な食器をほこりなどから守ります。配線用に穴が

空いているため、家電をしまうこともできます。

ワードローブセット
丈の長いコートやワンピースもかけられるワードローブ

バーがついたセット。下段の棚に無印良品の収納

用品を入れれば、衣服の種類や色・素材で分けて

収納しやすくなります。

ユニットシェルフの基本構成
ユニットシェルフ本体は帆立、棚板、クロスバーでできています。

組み立てが簡単で、棚板は18.5cm間隔で取り付け位置を調節できます。本体の素材は、ステンレスとスチールから選べます。

212.5cm

175.5cm

120cm

83cm

46cm

＋

＋

基本セット 追加セット 28.5cm
200cm

121cm

81.5cm

基本セット

追加セット

棚板

クロスバー
（補強用）

帆立

帆立と棚板を組み合わせることで棚が完成

します。

基本セットと追加セットの組み合わせで、横方向にも縦方向

にも自由にオリジナルの収納をつくれます。

高さは5段階から選べます。 奥行は41cm、スチール素材

のみ25cmが選べます。

幅は4種類から選べます。 幅は2種類から選べます。

※オーク材・ウォールナット材・ステンレス
　ワイヤーは112cm取扱いなし。

奥行は28.5cm。高さは3段階から選べます。

桟

41cm25cm

18.5cm
11 2cm※

84cm

56cm

42cm

豊富なオプションパーツを自由に組み合わせられるスチール／ステンレス製の組み立て家具です。ワードローブやランドリー周りの収納、本棚やデ

スクにしたりと、暮らし方や用途に合わせて機能的なシェルフをつくれます。追加用パーツを買い足すことで、持ち物の量や部屋の大きさなどの変化

に対応でき、長く使い続けることができます。

ユニットシェルフ
使い勝手に合わせて縦にも横にも広げられるシェルフです。本棚や飾り棚はもちろん、間仕切りとしても使えます。用途に合わせてワイドタイプも

お選びいただけます。

スタッキングシェルフ

ワイド 77cm37.5cm

商品の詳細は
WEBページへ

商品の詳細は
WEBページへ

0908

暮らしがつながる



いざというときの備え

重たいものやかさばるものをしまうのに適しているので、

防災用品、水や保存食などの収納にもお使いいただ

けます。ロック付きなので持ち運ぶときも安心です。

ちょっとした腰掛けにも

しっかりとしたつくりなので、人が座ることもできます。

普段は収納として、来客時には簡易的な腰掛けに。

一つで二役こなす便利な収納用品です。

積み重ねができます

特大は2段まで、大・小は3段までスタッキングが可能

です。積み重ねたときにずれにくいよう、フタに溝がつ

いています。耐荷重はフタが約100kg、収納部が特

大で20kg、大・小で13.5kgと重いものにも十分耐え

られます。

収納家具にぴったり収まります

基本寸法を合わせているので、無印良品の収納家具

にぴったり収まります。ユニットシェルフやスタッキング

シェルフと組み合わせれば、整理整頓もしやすく、見た

目もすっきり整います。

水や汚れも拭き取りやすい

水や汚れに強いポリエチレン素材を使用しています。

ランドリーでは洗濯かごとして、リビングでは掃除用品を

まとめるのに、デスクでは細々とした文房具の収納に。

アイデア次第でさまざまな用途に使えます。

しまうものを選びません

かたちやサイズ、深さの違う9種類をご用意しているの

で、しまいたいものにぴったりの収納が見つかります。や

わらかい素材で、中のものを傷つけません。半透明のフ

タを使えば、中身を隠すこともできます。

ポリエチレンの収納用品です。やわらかい素材で、収納するものを選びません。水や冷気などにも強く、水まわりや冷蔵庫内など、さまざまなシーンで

活躍します。別売のフタを使用すれば2段まで積み重ねも可能です。

やわらかポリエチレンケース
ベランダなどの屋外でも使えるフタ付きの収納です。丈夫なつくりで、2Lペットボトルなど重量物を収納したまま持ち運べます。フタはロック式で

