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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

洗濯表示について

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

【手洗い】
 手洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

【洗濯不可】

商品案内について
2020年秋冬 
発売予定の新商品

iFプロダクトデザイン
賞を受賞した商品

グッドデザイン賞を
受賞した商品 ※1

CD収納可

DVD収納可

A4収納可

ユニットシェルフにおさまる商品

スタッキングシェルフにおさまる商品

収納家具・収納用品本カタログ掲載マーク（ピクト表示）について

LED電球付属

LEDユニット付属（埋込）

LED電球別売
余ったコードをフランジの中に
収納できます

余ったコードを本体の中に
収納できます

家電・照明
余ったコードを収納ケースの中に
収納できます

プラスドライバーが必要な商品

組立式＋組立所要時間（分）

1人で組み立て可能

2人以上で組み立て可能

ラグ・カーテン

遮光性を 
付加しています。

紫外線の透過を
少なくする
カーテンです。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

防炎機能を
付加しています。

抗菌加工を 
しています。

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

［オーダー限定］
パイルの長さを
選べます。

防ダニ加工を 
しています。

すべり止め加工を 
しています。

日中、外から室内を
見えにくくした
レースカーテンです。

外からの熱を
通しにくくした
カーテンです。

一部店舗での
取扱い商品です。

別売のパーツが
ある商品 ※2

※  　掲載商品、サービス（組立設置料金・配送料金等）の表示価格には消費税が含まれております。
※1　 グッドデザイン賞（2019年グッドデザイン賞、グッドデザイン賞ロングライフデザイン賞）を受賞した商品。
※2　 無印良品では商品を長くお使いいただくために、消耗しやすいパーツを別売でご用意しています。詳しくは店舗スタッフへお問い合わせください。



ステンレスユニットシェルフ
使い勝手に応じて、一つひとつのパーツが選べるユニットシェルフ。
ランドリーやワードローブ、本棚やデスクにしたりと、用途に合わせて機能的なシェルフをつくることができます。

 

ステンレスユニットシェルフ別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

3

詳しい商品情報はこちら

帆立と棚板を組み合わせることで棚が完成します。

棚板

クロスバー 
（補強用）

帆立

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。

ステンレス棚セット�  

02999032｜ワイド・大  消費税込28,900円

02999063｜大  消費税込23,900円

02999049｜ワイド・中   消費税込23,900円

02999070｜中  消費税込19,900円

02999056｜ワイド・小  消費税込18,900円

02999087｜小   消費税込15,900円

オーク材棚セット�
37238992｜ワイド・大 消費税込29,900円

37236493｜大 消費税込25,900円

37239005｜ワイド・中 消費税込23,900円

37238978 ｜中 消費税込20,900円

37239012 ｜ワイド・小 消費税込18,900円

37238985｜小 消費税込15,900円

ウォールナット材棚セット�
37236462｜ワイド・大 消費税込32,900円

37236424 ｜大 消費税込28,900円

37236479 ｜ワイド・中 消費税込26,900円

37236431｜中 消費税込22,900円

37236486｜ワイド・小 消費税込19,900円

37236455｜小 消費税込16,900円

ワイド・大 

幅86×高さ175.5cm

※奥行41cm共通

ワイド・中 

幅86×高さ120cm

ワイド・小 

幅86×高さ83cm

大 

幅58×高さ175.5cm

中 
幅58×高さ120cm

小 

幅58×高さ83cm

セット 基本構造の組み合わせを、サイズ別にセットにしました。

ステンレスユニットシェルフ



ステンレスユニットシェルフ別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能
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ワゴンセット トレータイプの棚板を組み込んだセットです。走行性の良いキャスターで楽に移動できます。 

※パーツの追加ができません。

ステンレスユニットシェルフ・ワゴンセット�
37167018   消費税込24,900円
幅64.5×奥行41×高さ70.5cm 
トレー内寸：幅48.5×奥行37×高さ9.5cm
帆立・棚板・トレー棚板・フック：ステンレス　フック長：スチール・ニッケルメッキ・エポキシ粉体塗装　キャスター：PVC
※ トレー棚板と専用フックを組み合わせることでクロスバー・バックパネルを組み込まなくても、両面からアクセスでき

る仕様になっています。
※ステンレスユニットシェルフ ワゴンセットのキャスターは、 61179780｜ユニットシェルフ・キャスター とは仕様が異

なります。
※棚板、トレー棚板の取り付け位置の入れ替えはできません。
※ワゴンに家電を置く場合は、ストッパーをかけてお使いください。

クロスバー�
 37414839 ｜特大・幅112cmタイプ用  消費税込1,990円

 61179261 ｜大・幅84cmタイプ用  消費税込1,490円

 61179278 ｜小・幅42〜56cmタイプ用  消費税込1,190円

クロスバー 棚の揺れをおさえる補強用パーツです。

追加用帆立�
61179216 ｜特大・高さ212.5cmタイプ用  消費税込7,490円

61179223 ｜大・高さ175.5cmタイプ用  消費税込6,490円

61179230 ｜中・高さ120cmタイプ用  消費税込4,990円

 61179247 ｜小・高さ83cmタイプ用  消費税込3,490円

61179254 ｜ミニ・高さ46cmタイプ用  消費税込2,790円

帆立 棚板を支えるパーツです。
連結して横に広げたり、高さを選んでオリジナルのシェルフがつくれます。
※ 追加用帆立・特大サイズは、付属の固定金具をお使いいただき、必ず壁に接した状態でお使いください。

小中 ミニ特大 大

［ 耐荷重 ］
棚板：約30kg

高さ212.5cmタイプ：100kgまで
高さ175.5cmタイプ：100kgまで
高さ120cmタイプ：75kgまで
高さ83cmタイプ：50kgまで
高さ46cmタイプ：30kgまで

※棚全体での均等に荷重をかけた場合

［ 棚板の有効内寸 ］
幅112cmタイプ：幅108×奥行39.5cm

幅84cmタイプ：幅80×奥行39.5cm

幅56cmタイプ：幅52×奥行39.5cm

幅42cmタイプ：幅38×奥行39.5cm

※1　 棚板の素材はスチール、フック部はステンレス
ユニットシェルフの帆立に組み合わせていただ
けるようにステンレスになります。

追加棚・ライトグレー
37414556 ｜幅112cmタイプ用 消費税込3,490円

 37414525 ｜幅84cmタイプ用 消費税込2,990円

37414532 ｜幅56cmタイプ用 消費税込2,490円

 37414549 ｜幅42cmタイプ用 消費税込1,990円
棚板：スチール・エポキシ粉体塗装
フック部：ステンレス　※1

追加棚・ステンレス�  

02998493｜幅112cmタイプ用 消費税込8,990円

02998509｜幅84cmタイプ用  消費税込4,490円

02998516｜幅56cmタイプ用  消費税込3,490円

02998523｜幅42cmタイプ用  消費税込2,990円
ステンレス・ヘアライン仕上げ

追加棚・ダークグレー�
37414518 ｜幅112cmタイプ用 消費税込3,490円

37414488 ｜幅84cmタイプ用  消費税込2,990円

37414495 ｜幅56cmタイプ用  消費税込2,490円

37414501 ｜幅42cmタイプ用  消費税込1,990円
棚板：スチール・エポキシ粉体塗装
フック部：ステンレス　※1

追加棚・オーク材�
37167025 ｜幅84cmタイプ用 消費税込3,590円

37167032 ｜幅56cmタイプ用 消費税込2,690円

37167049 ｜幅42cmタイプ用 消費税込2,490円
棚板：MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
フック部：ステンレス

追加棚・ウォールナット材�
37167056 ｜幅84cmタイプ用 消費税込3,990円

37167063 ｜幅56cmタイプ用 消費税込2,990円

 37167070 ｜幅42cmタイプ用 消費税込2,690円
棚板：MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
フック部：ステンレス

追加棚・ステンレスワイヤー
61179322 ｜幅84cmタイプ用  消費税込4,490円

61179339 ｜幅56cmタイプ用  消費税込3,490円

61179346 ｜幅42cmタイプ用  消費税込2,990円

※ 「ステンレスユニットシェルフ用・つっぱりパーツ」 「高
さ調整金具」は取り付けできません。

棚板 6種類の素材や形状をご用意しました。空間やしまうものに合わせてお選びください。

追加小棚・奥行12cm（幅84cmタイプ用）�
37413931 ｜ステンレス 消費税込3,490円

 37413917 ｜オーク材 消費税込2,490円
棚板：積層合板・オーク材突板・アクリル樹脂塗装　フック部：ステンレス

 37413924 ｜ウォールナット材 消費税込2,990円
棚板：積層合板・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装　フック部：ステンレス

［ 耐荷重 ］棚板：約5kg

［ 棚板の有効内寸 ］ 幅79.5×奥行12cm

棚板・小棚タイプ 組み合わせることでシェルフの中のスペースを有効活用できます。 棚板・コーナータイプ L字型の棚板です。金具位置を付け替えることで連結方向を変えられます。

追加棚・コーナータイプ（幅84cmタイプ用）
37413887｜オーク材 消費税込6,990円
棚板：MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装　フック部：ステンレス

37413894｜ウォールナット材 消費税込7,990円
棚板：MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装　フック部：ステンレス

［ 耐荷重 ］棚板：約30kg

［ 棚板の有効内寸 ］ 
80cm

80cm
39.5cm

39.5cm

※ 連結せずに、追加棚・コーナータイプだけで、単独のシェルフとして使用
する場合は、強度補強のため専用の補強パーツとクロスバーが必要で
す。組み合わせにより設置本数、種類が異なりますので、詳細はシミュレー
ター、または店舗スタッフにご確認ください。



ステンレスユニットシェルフ・パーツ
ステンレスユニットシェルフに使用できるパーツや収納です。

 

ステンレスユニットシェルフ・パーツ
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詳しい商品情報はこちら

転倒防止補助フック�
61179810 ｜2個セット  消費税込490円
幅3.5×奥行2×高さ3cm
スチール・エポキシ粉体塗装

※ 奥行25cmタイプ・大以上の帆立を使用する場
合に、ご利用をおすすめします。

※ 奥行41cmタイプにも使えます。
※ この商品は本体の自立性を補助するものであり

家具を完全に固定するものではありません。
※ステンレスユニットシェルフ、スチールユニットシェ

ルフ兼用。

バックパネル 棚の横揺れをおさえ、棚を間仕切りとして使うことができるパーツです。

バックパネル・小／ライトグレー・ツヤ有り�
（棚間2段対応）�

82141184 ｜幅84cm 消費税込1,490円

82141191 ｜幅56cm 消費税込1,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

バックパネル・小／ダークグレー�
（棚間2段対応）�
 76580997｜幅84cm 消費税込1,490円

76581000｜幅56cm 消費税込1,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

バックパネル・大／ライトグレー・ツヤ有り�
（棚間3段対応）
 82141207 ｜幅84cm 消費税込2,290円

82141214 ｜幅56cm 消費税込1,790円
スチール・エポキシ粉体塗装

バックパネル・大／ダークグレー�
（棚間3段対応）

76580775｜幅84cm 消費税込2,290円

76580782｜幅56cm 消費税込1,790円
スチール・エポキシ粉体塗装

ステンレスユニットシェルフ用�
つっぱりパーツ�
61553030 ｜大 消費税込2,990円

61553207 ｜中 消費税込2,790円

61553221 ｜小 消費税込2,590円
スチール・ニッケルメッキ

※  「追加棚・ステンレスワイヤー」・「追加棚・コーナー
タイプ」・「追加小棚・奥行12cm」には、取り付け
できません。

※ つっぱりパーツを使用する際は必ず天板に棚板
を使用してください。

※ この商品は本体の自立性を補助するものであり
家具を完全に固定するものではありません。

ステンレスユニットシェルフ用�
帆立補強パーツ・奥行41cmタイプ�
76580874｜幅84cmタイプ用  消費税込2,490円
有効内寸：幅78×奥行36cm

76580881｜幅56cmタイプ用  消費税込1,990円
有効内寸：幅50×奥行36cm

スチール・ニッケルメッキ

※ 奥行25cmタイプにはご使用いただけません。

オプションパーツ 使い勝手に応じて、一つひとつのパーツが選べます。

ステンレスユニットシェルフ用�
高さ調整金具�
76580850｜4個セット 消費税込990円
スチール・ニッケルメッキ

※ 高さ調整金具を取り付けると棚板上まで約
9.5cm高くできます。

※「追加棚・ステンレスワイヤー」・「追加棚・コー
ナータイプ」・「追加小棚・奥行12cm」には、取
り付けできません。

ユニットシェルフ・ワードローブバー
 61179797 ｜幅84cmタイプ用  消費税込1,890円

61179803｜幅56cmタイプ用  消費税込1,490円

ステンレス・ヘアライン仕上げ
耐荷重：10kg

※スチールユニットシェルフにもご使用いただけます。

追加用ワイヤーバスケット�
82141221 ｜幅84cmタイプ用  消費税込3,790円

 82141238 ｜幅56cmタイプ用  消費税込3,290円
フレーム部：ステンレス　レール部：スチール

ユニットシェルフ・キャスター
61179780 ｜4個セット  消費税込990円

※ 帆立（大・特大）サイズには、キャスターの使用
はお避けください。

※ アジャスターをキャスターに替えると高さが約
5.1cm高くなります。

※ キャスター使用時は全体耐荷重の半分を目安
にお使いください。

サイドパネル・クロスバー 帆立の桟のすき間を埋め、物を落ちにくくするパーツです。

サイドパネル・小（棚間2段対応）
61179285 ｜ステンレス 消費税込2,490円
ステンレス・ヘアライン仕上げ

82141177 ｜ライトグレー・ツヤ有り 
 76580904｜ダークグレー 各消費税込1,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

サイドパネル補強パーツ�
02998844｜一式  消費税込1,590円
スチール・亜鉛メッキ

サイドクロスバー�
82141269｜2組セット  消費税込2,690円
ステンレス・ヘアライン仕上げ

サイドパネル・大（棚間3段対応）
37415386 ｜ステンレス 消費税込3,490円
ステンレス・ヘアライン仕上げ

 82141160 ｜ライトグレー・ツヤ有り 
76581406 ｜ダークグレー 各消費税込1,790円

スチール・エポキシ粉体塗装
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

ボックス・ガラス引き戸�
 02998752 ｜オーク材 消費税込17,900円

 02998769｜ウォールナット材 消費税込19,900円
幅84.5×奥行38×高さ37cm 
収納部内寸（可動棚中央のとき）：幅78.5×奥行33×高さ15.5cm 
扉：強化ガラス　取手：PVC　耐荷重：天板・底板15kg／棚板5kg

ボックス・フラップ扉�
 37146495 ｜オーク材 消費税込17,900円

37146693 ｜ウォールナット材 消費税込19,900円
幅84.5×奥行42×高さ37cm 
収納部内寸：幅78.5×奥行32.5×高さ29cm 
耐荷重：天板・底板15kg／フラップ扉2kg 

ボックス・引出し・2段�
 02998776｜オーク材 消費税込19,900円

 02998783｜ウォールナット材 消費税込21,900円
幅84.5×奥行40×高さ37cm 
引出内寸：幅73.5×奥行32×高さ10.5cm 
耐荷重：天板15kg／引出し各5kg 

ボックス 引出しを追加したり、カップボードやマガジンラックなどにアレンジできる追加パーツです。

※ ボックスの取り付け数に応じて全体耐荷重が変わりますのでご注意ください。
※奥行41cmタイプ専用です。奥行25cmタイプにはご使用いただけません。
※ボックスは、スチールユニットシェルフにも取り付けできます。
※「ユニットシェルフ・ボックス・組み合わせについて」はP.9「ユニットシェルフ

確認表」をご確認ください。

木製収納ケース・引出式・2段�  

 82011302 ｜オーク材 消費税込4,990円

 02528539｜ウォールナット材 消費税込5,990円
約幅26×奥行37×高さ34.5cm 
耐荷重：天板約3kg／引出し各約3kg 

木製収納ケース・引出式・2段・ワイド�  

 82011319 ｜オーク材 消費税込5,990円

 02528546｜ウォールナット材 消費税込6,990円
約幅52×奥行37×高さ34.5cm 
耐荷重：天板約5kg／引出し各約5kg 

木製収納ケース・オープン・ワイド�  

 82011364 ｜オーク材 消費税込4,490円

 02528683｜ウォールナット材 消費税込5,490円
約幅52×奥行37×高さ34.5cm 
耐荷重：天板約5kg／底板約5kg 

木製収納ケース・引出式・4段�  

 82011340 ｜オーク材 消費税込6,990円

 02528669｜ウォールナット材 消費税込7,990円
約幅26×奥行37×高さ34.5cm 
耐荷重：天板約3kg／引出し各約1kg 

木製収納ケース・引出式・4段・ワイド�  

 82011357 ｜オーク材 消費税込7,990円

 02528676 ｜ウォールナット材 消費税込8,990円
約幅52×奥行37×高さ34.5cm 
耐荷重：天板約5kg／引出し各約2kg 

木製収納ケース 単独で床に置いても、ユニットシェルフと組み合わせてもお使いいただける収納です。

床置きの場合、ジョイント金具で連結すること
で2段まで積み重ねられます。

�［ボックス・オーク材］
天板・底板：ハニカム構造・オーク材突板
側板・前板：MDF・オーク材突板
本体：アクリル樹脂塗装
前板：ウレタン樹脂塗装

�［ボックス・ウォールナット材］
天板・底板：ハニカム構造・ウォールナット材突板
側板・前板：MDF・ウォールナット材突板
本体：アクリル樹脂塗装
前板：ウレタン樹脂塗装

［木製収納ケース・引出式・オーク材］
本体／引出し：MDF（オーク材突板）
背板／引出し底板：MDF
表面加工：アクリル樹脂塗装

［木製収納ケース・引出式・ウォールナット材］
本体／引出し：MDF（ウォールナット材突板）
背板／引出し底板：MDF
表面加工：アクリル樹脂塗装

［木製収納ケース・オープン・オーク材］
本体：MDF（オーク材突板）
背板：プリント紙化粧MDF

［木製収納ケース・オープン・ウォールナット材］
本体：MDF（ウォールナット材突板）
背板：プリント紙化粧MDF

※ 家具などの上に置く場合は、床から46.5cmを超える高さの場所に置かないでください。
※収納家具の中などで家具の棚や天板によって製品が転倒しない場所に置く場合は、85cmを超える高さの場所には置かないでください。



スチールユニットシェルフ 
奥行や高さのバリエーションが豊富で、 収納サイズに合わせてカスタマイズできるスチールユニットシェルフ。
基本素材はライトグレーのスチールでどんな空間にもなじみます。
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

奥行41cm・スチール棚セット・ライトグレー�  

02999094｜ワイド・大  消費税込12,900円

 02999131 ｜大  消費税込9,990円

 02999100｜ワイド・中 消費税込9,990円

02999148 ｜中  消費税込7,990円

02999117 ｜ワイド・小  消費税込7,990円

02999155 ｜小   消費税込6,990円

02999124 ｜ワイド・ミニ  消費税込6,990円

 02999162 ｜ミニ   消費税込5,990円
スチール・エポキシ粉体塗装

セット 2種類の幅と4種類の高さの棚の基本セットです。

ワイド・大 

幅86×高さ175.5cm

※奥行41cm共通

ワイド・中 

幅86×高さ120cm

ワイド・小 

幅86×高さ83cm

ワイド・ミニ 

幅86×高さ46cm

大 

幅58×高さ175.5cm

中 
幅58×高さ120cm

小 

幅58×高さ83cm

ミニ 

幅58×高さ46cm

帆布バスケットセット・ライトグレー�  

02999209｜幅56cmタイプ  消費税込14,900円
幅58.5×奥行43×高さ87.5cm

 02999193｜幅42cmタイプ  消費税込13,900円
幅44.5×奥行43×高さ87.5cm

 02999186｜幅28cmタイプ  消費税込12,900円
幅30.5×奥行43×高さ87.5cm

棚板：スチール・エポキシ粉体塗装　
フレーム・フック：スチール・エポキシ粉体塗装
バスケット：ポリエステル65.5%、綿34.5%　底板：MDF
耐荷重：バスケット1つあたり5kg

バスケットセット
丈夫な帆布と棚板を組み合わせた、ワゴンタイプのバスケットです。省スペースに設置できる幅28cmタイプをご用意しております。
※パーツの追加ができません。

［ 奥行41cmタイプ耐荷重 ］　棚板：約30kg

高さ212.5cmタイプ：100kgまで　　高さ175.5cmタイプ：100kgまで
高さ120cmタイプ：75kgまで　　 　高さ83cmタイプ：50kgまで
高さ46cmタイプ：30kgまで

［ 奥行25cmタイプ耐荷重 ］　棚板：約20kg

高さ175.5cmタイプ：70kgまで　 　高さ120cmタイプ：50kgまで
高さ83cmタイプ：40kgまで　　　　高さ46cmタイプ：30kgまで

※棚全体での均等に荷重をかけた場合

［ 奥行41cmタイプ棚板の有効内寸 ］
幅112cmタイプ：幅108×奥行39.5cm　幅84cmタイプ：幅80×奥行39.5cm

幅56cmタイプ：幅52×奥行39.5cm　　幅42cmタイプ：幅38×奥行39.5cm

［ 奥行25cmタイプ棚板の有効内寸 ］
幅84cmタイプ：幅80×奥行24.5cm　　幅56cmタイプ：幅52×奥行24.5cm

奥行41cm・追加棚・スチール・グレー
61361987 ｜幅112cmタイプ用  消費税込2,490円

61179551 ｜幅84cmタイプ用 消費税込1,890円

61179568 ｜幅56cmタイプ用 消費税込1,490円

61179575 ｜幅42cmタイプ用 消費税込1,190円

奥行41cm・追加棚・木製・グレー
61179582 ｜幅84cmタイプ用  消費税込2,690円

 61179599 ｜幅56cmタイプ用  消費税込2,090円

 61179605 ｜幅42cmタイプ用  消費税込1,890円

奥行41cm・追加棚・スチール・ライトグレー
02998530｜幅112cmタイプ用  消費税込2,490円

02998547｜幅84cmタイプ用 消費税込1,890円

02998554｜幅56cmタイプ用 消費税込1,490円

02998561｜幅42cmタイプ用 消費税込1,190円

棚板 空間やしまうものに合わせてお選びください。

奥行25cm・追加棚・スチール・ライトグレー
02999254｜幅84cmタイプ用 消費税込1,590円

02999261｜幅56cmタイプ用 消費税込1,290円
スチール棚：エポキシ粉体塗装

奥行25cm・追加棚・スチール・グレー
 61179988 ｜幅84cmタイプ用  消費税込1,590円

61179995 ｜幅56cmタイプ用  消費税込1,290円
スチール棚：エポキシ粉体塗装

奥行25cm・追加棚・木製・グレー
61180007 ｜幅84cmタイプ用  消費税込2,490円

 61180014 ｜幅56cmタイプ用  消費税込1,890円
木製棚：MDF・天然木突板・アクリル樹脂塗装
フック部：スチール・エポキシ粉体塗装

小大 中 ミニ

特大 小大 中 ミニ

帆立 棚板を支えるパーツです。連結して横に広げたり、高さを選んでオリジナルのシェルフがつくれます。

奥行41cm・追加用帆立・ライトグレー�  

02998400｜特大・高さ212.5cmタイプ用  消費税込3,090円

02998394｜大・高さ175.5cmタイプ用  消費税込2,590円

02998387｜中・高さ120cmタイプ用  消費税込1,990円

 02998370｜小・高さ83cmタイプ用  消費税込1,490円

02998363｜ミニ・高さ46cmタイプ用  消費税込890円

奥行41cm・追加用帆立・グレー
61179612 ｜特大・高さ212.5cmタイプ用  消費税込3,090円

61179629 ｜大・高さ175.5cmタイプ用  消費税込2,590円

 61179636 ｜中・高さ120cmタイプ用  消費税込1,990円

61179643 ｜小・高さ83cmタイプ用  消費税込1,490円

61179650 ｜ミニ・高さ46cmタイプ用  消費税込890円

※ 追加用帆立・特大サイズは、付属の固定金具をお使いいただき、必ず壁に接した状態でお使いください。

奥行25cm・追加用帆立・ライトグレー�  

02999216 ｜大・高さ175.5cmタイプ用  消費税込2,290円

02999223｜中・高さ120cmタイプ用  消費税込1,490円

 02999230｜小・高さ83cmタイプ用  消費税込1,190円

02999247 ｜ミニ・高さ46cmタイプ用  消費税込790円

奥行25cm・追加用帆立・グレー
 61180021 ｜大・高さ175.5cmタイプ用  消費税込2,290円

61180038 ｜中・高さ120cmタイプ用  消費税込1,490円

61180045 ｜小・高さ83cmタイプ用  消費税込1,190円

 61180052 ｜ミニ・高さ46cmタイプ用  消費税込790円



スチールユニットシェルフ 
8

クロスバー・ライトグレー�  

02998721｜特大・幅112cmタイプ用 

  消費税込690円

02998738｜大・幅84cmタイプ用 

 消費税込590円

02998745｜小・幅42〜56cmタイプ用 

 消費税込550円

クロスバー 棚の揺れをおさえる補強用パーツです。

クロスバー・グレー�
61789941 ｜特大・幅112cmタイプ用 

  消費税込690円

61179667 ｜大・幅84cmタイプ用 

 消費税込590円

61179674 ｜小・幅42〜56cmタイプ用 

 消費税込550円

スチールユニットシェルフ用�
つっぱりパーツ・ライトグレー�  

02998905｜大 消費税込2,590円

 02998899｜中 消費税込2,390円

02998882｜小 消費税込2,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

※   「追加棚・ステンレスワイヤー」・「追加棚・コーナータイプ」・「追加小棚・奥行12cm」には、取り付けできません。
※ つっぱりパーツを使用する際は必ず天板に棚板を使用してください。追加棚スチール・木製専用品です。この

商品は本体の自立性を補助するものであり家具を完全に固定するものではありません。

※ 本体1セットに、高さ調整金具を3セット（棚板3枚分）までご使用いただけます。
※ 高さ調整金具を取り付けると棚板上まで約9.5cm高くできます。
※ 高さ調整金具を使用しない棚板も合わせてご使用ください。
※   「追加棚・ステンレスワイヤー」・「追加棚・コーナータイプ」・「追加小棚・奥行12cm」には、取り付けできません。