収納物が飛び出ません。サイズは小・大・特大の3種類です。

ポリプロピレン頑丈収納ボックス商品の詳細は
WEBページへ

商品の詳細は
WEBページへ

1110
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装着方法

上部の穴の外側から手を入れてカバーをたぐりよせ、

下部を開きます。

ふとんの隅を持ち、開いた下部からふとんをつつみます。

ふとんを上下反転させ、全体にすっぽりとかぶせます。

スナップボタンを全て留めて、ふとんとカバーを固定

したら完成です。

1

2

3

POINT1

POINT2

POINT3

選べる素材

綿や麻などの風合いのある天然素材、遮光・防炎など機能性のあるポリエステル

素材からお選びいただけます。

扉にも、引き戸にもなる

一枚の布が扉の役割を果たします。カーテンフックに掛けたり、クリップランナーで

挟んだり、場所に合わせて吊るし方を選択できます。裏側にポール通しループが

ついているので、ポールを直接通しても使えます。

ファスナーをなくして簡単に着脱できる掛ふとんカバーを

つくりました。ホテルで使われる寝具をお手本にしています。

カバー上部の左右に開いた穴から手を入れて、ふとんの

角を直接ひっぱるだけで装着できます。手軽に取り外せる

ので、こまめに洗濯をして清潔に保ちやすいカバーです。

かんたん着脱
掛ふとんカバー

「窓をおおう」機能を見つめ直したシンプルなノンプリーツ

のカーテンです。プリーツカーテンのヒダをなくすことで、

生地の使用量を削減し、ムダを省きました。ポールを通せ

る仕様にすることで、間仕切りや目隠しとしても使用でき

ます。仕切りとしての使い方は、ワンルームのお部屋に

もおすすめです。

ノンプリーツ
カーテン

POINT1 POINT2 POINT3

カバーの角にある穴からふとん本体をつかんだ後、

ふとんとカバーを全体的にならします。

カバーについているスナップボタンで、四隅ともふと

んとカバーを留めます。

かぶせ部分を開いて、カバー内側縦についている

スナップボタンで上下を留めます。

ノンプリーツですっきり

ひだをなくしたフラットな布は、素材本来の風合いを

引き立たせ、空間をすっきり見せることができます。

商品の詳細は
WEBページへ

着脱の動画はこちらから

商品の詳細は
WEBページへ

綿洗いざらし平織 麻平織

綿ボイル ポリエステル透けにくい

1312

暮らしがつながる
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理 部屋づくりは、理想の暮らしをかたちにするための第一歩。

けれど、どうすれば住みやすい部屋になるのか、

悩んでいる人も多いはず。

ここでは家具の置き方や持ち物の収納に悩みを持つ

2人の部屋を、インテリアアドバイザーがプランニング。

暮らしのお悩みを解決します。

無印良品の店舗には、175名のインテリアアドバイザーと1000名以上の収納アドバイザーがいます。

お引越しや部屋の模様替えへのご提案から、日々のちょっとした収納術のアドバイスまで。日々、

お客さまの「どうしたらいい？」にお答えしています。

1514

理想の暮らしへつながる



窮屈な部屋に、物足りない収納。 Before

デスクはノートパソコンを
置くだけで精一杯。

教科書や書類の並ぶデスクは、ノートパ

ソコンを置くだけでいっぱいに。資料を

広げながらパソコンを使えないため、

大学の課題もはかどりません。食事も

デスクをテーブル代わりにしてとっていた

ため、パソコンや教科書などを汚してしま

わないかも気がかりでした。

Before

役割が定まらず
落ち着かないロフト。

ロフトの使い方に困っていた小川さん。

クローゼットに収まりきらなかった衣類な

どが、ロフトの床に出しっぱなしに。就寝

スペースなのに、落ち着かない空間に

なっていました。

Before

部屋に点在する洋服。

普段着る洋服や運動用のジャージが、

クローゼット・リビングの収納ケース・ロ

フトの3箇所に分散していました。外出

前に慌ててカバンや帽子を探すことも

しばしば。身支度に時間がかかるのが

悩みでした。

Case01 Before

関
玄

リビング
機
濯
洗

キッチン

バス・トイレ

ロフト

間取り：ワンルーム・ロフト付き　1階：6.2畳　ロフト：3.1畳

小川さん宅

春から大学に進学し、ひとり暮らしを始めた小川さん。スポーツが

好きなアウトドア派ですが、家で過ごす落ち着いた時間も大切にして

います。そんな小川さんの悩みは、部屋の狭さ。収納スペースも

少ないので、ものを一箇所に整理できません。ロフトやキッチンにも

しまいきれなかった衣類や食品などが出しっぱなしです。リビングに

は洗濯物が干してあるため、自身がくつろげないだけでなく、友人も

気軽に招けません。狭くても心地の良い部屋をつくるには、どうすれば

いいでしょう。

16 17
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家具を増やして収納スペースを創出。
ものの定位置を決めて、友人も招ける心地よい部屋に。

山崎さん
インテリアアドバイザー

小川さん（学生）
ご本人

After

教科書やプリントは
まとめてシェルフへ。

これまでテレビ台として使っていたロー

テーブルを、スチールユニットシェルフに

入れ替えました。教科書や書類などを、

ファイルボックスにまとめてシェルフの

下段に収められるようになったことで、

デスクの上はすっきり。作業時にもデス

クを広 と々使えます。

After

ゆっくり休める
リラックススペースに。

パイン材のベッドと体にフィットするソ

ファを設置し、ロフトをくつろぐためのス

ペースと位置付けました。ベッド下には

引き出しを取り付け、シーズンオフの洋

服を収納。生活感を抑えることで、リラッ

クスできる空間になりました。

After

壁掛け収納に
普段使いの小物をまとめる。

出かけるときに必要なものをまとめてお

けば、慌てることもありません。玄関には、

壁に付けられる家具の3連ハンガーと

棚を取り付け、よく使うカバンや帽子、

失くしたくない鍵の定位置をつくりました。

Case01 After

収納スペースが少ない部屋で、ものが
散らかり気味でした。無印良品のユ
ニットシェルフやベッド下収納があるパ
イン材ベッド、壁掛けハンガーなどで新
たな収納を。備え付けの収納も、ファイ
ルボックスなどを使って中を仕切ること
で整理しやすくなり、スペースを最大限
に活用できます。収納用品の素材や
色味を揃えることもポイントです。部屋
全体に統一感が生まれ、すっきりとした
印象になります。

部屋全体がグッと落ち着いた雰囲気に
なりました。ものの定位置が決まった
ことで、部屋が散らかりにくくなったことも
嬉しいですね。最近、動画配信サービス
で映画やドラマを観ることにハマって
いるのですが、この部屋なら以前よりも
作品に没頭できそうです。リビングも
すっきりとして居心地が良くなったので、
友人たちを気軽に招きたいと思います。