スチールユニットシェルフ用�
つっぱりパーツ・グレー
61361963 ｜大 消費税込2,590円

 61552897 ｜中 消費税込2,390円

61361970 ｜小 消費税込2,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

奥行共通パーツ 奥行41cm、25cmタイプ共通で使えるパーツです。

バックパネル・小・ライトグレー�
ツヤ有り（棚間2段対応）�  

82141184 ｜幅84cmタイプ用 消費税込1,490円

82141191 ｜幅56cmタイプ用 消費税込1,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

ユニットシェルフ・ワードローブバー
 61179797 ｜幅84cmタイプ用  消費税込1,890円

61179803｜幅56cmタイプ用  消費税込1,490円

耐荷重：10kg
ステンレス・ヘアライン仕上げ

スチールユニットシェルフ用�
高さ調整金具・ライトグレー�  

02998851｜4個セット 消費税込790円
スチール・エポキシ粉体塗装

スチールユニットシェルフ用�
高さ調整金具・グレー�
76580867｜4個セット 消費税込790円
スチール・エポキシ粉体塗装

スチール・エポキシ粉体塗装

※ 異なる奥行のタイプにはご使用いただけません。

奥行41cm用・帆立補強パーツ�
グレー 
61179766 ｜幅84cmタイプ用  消費税込1,490円
有効内寸：幅78×奥行36cm

61179773 ｜幅56cmタイプ用  消費税込1,190円
有効内寸：幅50×奥行36cm

奥行25cm用・帆立補強パーツ�
グレー
61790008｜幅84cmタイプ用  消費税込1,190円
有効内寸：幅78×奥行21cm

61790015｜幅56cmタイプ用  消費税込990円
有効内寸：幅50×奥行21cm

奥行41cm用・帆立補強パーツ�
ライトグレー�  

02998813｜幅84cmタイプ用  消費税込1,490円
有効内寸：幅78×奥行36cm

02998820｜幅56cmタイプ用  消費税込1,190円
有効内寸：幅50×奥行36cm

奥行25cm用・帆立補強パーツ�
ライトグレー�  

 02999278｜幅84cmタイプ用  消費税込1,190円
有効内寸：幅78×奥行21cm

02999285｜幅56cmタイプ用  消費税込990円
有効内寸：幅50×奥行21cm

追加用ワイヤーバスケット・ライトグレー�  

82141245 ｜幅84cmタイプ用  消費税込1,990円

 82141252 ｜幅56cmタイプ用  消費税込1,290円
スチール・エポキシ粉体塗装

追加用帆布バスケット・ライトグレー�  

02998790｜幅84cmタイプ用  消費税込2,590円

 02998806｜幅56cmタイプ用  消費税込1,890円
フレーム：スチール・エポキシ粉体塗装
バスケット：ポリエステル65.5%、綿34.5%

オプションパーツ 帆立の奥行に合わせて使えるパーツです。

奥行41ｃｍ用・サイドパネル・小�
ライトグレー・ツヤ有り（棚間2段対応）
82141177   消費税込1,190円
スチール・エポキシ粉体塗装

奥行41ｃｍ用・サイドパネル・大�
ライトグレー・ツヤ有り（棚間3段対応）
82141160   消費税込1,790円
スチール・エポキシ粉体塗装

奥行41ｃｍ用・サイドクロスバー・ライトグレー�
02998837｜2組セット  消費税込1,990円

奥行25ｃｍ用・サイドクロスバー・ライトグレー
82141290｜2組セット  消費税込1,790円
スチール・エポキシ粉体塗装

バックパネル・大・ライトグレー�
ツヤ有り（棚間3段対応）�  

82141207 ｜幅84cmタイプ用 消費税込2,290円

82141214 ｜幅56cmタイプ用 消費税込1,790円
スチール・エポキシ粉体塗装



ユニットシェルフ 確認表 
ステンレスユニットシェルフ・スチールユニットシェルフの組み立て確認表です。

 

ユニットシェルフ 確認表 
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詳しい商品情報はこちら

ボックス
ボックス 棚板

棚板ボックス

ボックス

ボックス

ボックス

棚板

棚板

ボックス・棚板は斜めにずれた
位置には取り付けられません。

ボックスと棚板が水平に隣合う
位置に設定します。

ユニットシェルフでは、一定の強度を保つために、組み立てに必要なパーツ数を定めています。
サイズごとに必要な数が違いますので、下の表でお確かめください。

帆立サイズ 特大 大 中 小 ミニ

ボックス数 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1

棚板または帆立補強パーツ数
（最低数量） ※1

2 3 3 4 2 2 3 1 2 3 1 2 1

クロスバー数 2 2 1 1 0

全体耐荷重（kg） ※2 80 90 80 90 55 65 40 25

組み合わせ例

取り付け上の注意 ※ ボックス5個は取り付けられません。 ※ ボックス4個は取り付けられません。

※1　 棚板と帆立補強パーツの併用は可能です。併用する場合は、合計数量が上記の数量になるように取り付けてください。
※2　 ボックスの取り付け個数に応じて全体耐荷重が変わりますので、ご注意ください。
※ 引出しを取り付ける場合は、帆立・横桟の下から7段目の高さ（中サイズの高さ）までです。
※ 組み立て位置によっても強度は異なります。最低数量以上でも、一部に偏っていると強度に影響する場合があります。

設置の際は均等になるようにご注意ください。
※ 高い位置にボックス本体を取り付ける場合は、不安定になりやすいため、転倒防止製品と合わせてご使用ください。
（目安：高さ100cm以上）

※ 組み立て位置によっても強度は異なります。必要数量以上でも一部に偏っていると強度に影響する場合があります。
　特に上下を開けたり、長い間隔で開けると揺れの原因にもなりますので、設置の際は均等になるようにご注意ください。
※バスケット類、サイドパネル類、「追加小棚・奥行12cm」は帆立補強パーツとしての効果はありません。　
※ クロスバーをバックパネルに置き換える場合は、組み合わせによって必要な枚数が異なります。 

詳細はシミュレーターもしくは店舗のスタッフにご確認ください。

ユニットシェルフ・ボックスの組み合わせについて　

ユニットシェルフ・パーツ必要数確認表　

つっぱりパーツの取り付けについて　

帆立・中

高さ
150.5～ 
172.5cm

帆立

＋

＝

つっぱり
パーツ・大

例）

天井高対応寸法表 （単位：cm）

帆立サイズ

ミニ 
（高さ46.0）

小 
（高さ83.0）

中 
（高さ120.0）

大
（高さ175.5）

特大 
（高さ212.5）

小 60.0〜65.5   97.0〜102.5 134.0〜139.5 189.5〜195.0 226.5〜232.0

中 65.5〜76.5 102.5〜113.5 139.5〜150.5 195.0〜206.0 232.0〜243.0

大 76.5〜98.5 113.5〜135.5 150.5〜172.5 206.0〜228.0 243.0〜250.0

つ
っ
ぱ
り
パ
ー
ツ

※ 各サイズの最小寸法でつっぱりパーツを使用する場合、先につっぱりパーツを帆立に取り付けてから
本体を組み立てる場合がございますのでご注意ください。

ユニットシェルフでは、一定の強度を保つために、組み立てに必要なパーツ数を定めています。
組み合わせによって最低限必要な数が違いますので、下の表でお確かめください。

帆立サイズ

特大 大 中 小 ミニ

幅112cm
棚板 4個 3個 3個 2個 3個

クロスバー・特大 2個 2個 1個 1個 0個

幅84cm
棚板または帆立補強パーツ 4個 3個 3個 2個 3個

クロスバー・大 2個 2個 1個 1個 0個

幅56cm
棚板または帆立補強パーツ 4個 3個 3個 2個 3個

クロスバー・小 2個 2個 1個 1個 0個

幅42cm
棚板 4個 3個 3個 2個 3個

クロスバー・小 2個 2個 1個 1個 0個

ユニットシェルフ・パーツ組み合わせの諸注意　

ユニットシェルフは、下図のような組み合わせはできません。

帆立補強パーツ
×

帆立補強パーツ・棚板

サイドパネル
×

帆立連結

バックパネル類
×

帆立補強パーツ

サイドパネル
×

バスケット類・ワードローブバー
サイドパネルの上下端と
重なっての取り付け不可

横に並べての
取り付け不可

サイドパネルは
連結時使用不可

重なっての
取り付け不可

帆立補強パーツ
×

帆立補強パーツ・棚板

サイドパネル
×

帆立連結

バックパネル類
×

帆立補強パーツ

サイドパネル
×

バスケット類・ワードローブバー
サイドパネルの上下端と
重なっての取り付け不可

横に並べての
取り付け不可

サイドパネルは
連結時使用不可

重なっての
取り付け不可

帆立補強パーツ
×

帆立補強パーツ・棚板

サイドパネル
×

帆立連結

バックパネル類
×

帆立補強パーツ

サイドパネル
×

バスケット類・ワードローブバー
サイドパネルの上下端と
重なっての取り付け不可

横に並べての
取り付け不可

サイドパネルは
連結時使用不可

重なっての
取り付け不可

ボックス ×4 ボックス ×3 ボックス ×3 ボックス ×1 ボックス ×1
棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

ボックス ×4 ボックス ×3 ボックス ×3 ボックス ×1 ボックス ×1
棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

ボックス ×4 ボックス ×3 ボックス ×3 ボックス ×1 ボックス ×1
棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

ボックス ×4 ボックス ×3 ボックス ×3 ボックス ×1 ボックス ×1
棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

ボックス ×4 ボックス ×3 ボックス ×3 ボックス ×1 ボックス ×1
棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ

棚板または
帆立補強パーツ



ステンレスユニットシェルフ オーダー
ステンレスユニットシェルフ・追加棚を、お好きなサイズと素材でオーダーできます。
設置スペースや、収納したいものの大きさに合わせた横幅ぴったりのシェルフができあがります。

 

ステンレスユニットシェルフ オーダー
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ステンレスユニットシェルフ�棚板オーダー�価格表

オーク材 
幅（cm） 価格

25〜36 37239081 5,500 円

37〜46 37239098 6,000 円

47〜56 37239104  6,500 円

57〜66 37239111  7,000 円

67〜76 37239128  7,500 円

77〜81 37239135  8,000 円

※価格は全て消費税込です。

ウォールナット材 
幅（cm） 価格

25〜36 37239142  6,000 円

37〜46 37239159  6,500 円

47〜56 37239166  7,000 円

57〜66 37239173  7,500 円

67〜76 37239180  8,000 円

77〜81 37239197  8,500 円

※ 幅は、棚板実寸25〜81cm（帆立外外幅28〜84cm）から1cm単位でオーダーが可能です。
※ 棚板実寸25〜38cmの棚板をご使用の際は、幅が狭く、転倒しやすくなるため、 

単独でのご使用ができません。必ず、棚板実寸39cm以上の棚と連結してご使用ください。
※ 帆立のサイズに応じて、棚板の必要枚数、クロスバーの必要本数があります。
※ 帆立の種類とオーダー棚板のサイズの組み合わせによっては、オーダーの 

61790640｜ステンレスユニットシェルフ・クロスバー・中 1,400円 を 

ご注文いただく場合がございます。
※納期は、注文から60日が目安です。（多少、前後する場合があります。）
※ご注文時期によって納期が異なることもございます。予めご了承ください。
※ オーダーについての詳しい内容については、店舗スタッフへお問い合わせください。
※ 配送料は別途かかります。

幅
棚板実寸25〜81cmの間で 

1cm単位のオーダーが可能です。

棚板の素材
オーク材／ウォールナット材から選べます。　

ステンレスユニットシェルフ（オーダー）



パイン材ユニットシェルフ
天然の節の表情が美しい、パイン材のシェルフです。シェルフはお好みの高さや幅を選んで連結できます。
同じ素材を使った収納ボックスやテーブルもご用意しています。

 

パイン材ユニットシェルフ
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詳しい商品情報はこちら

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

プラスドライバーが
必要な商品

組立式＋
組立所要時間（分）

別売のパーツが
ある商品

2人以上で
組み立て可能

帆立と棚板を組み合わせることで棚が完成します。

棚板

クロスバー 
（補強用）

帆立

横桟
（ 18.5cm 間隔）

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。
奥行きは3種類から選べます。

奥行39.5cmタイプ・小�
 02460600｜86cm幅  消費税込9,990円

02460778 ｜58cm幅  消費税込7,990円

奥行25cmタイプ・小
 02460716 ｜86cm幅  消費税込6,990円

02460686｜58cm幅  消費税込5,490円

奥行39.5cmタイプ・大�
 02460617 ｜86cm幅  消費税込14,900円

02460587｜58cm幅  消費税込11,900円

奥行25cmタイプ・大�
02460723 ｜86cm幅  消費税込9,990円

02460693｜58cm幅  消費税込8,490円

 

�奥行39.5cm
・ 棚全体での耐荷重（棚板は約30kg） 
［大］ 幅86cmタイプ：100kgまで　幅58cmタイプ：80kgまで 
［中］ 幅86cmタイプ：  75kgまで　幅58cmタイプ：60kgまで 
［小］ 幅86cmタイプ：  50kgまで　幅58cmタイプ：50kgまで

・ 棚板の有効内寸 
幅86cmタイプ：幅80×奥行38.5cm 

幅58cmタイプ：幅52×奥行38.5cm

�奥行25cm
・ 棚全体での耐荷重（棚板は約15kg） 
［大］ 幅86cmタイプ：50kgまで　幅58cmタイプ：40kgまで 
［中］ 幅86cmタイプ：30kgまで　幅58cmタイプ：30kgまで 
［小］ 幅86cmタイプ：25kgまで　幅58cmタイプ：25kgまで

・ 棚板の有効内寸 
幅86cmタイプ：幅80×奥行25cm 
幅58cmタイプ：幅52×奥行25cm

�奥行50cm
・ 棚全体での耐荷重（棚板は約30kg） 
［大］ 幅86cmタイプ：100kgまで　幅58cmタイプ：80kgまで 
［小］ 幅86cmタイプ：  50kgまで　幅58cmタイプ：50kgまで

・ 棚板の有効内寸 
幅86cmタイプ：幅80×奥行49cm 
幅58cmタイプ：幅52×奥行49cm

奥行39.5cmタイプ・中�
02460624｜86cm幅  消費税込11,900円

02460594｜58cm幅  消費税込9,990円

奥行25cmタイプ・中�
02460730｜86cm幅  消費税込8,490円

 02460709 ｜58cm幅  消費税込6,990円

大・86cm幅 

高さ175.5cm 

 

大・86cm幅 

高さ175.5cm 

 

大・58cm幅 

高さ175.5cm 

 

中・86cm幅 

高さ120cm 

中・58cm幅 

高さ120cm 

小・86cm幅 

高さ83cm 

小・58cm幅 

高さ83cm 

セット 基本構造の組み合わせを、サイズ別にセットにしました。3種類の奥行きをご用意しています。

パイン材ユニットシェルフ
ワードローブ用落ちワタ入りカバー�
82913774    消費税込4,990円

綿100%【ドライ】

奥行50cmタイプ・ワードローブ 

02814564 ｜86cm幅  消費税込12,900円

帆立：天然木（パイン材）・ラッカー塗装 
棚板：天然木（パイン材）・アクリル樹脂UV塗装 
ワードローブバー：スチール・亜鉛メッキ 

帆立：天然木（パイン材）・ラッカー塗装　棚板：天然木（パイン材）・アクリル樹脂UV塗装 
※奥行25cmタイプには転倒防止補助金具が付属されています。

パイン材ユニットシェルフ

※パイン材はその素材の持つ特性上、やわらかく傷が付きやすいですが、使用上は問題ありません。　※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。



パイン材ユニットシェルフ

※パイン材はその素材の持つ特性上、やわらかく傷が付きやすいですが、使用上は問題ありません。　
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） プラスドライバーが必要な商品1人で組み立て可能

パイン材ユニットシェルフ用�
帆布マガジンラック
38749769 ｜幅86cm用  消費税込3,990円
幅83.5×奥行34×高さ50cm 
耐荷重（各帆布収納部）：約7kg

38749776 ｜幅58cm用 消費税込3,490円
幅55.5×奥行34×高さ50cm 
耐荷重（各帆布収納部）：約5kg

スチール：亜鉛メッキ・帆布

※奥行25cmタイプには使用できません。
※ 付属の転倒防止補助金具をご使用ください。

追加用帆立（奥行39.5cmタイプ）�
 02460648｜大・高さ175.5cmタイプ用 

  消費税込3,490円

02460655｜中・高さ120cmタイプ用 

  消費税込2,990円

 02460631｜小・高さ83cmタイプ用 

  消費税込2,490円

追加用帆立（奥行25cmタイプ）�
02460754 ｜大・高さ175.5cmタイプ用 

  消費税込2,990円

02460761 ｜中・高さ120cmタイプ用 

  消費税込2,490円

02460747 ｜小・高さ83cmタイプ用 

  消費税込1,990円

天然木（パイン材）・ラッカー塗装

帆立 棚板を支えるパーツです。連結して横に広げたり、高さを選んでオリジナルのシェルフがつくれます。

追加用帆立（奥行50cmタイプ）
02460679｜大・高さ175.5cmタイプ用 

  消費税込3,990円

02460662｜小・高さ83cmタイプ用 

  消費税込2,990円

小大 小大 中 小大 中

マガジンラック
帆立に直接固定することで使用できるパーツです。 

パイン材テーブル・折りたたみ式�
02460792    消費税込5,990円
幅80×奥行50×高さ70cm 

（折りたたみ時厚さ：10.5cm）

耐荷重：15kg 
天然木（パイン材）　天板：アクリル樹脂UV塗装
脚：ラッカー塗装

パイン材ローテーブル・折りたたみ式�
 02460785    消費税込4,990円
幅80×奥行50×高さ35cm 

（折りたたみ時厚さ：6.5cm）

耐荷重：15kg 
天然木（パイン材）　天板：アクリル樹脂UV塗装
脚：ラッカー塗装

折りたたみ時

パイン材収納BOX・キャスター付き
47389678   消費税込3,990円
幅35×奥行35×高さ30.5cm（キャスター含む）

パイン材収納BOX
 47389692   消費税込3,490円
幅35×奥行35×高さ25cm

有効内寸：幅32×奥行32×高さ23cm 
耐荷重：1個5kg以下（総耐荷重10kg以下）　 
積み重ね可能段数3段まで 
パイン無垢集成材　ラッカー塗装

※キャスター付き同士の積み重ね不可

 キャスター付き スタッキングできます。

棚板は、帆立の溝に金具を差し込むだけで簡単にセットできます。棚板の間隔は、
18.5cmきざみです。大サイズで最大10枚、中サイズで最大7枚、小サイズで最
大5枚まで棚板を増やせます。

追加用棚板（奥行39.5cmタイプ）
 02460532｜幅86cmタイプ用  消費税込2,490円

 02460525｜幅58cmタイプ用  消費税込1,790円

追加用棚板（奥行25cmタイプ）�
 02460518 ｜幅86cmタイプ用  消費税込1,790円

 02460501｜幅58cmタイプ用  消費税込1,190円

天然木（パイン材）・アクリル樹脂UV塗装

追加用棚板（奥行50cmタイプ）�
02460556｜幅86cmタイプ用  消費税込2,990円

02460549｜幅58cmタイプ用  消費税込1,990円

パイン材ユニットシェルフ用クロスバー�
 02460563｜L・幅86cmタイプ用  消費税込990円

 02460570｜S・幅58cmタイプ用  消費税込790円

スチール：亜鉛メッキ

パイン材ユニットシェルフ用・ワードローブバー 

 38749783 ｜幅86cm用  消費税込1,990円
幅83.5×奥行3×高さ8.5cm　耐荷重：約15kg

 38749790 ｜幅58cm用 消費税込1,790円
幅55.5×奥行3×高さ8.5cm　耐荷重：約10kg

スチール：亜鉛メッキ

※奥行25cmタイプには使用できません。
※ 付属の転倒防止補助金具をご使用ください。

棚板 3種類の奥行きをご用意しました。空間やしまうものに合わせてお選びください。 クロスバー 棚の揺れをおさえる補強用パーツです。

ワードローブバー ユニットシェルフをワードローブとしてお使いいただけるパーツです。



スタッキングシェルフ
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、間仕切り棚としても使えます。
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

※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※組み立てにはシェルフ本体を横倒しにすることができる程度のスペースが必要です。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

側板　：フラッシュ構造・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
仕切板：フラッシュ構造・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
スチールパイプ：スチール・粉体塗装

側板　：フラッシュ構造・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
仕切板：フラッシュ構造・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
スチールパイプ：スチール・粉体塗装

2種類の素材から選べます
オーク材

ウォールナット材

＋
＋

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。

基本セット 追加セット

基本セット

追加セット

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。

セット 使い勝手のよい組み合わせをセットにしました。

5段×3列 

幅122×高さ200cm

 

※奥行28.5cm共通 

セット・5段×3列�
37263611｜オーク材  消費税込39,900円

37267053｜ウォールナット材  消費税込49,900円
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体90kg

5段×2列 

幅82×高さ200cm

 

セット・5段×2列�
37263628｜オーク材  消費税込29,900円

37267060｜ウォールナット材  消費税込34,900円
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体60kg

3段×3列 

幅122×高さ121cm

 

 

セット・3段×3列�
37263635｜オーク材  消費税込34,900円

37267077｜ウォールナット材  消費税込39,900円
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体60kg

3段×2列 

幅82×高さ121cm

 

セット・3段×2列�
37263970｜オーク材  消費税込24,900円

37267084｜ウォールナット材  消費税込29,900円
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体40kg

スタッキングシェルフ



スタッキングシェルフ

※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※組み立てにはシェルフ本体を横倒しにすることができる程度のスペースが必要です。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 1人で組み立て可能

［ 耐荷重 ］

5段、ワイド・5段（基本セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体60kg

3段、ワイド・3段（基本セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体40kg

2段、ワイド・2段（基本セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体30kg

5段 

幅42×高さ200cm

 

※奥行28.5cm共通

3段 

幅42×高さ121cm

5段（基本セット）�
37263178 ｜オーク材  消費税込18,900円

37265646｜ウォールナット材  消費税込20,900円

ワイド・5段（基本セット）
37263239｜オーク材  消費税込24,900円

37265707｜ウォールナット材  消費税込26,900円

3段（基本セット）�
37263161 ｜オーク材  消費税込14,900円 
37265639｜ウォールナット材  消費税込16,900円 

ワイド・3段（基本セット）�
37263222｜オーク材  消費税込19,900円

37265691｜ウォールナット材  消費税込21,900円

ワイド・2段（基本セット）�
 37263215 ｜オーク材  消費税込16,900円

37265684｜ウォールナット材  消費税込18,900円 

2段（基本セット）�
37263154 ｜オーク材  消費税込11,900円

37265622｜ウォールナット材  消費税込13,900円 

2段 

幅42×高さ81.5cm

ワイド・5段 

幅81.5×高さ200cm 

ワイド・3段 

幅81.5×高さ121cm

ワイド・2段 

幅81.5×高さ81.5cm

基本セット 基本となるサイズは、5段・3段・2段の3タイプで、幅は2タイプです。

3段（追加セット）�
37263192 ｜オーク材  消費税込13,900円

37265660｜ウォールナット材  消費税込15,900円

5段（追加セット）�
37263208｜オーク材  消費税込16,900円

37265677｜ウォールナット材  消費税込18,900円

ワイド・5段（追加セット）
37263260｜オーク材  消費税込22,900円 
37265738｜ウォールナット材  消費税込24,900円

ワイド・3段（追加セット）�
37263253｜オーク材  消費税込18,900円

37265721｜ウォールナット材  消費税込20,900円

ワイド・2段（追加セット）�
37263246 ｜オーク材  消費税込15,900円

37265714 ｜ウォールナット材  消費税込17,900円
 

2段（追加セット）�
37263185 ｜オーク材  消費税込10,900円

37265653｜ウォールナット材  消費税込12,900円

5段 

幅40×高さ200cm

 

※奥行28.5cm共通

3段 

幅40×高さ121cm

2段 

幅40×高さ81.5cm

ワイド・5段 

幅79.5×高さ200cm 

ワイド・3段 

幅79.5×高さ121cm

ワイド・2段 

幅79.5×高さ81.5cm

追加セット 基本セットに追加して、サイズを大きくすることもできます。

［ 耐荷重 ］

5段、ワイド・5段（追加セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体60kg

3段、ワイド・3段（追加セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体40kg

2段、ワイド・2段（追加セット） 
耐荷重：棚1枚20kg、棚全体30kg

オープン型追加セット 5段（基本セット）と組み合わせてお使いください。

耐荷重 上部収納部：全体20kg、中央天板：3列／40kg、2列／30kg

※横にして、お使いいただけません。 
※ワイド・5段（基本セット）との組み合わせはできません。

5段用3列オープン型追加セット�
 37263277｜オーク材  消費税込31,900円

37265745｜ウォールナット材  消費税込34,900円
開口部：幅116.5×奥行28.5×高さ116.5cm 

5段用2列オープン型追加セット�
37263291｜オーク材  消費税込24,900円

37267039｜ウォールナット材  消費税込29,900円
開口部：幅77×奥行28.5×高さ116.5cm 
 

5段用3列 

幅120×高さ200cm

 

※奥行28.5cm共通

5段用2列 

幅80×高さ200cm

5段用3列 

幅118×高さ40cm 

5段用2列
幅78×高さ40cm 

5段用3列オープン型用追加棚�
37263284｜オーク材  消費税込11,900円

 37265752｜ウォールナット材  消費税込13,900円
耐荷重 天板：40kg

5段用2列オープン型用追加棚�
37263307｜オーク材  消費税込7,990円

37267046｜ウォールナット材  消費税込9,990円
耐荷重 天板：30kg



スタッキングシェルフ・パーツ
スタッキングシェルフに使用できるパーツや収納です。

 

スタッキングシェルフ・パーツ※引出し内側の素材（MDF）には特有のにおいがあります。使用を経るにしたがって軽減されますが、衣類など、においの移りやすい物の収納はおすすめできません。
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詳しい商品情報はこちら

オプションパーツ スタッキングシェルフ専用の便利なオプションパーツです。

スタッキングシェルフに組み合わせられる小物収納 単独でも使用でき、スタッキングシェルフと組み合わせてもお使いいただける収納です。

スタッキングチェスト・引出し・2段�
 02554057｜オーク材 消費税込4,990円

 02554088｜ウォールナット材  消費税込5,990円
幅37×奥行28×高さ37cm 
耐荷重：天板5kg、各引出3kg、全体5kg 
引出し内寸：幅33.5×奥行24.5×高さ15.5cm

スタッキングシェルフ・ブックエンド�
18121458   消費税込990円
幅15.5×奥行5.5×高さ21cm 
スチール・メラミン樹脂焼付塗装

どの位置にも付けられるブックエンドです。

スタッキングチェスト・ハーフ・引出し・1段�
 02528720｜オーク材 消費税込2,990円

 02528737｜ウォールナット材 消費税込3,990円
幅37×奥行28×高さ18.5cm 
耐荷重：天板5kg、各引出2kg、全体5kg 
引出し内寸：幅33.5×奥行24.5×高さ15.5cm

スタッキングチェスト・引出し・4段�  

 02554071｜オーク材 消費税込5,990円

 02554101 ｜ウォールナット材  消費税込6,990円
幅37×奥行28×高さ37cm 
耐荷重：天板5kg、各引出2kg、全体5kg 
引出し内寸：幅33.5×奥行24.5×高さ6cm

スタッキングシェルフ・ストッパー�
18121434   消費税込990円
幅37.5×奥行5.5×高さ8.5cm 
スチール・メラミン樹脂焼付塗装

収納物が落ちないようにするためのストッパーです。

※ スタッキングチェストとの併用はできません

スタッキングチェスト・ハーフ・引出し・2段�
 02528706｜オーク材 消費税込3,990円

02528713 ｜ウォールナット材 消費税込4,990円
幅37×奥行28×高さ18.5cm 
耐荷重：天板5kg、各引出3kg、全体5kg 
引出し内寸：幅33.5×奥行24.5×高さ6cm

スタッキングチェスト・引出し・4個�
 02554064｜オーク材 消費税込5,990円

 02554095｜ウォールナット材  消費税込6,990円
幅37×奥行28×高さ37cm 
耐荷重：天板5kg、各引出2kg、全体5kg 
引出し内寸：幅15×奥行24.5×高さ15.5cm

スタッキングシェルフ・コの字棚�
18121748   消費税込3,490円
幅37.5×奥行28×高さ21.5cm 
スチール・メラミン樹脂焼付塗装 
耐荷重：10kg

棚内にはDVDや文庫本が収納できます。

スタッキングチェスト・ハーフ・引出し・2個�
02528515 ｜オーク材 消費税込3,990円

02528522｜ウォールナット材 消費税込4,990円
幅37×奥行28×高さ18.5cm 
耐荷重：天板5kg、各引出3kg、全体5kg 
引出し内寸：幅15×奥行24.5×高さ15.5cm