※他社製品も使用しています。
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関
玄

リビング

洗濯機 キッチン

バス・トイレ

Case02 Before

Before

あちこちに
収納されていた衣類。

衣類が、ハンガーラック、ベッド下の収納

ケース、クローゼット、チェストの4箇所に

ばらばらに収納されていました。これで

は、どこに何をしまったのか自分でも分か

らなくなってしまいます。

Before

食器を一箇所に
収めきれない。

趣味が食器集めなので、食器の数は多

め。キッチンに収納しきれなかったもの

は、リビングのチェストとカラーボックスに

点在していて、必要なときにすぐに取り

出せず不便でした。せっかく集めた食器

なので、できればきれいにディスプレイ

したいと思っています。

Before

ものが散らかりがちな
リビング。

家にいる時間の大半を過ごすリビング。

使う頻度の高い文房具や化粧品、収納

場所の決まっていない雑誌などが、ここ

に集まってしまいます。ローテーブルが

いっぱいなだけでなく、床に敷いたラグ

にまでものが溢れている状況をなんとか

改善したいと思っています。

まとまらない収納。散らかりがちなリビング。

間取り：1K　リビング：6.7畳

福田さん宅

この部屋に引っ越して一年ほどになる福田さん。一番の悩みは収納

スペースが点在していることです。衣類ひとつをとっても、さまざま

な場所に収納しているため、どこに何をしまったか把握しきれないと

言います。普段長い時間を過ごすリビングも悩みの種。ローテーブルは

化粧品や文房具、雑誌などで溢れている上、床に敷いたラグの上で

過ごしているとなんとなくだらだらした気分になってしまうそうです。すっ

きりとメリハリのある暮らしをするには、どうしたらいいのでしょうか。
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After

身支度のスペースを
一箇所に。

衣服はクローゼットとベッド下の収納

ケースに集約。普段着る服はクロー

ゼット、シーズンオフのものは収納ケース

と、収納場所ごとの役割も明確にしま

した。クローゼットの周りに、壁に付け

られる家具でミラーや帽子を掛けるス

ペースを設け、この一角でコーディネート

が出来るようにしました。

After

お気に入りを集めて、
選ぶのも楽しい食器棚に。

リビングのチェストにすべての食器を集め

ました。お気に入りの古家具のチェストを

活かし、食器を収納しつつディスプレイ。

引き戸内にはアクリル仕切棚を設け、

収納力をアップしています。使いやすさ

はもちろん、毎日の器選びが楽しめる

食器棚になりました。

After

散らかりがちな小物は
隠す収納へ。

置き場所の定まらなかったメイク用品や

小物はスタッキングシェルフの中に。引き

出しやファイルボックスを使うことで、

部屋全体の雰囲気もすっきりとしました。

引き出しの中をポリプロピレンメイク

ボックスやベロアの小物ケースで仕

切って、さらに使いやすくしています。佐々井さん
インテリアアドバイザー 

福田さん（社会人）
ご本人

Case02 After

衣類、食器、書類など、カテゴリごとに
収納する場所を明確化することで、見た
目にもすっきりと使いやすくなります。リビ
ングには、ローテーブルに代わってダイ
ニングテーブルを設けました。雑貨や
化粧品、雑誌などはスタッキングシェルフ
に収納。フローリングでの生活を改め、
食事などの際にはダイニング、くつろぎ
たいときにはベッドといったように、
スペースごとの役割を明確にすることで、
自然と暮らしにメリハリが生まれます。

どこに何をしまうのか、ルールが明確に
なったことで、片付けるのも取り出すのも
楽になりました。部屋がすっきり整った
おかげで居心地がよくなり、毎日家に
帰るのが楽しみです。念願のダイニング
テーブルは、趣味や作業のスペースとし
ても広々使えてとても気に入っています。
来客用のスツールも用意したので、この
リビングで友人とお茶をしたりして過ごし
たいです。

素材を揃えて統一感のある部屋に。
スペースごとに役割を決めて、生活にメリハリを。

※他社製品も使用しています。
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時々使うものをまとめて。

ポリプロピレン頑丈収納ボックスには、鞄や靴のお手入れグッズ、アイロンなど、頻繁

には使わないけれど取り出しやすい場所に置いておきたいものを収納。ファイル

ボックスで中身を仕分けることで、どこに何があるか一目で分かります。しっかり

とした造りなので、簡易的な腰掛けやローテーブルとしても使えて便利です。

デスクの上はいつもすっきり。

デスクは折りたたみ式のパイン材テーブルを使っています。文房具やUSBメモリと

いった細々としたものはABS樹脂の仕分けトレーに。パーツを組み合わせる

ことで、限られたスペースを最大限に活用できます。デスクの上をすっきりと整え

ておくことで、勉強にも集中できます。

部屋になじむ壁面収納。

パルプボードボックスを横向きに5段重ねて壁面収納に。高さはありますが、部屋

になじんでいるので圧迫感はありません。高さの異なる書籍なども収納しやすい

ように、A4タイプとスリムタイプを組み合わせていることもポイントです。下の二段

にはぴったりと収まるファイルボックスと引出を格納し、ノートや書類、音楽機材などを

整理しています。

ベッドまわりに、落ち着きと収納を。

ベッドに使っているのは脚付マットレスです。カバーリングとカーテンの色を揃える

ことで、部屋に統一感をもたせました。マットレスの下にはポリプロピレン衣装ケース

4つを格納。シーズンオフの布団や、替えのベッドパッドを収納しています。

音楽や自転車など、多趣味な宮本さん。お部屋は1Kながらも

ゆったりと過ごせる心地良い住まいです。趣味の音楽の道具

をはじめ、自転車用品や本・雑誌などは、パルプボードボックスを

組み合わせた壁面収納やポリプロピレン頑丈収納ボックスに

整理整頓。スペースに余裕が生まれたことで、部屋の真ん中

には体にフィットするソファを置き、くつろげるスペースをつくり

ました。

すっきり暮らす
収納上手の部屋

01

る
が
な
つ
と
し
ら
暮
の
な
ん
み ライフスタイルによって、

部屋のかたちは変わってきます。

ここでは毎日を自分らしく楽しむ

3人のお部屋をご紹介。

収納の工夫や、家具選びのこだわりなど、

自分にぴったりの部屋をつくるコツを

伺いました。
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洋服の好きな宇都宮さんが、自宅でもお店のように服を収納

したいと思って設置したのがステンレスユニットシェルフ。ワード

ローブバーを取り付け、服を畳んで平置きするだけでなく、吊る

して収納できるようにしています。暮らしのなかで自然とお気に

入りの服を眺められる上に、コーディネイトも以前より楽しく

なったそうです。ほかにもインテリアのトーンを揃えて部屋の

雰囲気を統一するなど、お手本にしたいポイントがたくさん

見つかります。

好きなものに
囲まれる部屋

02

洗濯用品をひとまとめに。

洗濯機横のユニットシェルフのワゴンには、衣類用洗剤、柔軟剤、ハンガー、洗濯

ネットなどをひとまとめに収納しています。ワゴンの横には洗濯物干し用の角型

ハンガーをフックで吊るしています。下段には入浴用のタオルを。水に強いステン

レス製なので濡れても安心です。

色味を抑えてすっきりと。

シェルフにはさまざまな色の洋服が並ぶため、そのほかの収納用品やアートなどは

シルバーとモノトーンで統一し、落ち着いた雰囲気を心がけました。細 と々したものは

硬質パルプボックス、よく使うものは用途ごとにまとめてステンレスワイヤーバス

ケットに。シェルフの右側は飾り棚として、お気に入りの絵や縁起物などをディスプ

レイしています。

シャツは一覧できるように並べて収納。

ポリプロピレン衣装ケースをベッドの下に置き、シーズンオフの衣類をまとめて収納

しています。たくさん持っているシャツは色柄ごとに整理整頓。いま自分がどんな

服を持っているかが一目で把握できるので、新しい服を買うときにも色被りなどを

避けられます。

目線を揃えるひと工夫。

折りたたみローテーブルに座いすを合わせ、くつろぎの空間を。テレビ台には、

パルプボードボックスを横置きにして使っています。座いすに座ったときの目線の

高さとテレビの位置を揃えているので、趣味の映画鑑賞もリラックスして楽しめます。
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マグネットタイプの収納用品を活用。

収納に困りがちなランドリーや洗面台まわり。細川さんはマグネットタイプのアルミ

フックとタオルハンガーを洗濯機に取り付け、不便さを解消しました。フックにはドラ

イヤーや洗濯板、掃除用ブラシをかけ、タオルハンガーには足拭きマットを干してい

ます。

収納用品を組み合わせてすっきり感を。

クローゼット上段には趣味で使う道具や衣装を収納しています。大きさやかたちが

異なるものでも、やわらかく変形する仕分けケースに入れた上で、ソフトボックスに

収めればすっきりとした見た目に。一緒に使うものをまとめておけるので、出し入れ

も便利です。

見せるものと見せたくないものを仕分ける。

キッチンではユニットシェルフと収納用品を組み合わせて使っています。カトラリー

や調理用品など、見せたくないものはポリプロピレン収納ケースに。整理ボックス

で中を仕切っているので、必要なものがすぐに見つかります。シェルフの上段には

自作の陶器をステンレスワイヤーバスケットに入れて収納。バスケットごと移動でき

るので掃除も簡単です。

デスクやテレビ台を兼ね備えた壁面収納。

幅違いのステンレスユニットシェルフを組み合わせ、リビングの壁にぴったり収めま

した。壁面収納としてCDや書籍などを並べているほか、デスクとしても活用。細々

とした文房具などは、シェルフにぴったり収まるファイルボックスや収納ケースにまと

めています。

フラメンコ、レザークラフト、陶芸、アウトドアなど、たくさんの趣

味をもつ細川さん。その分、持ち物も多いのですが、お部屋は

意外なほどにすっきり。以前から使っていた収納用品と、引っ

越しの際に購入した収納家具を上手に組み合わせ、十分な

収納スペースを確保しています。なかでも活躍しているのがス

テンレスユニットシェルフを使った壁面収納。ほかにも趣味と

暮らしが調和した部屋をつくるための工夫が、たくさんあるとい

います。

趣味と暮らしが
調和した部屋

03
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新生活を迎えるにあたって、どんな順番で何をすればいいのか、