スタッキングチェスト・ハーフ・オープン�
02528744 ｜オーク材 消費税込2,490円

02528751 ｜ウォールナット材 消費税込3,490円
幅37×奥行27×高さ18.5cm 
耐荷重：天板5kg、全体5kg

縦にチェスト本体を積み重ねる際は、 
スタッキングチェスト用台輪 
02874346｜オーク材 
02874353｜ウォールナット材 と、  
パルプボードボックス用ジョイント金具 
82854817 （詳細はP.19「パルプボードボック
ス」）を合わせてご使用ください。 
※積み重ねは2個までできます。

［チェスト・オーク材］
MDF・オーク材突板
アクリル樹脂塗装

［チェスト・ウォールナット材］
MDF・ウォールナット材突板
アクリル樹脂塗装



スタッキングシェルフ 組み合わせ方
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、間仕切り棚としても使えます。
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 組み合わせ方
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詳しい商品情報はこちら

● スタッキングシェルフ基本セットには転倒防止補助金具
セットが付いています。4段以上の高さで使用する場合は
必ず転倒防止補助金具を付けてご使用ください。

● 壁へは専用ピン（石膏ボー
ド壁用）または木ネジでの
固定が必要になります。

● 組み立てサービスによる
取り付けは行っておりませ
ん。

転倒防止対策について

■組み合わせパターン1 ■組み合わせパターン2

ボルト
ボルト

基本セット 3列オープン型追加セット 完成図

ボルト

3列オープン型
追加セット

ボルト

基本セット 追加セット 完成図3列オープン型用追加棚

ボルト

基本セットにスチールパイプでオープン型のパーツを組み合わせて自由な収納をつくり上げられます。組み合わせは次の2パターンが基本です。（2列、3列共通）。

スタッキングシェルフ　オープン型の構造

■組み合わせ例と耐荷重

基本セット5段×1＋追加パーツ5段×4

基本セット3段×1＋追加パーツ3段×1

■スタッキングのしくみ

構造図

スチールパイプ

※ヨコにした図

追加セット

基本セット

基本セット
（ボルト）

■仕切板を外してスチールパイプのみで使う

■段数違いで組み合わせて使う

■パーテーションとして使う

ヨコにして積み重ねた時は、下から2段目以上の列の
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
※上図の通り、必ず両端のどちらかには仕切板が残る
　ようにしてください。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。

仕切板

パイプ

仕切板

パイプ

本体をヨコにして連結していく
組み合わせ方法です。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用できません。

本体をタテのまま横方向に連結していく
組み合わせ方法です。

■幅サイズの違うアイテムを組み合わせて使う

幅サイズの違うアイテムを本体タテのま
ま横方向に連結していく組み合わせ方
法です。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用
　できません。

3段までの高さであれば、付属の転倒防
止用補助金具の取り付けなしに連結して
パーテーションとしてお使いいただけます。

■仕切板を外してスチールパイプのみで使う

■段数違いで組み合わせて使う

■パーテーションとして使う

ヨコにして積み重ねた時は、下から2段目以上の列の
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
※上図の通り、必ず両端のどちらかには仕切板が残る
　ようにしてください。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。

仕切板

パイプ

仕切板

パイプ

本体をヨコにして連結していく
組み合わせ方法です。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用できません。

本体をタテのまま横方向に連結していく
組み合わせ方法です。

■幅サイズの違うアイテムを組み合わせて使う

幅サイズの違うアイテムを本体タテのま
ま横方向に連結していく組み合わせ方
法です。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用
　できません。

3段までの高さであれば、付属の転倒防
止用補助金具の取り付けなしに連結して
パーテーションとしてお使いいただけます。

■仕切板を外してスチールパイプのみで使う

■段数違いで組み合わせて使う

■パーテーションとして使う

ヨコにして積み重ねた時は、下から2段目以上の列の
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
※上図の通り、必ず両端のどちらかには仕切板が残る
　ようにしてください。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。

仕切板

パイプ

仕切板

パイプ

本体をヨコにして連結していく
組み合わせ方法です。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用できません。

本体をタテのまま横方向に連結していく
組み合わせ方法です。

■幅サイズの違うアイテムを組み合わせて使う

幅サイズの違うアイテムを本体タテのま
ま横方向に連結していく組み合わせ方
法です。
※ワイドタイプは本体をヨコにして使用
　できません。

3段までの高さであれば、付属の転倒防
止用補助金具の取り付けなしに連結して
パーテーションとしてお使いいただけます。

基本セットと追加セットの組み合わせで自由にオリジナルの収納をつくれます。

連結方法は下の構造図の通り、仕切板内のスチールパイプをつなぎ、 

ボルトで留めていく仕組みで簡単に連結できます。

■組み合わせ例と耐荷重

基本セット5段×1＋追加パーツ5段×4

基本セット3段×1＋追加パーツ3段×1

■スタッキングのしくみ

構造図

スチールパイプ

※ヨコにした図

追加セット

基本セット

基本セット
（ボルト）

本体をタテのまま横方向に連結していく、組み合わせ方法です。

耐荷重：全体150kg�＝�60kg�×�5本�÷�2
組み合わせて使用する際の 
全体耐荷重 ＝ セットの耐荷重 × 本数 ÷ 2

■組み合わせ例と耐荷重

基本セット5段×1＋追加パーツ5段×4

基本セット3段×1＋追加パーツ3段×1

■スタッキングのしくみ

構造図

スチールパイプ

※ヨコにした図

追加セット

基本セット

基本セット
（ボルト）

組み合わせて使用する際の 
全体耐荷重 ＝ セットの耐荷重 × 本数 ÷ 2

本体をヨコにして上へ連結していく、組み合わせ方法です。

耐荷重：全体40kg�＝�40kg�×�2本�÷�2

使い方例スタッキングシェルフの構造



スタッキングシェルフ オーダー
スタッキングシェルフのサイズオーダー。
設置スペースにぴったりおさまるよう、幅・段数・奥行・6段目の高さのご注文が可能です。

 

スタッキングシェルフ オーダー

※1　幅は、スリム（基本セット28.5cm／追加セット26.5cm）、レギュラー（基本セット42.0cm／追加セット40.0cm）、ワイド（基本セット81.5cm／追加セット79.5cm）の3種類です。
※2　段数は1段～ 6段、変則6段から選べます。　※3　奥行は、28.5cm（既製と同じ）、40cmの2種類です。
※オーダースタッキングシェルフの詳しい内容については店舗スタッフにお問い合わせください。　※納期は、注文から60日が目安です。（ご注文時の生産状況により、納期が前後する場合がございます。）
※ご注文時期によって納期が異なることもございます。予めご了承ください。　※価格は全て消費税込です。　※配送料は別途かかります。
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6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm

フィラー
天井や壁の間にできた 

隙間を隠します。

台輪
床から一段上げることで下部
のほこりなどを防ぎます。

スタッキングシェルフのオーダーの種類が増えました。
フィラーやバックパネルなどを取り付けすることで
壁面全体をスタッキングシェルフで収納することができます。
※ 一部店舗での取り扱いとなります。 

詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。

バックパネル
棚の裏側に取り付けることで 

物が落ちないようになります。
6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm

幅
スリム、レギュラー、ワイドから選べます。

6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm

段数
既製品にはない1段、
4段、6段も選べます。

高さ調整
6段の最上段のみ 

2cm単位で短縮可能です。

奥行
28.5cm、40cmから 

選べます。

6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm

6段4段1段 ワイドレギュラースリム 6段28.5cm 40cm

オーク材／ウォールナット材�サイズオーダー�価格表

奥行28.5cm 
※3

幅 ※1 段数 ※2 高さ（cm）
基本セット 追加セット

オーク材 ウォールナット材 オーク材 ウォールナット材

スリム

1段 42.0 37533639 13,000 円 37534025  16,000 円 37533875  11,000 円 37539082 14,000 円

2段 81.5 37533646 16,000 円 37539037  19,000 円 37533882 14,000 円 37539129  17,000 円

3段 121.0 37533684 19,000 円 37539044 22,000 円 37533929 17,000 円 37539136  20,000 円

4段 160.5 37533783  22,000 円 37539051  25,000 円 37533936 20,000 円 37539143  22,000 円

5段 200.0 37533820 25,000 円 37539068 27,000 円 37533974  22,000 円 37539181  25,000 円

6段 239.5 37533837  29,000 円 37539075  32,000 円 37533981  27,000 円 37539198  30,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37529441  29,000 円 37529557  32,000 円 37529540  27,000 円 37529564  30,000 円

レギュラー

1段 42.0 37553316  14,000 円 37553378  16,000 円 37553347  13,000 円 37553408 15,000 円

4段 160.5 37553323  22,000 円 37553385 25,000 円 37553354 20,000 円 37553415  22,000 円

6段 239.5 37553330 29,000 円 37553392  32,000 円 37553361  27,000 円 37553828  30,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37532014  30,000 円 37532601  33,000 円 37532021  28,000 円 37532649  31,000 円

ワイド

1段 42.0 37554078  17,000 円 37555051  19,000 円 37554108  15,000 円 37555082  17,000 円

4段 160.5 37554085 28,000 円 37555068 30,000 円 37554115  26,000 円 37555099 28,000 円

6段 239.5 37554092  35,000 円 37555075  38,000 円 37555044 32,000 円 37555105  35,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37533059 36,000 円 37533486 39,000 円 37533448 33,000 円 37533493 36,000 円

奥行40cm 
※3

スリム

1段 42.0 37539204 13,000 円 37549425  16,000 円 37549333 11,000 円 37549517  14,000 円

2段 81.5 37539211  17,000 円 37549463 20,000 円 37549340 15,000 円 37553262  18,000 円

3段 121.0 37539228  22,000 円 37549470  25,000 円 37549357  20,000 円 37553279  21,000 円

4段 160.5 37539235  26,000 円 37549487  28,000 円 37549364 24,000 円 37553286  26,000 円

5段 200.0 37549319  28,000 円 37549494 30,000 円 37549401  26,000 円 37553293  28,000 円

6段 239.5 37549326  32,000 円 37549500 34,000 円 37549418  30,000 円 37553309 32,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37529601  33,000 円 37529625  35,000 円 37529618  31,000 円 37532007  33,000 円

レギュラー

1段 42.0 37553835 17,000 円 37553958 19,000 円 37553897  15,000 円 37554016  17,000 円

2段 81.5 37553842  20,000 円 37553965 21,000 円 37553903 18,000 円 37554023  19,000 円

3段 121.0 37553859 28,000 円 37553972  30,000 円 37553910  26,000 円 37554030 28,000 円

4段 160.5 37553866 32,000 円 37553989 34,000 円 37553927  30,000 円 37554047  32,000 円

5段 200.0 37553873  35,000 円 37553996 37,000 円 37553934 33,000 円 37554054 35,000 円

6段 239.5 37553880 38,000 円 37554009 40,000 円 37553941  36,000 円 37554061  38,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37532687  39,000 円 37532977  41,000 円 37532939  37,000 円 37533011  39,000 円

ワイド

1段 42.0 37555112  19,000 円 37556607  21,000 円 37555174  17,000 円 37556706  19,000 円

2段 81.5 37555129  26,000 円 37556614  28,000 円 37555181  24,000 円 37556713  26,000 円

3段 121.0 37555136  32,000 円 37556621  34,000 円 37555198  30,000 円 37556720  32,000 円

4段 160.5 37555143  40,000 円 37556652  42,000 円 37555204  38,000 円 37556737  40,000 円

5段 200.0 37555150  42,000 円 37556669 44,000 円 37555211  40,000 円 37556744  42,000 円

6段 239.5 37555167  46,000 円 37556690 48,000 円 37556591  42,000 円 37556751  46,000 円

変則6段 215.5〜239.5 37533530 47,000 円 37533585 49,000 円 37533547  43,000 円 37533592  47,000 円



パルプボードボックス
タテにしてもヨコにしても使える、軽くて丈夫な収納ボックス。ヨコ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。
A4サイズからスリムサイズまで、かたちや大きさを自由に選べます。

 

パルプボードボックス
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品1人で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

棚内寸：幅34×奥行27.5×高さ34cm 
スリムサイズ棚内寸：幅21.5×奥行27.5×高さ34cm

※ 2段は安定性が低いため、積み重ねて使用できません。

タテヨコA4サイズ・5段�
 47549201    消費税込4,890円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体40kg

スリムサイズ・5段�
18121717    消費税込4,490円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体40kg

タテヨコA4サイズ・4段�
18511341   消費税込4,490円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体35kg

スリムサイズ・4段�
18511358    消費税込3,890円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体35kg

タテヨコA4サイズ・3段�
47549195    消費税込3,490円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体25kg

スリムサイズ・3段�
18121700    消費税込2,890円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体25kg

タテヨコA4サイズ・2段�
 47549188    消費税込2,490円

固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体20kg

スリムサイズ・2段�
18121694    消費税込1,890円
固定棚耐荷重：棚1枚15kg、棚全体20kg

5段 

幅37.5×高さ180cm

 

※奥行29cm共通

スリムサイズ・5段 

幅25×高さ180cm

3段 

幅37.5×高さ109cm

スリムサイズ・3段 

幅25×高さ109cm

2段 

幅37.5×高さ73cm

スリムサイズ・2段 

幅25×高さ73cm

4段 

幅37.5×高さ144cm

スリムサイズ・4段 

幅25×高さ144cm

芯材：パーティクルボード・フラッシュ構造
表面材：パルプボード

パルプボードボックス・3段、スリムサイズ・3段 パルプボードボックス・キャスター付（タテ・ヨコ仕様）



パルプボードボックス
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

プラスドライバーが必要な商品

1人で組み立て可能

CD収納可 DVD収納可A4収納可

ダンボール引出・2段�
パルプボードボックス用�
 76249276 ｜タテヨコA4用 消費税込1,390円
約幅34×奥行27×高さ34cm 
内寸：約幅31×奥行22×高さ14cm 
耐荷重：上段1.5kg、下段2kg

※ 引出2段は単独でのご使用はできません。必ずパルプボードボックス・タテヨコA4に設置し
てお使いください。

ダンボール引出・パルプボードボックス用�
 76370888｜タテヨコA4用 消費税込750円
約幅34×奥行27×高さ34cm 
内寸：約幅31×奥行22×高さ31cm

シャツや肌着などの衣類や小物の収納にも便利な引出式のダンボールケースです。

※ パルプボードボックス・キャスター付（タテ・ヨコ仕様）にもご使用いただけます。

マルチラック�
 18121724    消費税込3,890円
幅37.5×奥行17.5×高さ109cm 
棚内寸：幅34×奥行16cm 
可動棚：6枚（棚ピッチ2.9cm） 
固定棚：1枚（上から4段目） 
耐荷重：棚1枚8kg、棚全体25kg

フリーラック、マルチラック、3段サイズの高さを統一することで横並びで使いやすくなりました。

フリーラック�
 18121731    消費税込3,490円
幅25×奥行29×高さ109cm 
棚内寸：幅21.5×奥行27.5cm 
可動棚：3枚（棚ピッチ2.9cm） 
固定棚：2枚（上から2段目、4段目） 
耐荷重：棚1枚8kg、棚全体25kg

キャスター付（タテ・ヨコ仕様） 

61789712   消費税込5,890円
タテ使い時： 約幅62（取っ手含む）×奥行29×高さ79cm 

棚内寸：幅9段階（約16〜37cm）、奥行27×高さ34cm 
耐荷重：固定棚15kg、棚全体20kg

ヨコ使い時： 約幅76（取っ手含む）×奥行29×高さ64cm 
棚内寸：約幅34×奥行27cm、高さ9段階（約16〜37cm） 
耐荷重：固定棚15kg、可動棚8kg、棚全体20kg

棚ピッチ3cm

タテヨコ使いが選択でき、さまざまなスペースに対応できます。可動棚の固定方法をダボからハンガーバーに変更し棚
を落ちにくくしました。移動が楽なキャスター付きです。

※ 一度取り付けると外せません。タテヨコどちらかを確認して取り付けてください。

タテ使い

パルプボードボックス用�
ジョイント金具�
 82854817 ｜2個セット  消費税込250円
パルプボードボックスを横置きするときに使う転倒防止用の金具です。ジョイント金具を使うと3段以上の高さの商
品は、横に積み重ねて5段まで使用できます。

※ 3段、4段、5段タイプのみ使用可

横方向に1マス空けて使用可。

ジョイント金具について
ヨコに重ねて設置する場合、転倒を防ぐ為、上記掲載のパルプボードボックス用ジョイント金具を背面
に取り付けてご使用ください。

※組み合わせ例



スタッキングキャビネット
基本セットに追加パーツを組み合わせることで、自分仕様の収納ができるキャビネットです。 
AVラックや本棚、リビングや寝室の収納棚など用途に応じた収納が簡易にできます。

 

スタッキングキャビネット
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

＝

基本セットに追加セットを積み重ねて使用できます。
※基本セットの天板を外して、追加セットに取り付けます。

用途に合わせて、
必要なパーツをお選びいただけます。

ガラス扉

仕切り板

木製扉

引出し・大基本セット 幅 162.5cm   
天板

追加セット  
幅162.5cm

基本セット 
 幅162.5cm

＋

組み合わせて完成です。

スタッキングキャビネットの構造

スタッキングして（重ねて）自分の使いやすいかたちにでき、 
オプションパーツを組み合わせることで便利なキャビネットができます。

セット くらしの変化に合わせて、別売りパーツを足すことも可能です。

Aセット�  

 38931690｜オーク材 消費税込31,900円

38931720 ｜ウォールナット材 消費税込34,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ45cm

 ※ 可動棚：1枚、固定棚：1枚　

※TVは商品に含まれません。　※40インチテレビとの組み合わせ例

Bセット�
 38931706 ｜オーク材 消費税込28,900円

38931737 ｜ウォールナット材 消費税込31,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ45cm

 ※ 可動棚：2枚　

※TVは商品に含まれません。　※32インチテレビとの組み合わせ例

Cセット�
 38931713 ｜オーク材 消費税込82,900円

38931744 ｜ウォールナット材 消費税込89,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ164.5cm

 ※ 可動棚：2枚　

※  Cセットの上に追加セットを積み重ねることはできません。
※TVは商品に含まれません。　※40インチテレビとの組み合わせ例

2種類の素材から選べます
オーク材

天板：フラッシュ構造・オーク材突板・アクリル樹脂塗装　棚板：パーティクルボード・オーク材突板・
アクリル樹脂塗装

底板：パーティクルボード・オーク材突板・アクリル樹脂塗装　側板・仕切板：フラッシュ構造・オー
ク材突板・アクリル樹脂塗装

スチールパイプ：スチール・粉体塗装　脚：ナイロン樹脂（高さ3cm）

ウォールナット材

天板：フラッシュ構造・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装　棚板：パーティクルボード・ウォー
ルナット材突板・アクリル樹脂塗装

底板：パーティクルボード・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装　側板・仕切板：フラッシュ構造・
ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装

スチールパイプ：スチール・粉体塗装　脚：ナイロン樹脂（高さ3cm）

※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。　

幅82.5cm（基本セット＋追加セット×2）、引出し・大、木製扉、Aセット



スタッキングキャビネット

※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。　
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

幅82.5cm・ハイタイプ（追加セット）�  

 38918028 ｜オーク材 消費税込24,900円

38918011 ｜ウォールナット材 消費税込27,900円
幅82.5×奥行39.5×高さ79.5cm 
棚内寸（棚板3枚均等に入れたとき）：幅78×奥行38×高さ17.5cm 
耐荷重：天板30kg、棚1枚5kg

※追加パーツ・仕切り板は取り付けできません。
※木製扉ハイタイプ（左右セット）のみ取り付けが可能です。

幅82.5cm（基本セット） 

38918080｜オーク材  消費税込14,900円

 38918103 ｜ウォールナット材  消費税込17,900円
幅82.5×奥行39.5×高さ45cm　 
耐荷重：天板40kg、棚1枚5kg

幅162.5cm（追加セット）
38917908 ｜オーク材  消費税込21,900円

38917977 ｜ウォールナット材  消費税込24,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ40cm 
棚内寸（棚板中央・扉なしのとき）：幅78×奥行38×高さ17.5cm

幅162.5cm・ハイタイプ（追加セット）
38917939 ｜オーク材  消費税込34,900円

38917922 ｜ウォールナット材  消費税込37,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ79.5cm 
棚内寸：  （大）幅118×奥行38×高さ77cm   

（小）幅37.5×奥行38×高さ77cm 可動棚1枚付き

※ハイタイプの上の天板は耐荷重30kgです。
※ 縦の仕切板を左右に付けかえることで、広い開口部の位置を

入替えることができます。
※ コード穴の有効内寸は2.5cmです。
※ ハイタイプ（追加セット）は2段目のみで設置可能です。その上

に追加セットを1段のみ追加できます。（幅162.5cmタイプのみ）

幅82.5cm（追加セット）
38917915 ｜オーク材  消費税込12,900円

 38917984 ｜ウォールナット材  消費税込15,900円
幅82.5×奥行39.5×高さ40cm 
棚内寸（棚板中央・扉なしのとき）：幅78×奥行38×高さ17.5cm

幅82.5cm・ハイタイプ（基本セット）�  

38918066｜オーク材 消費税込27,900円

38918059 ｜ウォールナット材 消費税込30,900円
幅82.5×奥行39.5×高さ85cm 
棚内寸（棚板3枚均等に入れたとき）：幅78×奥行38×高さ17.5cm 
耐荷重：天板30kg、棚1枚5kg

幅162.5cm（基本セット）
 38918073 ｜オーク材  消費税込24,900円

38918097 ｜ウォールナット材  消費税込27,900円
幅162.5×奥行39.5×高さ45cm 
耐荷重：天板65kg、棚1枚5kg（棚・幅78cm、幅37.5cmとも）

基本パーツ  単体でも使える基本セット。追加セットと組み合わせてお使いください。

デスクユニット�
 38918042 ｜オーク材 消費税込37,900円

38918035｜ウォールナット材 消費税込40,900円
幅82.5×奥行39.5×高さ164.5cm 
棚内寸（上段）：幅78×奥行38×高さ91cm 
耐荷重：デスク天板40kg、棚1枚5kg

［オーク材］ 下段 側板、幕板：パーティクルボード、オーク材突板
［ウォールナット材］ 下段 側板、幕板：パーティクルボード、ウォールナット材突板
パソコン作業などに最適なサイズです。

デスク天板下の収納スペースには 76749066｜ポリプロピレンケース・引
出式・薄型・縦（P.28）がちょうど3個おさまります。

※スタッキングキャビネット・引出し・大との組み合わせはできません。

※棚板は上下3段階（ハイタイプは9段階）6cm間隔で調整できます。
※ 背板は配線孔付きで、棚板の後ろ側にも隙間があるので、上下の配線ができるようになっています。
※配線孔の位置は、背板の差込む向きを変えることで、「左・右」「上・下」から選べます。
※ コード穴の有効内寸は2.5cmです。
※積み重ねて5段まで使用できます。また、脚を取り外しても使用できます。
※ 積み重ね3段までの組み合わせであれば、背板を1か所外して使用できます。その箇所の可動棚

板は必ず取り付けてください。またガラス扉や木製扉はお使いいただけません。ハイタイプを使用
した箇所は背板を抜くことはできません。（大型AVアンプや、発熱量の多い機器を設置する際に
お使いいただけます。）

※スタッキングキャビネット・幅82.5cm・ハイタイプを組み合わせる場合は、本体高さ165cmを超えて
の使用はできません。

※スタッキングキャビネット・幅82.5cm・ハイタイプは棚板を各段2枚以上、もしくは木製扉・ハイタイプ
を取り付けてご使用ください。

※スタッキングキャビネット・幅162.5cm・ハイタイプは2段目のみで設置可能です。その上に追加セッ
トを1段のみ追加できます。

※天板からはみ出すサイズのテレビは設置しないでください。
※引出しは下から6杯分（125cm）の高さまで入れられます。
※ガラス扉は万が一の破損・落下時の安全のため最下段でお使いください。
※組み立てにはキャビネット本体を横倒しにすることができる程度のスペースが必要です。特にハイ

タイプの組み合わせの場合にはご注意ください。

デスクユニット 奥行を揃え、スタッキングキャビネットと並べて使用できます。追加パーツ 使い勝手に応じて追加できるパーツです。

引出し・大
38917885｜オーク材 

38917953｜ウォールナット材  各消費税込3,990円
幅77.5×奥行37.5×高さ17.5cm
引出内寸：幅75×奥行32.5×高さ15.5cm　耐荷重：5kg

［オーク材］ 前板：MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
［ウォールナット材］ 前板：MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
※ 引出しは床から高さ125cmまでに取り付けができます。

木製扉（左右セット）
38917878 ｜オーク材 

38917946｜ウォールナット材  各消費税込3,990円
［オーク材］ MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
［ウォールナット材］ MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
※ 扉は、後から追加で取り付ける場合、本体の天板を一度取り外す必要があります。
※ 木製扉取り付け時には、本体の内寸は約36cmとなります。

仕切り板
38917892｜オーク材 

38917960｜ウォールナット材  各消費税込1,990円
厚さ2.5×奥行37.5×高さ37.5cm

［オーク材］ MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
［ウォールナット材］ MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装
木製扉、ガラス扉との併用はできません。

ガラス扉（左右セット）
38917861   消費税込2,990円

※オーク材、ウォールナット材兼用です。
※ 扉は、後から追加で取り付ける場合、本体の底板を一度取り外す必要があります。
※ ガラス扉取り付け時には、本体の内寸は約37cmとなります。
※ ガラス扉は最下段のみでご使用ください。積み重ねした2段、3段の高さでは使用できません。

木製扉ハイタイプ（左右セット） 

38918004｜オーク材 
38917991｜ウォールナット材 各消費税込6,990円

［オーク材］ MDF・オーク材突板・アクリル樹脂塗装
［ウォールナット材］ MDF・ウォールナット材突板・アクリル樹脂塗装

スタッキングキャビネット幅82.5cm・ハイタイプ用木製扉です。収納物を見せたくない場合などにお使いください。

※ 扉は、後から追加で取り付ける場合、本体の天板を一度取り外す必要があります。
※ 木製扉取り付け時には、本体の内寸は約36cmとなります。



木製収納シリーズ
北米産のホワイトオーク材とウォールナット材を使用しています。シリーズで奥行を揃えたので、組み合わせてお使いいただけます。
面倒な組み立てが無く、箱から取り出して設置するだけですぐにご使用いただけます。 

 

木製収納シリーズ

※ キャビネットの可動棚は上下3段階、3cm間隔で調整できます。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。　※ 背面部にタッカー留めをしている箇所があります。
※キズの補修には「木製家具用キズ補修ペン 38379836｜ナチュラル色用 、38379843｜ブラウン色用  各消費税込250円」をご使用ください。
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詳しい商品情報はこちら

木製キャビネット・ガラス扉
82218954｜オーク材  消費税込29,900円 
82219043｜ウォールナット材  消費税込39,900円
幅88×奥行44×高さ83cm
棚板:3枚付

木製キャビネット・ガラス扉・スリム
82218947｜オーク材  消費税込19,900円 
82219036｜ウォールナット材  消費税込24,900円
幅44×奥行44×高さ83cm
棚板:3枚付

 ［オーク材］
本体：天然木化粧MDF（オーク材突板）
※天板（スリムのみ）：天然木化粧パーティクルボード

（オーク材突板） 
棚板：プリント紙化粧MDF
ガラス扉：天然木（オーク材）、ガラス
ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
本体：天然木化粧MDF（ウォールナット材突板）
※天板（スリムのみ）：天然木化粧パーティクルボード

（ウォールナット材突板） 
棚板：プリント紙化粧MDF
ガラス扉：天然木（ウォールナット材）、ガラス
ウレタン樹脂塗装

木製キャビネット・木扉
82218930｜オーク材  消費税込29,900円 
82219029｜ウォールナット材  消費税込39,900円
幅88×奥行44×高さ83cm
棚板:2枚付、引出し用仕切板:4枚付

木製チェスト４段
82218916｜オーク材  消費税込29,900円 
82219005｜ウォールナット材  消費税込39,900円
幅88×奥行44×高さ83cm
引出し用仕切板:4枚付

 ［オーク材］
本体：天然木化粧MDF

（オーク材突板）
ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
本体：天然木化粧MDF

（ウォールナット材突板）
ウレタン樹脂塗装

 ［オーク材］
本体：天然木化粧MDF（オーク材突板）
※天板（スリムのみ）：天然木化粧パーティクルボード（オーク材突板）
棚板：プリント紙化粧MDF
ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
本体：天然木化粧MDF（ウォールナット材突板）
※天板（スリムのみ）：天然木化粧パーティクルボード（ウォールナット材突板）
棚板：プリント紙化粧MDF
ウレタン樹脂塗装

カップボード、シェルフ、キャビネット・ガラス扉 AVラック・幅110cm、チェスト4段、キャビネット・木扉・スリム

木製キャビネット・木扉・スリム
82218923｜オーク材  消費税込19,900円 
82219012｜ウォールナット材  消費税込24,900円
幅44×奥行44×高さ83cm
棚板:2枚付



木製収納シリーズ

※ キャビネットの可動棚は上下3段階、3cm間隔で調整できます。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。　※ 背面部にタッカー留めをしている箇所があります。
※キズの補修には「木製家具用キズ補修ペン 38379836｜ナチュラル色用 、38379843｜ブラウン色用  各消費税込250円」をご使用ください。
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オーク材AVラック薄型（引戸）�
82392623｜幅150cm　 消費税込29,900円
幅150×奥行35×高さ36.5cm　可動棚3枚付き 
棚内寸（可動棚中央のとき）（上段・下段）幅47×奥行28.5×高さ9.5cm

耐荷重：天板40kg、棚板14kg

オーク材AVラック薄型（引戸）�
82392616｜幅110cm 消費税込24,900円
幅110×奥行35×高さ36.5cm　可動棚2枚付き 
棚内寸（可動棚中央のとき）（上段・下段）幅52×奥行28.5×高さ9.5cm

耐荷重：天板40kg、棚板14kg

高さ・奥行がコンパクトなAVラックです。裏面も引戸で配線処理がしやすい仕様にしています。

※ 幅150cmは補助脚の取り付けなしでもご使用いただけますが、天板への荷重が20kgを超えるものを置く場合は必ず補助脚を取り付けてください。
※幅110cmには補助脚はありません。

天板・地板・扉：天然木化粧MDF（オーク材突板、フラッシュ構造）
側板：天然木化粧パーティクルボード（オーク材突板）
内側板・背板：プリント紙化粧MDF
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
脚：天然木化粧MDF（オーク材突板）
補助脚：天然木（ラバーウッド材）
表面加工（木部）：アクリル樹脂塗装
表面加工（補助脚）：ウレタン樹脂塗装

木製シェルフ
82516753｜オーク材  消費税込19,900円 
82516760｜ウォールナット材  消費税込24,900円
幅88×奥行44×高さ83cm

底板を取り外して、キャスター付きのゴミ箱などを収納できます。

 ［オーク材］
天板：天然木化粧MDF

（オーク材突板）
側板・棚板：天然木化粧パー
ティクルボード（オーク材突板）
ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
天板：天然木化粧MDF

（ウォールナット材突板）
側板・棚板：天然木化粧パー
ティクルボード（ウォールナッ
ト材突板）
ウレタン樹脂塗装

［オーク材］
本体：プリント紙化粧MDF ※一部オーク材突板
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
引戸：天然木（オーク材）、ガラス
ワゴン前板：MDF、オーク材突板
ワゴン支柱：天然木（オーク材）
<表面加工>
突板部：アクリル樹脂塗装
天然木部：ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
本体：プリント紙化粧MDF ※一部ウォールナット材突板
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
引戸：天然木（ウォールナット材）、ガラス
ワゴン前板：MDF、ウォールナット材突板
ワゴン支柱：天然木（ウォールナット材）
<表面加工>
突板部：アクリル樹脂塗装
天然木部：ウレタン樹脂塗装

木製カップボード
82218985｜オーク材  消費税込64,900円 
82219074｜ウォールナット材  消費税込74,900円
幅88×奥行44×高さ175.5cm

木製カップボード・幅120cm
82219234｜オーク材  消費税込79,900円 
82219272｜ウォールナット材  消費税込89,900円
幅120×奥行44×高さ175.5cm

木製AVラック・幅150cm
82219227｜オーク材  消費税込34,900円 
82219265｜ウォールナット材  消費税込39,900円
幅150×奥行44×高さ50.5cm

木製AVラック・幅90cm
82219203｜オーク材  消費税込24,900円 
82219241｜ウォールナット材  消費税込29,900円
幅90×奥行44×高さ50.5cm

［オーク材］
本体：天然木化粧MDF（オーク材突板）
棚板：プリント紙化粧パーティクルボード
ガラス扉：天然木（オーク材）、ガラス
ウレタン樹脂塗装

［ウォールナット材］
本体：天然木化粧MDF（ウォールナット材突板）
棚板：プリント紙化粧パーティクルボード
ガラス扉：天然木（ウォールナット材）、ガラス
ウレタン樹脂塗装

木製AVラック・幅110cm
82219210｜オーク材  消費税込29,900円 
82219258｜ウォールナット材  消費税込34,900円
幅110×奥行44×高さ50.5cm

2種類の素材から選べます

オーク材 ウォールナット材



壁に付けられる家具
壁面を有効にさまざまな使い方ができる家具です。石膏ボードの壁に、簡単に取り付けることができます。
壁に傷が付きにくく、組み合わせて使いやすいことも特長です。

 

壁に付けられる家具別売のパーツがある商品
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詳しい商品情報はこちら

棚・幅88cm�
37286153｜オーク材  消費税込3,490円
37287235｜ウォールナット材  消費税込3,990円
幅88×奥行12×高さ10cm 
耐荷重：3kg

長
なげし

押・幅88cm�
37286177｜オーク材  消費税込2,990円
 37287259｜ウォールナット材  消費税込3,490円
幅88×奥行4×高さ9cm 
耐荷重：6kg

棚・幅44cm�
37286146｜オーク材  消費税込1,990円
37287228｜ウォールナット材  消費税込2,490円
幅44×奥行12×高さ10cm 
耐荷重：3kg

長
なげし

押・幅44cm�
37286160｜オーク材  消費税込1,790円
37287242｜ウォールナット材  消費税込1,990円
幅44×奥行4×高さ9cm 
耐荷重：6kg

オーク材：オーク材突板、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット材突板、ウレタン樹脂塗装　芯材：MDF

オーク材：オーク材突板、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット材突板、ウレタン樹脂塗装　芯材：MDF　

コーナー棚�
37286238｜オーク材  消費税込2,490円
37287310｜ウォールナット材  消費税込2,990円 
幅22×奥行22×高さ10cm

耐荷重：3kg

オーク材：オーク材突板、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット材突板、ウレタン樹脂塗装
芯材：MDF　

箱・幅88cm�
37286191｜オーク材  消費税込5,490円
37287273｜ウォールナット材  消費税込6,490円 
幅88×奥行15.5×高さ19cm 
棚内寸（1マス）：幅27×奥行14×高さ15.5cm

耐荷重：全体5kg（天面3kg以内、内側3kg以内）

縦方向でも横方向でも使えます。

箱・幅44cm�
37286184｜オーク材  消費税込3,490円
37287266｜ウォールナット材  消費税込4,490円
幅44×奥行15.5×高さ19cm 
棚内寸（1マス）：幅19.5×奥行14×高さ15.5cm

耐荷重：全体5kg（天面3kg以内、内側3kg以内）

縦方向でも横方向でも使えます。

1マス�
37287211｜オーク材  消費税込2,290円
37287334｜ウォールナット材  消費税込2,490円 
幅19×奥行15.5×高さ19cm 
内寸：幅15.5×奥行14×高さ15.5cm

耐荷重：3kg

オーク材：オーク材突板、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット材突板、ウレタン樹脂塗装
芯材：MDF

オーク材：オーク材突板、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット材突板、ウレタン樹脂塗装　芯材：MDF　

長押・幅44cm、トレー、ミラー・小、棚・幅11cm、フック 棚・幅44cm、棚・幅11cm、箱・幅44cm、フック、トレー、ポケット

※ 石膏ボードの壁でご使用の場合のみ、付属の専用固定ピンをお使いいただけます。ネジで固定される場合には、別途木ネジをお客様ご自身でご用意ください。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。

2種類の素材から選べます

オーク材 ウォールナット材



壁に付けられる家具別売のパーツがある商品
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3連ハンガー 
37286245｜オーク材 消費税込2,990円 
37287327｜ウォールナット材 消費税込3,490円
幅44×奥行2.5×高さ10cm 
耐荷重：全体5kg（1フック2kg）

オーク材：芯材：MDF・オーク無垢材
（一部オーク材突板）、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：芯材：MDF・ウォールナット無垢材
（一部ウォールナット材突板）、ウレタン樹脂塗装

トレー 
82944815｜オーク材  消費税込1,290円 
82944860｜ウォールナット材 消費税込1,490円
幅11×奥行10×高さ8cm
耐荷重：2kg

オーク材:天然木化粧繊維板
（オーク材突板）、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材:天然木化粧繊維板
（ウォールナット材突板）、ウレタン樹脂塗装

棚・幅11cm 
82944822｜オーク材  消費税込1,190円 
82944877｜ウォールナット材 消費税込1,390円
幅11×奥行12×高さ10cm
耐荷重：2kg

オーク材:天然木化粧繊維板
（オーク材突板）、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材:天然木化粧繊維板
（ウォールナット材突板）、ウレタン樹脂塗装

ポケット 
82944839｜オーク材  消費税込1,290円 
82944884｜ウォールナット材 消費税込1,490円
幅11×奥行7×高さ8cm
耐荷重：2kg

オーク材:天然木化粧繊維板
（オーク材突板）、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材:天然木化粧繊維板
（ウォールナット材突板）、ウレタン樹脂塗装

ミラー・小 
37286207｜オーク材 消費税込3,990円
37287280｜ウォールナット材 消費税込4,490円
幅44×奥行2×高さ32.5cm

縦方向でも横方向でも使えます。

オーク材：オーク無垢集成材・MDF、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット無垢集成材・MDF、ウレタン樹脂塗装

ミラー・中 
37286214｜オーク材 消費税込6,990円
37287297｜ウォールナット材 消費税込7,990円 
幅32.5×奥行2×高さ100cm

縦方向でも横方向でも使えます。

オーク材：オーク無垢集成材・MDF、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材：ウォールナット無垢集成材・MDF、ウレタン樹脂塗装

取り付けについて（ポケット／トレー／棚・幅11cm／フック）

取り付けについて

取り付けは簡単、専用固定ピンで専用フックを留めるだけです。ピンを外した後、穴は目立ちにくくなっています。

 専用固定ピン・フック ピン穴

※ 専用ピン・フックは有償パーツ対応しています。

専用フックをネジで固定される場合は、専用フックの穴サイズに合うものでネジ径2.7mm×長さ16mm程度のサイズ
をおすすめしています。

 専用固定ピン・フック ピン穴

フック 
82944853｜オーク材  消費税込890円 
82944907｜ウォールナット材  消費税込990円
幅4×奥行6×高さ8cm
耐荷重：2kg

オーク材:天然木（オーク材）、ウレタン樹脂塗装
ウォールナット材:天然木（ウォールナット材）、
ウレタン樹脂塗装

②Ⓑ専用フックのピン穴に【図1,2,3】の順番でⒸ専用固定ピン（5本）を刺してください。
　硬く感じる場合は、脱着工具をご使用ください。

①専用フック取り付け位置にⒷ専用フックを
　合わせてください。

Ⓑ専用フック

Ⓒ専用固定ピン

正面から見た
イメージ

上から見た
イメージ

ピン穴

壁（石膏ボード）

【図1】 【図2】 【図3】

※ 石膏ボードの壁でご使用の場合のみ、付属の専用固定ピンをお使いいただけます。ネジで固定される場合には、別途木ネジをお客様ご自身でご用意ください。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。　※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。

2種類の素材から選べます

オーク材 ウォールナット材



ポリプロピレン収納（衣装ケース・収納ケース・クローゼットケース）
用途や場所に合わせてサイズを選び自由に組み合わせられます。

 

ポリプロピレン収納（衣装ケース・収納ケース・クローゼットケース）
※危険防止のため、“積み重ね可能段数”及び、“耐荷重”を守ってご使用ください。
※ ポリプロピレンケースは素材の特性上、多少の個体差があります。
積み重ねた場合、一段につき、高さに若干の差が出ることがございます。
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詳しい商品情報はこちら

ポリプロピレン衣装ケース・引出式�
15112081｜深  消費税込1,790円
15276905  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅40×奥行65×高さ30cm 
内寸：約幅33×奥行59×高さ24.5cm 
積み重ね可能段数：6段

15112098｜大  消費税込1,490円
15276912  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅40×奥行65×高さ24cm 
内寸：約幅33.5×奥行59×高さ18.5cm 
積み重ね可能段数：7段

15112104｜小  消費税込1,190円
15276929  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅40×奥行65×高さ18cm  
内寸：約幅33.5×奥行59.5×高さ12.5cm 
積み重ね可能段数：8段

本体：ポリプロピレン
耐荷重（共通）：約7kg（キャスター取り付け時：約3.5kg）

衣装ケース （約幅40×奥行65cm）

収納ケース・横ワイド （約幅55×奥行44.5cm）

ポリプロピレン収納ケース・引出式・横ワイド�
18182800｜深  消費税込2,190円
18191215  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅55×奥行44.5×高さ30cm 
内寸：約幅48.5×奥行39×高さ25cm 
耐荷重：約2.5kg（キャスター取り付け時：約2.5kg） 
積み重ね可能段数：4段

47266740｜大  消費税込1,790円
18086207  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅55×奥行44.5×高さ24cm 
内寸：約幅49×奥行39.5×高さ19.5cm 
耐荷重：約3kg（キャスター取り付け時：約3.0kg） 
積み重ね可能段数：5段

47266733  ｜小  消費税込1,490円
18086191  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅55×奥行44.5×高さ18cm 
内寸：約幅49×奥行39.5×高さ13.5cm
本体：ポリプロピレン 
耐荷重：約3kg（キャスター取り付け時：約3.0kg） 
積み重ね可能段数：5段

収納ケース （約幅34×奥行44.5cm）

ポリプロピレン収納ケース・引出式�
15237005｜深  消費税込1,490円
15735242  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅34×奥行44.5×高さ30cm 
内寸：約幅28.5×奥行40×高さ25.5cm 
積み重ね可能段数：6段

15527021｜大  消費税込1,190円
76747796  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅34×奥行44.5×高さ24cm 
内寸：約幅28.5×奥行40×高さ19.5cm 
積み重ね可能段数：7段

15199686｜小  消費税込990円
76747802  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅34×奥行44.5×高さ18cm 
内寸：約幅29×奥行40×高さ13.5cm 
積み重ね可能段数：9段

本体：ポリプロピレン
耐荷重（共通）：約5kg（キャスター取り付け時：約3.0kg）

ポリプロピレンクローゼットケース・引出式�
15199693｜深  消費税込1,790円
15276936  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅44×奥行55×高さ30cm 
内寸：約幅38×奥行49.5×高さ24.5cm 
積み重ね可能段数：6段

15199709｜大  消費税込1,490円
15276943  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅44×奥行55×高さ24cm 
内寸：約幅38.5×奥行49.5×高さ18.5cm 
積み重ね可能段数：7段

15236640｜小  消費税込1,190円
15276950  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅44×奥行55×高さ18cm 
内寸：約幅38.5×奥行50×高さ12.5cm 
積み重ね可能段数：8段

本体：ポリプロピレン
耐荷重（共通）：約7kg（キャスター取り付け時：約3.5kg）

クローゼットケース （約幅44×奥行55cm）

ポリプロピレン収納ケース・横ワイド
82243932｜大・4段  消費税込5,990円
約幅55×奥行44.5×高さ90cm 
積み重ね可能段数：引出し5段分まで 
（横ワイドを1段まで追加可能）

82243925｜大・3段  消費税込4,490円
約幅55×奥行44.5×高さ67.5cm 
積み重ね可能段数：引出し5段分まで 
（横ワイドを2段まで追加可能）

内寸（共通）：約幅49×奥行39.5×高さ19.5cm
本体：ポリプロピレン 
耐荷重（共通）：約9kg（1段あたり約3kg）（キャスター取り付
け時：1段あたり約3kg）
ポリプロピレン収納ケース・引出式・横ワイドのサイズを積み
重ねました。横ワイドの一段タイプを積み重ねることができます。

※本体を分解したり、途中で引出しを追加することはできま
せん。



ポリプロピレン収納（ケース・パーツ）
用途や場所に合わせてサイズを選び自由に組み合わせられます。

 

27

ポリプロピレン収納（ケース・パーツ）A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 CD収納可 DVD収納可別売のパーツがある商品

※危険防止のため、“積み重ね可能段数”及び、“耐荷重”を守ってご使用ください。
※ ポリプロピレンケースは素材の特性上、多少の個体差があります。積み重ねた場合、一段につき、高さに若干の差が出ることがございます。

詳しい商品情報はこちら

深型 （約幅26×奥行37cm／ハーフ：約幅14×奥行37cm）

ポリスチレン仕切板

ポリスチレン仕切板�
38369622｜大・4枚入り 消費税込790円
約幅65.5×奥行0.2×高さ11cm

38369615｜中・5枚入り 消費税込490円
約幅36×奥行0.2×高さ7cm

38369608｜小・5枚入り 消費税込350円
約幅36×奥行0.2×高さ4cm

ポリスチレン

高さが変えられる不織布仕切ケース�
02110482｜大・2枚入り 消費税込990円
約幅22.5×奥行32.5×高さ21cm

02110475｜中・2枚入り 消費税込790円
約幅15×奥行32.5×高さ21cm

02110468｜小・2枚入り 消費税込690円
約幅11×奥行32.5×高さ21cm

ポリプロピレン

不織布仕切ケース�
 02502867｜大・４仕切・2枚入り 消費税込990円
約幅22.5×奥行32.5×高さ11cm

 02502874｜中・４仕切・2枚入り 消費税込850円
約幅15×奥行32.5×高さ11cm

 02502881｜小・４仕切・2枚入り 消費税込690円
約幅11×奥行32.5×高さ11cm

 02502898｜大・12仕切・１枚入り 消費税込790円
約幅22.5×奥行32.5×高さ11cm

中 大 大 中 小 大・４仕切 中・４仕切 小・４仕切 大・12仕切小 

ポリプロピレンケース引出式・深型用・スチールフレーム�
47555073｜縦長  消費税込6,890円
約幅26×奥行37×高さ35cm 
重さ：約5.5kg

47555066    消費税込5,890円
約幅26×奥行37×高さ17.5cm 
重さ：約4kg

本体：スチール
滑り止めパーツ：ポリウレタン
ポリプロピレンケース・引出式・深型と組み合わせて重ねて使えます。

ポリプロピレンケース・引出式ハーフ・深型�
76749035｜1個（仕切付）   消費税込890円
約幅14×奥行37×高さ17.5cm 
内寸：約幅10.5×奥行33.5×高さ14cm
本体：ポリプロピレン 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約2kg／引出し1段、約2kg／天板 
積み重ね可能段数：4段 
仕切り板2枚（引出し1段あたり4段階、約6cmきざみで移動可能）

ポリプロピレンケース・引出式・深型�
76749028｜2個（仕切付）  
02108274｜2個（仕切付）・ホワイトグレー 各消費税込1,490円
約幅26×奥行37×高さ17.5cm 
内寸：約幅10.5×奥行33.5×高さ14cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約2kg／引出し1段、約2kg／天板 
仕切り板4枚（引出し1段あたり4段階、約6cmきざみで移動可能）

76749011   
15253586｜ホワイトグレー 各消費税込990円
約幅26×奥行37×高さ17.5cm 
内寸：約幅22×奥行33.5×高さ14cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約4kg／引出し1段、約2kg／天板

本体：ポリプロピレン
積み重ね可能段数（共通）：6段 

不織布仕切ケース

浅型 （約幅26×奥行37cm／ハーフ：約幅14×奥行37cm）

ポリプロピレンケース・引出式・浅型�
76748984｜2個（仕切付）  
02108304｜2個（仕切付）・ホワイトグレー 各消費税込1,190円
約幅26×奥行37×高さ12cm　内寸：約幅10.5×奥行34×高さ8.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約1.5kg／引出し1段、約2kg／天板 
仕切り板6枚（引出し1段あたり7段階、約3cmきざみで移動可能）

76748977   
15253579｜ホワイトグレー 各消費税込890円
約幅26×奥行37×高さ12cm　内寸：約幅22.5×奥行34×高さ8.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約3kg／引出し1段、約2kg／天板

 
本体：ポリプロピレン
積み重ね可能段数（共通）：10段

ポリプロピレンケース・引出式ハーフ・浅型�
76749042｜1個（仕切付）  消費税込790円
約幅14×奥行37×高さ12cm 
内寸：約幅10.5×奥行34×高さ8.5cm 
本体：ポリプロピレン 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約1.5kg／引出し1段、約2kg／天板 
積み重ね可能段数：6段　キャスター取り付け可（別売） 
仕切り板3枚（引出し1段あたり7段階、約3cmきざみで移動可能）

ポリプロピレンケース・引出式・浅型�
76749004｜6個（仕切付）  消費税込2,990円
約幅26×奥行37×高さ32.5cm 
内寸：約幅10.5×奥行34×高さ8.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約1.5kg／引出し1段、約2kg／天板 
仕切り板18枚（引出し1段あたり7段階、約3cmきざみで移動可能）

76748991｜3段  消費税込1,790円
約幅26×奥行37×高さ32.5cm 
内寸：約幅22.5×奥行34×高さ8.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約3kg／引出し1段、約2kg／天板

本体：ポリプロピレン
積み重ね可能段数（共通）：3段
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ポリプロピレン収納（ケース・パーツ）CD収納可 DVD収納可

A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品

※危険防止のため、“積み重ね可能段数”及び、“耐荷重”を守ってご使用ください。
※ ポリプロピレンケースは素材の特性上、多少の個体差があります。積み重ねた場合、一段につき、高さに若干の差が出ることがございます。

ポリプロピレンケース引出式・横ワイド�
15253784｜浅型 
02108328｜浅型・ホワイトグレー 各消費税込990円
幅37×奥行26×高さ12cm 
内寸：約幅33.5×奥行22.5×高さ8.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）： 
約1.5kg／引出し1段、約5kg／天板（補強バー入り）　 
積み重ね可能段数：10段

15253791｜深型 
02108311｜深型・ホワイトグレー 各消費税込1,090円
幅37×奥行26×高さ17.5cm 
内寸：約幅33×奥行22.5×高さ14cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）： 
約2kg／引出し1段、約5kg／天板（補強バー入り）　 
積み重ね可能段数：6段

本体：ポリプロピレン

ポリプロピレンケース引出式・横ワイド・薄型�
15253753   
02108335｜ホワイトグレー 各消費税込890円
幅37×奥行26×高さ9cm 
内寸：約幅34×奥行22.5×高さ5.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）： 
約1kg／引出し1段、約5kg／天板（補強バー入り） 
積み重ね可能段数：13段

15253777｜2個 
02118990｜2個・ホワイトグレー 各消費税込1,190円
幅37×奥行26×高さ9cm 
内寸：約幅16.5×奥行22.5×高さ5.5cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）： 
約0.5kg／引出し1段、約5kg／天板（補強バー入り）
本体：ポリプロピレン 
積み重ね可能段数：13段

引出式・横ワイド （約幅37×奥行26cm）

ポリプロピレンケース引出式・横ワイドは他のポリプロピレンケース引出式とは積み重ねることができま
せんので、ご注意ください。

ポリプロピレン収納ケース用キャスター
15523788｜4個セット  消費税込390円
樹脂成形品

ポリプロピレンケース類の底にある取り付け穴に押しこむだけで簡
単に取り付けられるキャスターです。

※使用時は高さが約3.8～4.2cm（本体の種類により異なります）アッ
プします。
※畳やクッションフロア等のやわらかい床で使用すると、床を傷める恐
れがありますのでご注意ください。

オプションパーツ
ポリプロピレンケース用滑り止め
47554892｜大・4個入り 
47554908｜小・4個入り  各消費税込290円
シリコーンゴム

ポリプロピレン衣装ケース、クローゼットケース、収納ケースなどに、取
り付けられる滑り止めです。

※滑り止めを取り付けた場合、PPケース引出式全種は約1.5mm、
それ以外の商品は最大で約4mm高さが高くなります。

ポリプロピレンケース用連結パーツ�
02528508｜2個セット 消費税込190円
スチール

ポリプロピレンケース用滑り止め・大を使用し、ポリプロピレン衣装ケース、
クローゼットケース、収納ケース、収納ケース・横ワイドを連結するパーツです。

ポリプロピレンケース・引出式・薄型�
76749073｜2段  消費税込1,190円
約幅26×奥行37×高さ16.5cm 
積み重ね可能段数：7段

76749066｜縦  
02108281｜縦・ホワイトグレー 各消費税込790円
約幅26×奥行37×高さ9cm 
積み重ね可能段数：13段

本体：ポリプロピレン
内寸（共通）：約幅22.5×奥行34×高さ5.5cm 
耐荷重（共通）（キャスター取り付け時含む）：約2kg／引出し1段、約2kg
／天板

薄型 （約幅26×奥行37cm）

縦にも横にも連結できるポリプロピレン平台車
82007848   消費税込1,990円
約幅27.5×奥行41×高さ7.5cm　耐荷重：80kg

縦にも横にも連結できるので、載せる物の大きさに合わせて自由にサ
イズの調整ができます。

本体：ポリプロピレン

収納用インデックスシール�
37385894｜5枚入  消費税込190円
ポリプロピレン収納用品の引出しの中身を識別するのに便利なシール
です。

※P29「ポリプロピレン収納（ラック・ストッカー・頑丈ボックス・ボックス）」のポリプロピレン収納ラックと組み
合わせできます。



ポリプロピレン収納（ラック・ストッカー・頑丈ボックス・ボックス）
用途や場所に合わせてサイズを選び自由に組み合わせられます。

 

※危険防止のため、“積み重ね可能段数”及び、“耐荷重”を守ってご使用ください。
※ ポリプロピレンケースは素材の特性上、多少の個体差があります。積み重ねた場合、一段につき、高さに若干の差が出ることがございます。
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ポリプロピレン収納（ラック・ストッカー・頑丈ボックス・ボックス）CD収納可 DVD収納可

A4収納可 スタッキングシェルフにおさまる商品別売のパーツがある商品

詳しい商品情報はこちら

ポリプロピレン収納ラック
82243963｜深大型 消費税込990円
約幅37×奥行26×高さ26cm 
有効内寸： ［上面］約幅33×奥行22.5×高さ24cm 