どんなことに気をつければいいのか、

押さえておきたいポイントをまとめました。

新生活の
はじめかた

まず決めたいのが家賃の上限。社会人の場合は手取り月収

の3分の1が目安とされています。次に決めるのが居住エリア。

通勤通学時間はドア・トゥ・ドアで一時間程度に収められると

理想的です。家の周りのお店や施設についても確認しましょ

う。コンビニやスーパーが近くにあってほしい、頼れる病院が

あってほしいなど、これからの暮らしをイメージして条件を書き

出してみると、入居後に困りません。

条件を決める

Webやアプリでも物件を探せますが、最新の情報が反映されていないことも。不動産業者を直接訪ねてみると、

掘り出しものの物件が見つかるかもしれません。

部屋の寸法を実測できるように、メジャーをお忘れなく。右の

ポイントを参考に採寸しましょう。写真も撮っておくと、お店で

買い物をする時にスムーズです。日当たりの良し悪しにも目を

配るほか、騒音やにおいといった周辺環境も把握しておきた

いところ。夜間の様子も確かめられるとベストです。

持ちものは、住民票、印鑑、印鑑証明書、収入を証明する書類（源泉徴収票や納税証明書）、銀行口座印、

連帯保証人の承諾書、など。詳しくは契約を結ぶ不動産業者に問い合わせましょう。

部屋全体の寸法

コンセントの位置

TVコンセントの位置

インターホンの位置

照明はついているか

エアコンはついているか

窓、カーテンレールの幅・高さ

搬入経路（廊下の幅、
エレベーターの広さ、
玄関ドアの大きさなど）

洗濯機を置くスペース

クローゼットの中

確認しよう

賃貸契約を結ぶ

物件を探す

内見する

新居を探そう

memo

家賃：

間取り：

エリア：

その他の条件：

希望を書いてみよう

家具を選ぼう

引っ越し前に買い揃えておきたいのはベッド、冷蔵庫、洗濯機、

調理器具など生活に欠かせない家具や家電です。使い方の

自由度が高いものや買い足ししやすいものを選ぶと、長く使

えます。P36から、無印良品で揃えられる新生活のお役立ちア

イテムをご紹介しています。

ベッドや棚は組み立て式かどうかも確認しましょう。無

印良品の家具であれば有料の組み立てサービスも利

用できます。大型の家具や家電の場合は、搬入経路

を確保できるかチェックしておきましょう。

搬入経路の確認はP35をチェック

STEP1

STEP2

引っ越しを業者に依頼する場合は、複数の業者から見積りを取った上で費用を比較検討してみましょう。

電話やメールで問い合わせる前には、運搬する荷物の量を大まかに把握しておくと話がスムーズです。

引っ越しが集中する3～4月は見積り段階で断られてしまうこともあるので、部屋が決まったら早めに連絡しましょう。

引っ越し業者を選ぶ

現住所の市役所や区役所に転出届を提出します。

新居での水道・ガス・電気の利用申し込みも余裕を持って済ませましょう。

引っ越し前の手続き

普段使わないものから荷造りを進めておくと、引っ越し直前に焦らずにすみます。ダンボールには、中にしまったものを明

記しておくと荷ほどきも簡単。トイレットペーパーやドライバーなど、転居後すぐに使うものは分けておくと便利です。冷

蔵庫は前日のうちに電源を落とし、霜取りをしておきましょう。

荷造り

鍵をはじめとした返却物は荷物に紛れないように注意しましょう。

引っ越し業者に荷物を託したら旧居の掃除もお忘れなく。

引っ越し

新居に入ったら荷物が来る前に掃き掃除・拭き掃除を。作業スペースが限られるワンルームでは、ダンボールを一度に開

封しないようにしましょう。布団や衣類、洗面用品といった引っ越し当日から使うものを優先して、一箱一箱荷ほどきを進め

ます。荷ほどき後のダンボールは引っ越し業者が回収してくれる場合もあるので、事前に相談しておきましょう。

荷ほどき

引っ越しをしよう
STEP3
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ネットストアの「新生活2020」特集ページでは、新生活に役

に立つ情報を毎月お届けしています。また、商品ページでは

気になるアイテムをお気に入り登録したり、そのまま注文する

こともできます。買い忘れてしまったものや、あとから必要に

なったものの買い足しに便利です。新しい暮らしへの準備に、

ぜひご活用ください。

無印良品のネットストアでも
新生活のスタートを応援しています。

新生活をはじめよう
STEP4

運転免許証や保険証などの
本人確認書類

印鑑

転出証明書

確認しよう

ラグ

クッション

ソファ

収納用品、収納小物

間接照明

ディフューザー

おすすめアイテム

水道、電気は利用開始日を引っ越し当日に設定しておけば、その日から利用することができます。水が出ないときや電気が

つかないときは、まずは水の元栓、ブレーカーを確認しましょう。ガスの開栓には立会いが必要です。自分が家にいられない

場合は、代理で家族や知人に立会いを頼みます。

水道・ガス・電気の手続き

新居に住み始めた日から14日以内に、役所に転入届を提出します。手続きの

際には、運転免許証や保険証などの本人確認書類と印鑑に加えて、転出届を

提出した際に受け取った「転出証明書」を忘れずに持参しましょう。国民健康

保険に加入している場合は、この時にあわせて住所変更の手続きを済ませると

手間が省けます。

転入の手続き

家具を買い足す際には、すでにある家具との統一感を意識することが大切で

す。チェストや棚の場合は奥行や高さを揃えると、すっきりとした印象に。素材

や色味も揃えれば、さらに落ち着いた雰囲気を演出できます。心地よい暮らし

をつくるアイテムを買うのもこのタイミングがおすすめ。少しずつ暮らしを整えて

いきましょう。

必要なものの買い足し

https://www.muji.com/jp/feature/newlife/
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327