［下面］約幅33×奥行22.5×高さ1.5cm
耐荷重：約5kg　積み重ね可能段数：4段

82243956｜深型 消費税込790円
約幅37×奥行26×高さ17.5cm 
有効内寸： ［上面］約幅33×奥行22.5×高さ15.5cm 

［下面］約幅33×奥行22.5×高さ1.5cm
耐荷重：約4kg　積み重ね可能段数：6段

82243949｜薄型 消費税込690円
約幅37×奥行26×高さ9cm 
有効内寸： ［上面］約幅33×奥行24×高さ6.5cm 

［下面］約幅33×奥行22.5×高さ1.5cm
耐荷重：約3kg　積み重ね可能段数：13段

※組み合わせての積み重ね可能な高さの目安 　
　120cmまで

※ 全体耐荷重の上限：キャスター不使用時 約39kg 
キャスター使用時 逆置きを組み合わせたとき 
約19.5kg

本体：ポリプロピレン

収納ラック 

ストッカー／追加用ストッカー ワゴン

ポリプロピレン�
ストッカー4段・キャスター付�
15521821    消費税込2,890円
15545001  （ネットストアご注文用商品番号）

約幅18×奥行40×高さ83cm 
内寸：引出し／約幅13×奥行35.5×高さ17cm
本体：ポリプロピレン

※1

ポリプロピレン�
ストッカーキャスター付・1�
（引出し×1・深×2）�

15880188    消費税込3,190円
15962228   （ネットストアご注文用商品番号）

約幅18×奥行40×高さ83cm  
内寸：引出し／約幅13×奥行35.5×高さ17cm 
深引出し／約幅12.5×奥行35×高さ26.5cm
本体：ポリプロピレン

※1

ポリプロピレン�
ストッカーキャスター付・2�
（引出し×2・深×1・浅×1）�

15880195    消費税込3,490円
15962235   （ネットストアご注文用商品番号）

約幅18×奥行40×高さ83cm  
内寸：引出し／約幅13×奥行35.5×高さ17cm 
深引出し／約幅12.5×奥行35×高さ26.5cm 
浅引出し／約幅13×奥行36×高さ7cm
本体：ポリプロピレン

※1

ポリプロピレン�
組立式ワゴン・キャスター付
15253807｜3段 消費税込1,790円
幅29×奥行41.5×高さ83cm 
収納スペース内寸： 
約幅26×奥行37×高さ22cm 
（天板のみ内寸：幅26×奥行37.5cm）
耐荷重： 全体約8kg 

（1段あたり約2kgまで）
本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン追加用ストッカー
15880171｜浅型  消費税込690円
約幅18×奥行40×高さ11cm 
内寸：約幅13×奥行36×高さ7cm 
積み重ね可能段数：10段
本体：ポリプロピレン

47721584    消費税込790円
約幅18×奥行40×高さ21cm 
内寸：約幅13×奥行35.5×高さ17cm 
積み重ね可能段数：5段
本体：ポリプロピレン

15880164｜深型  消費税込1,190円
約幅18×奥行40×高さ30.5cm 
内寸：約幅12.5×奥行35×高さ26.5cm 
積み重ね可能段数：4段
本体：ポリプロピレン

※天板もしくはキャスターを外して、ポリプ
ロピレン追加用ストッカーと組み合わせ
て、オリジナルのセットがつくれます。
※高さ約122cmまで積み重ね可能です。

ストッカーシリーズはこの3種類の引出しの組み合わせです。

追加用ストッカーはいずれの組み合わせでも、高さ約122cmまで積み重ね可能です。

重量の目安（キャスター取り付け時含む） 可能内容の目安 
（1段あたり）1段あたりの収納 天板の耐荷重 全体

追加用ストッカー 47721584 約5kg 約3kg 約30kg 350ml缶約10本

追加用ストッカー 15880171  ｜浅型 約2.5kg 約3kg 約30kg

追加用ストッカー 15880164  ｜深型 約5kg 約3kg 約30kg 1000mlペットボトル約4本

※高さの制限はキャスター（約4.2cm）を含んだ高さとなります。
※ 引出し上段は、下段よりも軽い重量の内容物を入れてご使用されることで、安定感が増し、使い勝手がより向上します。

※1　追加積み重ね可能段数（上部から追加）： 15880171｜浅型 +3段まで　47721584｜引出し +2段まで　15880164｜深型 +1段まで

本体、追加用ストッカーを途中で分解することはできません。



※危険防止のため、“積み重ね可能段数”及び、“耐荷重”を守ってご使用ください。
※ ポリプロピレンケースは素材の特性上、多少の個体差があります。積み重ねた場合、一段につき、高さに若干の差が出ることがございます。
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収納ボックス 

ポリプロピレン収納ボックス用フタ
82219432  消費税込290円
幅37.5×奥行25.5×高さ2.5cm

ポリプロピレン収納ボックス・ワイド用フタ
82219357  消費税込390円
幅51×奥行37.5×高さ2.5cm

ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・深
82219326  消費税込1,150円
幅50.5×奥行37×高さ31.5cm

ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・中
82219333  消費税込890円
幅50.5×奥行37×高さ16cm

本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン収納ボックス・深
82219401  消費税込890円
幅37×奥行25×高さ31.5cm

ポリプロピレン収納ボックス・中
82219418  消費税込690円
幅37×奥行25×高さ16cm

ポリプロピレン収納ボックス・インナートレー
82219449  消費税込390円
幅35×奥行23×高さ5.5cm

キャリーボックス・折りたたみ式 

ポリプロピレンキャリーボックス・折りたたみ式
47686715｜大  消費税込1,490円
約幅36×奥行51×高さ24.5cm 
内寸：約幅32×奥行47×高さ21cm 
耐荷重（キャスター取り付け時含む）：約7kg 
積み重ね可能段数：8段

47686708｜小  消費税込990円
約幅36×奥行25.5×高さ16.5cm 
内寸：約幅32×奥行21.5×高さ14.5cm 
耐荷重：約5kg　積み重ね可能段数：8段

本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン頑丈収納ボックス・特大
37526266  消費税込2,590円
37526303  （ネットストアご注文用商品番号） 
約幅78×奥行39×高さ37cm 
耐荷重：ふた約100kg、収納部約20kg 
積み重ね可能段数：2段 
本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン頑丈収納ボックス・小
02478834  消費税込1,290円
約幅40.5×奥行39×高さ37cm 
耐荷重：ふた約100kg、収納部約13.5kg 
積み重ね可能段数：3段 
本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン頑丈収納ボックス・大
37525986  消費税込1,790円
約幅60.5×奥行39×高さ37cm 
耐荷重：ふた約100kg、収納部約13.5kg 
積み重ね可能段数：3段 
本体：ポリプロピレン 

頑丈収納ボックス スツール

ポリプロピレンスツール
15203727   消費税込3,890円
約幅39（持ち手含）×奥行36（座面）×高さ39cm 
座面：直径36cm

※ 踏み台としてのご使用は
おやめください。
※ 底面に穴があいているた
め、水などの液体を入れて
のご使用はできません。
本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン収納ボックス・中、ポリプロピレン収納ボックス・インナートレー



やわらかポリエチレンケース
やわらかいポリエチレン素材を使用した収納用品です。 
別売りのフタを使用することで積み重ねることができます。水や冷気にも強く、さまざまなシーンで活躍します。

 

やわらかポリエチレンケースA4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品
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詳しい商品情報はこちら

やわらかポリエチレンケース・大
38749486  消費税込990円
約幅25.5×奥行36×高さ24cm

積み重ね可能段数：2段

やわらかポリエチレンケース・中
38749479   消費税込790円
約幅25.5×奥行36×高さ16cm

やわらかポリエチレンケース用フタ・丸型�
02528492   消費税込290円
約直径36×高さ1.5cm

やわらかポリエチレンケース・丸型・中
02528584   消費税込790円
約直径36×高さ16cm

やわらかポリエチレンケース用フタ・ハーフ
38749523   消費税込190円
約幅18.5×奥行26×高さ1.5cm

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・小
38749493  消費税込490円
約幅18×奥行25.5×高さ8cm

やわらかポリエチレンケース・丸型・深
02528591  消費税込1,190円
約直径36×高さ32cm

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・大
02528577  消費税込790円
約幅18×奥行25.5×高さ24cm

やわらかポリエチレンケース・深
02528560  消費税込1,190円
約幅25.5×奥行36×高さ32cm

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・中
38749509  消費税込690円
約幅18×奥行25.5×高さ16cm

積み重ね可能段数：2段

やわらかポリエチレンケース用フタ
38749516   消費税込290円
約幅26×奥行36.5×高さ1.5cm

やわらかポリエチレンケース・小
38749462   消費税込590円
約幅25.5×奥行36×高さ8cm

耐冷性があるので冷蔵庫では調味料入れにもなります。

ハーフ・小

フタを使用すると積み重ねできます。

中、小、ケース用フタ 

ケース：ポリエチレン　フタ：ポリプロピレン



持ち手付の収納
持ち手を付けて運びやすくした収納ケースです。外側の底面と内側に、汚れをふき取りやすいようコーティングを施しました。
床に置くこともできるので、さまざまなシーンで便利に使えます。

 

持ち手付の収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品

※持ち手付の収納は【洗濯不可】です。
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詳しい商品情報はこちら

持ち手付帆布長方形バスケット・スリム・大
02528447   消費税込1,890円
約幅37×奥行18.5×高さ26cm

内側と底面はコーティングしており、床に置いて使えます。

長方形バスケット・スリム・大

一時保管用の収納ケースとして便利です。

長方形バスケット・大

持ち手付帆布長方形バスケット・特大�
02528461   消費税込3,290円
約幅52×奥行26×高さ32cm

持ち手付帆布長方形バスケット・スリム・深�
02528430   消費税込2,290円
約幅37×奥行18.5×高さ32cm

持ち手付帆布長方形バスケット・深�
02528416   消費税込2,790円
約幅37×奥行26×高さ32cm

持ち手付帆布長方形バスケット・大�
02528423   消費税込2,490円
約幅37×奥行26×高さ26cm

持ち手付帆布長方形バスケット・スリム・中
02528454   消費税込1,590円
約幅37×奥行18.5×高さ16cm

生地：綿100%



ポリエステル綿麻混の収納
生地の内側をコーティングした、コンパクトに折りたためる布製ボックスです。
モジュールが統一されているので、シェルフなどと組み合わせても使えます。

 

ポリエステル綿麻混の収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品

※ポリエステル綿麻混の収納は【洗濯不可】です。
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詳しい商品情報はこちら

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・大
38369738    消費税込1,390円
約幅37×奥行26×高さ34cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・小
38369752    消費税込990円
約幅37×奥行26×高さ16cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・中・フタ式
38369769    消費税込1,490円
約幅37×奥行26×高さ26cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・中
38369776    消費税込1,190円
約幅37×奥行26×高さ26cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・浅型・ハーフ
38369660    消費税込690円
約幅13×奥行37×高さ12cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・ハーフ・小
38369677    消費税込790円
約幅18.5×奥行26×高さ16cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・衣装ケース・大�
38369707    消費税込2,190円
約幅59×奥行39×高さ23cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・衣装ケース�
38369745    消費税込1,990円
約幅59×奥行39×高さ18cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・角型・小
38369684    消費税込1,190円
約幅35×奥行35×高さ16cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・角型・小・フタ式
38369691    消費税込1,490円
約幅35×奥行35×高さ16cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・L
38369714    消費税込1,490円
約幅35×奥行35×高さ32cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・フタ式・L
38369721    消費税込1,990円
約幅35×奥行35×高さ32cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・ハーフ・中
02118815   消費税込890円
約幅18.5×奥行26×高さ26cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・ハーフ・L
02118792  消費税込990円
約幅17.5×奥行35×高さ32cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・フタ式・ハーフ・L
02118785   消費税込1,290円
約幅17.5×奥行35×高さ32cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形・フタ式・
ハーフ・中
02118808   消費税込1,090円
約幅18.5×奥行26×高さ26cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形ボックス・大
02118822   消費税込2,490円
約幅65×奥行40×高さ26cm

ポリエステル綿麻混�
ソフトボックス・長方形ボックス・小
02118846   消費税込1,290円
約幅37×奥行26×高さ16cm

仕切り付きなので、形のくずれやすいものを整理するのに便利です。

長方形ボックス・小

生地：ポリエステル38%、綿25%、麻22%、レーヨン15%



ラタン材の収納
軽くて扱いやすく、肌合いが滑らかなラタン材の収納です。 
重ねて使える仕様にし、フタや持ち手を付けるなど、使いやすさを考えました。

 

ラタン材の収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 CD収納可 DVD収納可スタッキングシェルフにおさまる商品別売のパーツがある商品

※天然素材収納のお手入れ方法…湿気の多い場所でのご使用を避けてください。定期的に日陰干しし、表面のほこりは掃除機やはたきなどで取り除いてください。
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詳しい商品情報はこちら

ラタンボックス取っ手付スタッカブル�
47028454    消費税込1,290円
約幅15×奥行22×高さ9cm

重なるラタン長方形ボックス・小�
47381238   消費税込1,890円
約幅26×奥行18×高さ12cm

重なるラタン長方形ボックス・フタ付�
47381337    消費税込1,990円
約幅26×奥行18×高さ16cm

重なるラタン長方形バスケット・大
47381313   消費税込2,990円
約幅36×奥行26×高さ24cm

 

重なるラタン長方形バスケット・特大
38309819  消費税込3,990円
約幅36×奥行26×高さ31cm

  

重なるラタン長方形バスケット用フタ�
15004768    消費税込790円
約幅36×奥行26×高さ3cm

※特大・大・中・小、共通で使えます。

重なるラタン長方形バスケット・小
47381290   消費税込1,990円
約幅36×奥行26×高さ12cm

 

重なるラタン長方形バスケット・中
47381306   消費税込2,290円
約幅36×奥行26×高さ16cm

 

ラタンティシューボックス�
15815746    消費税込1,590円
約幅27.5×奥行14.5×高さ8.8cm

重なるラタン角型バスケット用フタ�
15004775    消費税込990円
約幅35×奥行36×高さ3cm

※大・中、共通で使えます。

重なるラタン角型バスケット・中
18021833   消費税込2,990円
約幅35×奥行36×高さ16cm

重なるラタン角型バスケット・大
18021826   消費税込3,990円
約幅35×奥行36×高さ24cm

ラタンバスケットの産地
無印良品で扱うラタンバスケットはベトナム北部で作られて
います。田んぼが一面に広がり､牛や水牛､豚や鶏が放し
飼いされているのどかな地域です。農耕のほか､手工芸品
の生産においても非常に有名な地域で主にラタンやバンブー
製品の編み産地です。

ラタンバスケットができるまで
バスケットに使われているラタンは直径約3～5cmのラタン
材を直径5～9mm程度の太さに裂いてから使用しています。
ラタンバスケットは農家の方が手作業でひとつひとつ編み
込んでいきます。このラタンバスケットはひとりが1日で1～2

個程度しか作ることができない､非常に手間のかかる製品
です。

不織布仕切ケースで中を仕切って使うと衣類などの整理に便利です。

長方形バスケット・中 
不織布仕切ケース・小

不織布仕切ケースは他のサイズもご用意しております。
詳しくはP27「ポリプロピレン収納（ケース・パーツ）」をご
覧ください。

本体：ラタン

重なるラタン長方形ボックス・ハーフ・浅�
37525702  消費税込790円
約幅26×奥行9×高さ6cm



ブリ材の収納
良質なフィリピン産の素材を手編みし、自然の風合いを生かしたブリ材の収納です。 
フタや持ち手のあるものなど、機能性にこだわっています。

 

ブリ材の収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 CD収納可 DVD収納可スタッキングシェルフにおさまる商品

※天然素材収納のお手入れ方法…湿気の多い場所でのご使用を避けてください。定期的に日陰干しし、表面のほこりは掃除機やはたきなどで取り除いてください。
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詳しい商品情報はこちら

ブリ材・長方形ボックス用フタ�
18014033    消費税込290円
約幅26×奥行18.5×高さ2cm

重なるブリ材長方形ボックス�
47027921    消費税込750円
約幅26×奥行18.5×高さ12cm

ブリ材角型バスケット・特大�
47027945   消費税込2,190円
約幅35×奥行37×高さ32cm

ブリ材・角型バスケット用フタ�
18014019    消費税込550円
約幅35×奥行37×高さ2cm

※特大・大・中、共通で使えます。

重なるブリ材角型バスケット・中
47027938   消費税込1,390円
約幅35×奥行37×高さ16cm

重なるブリ材角型バスケット・大
18013999   消費税込1,990円
約幅35×奥行37×高さ24cm

ブリ材・長方形バスケット用フタ�
18014026    消費税込390円
約幅37×奥行26×高さ2cm

※大・中・小、共通で使えます。

重なるブリ材長方形バスケット・小
47027907   消費税込990円
約幅37×奥行26×高さ12cm

重なるブリ材長方形バスケット・中
47027914   消費税込1,190円
約幅37×奥行26×高さ16cm

 

重なるブリ材長方形バスケット・大
18014002   消費税込1,690円
約幅37×奥行26×高さ24cm

枠があることで、丈夫で、フタもしっかり重なります。
表面材：ブリ材　枠材：ラタン・竹

重なるブリ材長方形バスケット・中、ブリ材・長方形バスケット用フタ



硬質パルプの収納・スチール工具箱
軽くて耐久性にすぐれたファイバーボードを使った硬質パルプの収納は、古紙を45～50％再利用し、接着剤を使わずに厚みを持たせています。
スチール工具箱はシンプルな色とデザインで、さまざまな用途に使えます。

 

硬質パルプの収納・スチール工具箱CD収納可 DVD収納可スタッキングシェルフにおさまる商品

※高温・多湿及び直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。変形・変色の原因になります。

組立式＋組立所要時間（分） 1人で組み立て可能 A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品
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詳しい商品情報はこちら

硬質パルプボックス・フタ式�
15967193    消費税込2,090円
約幅25.5×奥行36×高さ32cm 
内寸：約幅23×奥行33.5×高さ31cm 
耐荷重：8kg　積み重ね可能段数：2段
本体：硬質パルプ

硬質パルプボックス・引出式・深型�
15967162    消費税込1,890円
約幅25.5×奥行36×高さ16cm（滑り止め付き） 
内寸：約幅23×奥行34×高さ14cm 
耐荷重：2kg　積み重ね可能段数：3段
本体：硬質パルプ

硬質パルプボックス・引出式・2段�
15967179    消費税込2,590円
約幅25.5×奥行36×高さ16cm（滑り止め付き） 
内寸：約幅23×奥行34×高さ6.5cm 
耐荷重：1.5kg　積み重ね可能段数：3段
本体：硬質パルプ

硬質パルプ・引出2個�
15967087    消費税込3,490円
約幅36×奥行25.5×高さ16cm（滑り止め付き） 
内寸：約幅34×奥行24×高さ6.5cm 
耐荷重：1.5kg　積み重ね可能段数：2段
本体：硬質パルプ

硬質パルプ・引出4個�
15967223    消費税込3,690円
約幅36×奥行25.5×高さ16cm（滑り止め付き） 
内寸：約幅16×奥行24×高さ6.5cm 
耐荷重：2kg　積み重ね可能段数：2段
本体：硬質パルプ

硬質パルプボックス・フタ式・ストッカー�
15967209    消費税込3,490円
約幅38×奥行36×高さ36cm 
内寸：約幅35.5×奥行33×高さ31cm 
耐荷重：10kg
本体：硬質パルプ

※キャスターは取り外しできません。

スチール工具箱・4
37845992  消費税込2,490円
約幅38×奥行18×高さ13cm 
耐荷重：10kg

スチール工具箱・2
37845886   消費税込990円
約幅16×奥行11×高さ6cm 
耐荷重：1.5kg　積み重ね可能段数：3段

スチール工具箱・3
37845947   消費税込2,890円
約幅38×奥行23×高さ10cm 
耐荷重：10kg　積み重ね可能段数：2段

スチール工具箱・1
37845831   消費税込1,190円
約幅20×奥行11×高さ6cm 
耐荷重：1.5kg　積み重ね可能段数：3段

新聞、雑誌などもしまっておける丈夫なボックスです。

硬質パルプボックス・フタ式

救急箱や裁縫セットなどをしまっておくのに便利。マグネットも使えます。

スチール工具箱・3

本体：硬質パルプ

本体：スチール　塗装：メラミン静電焼付塗装



ステンレス・トタンの収納
ワイヤーバスケットは、強度が高く錆びにくいというステンレスの特性を生かしました。
持ち手は、内側におさめると積み重ねもできます。トタンボックスは使い勝手が良く、ストック品などを入れておくのに便利です。

 

ステンレス・トタンの収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品
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詳しい商品情報はこちら

18-8ステンレスワイヤーバスケット・2
15117048   消費税込1,990円
約幅37×奥行26×高さ8cm

耐荷重：5kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・5
15117079   消費税込2,890円
約幅37×奥行26×高さ24cm

耐荷重：10kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・4
15117062   消費税込2,590円
約幅37×奥行26×高さ18cm

耐荷重：5kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・3
15117055   消費税込2,290円
約幅37×奥行26×高さ12cm

耐荷重：5kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・6
15117147   消費税込3,890円
約幅51×奥行37×高さ18cm

耐荷重：10kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・7
37285200   消費税込4,890円
約幅51×奥行37×高さ24cm

耐荷重：15kg、積み重ね可能段数：2段

18-8ステンレスワイヤーバスケット・1
15117031   消費税込1,690円
約幅26×奥行18×高さ18cm

耐荷重：5kg、積み重ね可能段数：2段

トタンボックス・フタ式・小
61417707    消費税込1,190円
約幅20×奥行29（持ち手を含む）×高さ15cm 

トタンボックス・フタ式・大
61417691    消費税込1,590円
約幅25.5×奥行36（持ち手を含む）×高さ21cm

トタンボックス・三角形・大
 38749448    消費税込2,990円
幅24×奥行24×高さ42cm

トタンバケツ�
18310326    消費税込890円
約7L　約直径27×高さ17cm

トタンボックス・三角形・小
38749455    消費税込1,990円
幅24×奥行24×高さ24cm

ブリキダストボックス・大�
 18310319   消費税込1,190円
約直径21×高さ28cm

ブリキダストボックス・小�
18338405    消費税込990円
約直径20×高さ28cm

本体：ステンレス

本体：トタン

本体：トタン

本体：ブリキ



ダンボールの収納
軽く丈夫なダンボール素材の収納用品です。 
地券古紙と呼ばれる再生紙を元にしてダンボール素材を開発しました。再生素材特有の風合いがあります。

 

ダンボールの収納
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詳しい商品情報はこちら

A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品

本体：ダンボール

ダンボール衣装ケース・引出式�
ベージュ
82944921｜奥行65㎝タイプ 消費税込1,190円
約幅40×奥行65×高さ24cm

ダンボール衣装ケース・引出式�
ベージュ
82944938｜奥行44㎝タイプ 消費税込1,190円
約幅55×奥行44.5×高さ24cm 

ダンボールの収納

紙は「軽い」「たためる」「リサイクル可能」と、とても魅力的な素材です。
包材もできるだけプラスチックの使用を減らすため製品だけではなく、本体の強度パーツも兼ねた「包装材」にすることで、
簡略化を図り、できるだけ資源の無駄が少ない仕様です。

ダンボール収納ケース・引出式�
ベージュ
82944945｜深型 消費税込790円
82944952｜2段 消費税込990円
約幅26×奥行37×高さ16cm

ダンボール収納ケース横ワイド・引出式�
ベージュ
82944969｜深型 消費税込790円
82944976｜2段 消費税込990円
約幅37×奥行26×高さ16cm

ダンボール収納ボックス・フタ式�
ベージュ
82944983｜深 消費税込990円
約幅26×奥行37×高さ32cm

ダンボール収納ボックス・角型・フタ式�
ベージュ
82944990｜深 消費税込1,190円
約幅37×奥行37×高さ32cm



ダンボールファイルボックス・木製小物収納
ダンボールボックスは高さ12cmのタイプと別売のフタを追加し、使いやすくなりました。
デスク上の物を整理するのに便利な木製小物収納。インテリアになじむよう、MDFの表面にオーク材を使って仕上げました。

 

ダンボールファイルボックス・木製小物収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品
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詳しい商品情報はこちら

木製小物収納1段�
82603316  消費税込1,990円
約幅25.2×奥行17×高さ8.4cm 
仕切板１枚付属

木製書類整理トレー�
82603347｜Ａ４・2段 消費税込2,490円
約幅32×奥行24×高さ10.5cm

※ 積み重ねの目安：3台まで

木製収納スタンド�
82603354｜A5サイズ 消費税込1,490円
約幅8.4×奥行17×高さ25.2cm

木製小物収納6段�
82603330 消費税込2,990円
約幅8.4×奥行17×高さ25.2cm

木製小物収納3段�
82603323 消費税込2,490円
約幅8.4×奥行17×高さ25.2cm

木製ティシューボックス�  

82603361   消費税込2,490円
約幅26.5×奥行13.5×高さ7.2cm

ワンタッチで組み立てられる�
ダンボールファイルボックス・5枚組�
02081355｜A4用 消費税込890円
約幅10×奥行32×高さ25cm

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�
02081348｜A4用 消費税込890円
約幅10×奥行28×高さ32cm

ワンタッチで組み立てられる�
ダンボールファイルボックス・5枚組�
38708643｜A4用／ダークグレー 消費税込890円
約幅10×奥行32×高さ25cm

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 

38708636｜A4用／ダークグレー 消費税込890円
約幅10×奥行28×高さ32cm

ダンボールファイルボックス用フタ�
82913965｜幅15ｃｍ用　 消費税込100円
約幅15.5×奥行32×高さ3cm

ダンボールファイルボックス�
82913941 消費税込190円
約幅15×奥行31.5×高さ12cm

ダンボールファイルボックス用フタ�
82913958｜幅10ｃｍ用　 消費税込90円
約幅10.5×奥行32×高さ3cm

ダンボールファイルボックス�
82913934 消費税込150円
約幅10×奥行31.5×高さ12cm

ダンボール収納ボックス・3段�
82913972　 消費税込890円
約幅11×奥行24.5×高さ32cm

ダンボールファイルボックス用フタ�
44076729｜幅25ｃｍ用　 消費税込120円
約幅25.5×奥行32×高さ3cm

ダンボールファイルボックス�
44076712 消費税込250円
約幅25×奥行31.5×高さ12cm



アクリル収納（ボックス・デスクトップ・ケース）
外から中身が見分けられるアクリルの小物収納は、傷が付きにくい仕様です。
デスクの上の収納やリビングまわりなど、用途や空間に合わせて使えるよう、種類を豊富に揃えました。

 

アクリル収納（ボックス・デスクトップ・ケース）
40

詳しい商品情報はこちら

重なるアクリルボックス・大
02855901  消費税込1,190円 
約幅25.2×奥行12.6×高さ16cm

重なるアクリルボックス・中
02855918  消費税込890円 
約幅25.2×奥行12.6×高さ8cm

重なるアクリルボックス・小
02855925  消費税込690円
約幅25.2×奥行12.6×高さ4cm

重なるアクリルボックス・ティシュー用フタ
02855963  消費税込190円
約幅24.6×奥行12cm

重なるアクリルボックス・大・ハーフ
02855932  消費税込790円
約幅12.6×奥行12.6×高さ16cm

重なるアクリルボックス・中・ハーフ
02855949  消費税込590円
約幅12.6×奥行12.6×高さ8cm

重なるアクリルボックス・小・ハーフ
02855956  消費税込490円
約幅12.6×奥行12.6×高さ4cm

重なるアクリルボックス・
ペーパータオル用フタ
02855970  消費税込250円
約幅24.6×奥行12×高さ3cm

重なるアクリルボックス・間仕切り・1
02855994  消費税込190円
約幅12×奥行12×高さ7.2cm

重なるアクリルボックス・間仕切り・2
02856007  消費税込190円
約幅12×奥行12×高さ3.2cm

重なるアクリルボックス・間仕切り・3
02856014  消費税込150円
約幅12×奥行12×高さ3.3cm

重なるアクリルボックス・大
重なるアクリルボックス・中
重なるアクリルボックス・小・ハーフ
重なるアクリルボックス・ティシュー用フタ
重なるアクリルボックス・間仕切り・1×2