イベント情報

130

【仙台ロフト】果汁１００％ソーダ　
みかん｜スタッフのおすすめ

280

【名古屋名鉄百貨店】おそろいを
楽しむ｜7月のカスタマイズ工房

ワークショップ

旬の食材

160

【広島パルコ】
Found MUJI 世界のかご｜
スタッフのおすすめ

590

【堺北花田】新商品『ふわっと溶けるかき氷』

新しい場所で新しい暮らし。新しい出会いと新しい「つながり」。

無印良品のアプリ「MUJI passport」では、自宅や学校・職場の

近くの店舗を見つけ、その店舗をお気に入りとしてフォローする

ことができます。フォローした店舗からは、お得な情報に加えて、

その地域の情報などもお伝えしています。ぜひ、お近くの無印

良品の店舗をフォローしてみてください。

おすすめ商品

お気に入りの
無印良品の
お店をフォロー

メニューから「店舗検索」をタップし、
お気に入りの店舗を探す。

店舗名の右横にある「フォロー」を
タップ。

1 2

フォロー解除

フォローする

フォロー完了
ダウンロードはこちらから

位置情報の利用を許可すると、近隣の店舗が自動
で表示されます。

タップ後に色が変わればフォロー完了です。

でヒト/マチ/モノとつながる
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日本全国、一律料金でお届けいたします。
配送料は、お届け商品（梱包状態）の大きさによって異なります。