重なるアクリルデスクトップボックス・大
02856045  消費税込350円
約幅8.4×奥行8.4×高さ9cm

重なるアクリルデスクトップボックス・中
02856052  消費税込290円 
約幅8.4×奥行8.4×高さ6cm

重なるアクリルデスクトップボックス用フタ
02856076  消費税込100円
約幅8.4×奥行8.4cm

重なるアクリルデスクトップボックス・小
02856069  消費税込250円
約幅8.4×奥行8.4×高さ3cm

重なるアクリルデスクトップボックス用トレー
02856083  消費税込190円
約幅25.9×奥行9.1×高さ1.3cm



アクリル収納（ボックス・デスクトップ・ケース）
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重なるアクリルデスクトップカードボックス
02856090  消費税込250円
約幅10×奥行8.4×高さ4.5cm

アクリルデスクトップ仕切りスタンド
02856106  消費税込250円
約幅5.8×奥行8.4×高さ5.7cm

重なるアクリルケース・横型5段
15915491   消費税込3,490円
約幅25.5×奥行17×高さ16cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルケース・横型3段
15915507   消費税込2,490円
約幅25.5×奥行17×高さ10cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルケース2段・フタ付引出・大
 38970125   消費税込2,490円
約幅25.5×奥行17×高さ9.5cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルケース2段・引出・大�
 38300397   消費税込2,190円
約幅25.5×奥行17×高さ9.5cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルケース2段・フタ付引出�
 47380965    消費税込1,990円
約幅17.5×奥行13×高さ9.5cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルケース2段・引出�
 47380910    消費税込1,790円
約幅17.5×奥行13×高さ9.5cm

※積み重ねの目安は2段です。

重なるアクリルデスクトップボックス・大
重なるアクリルデスクトップボックス・中
重なるアクリルデスクトップボックス・小×2
重なるアクリルデスクトップボックス用トレー
重なるアクリルデスクトップカードボックス×2
アクリルデスクトップ仕切りスタンド

ベロア内箱仕切・縦・グレーが横に二個収まります。

2段・フタ付引出・大 
ベロア内箱仕切・縦 ×2

ベロア内箱仕切・格子・グレーを組み合わせて整頓できます。

2段・フタ付引出 
ベロア内箱仕切・格子

重なるアクリルケース用�
ベロア内箱仕切・大・リング小物用・グレー
38373551   消費税込990円
約幅23.5×奥行15.5×高さ2.5cm

使用例

重なるアクリルケース用�
ベロア内箱仕切・大・ネックレス用・グレー
38373568   消費税込990円
約幅23.5×奥行15.5×高さ2.5cm

使用例

重なるアクリルケース用�
ベロア内箱仕切・格子・グレー�
38373544    消費税込990円
約幅15.5×奥行12×高さ2.5cm

使用例

重なるアクリルケース用�
ベロア内箱仕切・縦・グレー�
38373575    消費税込590円
約幅15.5×奥行12×高さ2.5cm

使用例



アクリル収納（スタンド・仕切棚・小物収納）
外から中身が見分けられるアクリルの小物収納は、傷が付きにくい仕様です。
デスクの上の収納やリビングまわりなど、用途や空間に合わせて使えるよう、種類を豊富に揃えました。

 

アクリル収納（スタンド・仕切棚・小物収納）
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詳しい商品情報はこちら

アクリルコレクションスタンド引き扉付き・大
02856113  消費税込2,450円
約幅33.6×奥行8.4×高さ24.4cm

アクリルコレクションスタンド引き扉付き・小
02856120  消費税込1,890円
約幅25.2×奥行8.4×高さ18.4cm

重なるアクリル収納ボックス
02856144  消費税込2,990円
約幅25×奥行32×高さ12.5cm

アクリルレタースタンドワイド
02856168  消費税込750円
約幅8.7×奥行13×高さ13cm

アクリルスマホ小物スタンド・大
02856212  消費税込990円
約幅16.8×奥行8.4×高さ9cm

アクリルスマホ小物スタンド・小
02856229  消費税込690円
約幅8.4×奥行8.4×高さ9cm

アクリル仕切りスタンド・3仕切り
 15902200   消費税込1,190円
約幅13.3×奥行21×高さ16cm

アクリル仕切りスタンド・3仕切り
 15902194   消費税込1,490円
約幅26.8×奥行21×高さ16cm

アクリルペンスタンド�
37528574    消費税込150円
約幅5.5×奥行4.5×高さ9cm

アクリルボトルスタンド3段�
 37318533  消費税込1,490円
約幅17.5×奥行6.5×高さ23cm

※ エッセンシャルオイルやボディオイルなど中身が
油系のものの収納にはお使いいただけません。

アクリル仕切棚・小�
15919833   消費税込590円
約幅26×奥行17.5×高さ10cm

アクリル仕切棚・大�
15919840   消費税込790円
約幅26×奥行17.5×高さ16cm

使用例

アクリル収納スタンド・A5サイズ�
61798233    消費税込1,490円
約幅8.7×奥行17×高さ25.2cm



アクリル収納（スタンド・仕切棚・小物収納）
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アクリル縦でも横でも使える小物収納�
3段・A4タテ�
 38907589    消費税込1,990円
約幅11×奥行24×高さ32cm

アクリル縦でも横でも使える小物収納�
6段・A4タテ
 38907572    消費税込2,490円
約幅11×奥行24×高さ32cm

アクリル小物ラック�
 15296309   消費税込1,490円
約幅17.5×奥行13×高さ14.3cm

アクリル小物ラック�
15296286   消費税込1,190円
約幅8.8×奥行13×高さ14.3cm

重なるアクリル仕切付ボックス�
61407845    消費税込1,790円
約幅25.8×奥行17.5×高さ6.1cm

※積み重ねの目安は2段です。

アクリル小物収納・1段�
61798196    消費税込1,790円
約幅25.2×奥行17×高さ8.7cm

アクリル小物収納・3段�
61798202    消費税込2,490円
約幅8.7×奥行17×高さ25.2cm

アクリル小物収納・6段�
37268142   消費税込2,990円
約幅8.7×奥行17×高さ25.2cm

アクリルメガネ・小物ケース�
61174280   消費税込2,490円
約幅6.7×奥行17.5×高さ25cm 

アクリルネックレス・ピアススタンド�
18958207   消費税込1,790円
約幅6.7×奥行13×高さ25cm 

アクリルメガネ・小物ケース�
見開きタイプ
38671497    消費税込2,490円
閉じた状態：約幅17.5×奥行8.8×高さ25ｃｍ 
開いた状態：約幅35×奥行4.4×高さ25ｃｍ

アクリルネックレス・ピアスケース�
見開きタイプ�
38671480    消費税込2,490円
閉じた状態：約幅17.5×奥行8.8×高さ25ｃｍ 
開いた状態：約幅35×奥行4.4×高さ25ｃｍ

使用例

アクリルメガネ・小物ケース用�
ベロア内箱仕切・グレー�
38373520   消費税込590円
約幅5×奥行16.5×高さ2cm

使用例

アクリルネックレス・ピアススタンド用�
ベロア内箱仕切・リング用・グレー�
38373537   消費税込590円
約幅5×奥行12×高さ2cm

使用例

アクリル見開きタイプ用�
ベロア内箱仕切・グレー�
02119577    消費税込590円
約幅3.7×奥行16.7×高さ2ｃｍ

使用例

アクリル見開きタイプ用�
ベロア内箱仕切・リング用・グレー�
02119560    消費税込590円
約幅3.7×奥行16.7×高さ2ｃｍ



ポリプロピレンファイルボックス・小物収納
丈夫で耐水性にすぐれたポリプロピレン素材です。 
外から中身が見分けられる半透明と、すっきり収納できるホワイトグレーをご用意しました。書類、雑誌や小物などの整理に便利です。

 

ポリプロピレンファイルボックス・小物収納A4収納可 ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品

※1　 同品は重ね置きができますが、重ね過ぎに注意してください。（3段が目安です）。固定はできませんので、取り扱いには十分ご注意ください。
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詳しい商品情報はこちら

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダード・25cmタイプ�
02553074｜ホワイトグレー  消費税込990円
約幅25×奥行32×高さ24cm

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダード・25cmタイプ・1/2�
02553067｜ホワイトグレー  消費税込690円
約幅25×奥行32×高さ12cm

ポリプロピレンスタンドファイルボックス�
ワイド・A4用�
38907633   
38907565｜ホワイトグレー 各消費税込690円
約幅15×奥行27.6×高さ31.8cm

ポリプロピレンスタンドファイルボックス� �
A4用
02555696   
02481636｜ホワイトグレー 各消費税込490円
約幅10×奥行27.6×高さ31.8cm

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダードタイプ・ワイド・A4用�
38907596  
38907602｜ホワイトグレー  各消費税込690円
約幅15×奥行32×高さ24cm

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダードタイプ・ワイド・1/2�
02553043  
02553050｜ホワイトグレー  各消費税込490円
約幅15×奥行32×高さ12cm

※1

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダードタイプ・A4用�
02555702  
02481629｜ホワイトグレー 各消費税込490円
約幅10×奥行32×高さ24cm

ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダードタイプ・1/2�  

 38996453  
 38996446｜ホワイトグレー  各消費税込350円
約幅10×奥行32×高さ12cm

※1

ポリプロピレン持ち手付きファイルボックス�
スタンダードタイプ�  

 38654834  
 38699019｜ホワイトグレー  各消費税込990円
約幅10×奥行32×高さ24cm 
（持ち手含む高さ28.5cm）

ポリプロピレンファイルボックス
キャスターもつけられるフタ�
02553135｜幅25cｍ用・ホワイトグレー  消費税込490円
02553104｜幅15cｍ用・クリア 消費税込390円
02553111｜幅15cｍ用・ホワイトグレー  消費税込390円
02553081｜幅10cｍ用・クリア 消費税込290円
02553098｜幅10cｍ用・ホワイトグレー  消費税込290円
約奥行33×高さ3.5cm

発泡ポリプロピレンファイルボックス�
スタンダード・3枚組�  

38996514   消費税込1,290円
約幅10×奥行32×高さ24cm

ポリプロピレンシート仕切りボックス 

82207682  消費税込99円 
幅10cm用　3枚組

ポリプロピレンシート仕切りボックス 

82207699  消費税込99円 
幅15cm用　3枚組

ポリプロピレン�
収納キャリーボックス・ワイド
 15915453   
37035508｜ホワイトグレー 各消費税込990円
約幅15×奥行32×高さ8cm 
（持ち手含む高さ13cm） 
耐荷重：約5kg

※1

ポリプロピレンファイルボックス用 

38996477｜ポケット  消費税込190円
約幅9×奥行4×高さ10cm

38996491｜仕切付ポケット  消費税込150円
約幅9×奥行4×高さ5cm 

38996484｜ペンポケット  消費税込150円
約幅4×奥行4×高さ10cm

自立収納できるキャリーケース・Ａ4用�  

38699026  
02815783｜ホワイトグレー 各消費税込890円
約幅32×奥行7×高さ24cm 
（持ち手含む高さ28cm）



ユニットシェルフにおさまる商品 スタッキングシェルフにおさまる商品
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ポリプロピレンファイルボックス・小物収納

ポリプロピレンデスク内整理トレー2
18421558  消費税込190円 
約10×20×4cm

ポリプロピレンデスク内整理トレー4
18421572  消費税込190円 
約13.4×20×4cm

ポリプロピレンデスク内整理トレー3
18421565  消費税込150円 
約6.7×20×4cm

ポリプロピレンデスク内整理トレー1
18421541  消費税込120円 
約10×10×4cm

スチロール仕切りスタンド
3仕切・大�
02856410｜ホワイトグレー 消費税込890円
約27×21×16cm

スチロール仕切りスタンド
3仕切・小�
02856427｜ホワイトグレー 消費税込690円
約21×13.5×16cm

ポリプロピレン小物収納ボックス6段・
A4タテ
61154909

82504385｜ホワイトグレー 各消費税込2,490円
約幅11×奥行24.5×高さ32cm

ポリプロピレン小物収納ボックス3段・
A4タテ
61164458  
82504392｜ホワイトグレー 各消費税込1,990円
約幅11×奥行24.5×高さ32cm

マグネットバー�   

38996460  消費税込190円
約幅19×奥行0.4×高さ3cm

小物用のポケットを引っ
掛けられるマグネットバー
です。

スチール仕切板・中�
82603064 消費税込250円
幅12×奥行12×高さ17.5cm

スチール仕切板・小�
82603071 消費税込190円
幅10×奥行8×高さ10cm

スチール仕切板・大�
82603057 消費税込290円
幅16×奥行15×高さ21cm



ポリプロピレンメイクボックス
収納する物に合わせて選べるポリプロピレンのメイクボックスです。 
同じサイズのものと積み重ねて使用できます。細かいものの収納に便利です。

 

ポリプロピレンメイクボックス
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詳しい商品情報はこちら

ポリプロピレンメイクボックス
37495548   消費税込350円
約幅15×奥行22×高さ16.9cm

ポリプロピレンコットン・綿棒ケース
37497665   消費税込120円
約幅10.7×奥行7.2×高さ7.7cm

ポリプロピレンブラシ・ペンシルスタンド
37497672   消費税込120円
約幅7.1×奥行7.1×高さ10.3cm

ポリプロピレンメイクボックス・1/2
37495555  消費税込250円
約幅15×奥行22×高さ8.6cm

ポリプロピレンメイクボックス
1/2横ハーフ
37495586  消費税込190円
約幅15×奥行11×高さ8.6cm

ポリプロピレンメイクボックス・縦＋1/4
44310199  消費税込390円
約幅15×奥行22×高さ21cm

ポリプロピレンメイクボックス用フタ・L

82576153  消費税込150円
約幅15.7×奥行23.2×高さ2cm

ポリプロピレンメイクボックス・1/4
37495562  消費税込190円
約幅15×奥行22×高さ4.5cm

ポリプロピレンメイクボックス用フタ・S

82576160  消費税込100円
約幅11.7×奥行15.7×高さ2cm

ポリプロピレンメイクボックス
1/4横ハーフ
37497764   消費税込120円
約幅15×奥行11×高さ4.5cm



木製テーブル・ベンチ
使い込むほどに味わいの深まる、北米産の無垢材を使用した家具です。 
テーブルなどオーダーでオリジナルサイズをつくることもできます。

 

木製テーブル・ベンチ

※お食事の際などにはランチョンマットやコースターのご利用をおすすめします。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※オーク材はその素材の持つ特性上、独特の“虎斑（とらふ）”と呼ばれる模様が入っている場合があります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。

店舗限定で対象テーブルの脚カットサービス（消費税込4,000円）を承ります。1cm単位で調整いただけます。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーまでお問い合わせください。

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能
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詳しい商品情報はこちら

木製テーブル（引出付）・幅180cm 

82855326｜オーク材 消費税込69,900円
天板・脚・引出前板：オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855364｜ウォールナット材 消費税込79,900円
天板・脚・引出前板：ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅180×奥行80×高さ72cm

木製テーブル（引出付）・幅140cm 

82855319｜オーク材 消費税込54,900円
天板・脚・引出前板：オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855357｜ウォールナット材 消費税込69,900円
天板・脚・引出前板：ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅140×奥行80×高さ72cm

木製テーブル（引出付）・幅80cm 

82855302｜オーク材 消費税込39,900円
天板・脚・引出前板：オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855340｜ウォールナット材 消費税込54,900円
天板・脚・引出前板：ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅80×奥行80×高さ72cm

サイズオーダーができます
無印良品店舗では木製の家具を、お使いのシーンにあわせてお選びいただけるサイズオーダーシステ
ムをご用意しています（詳しくはP.53「木製家具 オーダー」をご覧ください）。ローテーブルとしても使え
るテーブルベンチや、机や作業台としても使えるデスクなど、幅広い品揃えです。

オーク材
古くから家具やウィスキーの樽として使われるように、堅く重厚なので、永く
使用したい家具に最適の素材です。繊細でやさしい表情をしているので、
落ち着いた雰囲気の家具に仕上がります。虎斑（とらふ）と呼ばれる虎
の斑紋を連想させる模様と、繊細でやさしい表情のある木目も特長。時
間の経過とともに風合いが増します。

ウォールナット材
ウォールナット材は、古くから家具材や装飾用材として使用され、現在も高
級家具や工芸品に使用されている世界的に有名な銘木です。美しい木
肌と狂いの少ないことが特長です。適度な油分を含んでいるので、ツヤも
あり人が触れて使い込んでいくことで味のある風合いになっていき、経年
変化をたのしむことができる素材です。チーク、マホガニーと並んで世界三
大銘木の一つとして重宝されています。

木製エクステンションテーブル�
140／220cm・楕円�  

82855289｜オーク材 消費税込99,900円
オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855395｜ウォールナット材 消費税込119,900円
ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅149／220×奥行85×高さ72cm

木製エクステンションテーブル�
80／120cm・楕円�  

82855296｜オーク材 消費税込74,900円
オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855401｜ウォールナット材 消費税込99,900円
ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅84.5／120×奥行80×高さ72cm

オーク材

オーク材

オーク材

ウォールナット材 ウォールナット材



※お食事の際などにはランチョンマットやコースターのご利用をおすすめします。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※オーク材はその素材の持つ特性上、独特の“虎斑（とらふ）”と呼ばれる模様が入っている場合があります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。

店舗限定で対象テーブルの脚カットサービス（消費税込4,000円）を承ります。1cm単位で調整いただけます。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーまでお問い合わせください。

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能
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木製テーブル・ベンチ

木製ローテーブル（引出付）110×55cm�  

82009200｜オーク材 消費税込34,900円
天板・脚・引出前板：オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82049510｜ウォールナット材 消費税込49,900円
天板・脚・引出前板：ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅110×奥行55×高さ35cm

木製ローテーブル（引出付）90×45cm�  

82009347｜オーク材 消費税込24,900円
天板・脚・引出前板：オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82049497｜ウォールナット材 消費税込34,900円
天板・脚・引出前板：ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅90×奥行45×高さ35cm

木製ベンチ・板座 

82855241｜オーク材 消費税込18,900円
オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855203｜ウォールナット材  消費税込28,900円
ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅100×奥行37×高さ44cm 
収納部内寸：幅91×奥行20×高さ11cm

木製テーブルベンチ
82855258｜オーク材 消費税込38,900円 

オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855432｜ウォールナット材 消費税込58,900円
ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅120×奥行37.5×高さ44cm 
収納部内寸：幅115×奥行37.5×高さ33cm

ローテーブルとしても使いやすい高さで、ベンチとしても十分な強度があります。座面下は収納スペー
スとしてもお使いいただけます。

木製サイドテーブルベンチ・板座 

82855210｜オーク材 消費税込9,490円
オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

82855265｜ウォールナット材 消費税込14,900円
ウォールナット無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

幅37×奥行37×高さ44cm 
収納部内寸：幅28×奥行20×高さ8cm

オーク材

オーク材 オーク材

無垢材ベンチ� �
15892358｜オーク材・大 消費税込9,990円
幅100×奥行30×高さ44cm 
座面：幅100×奥行14cm

15892365｜オーク材・小 消費税込8,490円
幅48.5×奥行30×高さ44cm 
座面：幅43×奥行14cm

オーク無垢集成材・ウレタン樹脂塗装

中国で古くから使われてきた伝統的な形状のベンチで、コンパクトなサイズと汎用性の高さが特長
です。

大 小

ウォールナット材 ウォールナット材

ソファベンチ用テーブル�
37148765｜メラミン天板 消費税込18,900円
幅60×奥行60×高さ37cm
天板：MDF・メラミン加工
脚：スチール・エポキシ粉体塗装

単支柱で方向を選ばないテーブルです。組み合わせでさまざまなアレンジが可能です。



板と脚でできた木製テーブル
くらしに合わせて、天板のサイズ、高さが選べるように「5サイズの天板」と「2サイズの高さの脚」を品揃えしました。

 

板と脚でできた木製テーブル
49

詳しい商品情報はこちら

木製テーブルの構造

テーブルとしての機能に特化し、無駄を極限まで削ぎ落としました。
脚の取り付けは、ねじ込み式なので組立が簡単です。
また、くらしの変化に合わせ、付け替えができます。

木製テーブル天板�オーク板�  ［11月］

82583120｜幅80×奥行40cm  消費税込12,900円
82583137｜幅120×奥行60cm  消費税込17,900円
82583144｜幅80×奥行80cm  消費税込17,900円
82583151｜幅140×奥行80cm  消費税込37,900円
82583168｜幅180×奥行80cm  消費税込47,900円
天板の表面材:天然木（オーク材突板） ※芯材:オーク材
木部:ウレタン樹脂塗装　金属部:エポキシ樹脂塗装

木製テーブル脚�４本組�オーク材�  ［11月］

82586152  高さ35cm用  消費税込10,000円

82586176  高さ72cm用 消費税込12,000円
脚:天然木（オーク材）、木部：ウレタン樹脂塗装　金属部:エポキシ樹脂塗装

天板：幅180×奥行80cm

脚：高さ35cm用

  消費税込57,900円

天板：幅180×奥行80cm

脚：高さ72cm用

  消費税込59,900円

天板：幅140×奥行80cm

脚：高さ35cm用

  消費税込47,900円

天板：幅140×奥行80cm

脚：高さ72cm用

  消費税込49,900円

天板：幅80×奥行80cm

脚：高さ35cm用

  消費税込27,900円

天板：幅80×奥行80cm

脚：高さ72cm用

  消費税込29,900円

天板：幅120×奥行60cm

脚：高さ35cm用

  消費税込27,900円

天板：幅120×奥行60cm

脚：高さ72cm用

  消費税込29,900円

天板：幅80×奥行40cm

脚：高さ35cm用

  消費税込22,900円

天板：幅80×奥行40cm

脚：高さ72cm用

  消費税込24,900円

組み合わせ価格

木製テーブル天板 オーク板・140×80cm、木製テーブル脚 4本組 オーク材・高さ72cm用



木製テーブル
使用シーンごとに選べるよう、2種類の高さをご用意しました。床に座って使用しやすいローテーブルと、ソファ本体と高さの合うミドルテーブル。
過ごし方に合わせてお選びいただけます。

 

木製テーブル
50

詳しい商品情報はこちら

ローテーブルとして、ソファと組み合わせたり、使用シーンごとに
選べるよう、高さ35cmと50cmの2種類をご用意しました。

リモコンや雑誌など雑多になりがちなものを、さっとしまえる棚付
きです。最大有効高さは7.5cmです。

高さ50cmのミドルテーブルは、ソファに座っての食事や作業が
しやすい高さです。しっかり脚を伸ばしてくつろげます。

木製ローテーブル・オーク材�
   消費税込12,900円
幅110×奥行55×高さ35cm
耐荷量：天板：約30kg　棚板：約10kg 
材質：［天板の表面材］天然木化粧繊維板（オーク材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［棚板の表面材］天然木化粧繊維板（オーク材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［脚部部材］天然木（ラバーウッド材） 
 ［表面加工］甲板：ウレタン樹脂塗装　脚部、棚板：ラッカー塗装

木製ローテーブル・ウォールナット材�
   消費税込17,900円
幅110×奥行55×高さ35cm
耐荷量：天板：約30kg　棚板：約10kg 
材質：［天板の表面材］天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［棚板の表面材］天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［脚部部材］天然木（ラバーウッド材） 
 ［表面加工］甲板：ウレタン樹脂塗装　脚部、棚板：ラッカー塗装

82219166 82219173

木製ミドルテーブル・オーク材�
   消費税込14,900円
幅110×奥行55×高さ50cm
耐荷量：天板：約30kg　棚板：約10kg 
材質：［天板の表面材］天然木化粧繊維板（オーク材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［棚板の表面材］天然木化粧繊維板（オーク材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［脚部部材］天然木（ラバーウッド材） 
 ［表面加工］甲板：ウレタン樹脂塗装　脚部、棚板：ラッカー塗装

82219180

木製ミドルテーブル・ウォールナット材�
   消費税込19,900円
幅110×奥行55×高さ50cm
耐荷量：天板：約30kg　棚板：約10kg 
材質：［天板の表面材］天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［棚板の表面材］天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）※裏側：ポプラ材突板 
 ［脚部部材］天然木（ラバーウッド材） 
 ［表面加工］甲板：ウレタン樹脂塗装　脚部、棚板：ラッカー塗装

82219197



丸脚のテーブル・チェア
活き節（いきぶし）、色の濃淡がある材料を選別して、そのまま有効活用しました。
表情は不揃いでも、良質な材料を、日本の職人が高い技術で丹精を込めて加工し、仕上げました。

 

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 丸脚のテーブル・チェア
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詳しい商品情報はこちら

永く使い続けられる家具を目指しました
100年近い年月を経てようやく家具材となるオーク材を無駄なく利用し、永く使っていただけるような
ベーシックなデザインが特長です。人が増えたとき、どこにでも座りやすいように楕円形状にしたテーブル、
座ったり立ったり、姿勢を変えやすいチェアなど素材だけではなく形状にもこだわりました。

オーク材テーブル・丸脚�
15901975｜幅220cm 消費税込168,000円
幅220×奥行90×高さ72cm
天板・芯材：MDF・オーク無垢集成材　表面材：オーク材突板　脚：オーク無垢材　ウレタン樹脂
塗装 
耐荷重：天板40kg

オーク材テーブル・丸脚�
15901999｜幅180cm 消費税込128,000円
幅180×奥行85×高さ72cm
天板・芯材：MDF・オーク無垢集成材　表面材：オーク材突板　脚：オーク無垢材　ウレタン樹脂
塗装 
耐荷重：天板40kg

オーク材スツール・丸脚�
02065966   消費税込29,000円
幅52.5×奥行34×高さ44cm 
本体：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装

オーク材ベンチ・丸脚�
02065959   消費税込45,000円
幅100×奥行34×高さ44cm 
本体：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装

オーク材テーブル・丸脚�
15901982｜幅150cm 消費税込98,000円
幅150×奥行80×高さ72cm
天板・芯材：MDF・オーク無垢集成材　表面材：オーク材突板　脚：オーク無垢材　ウレタン樹脂
塗装 
耐荷重：天板40kg

オーク材アームチェア・丸脚�
15902040   消費税込38,000円
幅55.5×奥行50.5×高さ73cm　座面高さ：44.5cm 
本体：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装



折りたたみテーブル
脚を折りたため、限られたスペースを有効にお使いいただける折りたたみテーブルです。

 

折りたたみテーブル
52

詳しい商品情報はこちら

※天然木を使用している商品は、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。

パイン材テーブル・折りたたみ式�
02460792    消費税込5,990円
幅80×奥行50×高さ70cm（折りたたみ時厚さ：10.5cm）
天然木（パイン材）　天板：アクリル樹脂UV塗装　脚：ラッカー塗装　耐荷重：15kg

コンパクトに折りたたんで収納できます。

パイン材ローテーブル・折りたたみ式�
02460785    消費税込4,990円
幅80×奥行50×高さ35cm（折りたたみ時厚さ：6.5cm）
天然木（パイン材）　天板：アクリル樹脂UV塗装　脚：ラッカー塗装　耐荷重：15kg

限りあるスペースを有効活用。

日常のさまざまなシーンで活躍します。ダイニングシーンはもちろん、ワークスペースなどでも
お使いいただけます。

使わない時はコンパクトに収納できます。テーブルは脚部が折りたたみ式に、ポリプロピレ
ンスタッキングスツール（P57「チェア・ワーキングチェア」）は重ねられるので、限られたスペー
スを有効に活用できます。

折りたたみテーブル・オーク材�
02603977｜幅160cm 消費税込25,900円
幅160×奥行70×高さ72cm　折りたたみ時：厚さ10cm

02603960｜幅120cm 消費税込19,900円
幅120×奥行70×高さ72cm　折りたたみ時：厚さ10cm

天板：天然木化粧繊維板（オーク材突板フラッシュ構造）　
ウレタン樹脂塗装 
木口：オーク材　脚：スチール　エポキシ樹脂・ポリエステル樹脂の混合樹脂塗装

脚部を折りたたみできるテーブルです。ダイニングテーブルとしてだけでなく、デスクとしてもお使いいただけます。

折りたたみ時

幅160cm



木製家具 オーダー
綿密に管理された北米産のオーク材を使用した家具です。木製の無垢な表情は、使うほどに味わいが増していきます。
シンプルですっきりしたデザインのデスク、ベンチなど、取り揃えています。

 

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 木製家具 オーダー
53

木製家具のオーダーについて
木製の家具は、お使いのシーンに合わせてサイズをお選びいただけるオーダーシステムをご用意しています。

※オーダー商品はすべてウレタン塗装です。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※オーク材はその素材の持つ特性上、独特の“虎斑（とらふ）”と呼ばれる模様が入っている場合があります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。　※配送料が別途かかります。

オーク材
幅 （cm） 奥行38 （cm）

  50～60 61002330｜ 64,000円

  61～80 61002347｜ 65,000円

  81～100 61002354｜ 66,000円

101～120 61002361｜ 68,000円

121～140 61002378｜ 69,000円

141～150 61002385｜ 70,000円
※高さ44cmのみ

木製テーブルベンチ

※ ご注文いただいてから約48日の製作期間をいただいてのお届けになります。
※ご注文時期によって納期が異なることがございます。
※サイズは1cm単位でお選びいただけます。
※ウォールナット材は、オーダー対応しておりません。

オーク材

幅 （cm）
奥行 （cm）

70～80 81～90 91～110

  80～100 82497298｜ 83,000円 82497380｜ 86,000円 82497472｜ 89,000円

101～110 82497304｜ 84,000円 82497397｜ 87,000円 82497489｜ 90,000円

111～120 82497311｜ 85,000円 82497403｜ 88,000円 82497496｜ 91,000円

121～130 82497328｜ 86,000円 82497410｜ 89,000円 82497502｜ 92,000円

131～140 82497335｜ 87,000円 82497427｜ 90,000円 82497519｜ 93,000円

141～150 82497342｜ 88,000円 82497434｜ 91,000円 82497526｜ 94,000円

151～160 82497359｜ 89,000円 82497441｜ 92,000円 82497533｜ 95,000円

161～170 82497366｜ 96,000円 82497458｜ 100,000円 82497540｜ 103,000円

171～180 82497373｜ 103,000円 82497465｜ 106,000円 82497557｜ 109,000円
※天板の高さは72cm
※ 61907161｜高さ調整（脚カット）4,000円（消費税込）で、高さを1cm刻みで調整できます。（72cm以下）

木製テーブル（引出付）

木製家具オーダー 価格表　※価格はすべて消費税込です。

REAL FURNITUREについてもオーダーを承っております。詳細は、P.62「REAL FURNITURE」をご覧ください。
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木製家具 オーダー

無垢材デスク オーク材

幅 （cm）
奥行 （cm）

30～45 46～60 61～75

  60～100 61412610｜ 60,000円 61412726｜ 69,000円 61412818｜ 77,000円

101～110 61412627｜ 61,000円 61412733｜ 72,000円 61412825｜ 80,000円

111～120 61412634｜ 62,000円 61412740｜ 75,000円 61412832｜ 83,000円

121～130 61412641｜ 65,000円 61412757｜ 78,000円 61412849｜ 86,000円

131～140 61412658｜ 69,000円 61412764｜ 81,000円 61412856｜ 90,000円

141～150 61412665｜ 72,000円 61412771｜ 84,000円 61412863｜ 93,000円

151～160 61412672｜ 75,000円 61412788｜ 87,000円 61412870｜ 96,000円

161～170 61412702｜ 82,000円 61412795｜ 95,000円 61412887｜ 126,000円

171～180 61412719｜ 88,000円 61412801｜ 101,000円 61412894｜ 131,000円
※天板の高さは70cm

※ 61907161｜高さ調整（脚カット）4,000円（消費税込）で、高さを1cm刻みで調整（低く）できます。
※ オーダー無垢材デスクは組立式ではありません。搬入経路をご確認ください。

無垢材デスク用配線コードホルダー
61412900   消費税込3,150円
サイズ：幅47×奥行7×高さ9cm 
素材：スチール

※ コードホルダー取り付けをご希望の際は、別売の無垢
材デスク用配線コードホルダーもご購入ください。
※ コードホルダー取り付けなしの場合は、取り付け用穴は
ありません。

無垢材ベンチ オーク材

幅 （cm）
奥行 （cm）

30～45 46～60

30～60 15085613｜ 58,000円 15085620｜ 66,000円

  61～100 15088546｜ 60,000円 15088638｜ 69,000円

101～110 15088553｜ 61,000円 15088645｜ 72,000円

111～120 15088560｜ 62,000円 15088652｜ 75,000円

121～130 15088577｜ 65,000円 15088669｜ 78,000円

131～140 15088584｜ 69,000円 15088676｜ 81,000円

141～150 15088591｜ 72,000円 15088683｜ 84,000円

151～160 15088607｜ 75,000円 15088690｜ 87,000円

161～170 15088614｜ 82,000円 15088706｜ 95,000円

171～180 15088621｜ 88,000円 15088713｜ 101,000円
※天板の高さは44cm

※ 61907161｜高さ調整（脚カット）4,000円（消費税込）で、高さを1cm刻みで調整（低く）できます。
※ オーダー無垢材ベンチは組立式ではありません。搬入経路をご確認ください。

無垢材デスク（裏面図） 無垢材ベンチ（裏面図）

幕板

前方

後方

前方

後方

幕板

無垢材デスク（裏面図） 無垢材ベンチ（裏面図）

幕板

前方

後方

前方

後方

幕板

※ 無垢材デスクと無垢材ベンチでは幕板の位置が異なります。



木製チェア
各種テーブルに合わせて選べるよう、異なる素材、座り心地のチェアを取り揃えています。
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詳しい商品情報はこちら

店舗限定で対象チェアの脚カットサービス（消費税込2,800円）を承ります。1cm単位で調整いただけます。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーまでお問い合わせください。

ラウンドチェア�
82009255｜オーク材  消費税込14,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高42）cm
背もたれ・座面：合板（オーク材突板）
脚部：天然木（オーク材）　表面加工：ラッカー塗装

背・座の幅が広く、曲線をつけたのでゆったりとした座り心地です。

ラウンドチェア�
82009279｜ブナ材  消費税込14,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高42）cm
背もたれ・座面：合板（ブナ材突板）
脚部：天然木（ブナ材）　表面加工：ラッカー塗装

ラウンドチェア�
82009262｜ウォールナット材  消費税込19,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高42）cm
背もたれ・座面：合板（ウォールナット材突板）
脚部：天然木（ウォールナット材）　表面加工：ラッカー塗装

ラウンドチェア・布座�
82009286｜オーク材  消費税込19,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高44）cm
背もたれ・座面：合板（オーク材突板）　脚部：天然木（オーク材）
表面加工：ラッカー塗装　張り材：ウール、ナイロン
クッション材：ウレタンフォーム

ラウンドチェア・布座�
82009309｜ブナ材  消費税込19,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高44）cm
背もたれ・座面：合板（ブナ材突板）　脚部：天然木（ブナ材）
表面加工：ラッカー塗装　張り材：ウール、ナイロン
クッション材：ウレタンフォーム

ラウンドチェア・布座�
82009293｜ウォールナット材  消費税込24,900円
幅45×奥行51×高さ77（座面高44）cm
背もたれ・座面：合板（ウォールナット材突板）
脚部：天然木（ウォールナット材）　表面加工：ラッカー塗装
張り材：ウール、ナイロン　クッション材：ウレタンフォーム

オーク材アームチェア・丸脚�
15902040   消費税込38,000円
幅55.5×奥行50.5×高さ73（座面高44.5）cm 
本体：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装

オーク材ペーパーコード�  ［12月］
アームチェア�   

82583175 消費税込29,900円
幅53.5×奥行49×高さ73.5cm
背もたれ・脚部:天然木（オーク材）
表面加工:木部ラッカー塗装
座面:ロープ（紙）

ウォールナット材チェア�
15967469｜綿平織・ベージュ 

消費税込17,900円
本体：ウォールナット無垢集成材　ウレタン樹脂
塗装
幅38×奥行48.5×高さ79（座面高45.5）cm
座面：ウレタンフォーム　側生地：綿100%

オーク材チェア�
15892372｜綿平織・ベージュ 

消費税込12,900円
本体：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装
幅38×奥行48.5×高さ79（座面高45.5）cm
座面：ウレタンフォーム　側生地：綿100%
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※チェアカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、取扱説明書にてご確認ください。
※洗いざらしの綿帆布チェアカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のチェアカバーはすべてドライクリーニングできます。 ※クリーニングにより多少縮みが生じます。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

チェア（本体）�
82502862｜ナチュラル 
82502879｜ブラウン 各消費税込12,900円
脚部：天然木（ラバーウッド）　ラッカー塗装
幅43×奥行55×高さ81（座面高45）cm
背面・座面：ウレタンフォーム　側生地：ポリエステル100%

背面と座面にウレタンフォームを使用するとともに、フレームに適度な傾斜をつけることで座り心地を追
求しました。別売りのカバーを使うことで異なる表情を楽しめます。

ナチュラル + 洗いざらしの綿帆布・生成 ナチュラル + 洗いざらしの綿帆布・ベージュ ナチュラル + 洗いざらしの綿帆布・ネイビー

　　　　　　　　　    　　カバー

本体

洗いざらしの綿帆布  【洗濯機】 ポリエステル平織（オーダー）

生成 ベージュ ブラウン ネイビー グレー グレー
ベージュ

ブラウン ライト
ベージュ

ネイビー ダーク
グリーン

チャコール

チェア（本体）　 82583663　82583984　  82584615  　82584943　82584318

1,890円
15389407　15398577　 37412712   　 37411180  　37524538　 15416677

3,000円

　　　　　　　　　     　　カバー

本体

綿ポリエステル変り織（オーダー） 綿太番手 

ベージュ ブラウン ダークブラウン ベージュ ブラウン ダークブラウン

チェア（本体）　 　　　　　　　　　　　　
4,000円

　　　　　　　　　　　　
3,490円

02884994 02885007 02885168 82008036 82008043 82008050

・ の部分はオーダーにて承ります。
・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。
・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

　　　　　　　　　     　　カバー

本体

綿麻バスケット織 綿シェニール（オーダー）

生成 ベージュ チャコール ライトグレー チャコール ブラウン ブルー

チェア（本体）　 　　　　　　　　　　　　
3,490円

　　　　　　　　　　　　
4,000円

82585247 82585544 82585841 15449217 15460342 15449477 15452484

　　　　　　　　　     　　カバー

本体

綿デニム（オーダー） 麻太番手平織（オーダー）

ヒッコリー ブルー ネイビー オフ白 生成 チャコール

チェア（本体）　 　　　　　　　　　　　　
4,000円

　　　　　　　　　　　　
5,000円

37408609 15917891 15918126 15466955 15469963 82586145



チェア・ワーキングチェア
各種デスクに合わせて選べるよう、異なる素材、座り心地のチェアを取り揃えています。
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詳しい商品情報はこちら

スチールチェア・樹脂座
15382316｜ライトグレー 消費税込9,790円
幅48×奥行50×高さ82（座面高46）cm 
フレーム部：スチール・クロームメッキ 
背面・座面：ポリプロピレン 
スタッキング可能脚数：4脚

フレームに強度にすぐれたスチールを使用。背面と座面には軽さにすぐれたポリプロピレンを使用して
います。積み重ねて収納することができます。

スチールチェア・樹脂座
15382309｜ダークグレー 消費税込9,790円

ポリプロピレンスタッキングスツール�
02850692｜ライトグレー 消費税込2,490円
約幅43×奥行34×高さ45（座面高42）cm 
ポリプロピレン　積み重ね可能個数：5個

スタッキングできるポリプロピレンのスツールです。

ポリプロピレンスタッキングスツール�
38369462｜ダークグレー 消費税込2,490円

折りたたみテーブル・オーク材 幅160cm、ポリプロピレンスタッキングスツール・ダークグレー 折りたたみテーブル・オーク材 幅120cm、ワーキングチェア・背座ワイドタイプ
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組立式＋組立所要時間（分） 1人で組み立て可能

ワーキングチェア�
18121298｜グレー 18121304｜黒  各消費税込12,900円
幅55.5×奥行53×高さ74～84（座面高39～49）cm
側生地：ポリエステル100%　座面：積層合板
フレーム部：スチール・ポリエステル粉体塗装

ワーキングチェア用アームセット（左右2個）
18121861｜グレー 18121878｜黒  各消費税込2,990円
アーム取り付け時：幅57×奥行53×高さ74～84cm
側生地：ポリエステル100%　
フレーム部：スチール・ポリエステル粉体塗装

アーム取り付け時

ワーキングチェア・ガススプリング昇降式�
02399962｜グレー 02502966｜赤 02502973｜青  各消費税込9,790円
幅52.5×奥行50×高さ69.5～79.5（座面高39～49）cm
側生地：ポリエステル100％　背・座面：積層合板
フレーム部：スチール・ポリエステル粉体塗装
脚部：ガラス繊維強化ナイロン

ワーキングチェア・背座ワイドタイプ�
02399979｜黒  消費税込19,900円
幅59.5×奥行56.5×高さ83.5（座面高41～51）cm
側生地：ポリエステル
構造部材 背：ポリプロピレン　座面：合板
 フレーム：ガラス繊維強化ナイロン、金属
 脚部：ガラス繊維強化ナイロン
表面加工 エポキシ樹脂塗装
クッション材 ウレタンフォーム

座面幅を広くし、背座共に体に沿うように曲線を付け、ゆったりと包み込まれるような座り心地です。

ワーキングチェア・背座ワイドタイプ用アームセット� �
02850722｜2個セット  消費税込3,990円
アーム取り付け時： 幅60×奥行56.5×高さ60～70cm
ガラス繊維強化ナイロン

アーム取り付け時



デスク・キャビネット
書斎机や勉強机などにも使いやすい、天然の木目を生かしたデスクです。
天板も有効に活用できるキャビネットは、狭いスペースを効率的に使うことができます。
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詳しい商品情報はこちら

1人で組み立て可能組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能別売のパーツがある商品

木製デスク用上置き棚・オーク材�  ［9月］

82583212  消費税込5,990円
幅109×奥行20×高さ30cm

オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装　耐荷重：5kg

木製デスクキャビネット・オーク材�  ［9月］

82583205  消費税込14,900円
幅39×奥行48×高さ58cm

天板・引出し前板：オーク無垢集成材　本体側板：オーク材突
板　ウレタン樹脂塗装
引出し内寸・上段：幅32.5×奥行37.5×高さ6.5cm

下段：幅32.5×奥行37.5×高さ29cm
耐荷重：天板10kg、引出し上段3kg、下段5kg

木製デスク・オーク材�  ［9月］

82583199  消費税込24,900円 
幅110×奥行55×高さ70cm
天板・脚・引出し前板：オーク無垢集成材　ウレタン樹脂塗装
引出し内寸・右：幅26.5×奥行39.5×高さ6.5cm

左：幅48.5×奥行39.5×高さ6.5cm
耐荷重：デスク天板40kg、引出し各3kg、フック3kg

北米産のホワイトオーク無垢集成材を使用したデスクです。別売の
上置き棚を組み合わせると天板を広く使えます。両サイドにフックが付
属されます。

飽きのこないベーシックなデザインが、勉強机にぴったりなデスクです。
こどもの成長に合わせて、組み合わせや使い勝手を変えながらお使いいただけます。
無垢材を使用しているので経年で色が変わっていくのも、味わいのひとつです。
同素材の収納家具と組み合わせてお使いいただくことで、片付けしやすいコンパクトで機能的なデスクスペースが完成します。

パイン材デスク・幅86cm�
82855449   消費税込15,900円
幅86×奥行58×高さ70cm 
甲板・脚・引出し前板：天然木（パイン材）
甲板：アクリル樹脂UV塗装　脚部・引出し（前板）：ラッカー塗装 
引出し内寸：幅56×奥行43×高さ4cm　耐荷重：天板30kg、引出し3kg、フック3kg

パインの無垢材を使用したコンパクトなサイズのデスクです。

パイン材デスクワゴン�
82855456   消費税込8,990円
幅24×奥行55×高さ57.5cm 
本体：天然木（パイン材）
甲板：天然化粧繊維板（スプルース突板）　甲板：アクリル樹脂UV塗装
棚板・底板・側板：ラッカー塗装　幕板：アクリル樹脂粉体塗装　幕板：鉄（鋼） 
棚内寸・  上段：幅21×奥行51×高さ4cm　中段：幅22×奥行51×高さ10cm 

下段：幅23.5×奥行51×高さ34cm
棚板耐荷重： 上段3kg、中段3kg、下段10kg、棚全体15kg

スチールキャビネット
38687603｜ライトグレー  
38687610｜ダークグレー 各消費税込22,900円
幅39.5×奥行53.5×高さ62.5cm（取手付き） 
引出し内寸： （上・中段）幅32×奥行41×高さ7cm　（下段）幅32×奥行41×高さ15cm
耐荷重：天板15kg、引出し 上・中段2.5kg、下段5kg 
スチール・エポキシ粉体塗装　鍵・キャスター付き

ライトグレー

ダークグレー

木製デスク、木製デスク用上置き棚、
木製デスクキャビネットの組み合わせです。

コンパクトスチールキャビネット�
37792098   消費税込17,900円
幅33×奥行33×高さ51cm 
天板：幅32×奥行24cm　天板後方スペース：幅32×奥行8×深さ6cm 
引出し内寸：幅31×奥行23×高さ5cm　 
下段内寸：幅32×奥行32×高さ33.5cm 
スチール・アクリル焼付塗装

無印良品の収納用品がぴったりおさまり、頻繁に使うものをすぐに取り出せます。



コの字の家具・サイドファニチャー
テーブルや棚にも使えるコの字の家具、無駄のないかたちのサイドファニチャーなど、他の家具とのコーディネートも楽しめます。

 

組立式＋
組立所要時間（分） コの字の家具・サイドファニチャー1人で

組み立て可能
【洗濯機】
 洗濯機洗い可
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詳しい商品情報はこちら

コの字の家具・積層合板・幅35cm�
38371137｜オーク材 消費税込6,990円
02440985｜ウォールナット材 消費税込8,490円
幅35×奥行30×高さ35cm　耐荷重：［縦置き］40kg　［横置き］5kg

コの字の家具・積層合板・幅70cm�
38371120｜オーク材 消費税込8,990円
02440978｜ウォールナット材 消費税込9,990円
幅70×奥行30×高さ35cm　耐荷重：［縦置き］40kg

※幅70cmタイプは横方向に置いてご使用できません。
※天然木を使用している商品は、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見えることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。

［オーク材］
積層合板・オーク材突板・ラッカー塗装

［ウォールナット材］
積層合板・ウォールナット材突板・ラッカー塗装

コンパクトサイドテーブル
37287532   消費税込4,490円
幅36×奥行35×高さ30cm 
天板・脚：スチール・粉体塗装

座いす（本体）
18481286｜大  消費税込4,690円
幅57×奥行102×高さ10cm（フラット時）　 
座面サイズ：53×52cm

18481293｜小  消費税込3,590円
幅46×奥行86×高さ10cm（フラット時）　 
座面サイズ：42×43cm

チップモールドウレタンフォーム

6段階リクライニング機能付きです。取り外して洗えるカバーリング仕様の座いすです。

大 + 綿帆布座いす用カバー・生成
ベージュ生成 ブラウン

※座いす用カバーは商品の特性上、洗濯により縮みます。

洗いざらしの綿帆布座いす・大用カバー�
82583670｜生成  
82583991｜ベージュ  
82584622｜ブラウン  各消費税込2,290円
綿100%【洗濯機】

洗いざらしの綿帆布座いす・小用カバー�
82583687｜生成  
82584004｜ベージュ  
82584639｜ブラウン  各消費税込1,890円
綿100%【洗濯機】



コートハンガー・ミラー
2種類の形状のコートハンガーと、素材や大きさから選べるミラー。
同素材の他の家具と揃えることができます。

 

コートハンガー・ミラー別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 1人で組み立て可能
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詳しい商品情報はこちら

ミラー・大�
15874880｜オーク材  消費税込8,990円
フレーム：オーク無垢材　背面：MDF　
ウレタン樹脂塗装

幅44×奥行33×高さ150.5cm

フレームに無垢材を使いました。強度があり、長くお使いいただけます。大型ミラーを使用しています。

コートハンガー�
15874873｜オーク材 消費税込9,990円
フレーム・棚板： 天然木化粧繊維板（オーク材突板）　ウレタン樹脂塗装

幅44×奥行53.5×高さ150.5cm 
耐荷重：棚板10kg ハンガー部10kg

棚板付きなので、バッグや小物を収納することができます。ミラー・大と角度を合わせているため、並べてすっきりと収納できます。

コートハンガー�
37154476｜ウォールナット材 消費税込12,900円
フレーム・棚板： 天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）　ウレタン樹脂塗装

ブナ材コートスタンド�
61013107    消費税込6,290円
幅48×奥行42×高さ173.5cm 
ブナ無垢材　ラッカー塗装　耐荷重：15kg

3本足のスペースをとらないコートスタンドです。組み立て式なので、お
持ち帰りもできます。

※ 必ず耐荷重をお守りください。お子さまなど、本商品にぶらさがった
りなさらないようお気をつけください。

アルミコンパクトミラー（トレー式）
15574940｜大  消費税込2,590円
幅20.5×奥行18×高さ40～51cm

15574957｜小  消費税込2,090円
幅17×奥行14×高さ27cm

大・小ともに両面ミラーとなっており、片面は拡大鏡になっています。

大

ミラー・大�
37154520｜ウォールナット材 消費税込9,990円
フレーム：ウォールナット無垢材　背面：MDFウレタン樹脂塗装

パイン材ミラー�
18122868   消費税込5,990円
幅36×奥行50×高さ145cm 
フレーム：パイン材　背面：MDF　ラッカー塗装

材料の使い方から加工方法まで無駄を省きお求めやすい価格にし
ました。

※ パイン材はその素材の持つ特性上、やわらか
く傷が付きやすいですが、使用上は問題あり
ません。



厚みのある無垢素材をはじめ、厳選した産地から届く木材を、精緻な木工技術で組み立てました。
必要な手間や技術は惜しみなく使いながら、過度な仕上げや装飾は潔く取りのぞきました。
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REAL FURNITURE

 

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

50年、100年と使い続けられる家具を目指しました。直線を組み合わせた、簡潔で、だからこそ
普遍的なデザイン。硬く耐久性があり、時とともに飴色に変化するオーク無垢材は、北米にあ
る森で、自然のバランスを崩さないよう成長量と伐採量をきちんと管理しながら育てられています。
さらにより永く愛着を持って使っていただくためサイズや木材にはオーダーシステムを導入しました。

オーク無垢材

重い印象になりがちなオーク材を、軽やかに仕上げました。背面、アーム、座面にも施された繊
細なカーブの積み重ねが木の椅子を、クッションのいらない柔らかな座り心地に。薄い天板がすっ
きりとした存在感を放つテーブルをはじめ、家中に統一感を持たせることのできる、幅広い品揃
えです。

オーク材

REAL FURNITURE　掲載商品価格一覧

オーク無垢材ダイニングテーブル　 
61182797｜長方形1・幅220×奥行90×高さ72cm  消費税込195,000円
61182803｜長方形2・幅180×奥行85×高さ72cm  消費税込165,000円
61182810｜長方形3・幅150×奥行80×高さ72cm  消費税込145,000円

オーク無垢材ローテーブル
18017812｜幅135×奥行60×高さ35cm  消費税込119,000円

オーク無垢材ベンチ
47112627｜幅150×奥行39×高さ41cm  消費税込99,000円

オーク無垢材サイドテーブル
18017805｜幅39×奥行41×高さ47cm  消費税込59,000円

オーク無垢材サイドキャビネット
18020720｜幅180×奥行45×高さ58.5cm  消費税込198,000円

オーク無垢材AVボード
18132973｜幅180cm・幅180×奥行43×高さ27cm  消費税込119,000円
18026616｜幅150cm・幅150×奥行43×高さ27cm  消費税込109,000円
18026630｜扉付幅180cm・幅180×奥行47.5×高さ27cm  消費税込145,000円
18026623｜扉付幅150cm・幅150×奥行47.5×高さ27cm  消費税込135,000円

オーク無垢材シェルフ
18020737｜1段・幅60×奥行39×高さ47cm  消費税込65,000円
18020744｜2段・幅120×奥行39×高さ87cm  消費税込109,000円
18020751｜4段・幅120×奥行39×高さ167cm  消費税込179,000円

オーク無垢材フレームベッド　 
18013371｜クィーン・幅173×奥行205×高さ71.5cm  消費税込239,000円
18013388｜ダブル・幅153×奥行205×高さ71.5cm  消費税込219,000円

オーク無垢材チェア
61413464｜幅51×奥行50.5×高さ73cm  消費税込62,000円

ブナ無垢材チェア
76392422｜幅51×奥行50.5×高さ73cm  消費税込59,000円

ウォールナット無垢材チェア
76392439｜幅51×奥行50.5×高さ73cm  消費税込89,000円

オーク材ラウンジチェア　 
47118438｜アーム付・幅68×奥行61.5×高さ70cm  消費税込42,900円
76652939｜アームなし・幅60×奥行62×高さ70cm  消費税込28,900円

オーク材ダイニングチェア
47112610｜アーム付・幅56×奥行50.5×高さ75.5cm  消費税込31,900円
76606475｜アームなし・幅49×奥行50.5×高さ75.5cm  消費税込20,900円
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住まいや暮らしの自由な編集を、さまざまな視点からご提案する REAL FURNITURE。
無垢材の家具は、素材とサイズをお選びいただける「オーダーシステム」をご用意。本当にご自分にあった、サイズや素材の家具づくりをお手伝いします。

オーダーについて

■素材は4種類から、サイズは1cm単位でお選びいただけます。
「オーク」、「アルダー」、「アッシュ」、「ウォールナット」をご用意。木材そのままの風合いをいかした無垢材の家具は、日光や照明により飴色に変化し、使えば使うほど味わいが出てきます。

■取り扱い店舗
MUJI 新宿・無印良品 池袋西武・無印良品 グランフロント大阪  その他一部店舗での取り扱いとなります。  ※配送料が別途かかります。詳細は、店舗スタッフまでお問い合わせください。

REAL FURNITURE　オーダー価格表　価格は全て消費税込です。

無垢材ローテーブル

無垢材フレームベッド

オーク、アルダー、アッシュ材
幅 

（cm）
奥行（cm）

50～70 71～80

80
～120 18097456｜125,000円 18097487｜145,000円
121
～140 18097463｜135,000円 18097494｜150,000円
141
～160 18097470｜140,000円 18097500｜155,000円

オーク、アルダー、アッシュ材
シングル 18097357｜210,000円
セミダブル 18097364｜215,000円

ウォールナット材
シングル 18097333｜310,000円 ダブル 18097371｜350,000円
セミダブル 18097340｜320,000円 クィーン 18097388｜370,000円

ウォールナット材
幅 

（cm）
奥行（cm）

50～70 71～80

80
～120 18097395｜180,000円 18097425｜210,000円
121
～140 18097401｜190,000円 18097432｜220,000円
141
～160 18097418｜200,000円 18097449｜230,000円