基準は、商品の3辺（縦・横・高さ）の合計で、全国一律料金（離

島含む）でお届けします。

配送時の便利なサービス、ご利用ください。

※お届け先で当日直接配達員が組立設置を承ることはできません。

店頭でのご購入時およびネットストアでのご注文時に「開梱設置・包材持ち帰り」「組立」などの組立設置に関するサービスのお申し込みを

承っております。

有料のサービス

脚付マットレスやソファ本体など、一部の家具・家電商品において「開梱設置・包材持ち帰り」を無料で承っております。

開梱設置・包材持ち帰り

無料のサービス

家電リサイクル券対象商品の引き取りを行います。テレビ、冷蔵庫、洗濯機を

1点につき1,000円＋家電リサイクル券でお引き取りいたします。

家電リサイクル引き取り

※一部承れない場合もございます。

２階への家具の吊り上げ搬入を4,000円で承ります。

吊り上げ（2階まで）

家電セッティング

対象商品を設置し、セッティング作業を行います。商品を梱包している包材は、配

送会社が持ち帰ります。

組立

お届けした商品をすぐにお使いいただけるよう、有料にて組立を承っています。

主な対象商品と作業料金は以下の表をご覧ください。

無印良品で、できること。

名称

①サイズ

②サイズ

③サイズ

④サイズ

商品のサイズ
（ 3辺合計）

100cmまで

160cmまで

250cmまで

251cm以上

全国一律料金（離島含む）

いくつ買っても 490円

2個目からは 490円

2個目からは 490円

2個目からは 490円

主な商品 作業料金

ベッド各種（脚付マットレスは除く） 2,000円～

2,000円～

1,000円～

2,000円～

2,500円～

1,500円～

デスク各種、テーブル各種

パルプボードボックス、スタッキングシェルフ

ユニットシェルフ

スタッキングキャビネット

パイン材ユニットシェルフ

縦

横

さ
高

※お届けごとの配送料の合計の上限は3,950円（消費税込）です。
※店舗とネットストアでは、一部商品で配送料金が異なります。

※金額はすべて消費税込みです。

店頭でご購入時の
配送料について
詳細はこちら

790円

1,490円

1,990円

脚付マットレスやソファ本体、ベッドフレームなどのお届けサイズが大きい商品は、お部屋に入らな

い場合があります。ご注文の際は事前に搬入経路（エレベーターの幅や階段の奥行など）のサイズ

を測定し、下記の「搬入のご確認」にてご確認のうえ、ご購入ください。

ベッドやソファ、収納家具などの大型家具・家電ご購入の際は、
お届け先の搬入スペースをご確認ください。

③ 搬入経路（通路）状況 ④ 開梱・設置のためのスペース
お部屋へ搬入後、開梱・設置のための作業場所が必要です。（200×200cm

（2畳）以上が目安です）

※搬入条件は搬入の目安ですので、諸条件により搬入できない場合がございます。

図
た
見
ら
か
上

図
た
見
ら
か
面
正

E

廊下F G

通路幅 F +  ドア幅 Gドアの高さ E

必要なサイズは商品により異なります。
搬入経路に曲がり角がない場合、基本的に搬入が可能です。

cm cm

① エレベーターのサイズ ② 階段・踊り場のサイズ
屈折階段

踊り場の天井の高さ   を基準とした場合、以下のサイズが必要となります。C

エレベーターの扉の高さ   を基準とした場合、以下のサイズが必
要となります。

A

ご使用になるお部屋

A
B

205cm以上 150cm以上

205cm未満 210cm以上

扉の高さ A 必要な奥行 B

cm cm

上から見た図

D

直線階段 基本的に搬入可能です。

螺旋階段 階段幅が120cm以上必要です。

205cm以上 120cm以上

205cm未満 150cm以上

天井の高さ C 踊り場の必要な奥行 D

cm cm

200cm 200cm

搬入のご確認

※1：共用部分・専有部分とも経路をご確認ください。　※2：玄関までの経路と、玄関から設置する室内までの経路をご確認ください。

③④ ※1

③④ ※2

②③④

有料にて吊り上げ
搬入いたします。
※詳しくはスタッフまで
お問い合わせください。

①③④※1

②③④ ※1
新居のタイプは？
マンション・アパートa
一軒家・メゾネットb

エレベーター or 階段？
エレベーターa
階段（5階まで）b
上記以外c

お部屋の階数は？
1階a
2階以上b

お部屋の階数は？
1階a
2階以上b

調べるポイント

横から見た図

D
C

搬入経路
ご確認について
詳細はこちら
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ベッド

マットレス

敷ふとん

掛ふとん

ベッドパッド

タオルケット

まくら

カバーリング

目覚まし時計

部屋着・パジャマ

品
需
必
の
し
ら
暮 本当に必要なものを過不足なく揃える。

ちょうど良い暮らしを実現するために

大切なことのひとつです。

ここでは、新しくひとり暮らしをはじめるときに

まず揃えたいアイテムを、

用途別にリストアップしてみました。

左右のリストを活用して、

持っているもの・新しく買う必要があるものを

整理しましょう。

必要なアイテムに
チェックしよう

memo

消費税込 24,900円
ベッド／ふとんセット

脚付マットレス・ボンネルコイル・シングル（スチールメッシュ・洗えるカバー）+共通脚
寝具6点セット・ベッド用・シングル

消費税込 9,990円
テーブル／チェアセット

パイン材テーブル・折りたたみ式
ワーキングチェア・ガススプリング昇降式・グレー

消費税込 64,900円
家電3点セット

電気冷蔵庫・126L／電気洗濯機・5kg
電子レンジ・18L

暮らしの基本セット
3セット合計で消費税込99,790円

ベッド用

敷ふとん用

ベッド用

敷ふとん用

ベッド用

敷ふとん用

ベッド用

敷ふとん用

消費税込 4,990 3,990円
消費税込 4,990 3,990円

消費税込 4,990 3,990円
消費税込 4,990 3,990円

消費税込 4,990 3,990円
消費税込 4,990 3,990円

消費税込 3,990 2,990円
消費税込 3,990 2,990円

眠 る

寝具6点セット

ベッド用／シングル 消費税込 8,990円
敷ふとん用／シングル 消費税込 9,990円

綿洗いざらしふとんカバーセット
ブルー／チェック

綿洗いざらしふとんカバーセット
ネイビー／チェック

綿洗いざらしふとんカバーセット
ライトブラウン／チェック　

グレー羽毛ふとんセット

ベッド用／シングル 消費税込  19,900円
敷ふとん用／シングル 消費税込 24,900円

グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式
シングル 消費税込 19,900円

綿平織ふとんカバーセット／生成　

軽量コンパクト敷ふとん 

シングル 消費税込 9,990円

インド綿パイルタオルケット／生成 

ダブル 消費税込 4,990円
シングル 消費税込 2,990円

羽根まくら・43×63cm 
消費税込 1,190円

羊毛ポリエステルパッド固わた敷ふとん 

シングル 消費税込 14,900円
ポリエステルわたベッドパッド・ゴム付 

シングル 消費税込 2,990円

※旧売価は2020年1月16日(木 )までの価格です。
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食 べ る 

皿

飯碗

汁椀

カップ

グラス

箸

スプーン

フォーク

包丁

まな板

フライパン

鍋

ふきん

ザル

ピーラー

さいばし

フライがえし

お玉

計量スプーン

キッチンばさみ

保存容器

しゃもじ

電子レンジ

炊飯器

冷蔵庫

トースター

電気ケトル

ステンレスフォーク大 消費税込 250円
ステンレススプーン大 消費税込 250円

電気ケトル

しゃもじ置き付き炊飯器・3合

竹箸 10膳入 消費税込 450円 落ちワタ混ふきん 12枚組　縁カラー付
消費税込 499円

ステンレス　アルミ全面三層鋼・片手鍋
フタ付・16ｃｍ 消費税込 4,900円

オールステンレス小三徳包丁
消費税込 1,990円

memo memo

豆から挽けるコーヒーメーカー カセットこんろ 消費税込 5,490円

必要なアイテムに
チェックしよう

必要なアイテムに
チェックしよう

フタをしたまま電子レンジで使える
バルブ付き密閉保存容器
深型・中 消費税込 890円

ポップアップトースター
消費税込 5,890 　3,990円

オーブンレンジ・15Ｌ
消費税込 17,900 　14,990円

消費税込 9,790 　6,990円 消費税込 24,900 　19,900円

消費税込 5,490　 4,990円

※旧売価は2020年1月16日(木 )までの価格です。

鉄フライパン・22cm
消費税込 4,900 　3,990円

※新価格は2019年8月23日（金）から8月30日（金）までに順次見直した価格です。

磁器ベージュ　皿

中 消費税込 390 　350円
大 消費税込 490 　450円

小 消費税込 290 　250円

磁器ベージュ　ボール

中 消費税込 450 　390円
大 消費税込 690 　590円

漆器　すり漆汁椀

小 消費税込   990 　790円
大 消費税込 1,190 　890円

グラス

約200ml 消費税込 150 　120円
約270ml 消費税込 190 　150円

磁器ベージュ　カップ 大
消費税込 450 　390円

シリコーン調理スプーン
消費税込 850 　590円

ステンレスお玉・小
消費税込 690 　550円

ひのき調理板・薄型・小
消費税込 2,490 　1,490円

ステンレス　手付きザル
消費税込 1,790 　1,590円

ステンレスボール・M 
消費税込 990 　590円

冷蔵庫用米保存容器・約 2kg用
消費税込 1,290 　990円
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ラック

本棚

衣装ケース

テレビ台

テーブル

チェア

ソファ

クッション

照明

ラグ

時計

カーテン

スタンドミラー

コートスタンド

※カバーは別売です。

消費税込 6,980円～
座いす

小（本体+カバー）

大（本体+カバー）

消費税込 5,480円～

ポリプロピレンスタッキングスツール

ダークグレー

ライトグレー

各消費税込 2,490円

消費税込 890円

LED持ち運びできるあかり
消費税込 6,890円

アナログ時計・大　
消費税込 5,890 　3,990円

超音波アロマディフューザー
消費税込 4,890 　3,990円

トタンボックス・フタ式

小

大 消費税込 1,590円
消費税込 1,190円

体にフィットするソファ

小・セット・綿デニム

本体+カバー

消費税込 8,990円

く つ ろ ぐし ま う

memo memo

やわらかポリエチレンケース

大 消費税込  990円
深 消費税込 1,190円

中 消費税込  790円
小 消費税込  590円

ポリプロピレン頑丈収納ボックス

大 消費税込 1,790円
特大 消費税込 2,590円

小 消費税込  1,290円

重なるラタン長方形バスケット

中 消費税込 2,290円
大 消費税込 2,990円

小 消費税込 1,990円

18-8 ステンレスワイヤーバスケット

4 消費税込 2,590円
5 消費税込 2,890円

3 消費税込 2,290円

大 消費税込 1,490円
深 消費税込 1,790円

小 消費税込 1,190円

ポリプロピレン衣装ケース
引出式

ポリプロピレンクローゼットケース
引出式

大 消費税込 1,490円
深 消費税込 1,790円

小 消費税込 1,190円

ポリプロピレン収納ケース
引出式

大 消費税込 1,190円
深 消費税込 1,490円

小 消費税込   990円

重なるブリ材長方形バスケット

中 消費税込 1,190円
大 消費税込 1,690円

小 消費税込    990円

コの字の家具・積層合板・オーク材

幅35cm

幅70cm 消費税込 8,990円
消費税込 6,990円

※ポール対応仕様ではありません。

幅100×丈200cm用

幅100×丈178cm用 消費税込 2,990円
消費税込 3,990円

綿平織ノンプリーツカーテン
2枚組／生成

※ポール対応仕様ではありません。

ポリエステルレースノンプリーツカーテン
2枚組／オフ白

幅100×丈198cm用

幅100×丈176cm用 消費税込 2,990円
消費税込 3,990円

ブナ材コートスタンド 消費税込 6,290円

パイン材ローテーブル・折りたたみ式

パイン材ミラー 消費税込 6,890 　5,990円

必要なアイテムに
チェックしよう

必要なアイテムに
チェックしよう

消費税込 5,890 　4,990円

消費税込 15,750 　12,980円～

※新価格は2019年8月23日（金）から8月30日（金）までに順次見直した価格です。

ポリエステル綿麻混・ソフトボックス
長方形

中 消費税込  1,190円
大 消費税込 1,390円

小 消費税込  990円

ワンタッチで組み立てられるダンボール
スタンドファイルボックス・5枚組・A4用

ポリプロピレンスタンドファイルボックス
ワイド・A4用 消費税込 990 　690円

※超音波アロマディフューザーの旧売価は2020年1月16日（木）
　までの価格です。

※新価格は2019年8月23日（金）から8月30日（金）までに順次見直した価格です。
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洗 う ・ 掃 く

詰替え用 消費税込 290円
バス用洗剤 消費税込 490円

アルミ洗濯用ハンガー
３本組 消費税込 290円

インド綿フェイスタオルセット／生成 

３枚組 消費税込 799円
インド綿スモールバスタオル／生成 

消費税込 799円

掃除用品システム・アルミ伸縮式ポール
消費税込 390円

ナイロンメッシュランドリーバスケット
消費税込 1,490円

ポリカーボネートピンチ　物干し用
消費税込 250円

替えテープ 消費税込 350円

掃除用品システム・カーペットクリーナー
消費税込 390円

ステンレスバスケット　スライドタイプ
消費税込 2,490円

ステンレスバスケット　小
消費税込 2,990円

詰替え用 消費税込 390円
衣類用洗濯洗剤 消費税込 490円

詰替え用 消費税込 290円
食器用洗剤 消費税込 390円

ステンレス箸立て・小 消費税込 850円

洗濯機

洗濯用洗剤

柔軟剤

洗濯カゴ

ハンガー

洗濯ばさみ

洗濯ネット

台所用洗剤

スポンジ

水切りカゴ

タオル

シャンプー

ボディソープ

バスマット

ドライヤー

歯ブラシ

ごみ箱

カーペット
クリーナー
フローリング用
モップ

掃除機

トイレットペーパー

トイレ用洗剤

トイレ用ブラシ

memo memo
両面使える洗濯ネット・丸型 

小 消費税込 250円
大4個入 消費税込 350円

中

小

大 消費税込 3,990 　2,990円
消費税込 2,990 　2,490円
消費税込  1,290 　　 990円

アルミ角型ハンガー

替えシート・ドライ 消費税込   99円

掃除用品システム・フローリングモップ
消費税込 490円

アルミ直線ハンガー 消費税込 490円

ウレタンフォーム三層スポンジ　3個入 
消費税込 299円

インド綿バスマット／生成
消費税込 799円

インド綿混シェニールバスマット 

M／オフ白 消費税込 1,490円

綿バスケット織足底EVA左右のない
スリッパ／生成・チャコール・ブラウン
M・L 各消費税込 499円

必要なアイテムに
チェックしよう

必要なアイテムに
チェックしよう

※旧売価は見直し期間以前の当社店頭における通常販売
価格です。

※通常販売価格とは、当社店頭において値下げ等、セールを
実施していない場合の通常価格です。

※一部季節商品は、旧商品と若干仕様を変更しております。

※旧売価は2020年1月16日(木 )までの価格です。 ※新価格は2019年8月23日（金）から8月30日（金）までに順次見直した価格です。

ポリプロピレンフタが選べるダストボックス 

小（20L袋用）

フタ・縦開き用

消費税込 1,1 90 990円
大（30L袋用） 消費税込 1,490　 1,290円

消費税込    490 　　 390円

ポリプロピレンバケツ・フタ付（7.5L） 
消費税込 590 　490円

4342

暮らしの必需品