B

A

C

B

A

C

無垢材ダイニングテーブル オーク、アルダー、アッシュ材

幅（cm） 脚位置
（cm）

奥行（cm）
80～90 91～100 101～110

A=53 B=13（幅170cm以下はCと同じ）
150～160 C=9.5 47137446｜160,000円 47137422｜165,000円 47137439｜170,000円
161～170 C=12.5 47137477｜170,000円 47137453｜175,000円 47137460｜180,000円
171～180 C=15.5 47137514｜180,000円 47137484｜185,000円 47137491｜190,000円
181～190 C=18.5 47137545｜190,000円 47137521｜195,000円 47137538｜200,000円
191～200 C=21 47137576｜200,000円 47137552｜205,000円 47137569｜210,000円
201～210 C=23.5 47137606｜210,000円 47137583｜215,000円 47137590｜220,000円
211～220 C=26 47137644｜215,000円 47137620｜220,000円 47137637｜225,500円
221～230 C=29 47137675｜220,000円 47137651｜225,000円 47137668｜230,000円
231～240 C=29 47137705｜225,000円 47137682｜230,000円 47137699｜235,000円
241～250 C=29 47138108｜230,000円 47138085｜235,000円 47138092｜240,000円

ウォールナット材
150～160 C=9.5 47137149｜245,000円 47137125｜250,000円 47137132｜255,000円
161～170 C=12.5 47137187｜255,000円 47137156｜260,000円 47137163｜265,000円
171～180 C=15.5 47137217｜265,000円 47137194｜270,000円 47137200｜275,000円
181～190 C=18.5 47137248｜275,000円 47137224｜280,000円 47137231｜285,000円
191～200 C=21 47137279｜285,000円 47137255｜290,000円 47137262｜295,000円
201～210 C=23.5 47137316｜295,000円 47137293｜300,000円 47137309｜305,000円
211～220 C=26 47137347｜300,000円 47137323｜305,000円 47137330｜310,000円
221～230 C=29 47137378｜305,000円 47137354｜310,000円 47137361｜315,000円
231～240 C=29 47137415｜310,000円 47137385｜315,000円 47137408｜320,000円
241～250 C=29 47138078｜315,000円 47138047｜320,000円 47138061｜325,000円
※天板の高さは72cm　※脚サイズ：5.5cm角　
※ 61907161｜高さ調整（脚カット）4,000円（消費税込）で、高さを1cm刻みで調整できます。（72cm以下）

B

A

C

B

A

C
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オーダーについて

無垢材ベンチ

無垢材AVボード［扉なし］

無垢材AVボード［扉あり］

オーク、アルダー、アッシュ材
幅（cm） 奥行39（cm）
40～60 47142594｜  90,000円
61～80 47142600｜  95,000円

81～100 47142617｜100,000円
101～120 47142624｜105,000円
121～140 47142631｜110,000円
141～150 47142648｜115,000円

ウォールナット材
幅（cm） 奥行39（cm）
40～60 47142273｜115,000円
61～80 47142280｜125,000円

81～100 47142297｜135,000円
101～120 47142303｜145,000円
121～140 47142310｜155,000円
141～150 47142327｜165,000円

オーク、アルダー、アッシュ材
幅（cm） 奥行40～50（cm）

100～130

1段

47424096｜135,000円
131～160 47424102｜150,000円
161～200 47424119｜165,000円

100～130

1段

18098033｜190,000円
131～160 18098040｜205,000円
161～200 18098057｜220,000円

ウォールナット材
幅（cm） 奥行40～50（cm）

100～130

1段

47424065｜180,000円
131～160 47424072｜200,000円
161～200 47424089｜220,000円

100～130

1段

18098002｜255,000円
131～160 18098019｜275,000円
161～200 18098026｜295,000円

B

A

C

B

A

C

B

A

C

無垢材シェルフ

B

A

C

オーク、アルダー、アッシュ材

段数 幅 
（cm）

奥行（cm）
～40 ～50

1段

～60 18097524｜  80,000円 18097531｜  85,000円
～90 18097548｜  85,000円 18097555｜  95,000円
～120 18097562｜  95,000円 18097579｜105,000円

2段

～60 18097609｜100,000円 18097616｜115,000円
～90 18097623｜115,000円 18097630｜130,000円
～120 18097586｜130,000円 18097593｜145,000円

3段

～60 18097661｜130,000円 18097678｜145,000円
～90 18097685｜145,000円 18097692｜160,000円
～120 18097647｜160,000円 18097654｜185,000円

4段

～60 18097722｜150,000円 18097739｜170,000円
～90 18097746｜170,000円 18097753｜195,000円
～120 18097708｜195,000円 18097715｜220,000円

ウォールナット材

段数 幅 
（cm）

奥行（cm）
～40 ～50

1段

～60 18097760｜110,000円 18097777｜120,000円
～90 18097784｜120,000円 18097791｜140,000円
～120 18097807｜140,000円 18097814｜155,000円

2段

～60 18097845｜145,000円 18097852｜160,000円
～90 18097869｜160,000円 18097876｜185,000円
～120 18097821｜185,000円 18097838｜215,000円

3段

～60 18097906｜185,000円 18097913｜205,000円
～90 18097920｜205,000円 18097937｜230,000円
～120 18097883｜230,000円 18097890｜270,000円

4段

～60 18097968｜215,000円 18097975｜250,000円
～90 18097982｜250,000円 18097999｜285,000円
～120 18097944｜285,000円 18097951｜305,000円

住まいや暮らしの自由な編集を、さまざまな視点からご提案する REAL FURNITURE。
無垢材の家具は、素材とサイズをお選びいただける「オーダーシステム」をご用意。本当にご自分にあった、サイズや素材の家具づくりをお手伝いします。

■素材は4種類から、サイズは1cm単位でお選びいただけます。
「オーク」、「アルダー」、「アッシュ」、「ウォールナット」をご用意。木材そのままの風合いをいかした無垢材の家具は、日光や照明により飴色に変化し、使えば使うほど味わいが出てきます。

■取り扱い店舗
MUJI 新宿・無印良品 池袋西武・無印良品 グランフロント大阪  その他一部店舗での取り扱いとなります。  ※配送料が別途かかります。詳細は、店舗スタッフまでお問い合わせください。

REAL FURNITURE　オーダー価格表　価格は全て消費税込です。
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無印良品は歴史的に意味をもつ2つの家具をリプロダクトしました。ひとつはドイツの家具メーカー、トーネット社が1859年につくった曲木の椅

子、「No.14」。もうひとつは1920年代、同じくドイツの芸術学校バウハウスのメンバーが生み出した、曲げパイプの家具です。無印良品はトー

ネット社の熟練した職人技と工場を活用し、合理的なデザインをおこない、生産時の無駄を省き、流通を簡略化しました。そして2つの家具を、誰

もが暮らしの中で当たり前に使える、本来あるべき姿へと蘇生させたのです。

manufactured by THONET

2008 MUJI No.14 1859 THONET No.14

manufactured by THONET　掲載商品価格一覧　生産：ドイツTHONET社

スチールパイプチェア
18123797｜ダークグレー  消費税込34,900円
幅51×奥行55.5×高さ71cm

スチールパイプデスク
61396231｜M・ダークグレー  消費税込38,900円
M・幅100×奥行62×高さ72cm

61396224｜L・ダークグレー  消費税込44,900円
L・幅120×奥行62×高さ72cm

スチールパイプデスク用シェルフ 
61396217｜ダークグレー  消費税込17,900円
幅29×奥行36×高さ36cm   3段タイプPP引き出し付

ブナ材曲木チェア・板座
18013173｜ナチュラル　 18013180｜ブラウン  消費税込32,900円
幅41.5×奥行51×高さ85cm

ブナ材曲木チェア・ケーン（籐）座
61412955｜ナチュラル　 61412962｜ブラウン  消費税込38,900円
幅41.5×奥行51×高さ85cm

ブナ材テーブル 
18013357｜S・ナチュラル　18013364｜S・ブラウン  消費税込47,900円
S・幅80×奥行80×高さ72cm

18013333｜L・ナチュラル　18013340｜L・ブラウン  消費税込54,900円
L・幅140×奥行80×高さ72cm

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

木材がもつ“しなり”の特性を、トーネット社の曲木技術で巧みに引
きだし活かすことで、必然的に生まれた美しい曲線です。背もたれ
は背中に自然にあたり安定感のあるパネル状に。座面はメンテナ
ンスのしやすい板座とネット座にしています。指一本で持てるほど
軽やかな、無印良品のNo.14チェアです。

曲木

最小限の構造、最小限のデザインを追求しました。「空気の上に座る」という発
想から生まれた片持ち脚の椅子は、見た目の軽やかさだけでなく、座ったときの
弾力が魅力です。デスクの天板には黒いMDF板を使い、着色の工程を簡略化。
コストを抑え、人や環境にも負荷の少ない方法を選んでいます。

パイプ



ソファ本体
ベーシックなデザインでどんな部屋にも合わせやすく、パーツを交換しながらながく使えるソファです。
フェザー・ポケットコイル、ウレタン・ポケットコイルの2種類からお好みの座り心地を選べます。
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詳しい商品情報はこちら

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

ソファ本体・フェザー・ポケットコイル�  ［10月］

82846256｜3シーター ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込89,900円
幅227×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅184×奥行57×高さ43cm（脚・高さ10cm取り付け時）

82846249｜2.5シーター ＋共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込69,900円
幅193×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅153×奥行57×高さ43cm（脚・高さ10cm取り付け時）

82846232｜2シーター ＋共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込59,900円
幅162×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅124×奥行57×高さ43cm（脚・高さ10cm取り付け時）

［3シーター］
構造部材 本体：合板、金属（鋼）、プラスチックボード（ポリプロピレン）
［2.5シーター・2シーター］
構造部材 本体：合板、金属（鋼）、プラスチックボード（ポリプロピレン）
［共通］
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム、鋼製ばね（Sばね）、スチールワイヤー
 背クッション：フェザー、ウレタンフォーム
 座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

3シーター：組立式 

2シーター・2.5シーター： 

木製脚・床下10cmタイプ・ナチュラル

3シーター

ソファ本体・フェザー・ポケットコイル・ハイバックタイプ�  ［10月］

82846294｜2.5シーター ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込79,900円
幅193×奥行90.5×高さ93.5cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅153×奥行57×高さ43cm（脚・高さ10cm取り付け時）
構造部材 本体：金属（鋼）、合板、プラスチックボード（ポリプロピレン）　ヘッドサポート：金属（鋼）
表面加工 ヘッドサポート：エポキシポリエステル樹脂粉体塗装
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿　ヘッドサポート：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム、鋼製ばね（Sばね）、スチールワイヤー
 背クッション・ヘッドサポート：フェザー、ウレタンフォーム
 座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

木製脚・床下10cmタイプ・ナチュラル

ソファ本体・フェザー・ポケットコイル・3シーター、オットマン、ソファカバー（洗いざらしの綿帆布・生成） ソファ本体・フェザー・ポケットコイル・ハイバックタイプ、ソファカバー（綿デニム・ブルー）
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別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 1人で組み立て可能

木製脚・床下10cmタイプ・ナチュラル

ソファ本体・ウレタン・ポケットコイル�  ［10月］

82846263｜3シーター ＋共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込69,900円
幅227×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅184×奥行56×高さ40.5cm（脚・高さ10cm取り付け時）

82846218｜2.5シーター ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込59,900円
幅193×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅154×奥行56×高さ40.5cm（脚・高さ10cm取り付け時）

82846201｜2シーター ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込49,900円
幅162×奥行90.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅124×奥行56×高さ40.5cm（脚・高さ10cm取り付け時）

82846225｜1シーター ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込29,900円
幅77.5×奥行85.5×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅54.5×奥行49×高さ40.5cm（脚・高さ10cm取り付け時）

［3シーター］
構造部材 本体：合板、金属（鋼）、天然木
［2.5シーター・2シーター］
構造部材 本体：金属（鋼）、合板、プラスチックボード（ポリプロピレン）
［1シーター］
構造部材 本体：合板、天然木
［共通］
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム、鋼製ばね（Sばね）、スチールワイヤー
 背クッション：ウレタンフォーム
 座クッション：ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

2シーター

ソファ本体・オットマン・ウレタン・ポケットコイル�  ［10月］ 

82844603｜ ＋  共通脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込14,900円
幅80×奥行63×高さ42cm（脚・高さ10cm取り付け時）
構造部材 本体：天然木、合板
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム　座クッション：ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

ソファの脚の高さは「12cm」「10cm」「5cm」の3サイズから、
素材・色は「木製脚・ナチュラル」「木製脚・ブラウン」「スチール脚・黒」の
3種から、お好みに合わせてお選びいただけます。

共通脚

10cmタイプ
ブラウン

10cmタイプ
ナチュラル

10cmタイプ

スチール脚・4本組�
床下12cmタイプ 02528898

床下10cmタイプ 02528881  
床下5cmタイプ 82583076  各消費税込2,000円

 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

木製脚・4本組�
 ナチュラル ブラウン
床下12cmタイプ 02529406  02529413

床下10cmタイプ 02528867  02528874  

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装

ソファ本体・フェザー・ポケットコイル・カウチタイプ�  ［10月］

82846270｜右・3シーター ※座クッションカウチ部分が向かって左 ＋共通脚・床下10cmタイプ×2　 

82846287｜左・3シーター ※座クッションカウチ部分が向かって右 ＋共通脚・床下10cmタイプ×2 

 組み合わせ価格 各消費税込104,900円
幅227×奥行150×高さ80cm（脚・高さ10cm取り付け時） 
座面：約幅184×奥行57×高さ43cm（脚・高さ10cm取り付け時）
構造部材 本体：合板、金属（鋼）、プラスチックボード（ポリプロピレン）　カウチベース：金属（鋼）、合板
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム、鋼製ばね（Sばね）、スチールワイヤー
  背クッション：フェザー、ウレタンフォーム
  座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

組立式 

木製脚・床下10cmタイプ・ナチュラル

左・3シーター

ソファ本体・オットマン・フェザー・ポケットコイル�  ［10月］

82844597｜＋  木製脚・床下10cmタイプ 組み合わせ価格 消費税込24,900円
幅80×奥行63×高さ44cm（脚・高さ10cm取り付け時）
構造部材 本体：合板
張り材 本体：ポリエステル　クッション：ポリエステル、綿
クッション材 本体：ウレタンフォーム　座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）



ソファ本体・カバー 価格表
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・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

詳しい商品情報はこちら

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、取
扱説明書にてご確認ください。　※洗いざらしの綿帆布ソファカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のソファカバーはすべてドライクリーニングできます。　※クリーニ
ングにより多少縮みが生じます。　※旧タイプ「ソファ ワイドアーム（2007）」、「ソファ本体（2005）」用カバーは、一部限定生地にてオーダーができます。詳しくは店頭
スタッフにご確認ください。

ソファ本体

3シーター 2.5シーター 2シーター 1シーター オットマン

フェザー
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル
カウチ
タイプ（右）

フェザー
ポケット
コイル
カウチ
タイプ（左）

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル
ハイバック
タイプ

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

洗いざらしの綿帆布【洗濯機】 19,900円 23,900円 23,900円 18,900円 16,900円 20,900円 15,900円 13,900円 12,900円 10,900円 5,490円 4,990円

生成 82583373 82583465 82583472 82583403 82583380 82583489 82583410 82583397 82583427 82583434 82583441 82583458

ベージュ 82583694 82583786 82583793 82583724 82583700 82583809 82583731 82583717 82583748 82583755 82583762 82583779

ブラウン 82584325 82584417 82584424 82584356 82584332 82584431 82584363 82584349 82584370 82584387 82584394 82584400

ネイビー 82584653 82584745 82584752 82584684 82584660 82584769 82584691 82584677 82584707 82584714 82584721 82584738

グレー 82584028 82584110 82584127 82584059 82584035 82584134 82584066 82584042 82584073 82584080 82584097 82584103

ポリエステル平織（オーダー） 25,000円 31,000円 31,000円 24,000円 22,000円 27,000円 21,000円 19,000円 18,000円 13,000円 7,000円 6,500円

グレーベージュ 82072778 82072860 82072877 82072808 82072785 82072884 82072815 82072792 82072822 82072839 82072846 82072853

ブラウン 82072945 82073034 82073041 82072976 82072952 82073058 82072983 82072969 82072990 82073003 82073010 82073027

ライトベージュ 82073119 82073201 82073218 82073140 82073126 82073225 82073157 82073133 82073164 82073171 82073188 82073195

ネイビー 82073287 82073379 82073386 82073317 82073294 82073393 82073324 82073300 82073331 82073348 82073355 82073362

ダークグリーン 82073454 82078213 82078220 82073485 82073461 82078237 82073492 82073478 82073508 82078183 82078190 82078206

チャコール 82073553 82073645 82073652 82073584 82073560 82073669 82073591 82073577 82073607 82073614 82073621 82073638

綿ポリエステル変り織 27,900円 32,900円 32,900円 26,900円 24,900円 28,900円 23,900円 21,900円 19,900円 13,900円 7,490円 6,990円

ベージュ 82074239 82074321 82074338 82074260 82074246 82074345 82074277 82074253 82074284 82074291 82074307 82074314

ブラウン 82074406 82074499 82074505 82074437 82074413 82074512 82074444 82074420 82074451 82074468 82074475 82074482

綿ポリエステル変り織（オーダー） 33,000円 41,000円 41,000円 32,000円 30,000円 36,000円 29,000円 27,000円 26,000円 16,000円 9,000円 8,500円

ダークブラウン 82074574 82074666 82074673 82074604 82074581 82074680 82074611 82074598 82074628 82074635 82074642 82074659

綿太番手 27,900円 32,900円 32,900円 26,900円 24,900円 28,900円 23,900円 21,900円 19,900円 13,900円 7,490円 6,990円

ベージュ 82077971 82078060 82078077 82078008 82077988 82078084 82078015 82077995 82078022 82078039 82078046 82078053

ブラウン 82078145 82078305 82078312 82078176 82078152 82078329 82078251 82078169 82078268 82078275 82078282 82078299

ダークブラウン 82078381 82078473 82078480 82078411 82078398 82078497 82078428 82078404 82078435 82078442 82078459 82078466

本体

カバー
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・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。
そのため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、取扱説明書にてご確認ください。　
※洗いざらしの綿帆布ソファカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のソファカバーはすべてドライクリーニングできます。　
※クリーニングにより多少縮みが生じます。　
※旧タイプ「ソファ ワイドアーム（2007）」、「ソファ本体（2005）」用カバーは、一部限定生地にてオーダーができます。詳しくは店頭スタッフにご確認ください。

ソファ本体

3シーター 2.5シーター 2シーター 1シーター オットマン

フェザー
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル
カウチ
タイプ（右）

フェザー
ポケット
コイル
カウチ
タイプ（左）

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル
ハイバック
タイプ

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

フェザー
ポケット
コイル

ウレタン
ポケット
コイル

綿麻バスケット織 27,900円 32,900円 32,900円 26,900円 24,900円 28,900円 23,900円 21,900円 19,900円 13,900円 7,490円 6,990円

生成 82584950 82585049 82585056 82584981 82584967 82585063 82584998 82584974 82585001 82585018 82585025 82585032

ベージュ 82585254 82585346 82585353 82585285 82585261 82585360 82585292 82585278 82585308 82585315 82585322 82585339

チャコール 82585551 82585643 82585650 82585582 82585568 82585667 82585599 82585575 82585605 82585612 82585629 82585636

綿シェニール 27,900円 32,900円 32,900円 26,900円 24,900円 28,900円 23,900円 21,900円 19,900円 13,900円 7,490円 6,990円

ライトグレー 82075250 82075342 82075359 82075281 82075267 82075366 82075298 82075274 82075304 82075311 82075328 82075335

綿シェニール（オーダー） 33,000円 41,000円 41,000円 32,000円 30,000円 36,000円 29,000円 27,000円 26,000円 16,000円 9,000円 8,500円

チャコール 82075427 82075519 82075526 82075458 82075434 82075533 82075465 82075441 82075472 82075489 82075496 82075502

ブラウン 82075595 82075687 82075694 82075625 82075601 82075700 82075632 82075618 82075649 82075656 82075663 82075670

ブルー 82075762 82075854 82075861 82075793 82075779 82075878 82075809 82075786 82075816 82075823 82075830 82075847

綿デニム 27,900円 32,900円 32,900円 26,900円 24,900円 28,900円 23,900円 21,900円 19,900円 13,900円 7,490円 6,990円

ブルー 82074918 82075007 82075014 82074949 82074925 82075021 82074956 82074932 82074963 82074970 82074987 82074994

ネイビー 82075083 82075175 82075182 82075113 82075090 82075199 82075120 82075106 82075137 82075144 82075151 82075168

綿デニム（オーダー） 33,000円 41,000円 41,000円 32,000円 30,000円 36,000円 29,000円 27,000円 26,000円 16,000円 9,000円 8,500円

ヒッコリー 82074741 82074833 82074840 82074772 82074758 82074857 82074789 82074765 82074796 82074802 82074819 82074826

麻太番手平織（オーダー） 41,000円 50,000円 50,000円 40,000円 38,000円 46,000円 37,000円 35,000円 34,000円 20,000円 10,000円 9,500円

オフ白 82076448 82076530 82076547 82076479 82076455 82076554 82076486 82076462 82076493 82076509 82076516 82076523

生成 82076615 82076707 82076714 82076646 82076622 82076721 82076653 82076639 82076660 82076677 82076684 82076691

チャコール 82585858 82585940 82585957 82585889 82585865 82585964 82585896 82585872 82585902 82585919 82585926 82585933

本体

カバー



フェザーをたっぷり入れ、ふっくらとした座り心地です。
永く使っても型崩れしにくく、革本来のやわらかさをお楽しみいただけます。

ソファ本体・革張り

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 ソファ本体・革張り
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詳しい商品情報はこちら

ソファの脚の高さは「12cm」「10cm」「5cm」の3サイズから、
素材・色は「木製脚・ナチュラル」「木製脚・ブラウン」「スチール脚・黒」の
3種から、お好みに合わせてお選びいただけます。

共通脚

10cmタイプ
ブラウン

10cmタイプ
ナチュラル

木製脚・4本組�

ソファ本体・オットマン・革張り・フェザー・ポケットコイル�  ［10月］   
82844504｜アイボリー 
82844559｜ブラウン 
82844665｜ブラック  各消費税込47,900円
幅80×奥行63×高さ44cm
構造部材 本体：合板
張り材 本体・クッション：牛革
クッション材 本体：ウレタンフォーム
 座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、
 鋼製ばね（コイルスプリング）

ソファ本体・革張り・フェザー・ポケットコイル�  ［10月］   

82844474｜2シーター／アイボリー

82844528｜2シーター／ブラウン

82844573｜2シーター／ブラック
+木製脚・床下10cmタイプ

組み合わせ価格  各消費税込139,900円
約幅162×奥行90.5×高さ80cm

82844481｜2.5シーター／アイボリー

82844535｜2.5シーター／ブラウン

82844580｜2.5シーター／ブラック
+木製脚・床下10cmタイプ

組み合わせ価格  各消費税込159,900円
約幅193×奥行90.5×高さ80cm

82844498｜3シーター／アイボリー

82844542｜3シーター／ブラウン

82844658｜3シーター／ブラック
+木製脚・床下10cmタイプ

組み合わせ価格  各消費税込179,900円
約幅227×奥行90.5×高さ80cm

構造部材 本体：金属（鋼）、合板、プラスチックボード（ポリプロピレン）
張り材 本体・クッション：牛革
クッション材 本体：ウレタンフォーム、鋼製ばね（Sばね）、スチールワイヤー
 背クッション：フェザー、ウレタンフォーム
 座クッション：フェザー、ウレタンフォーム、鋼製ばね（コイルスプリング）

 

3シーター

10cmタイプ

スチール脚・4本組�
床下12cmタイプ 02528898

床下10cmタイプ 02528881  
床下5cmタイプ 82583706  各消費税込2,000円

 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

 ナチュラル ブラウン
床下12cmタイプ 02529406  02529413

床下10cmタイプ 02528867  02528874  

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装

ブラウン ブラックアイボリーアイボリー



座る。寝る。を考えたソファです。
シンプルな木製のフレームに座り心地の良いクッションを乗せたシンプルなソファです。

板と脚でできた木製ソファフレーム

板と脚でできた木製ソファフレーム
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詳しい商品情報はこちら

高さを選べるソファ

木製ソファフレーム本体 ［11月］
44078808｜オーク材突板・2.5シーター  組み合わせ価格 消費税込59,900円
幅190×奥行90×高さ82cm（脚・高さ10cm取り付け時）

44078815｜オーク材突板・2シーター  組み合わせ価格 消費税込49,900円
幅160×奥行90×高さ82cm（脚・高さ10cm取り付け時）

構造部材 本体：天然木化粧積層材（オーク材突板）・金属（鋼）
表面加工 木部：ラッカー塗装、金属部：エポキシ樹脂粉体塗装
張り材 本体：積層材、クッション：綿・ポリエステル
背クッション ウレタンフォーム、フェザー、ポリエステル綿
座クッション ウレタンフォーム、フェザー、ポリエステル綿、鋼製ばね（コイルスプリング）
アームクッション ウレタンフォーム、ポリエステル綿

木製ソファフレーム用洗いざらし綿帆布カバー  ［11月］

2Ｓ用 82967876｜ベージュ　 消費税込11,900円 82967883｜ブラウン 円

2.5Ｓ用 82967913｜ベージュ 消費税込14,900円 82967920｜ブラウン
消費税込11,900
消費税込14,900円

ベージュ ブラウン

ソファの脚の高さは「20cm」「12cm」「10cm」「5cm」の4サイズから、
素材・色は「木製脚・ナチュラル」「木製脚・ブラウン」「スチール脚・黒」の
3種から、お好みに合わせてお選びいただけます。

共通脚

10cmタイプ
ブラウン

10cmタイプ
ナチュラル

10cmタイプ

スチール脚・4本組 
床下20cmタイプ 02528904

床下12cmタイプ 02528898

床下10cmタイプ 02528881

床下5cmタイプ 82583076 各消費税込2,000円
 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

木製脚・4本組 
ナチュラル ブラウン

床下20cmタイプ 02528355 02529437

床下12cmタイプ 02529406 02529413

床下10cmタイプ 02528867 02528874

床下5cmタイプ 82579703 82579710 各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装

木製ソファフレーム用綿麻バスケット織カバー ［11月］

2Ｓ用 82967890｜生成 消費税込16,900円 82967906｜チャコール 消費税込16,900円
2.5Ｓ用 82967937｜生成 消費税込19,900円 82967944｜チャコール 消費税込19,900円

生成 チャコール

木製ソファフレーム本体・2.5シーター、綿麻バスケット織カバー・チャコール

2シーター

脚の高さを選べます。

別売りの脚との組み合わせで、高さが選べます。
5cm

20cm
くらしに合わせて選べます。



くつろぎのかたちに合わせて、自由に変形する体にフィットするソファ。
微粒子ビーズが入っているので、体型に合わせて包み込まれる座り心地です。置き方によって座り心地が選べます。

体にフィットするソファ

体にフィットするソファ
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詳しい商品情報はこちら

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

体にフィットするソファ・本体�
61049182    消費税込9,990円
体にフィットするソファ・本体＋カバー各種 組み合わせ価格 消費税込12,980円～
幅65×奥行65×高さ43cm 
本体・中袋： ポリエステル100%　詰め物：微粒子ビーズ（ポリスチレン）

※本体のみでの使用はできません。必ずカバーと併用してください。
※本体は洗濯できません。

かたい面

やわらかい面 かたい面

やわらかい面

「横置き」で座る
腰から首までを包み込んで
思いのままの姿勢を保ちま
す。読書やテレビ鑑賞に
最適。

「縦置き」で座る
円状にひろがり深く沈み込
んで全身をあずけられます。
お昼寝に最適。

体にフィットするソファ用綿帆布カバー   � ［9月］

44105665｜生成 各消費税込2,990円
カバー・側生地： ストレッチ素材部分（ポリエステル100%）、布帛素材部分（綿100%）【洗濯機】

※カバーはクリーニングにより多少縮みが生じます。 

44105603｜ブラウン 44105610｜グレー 44105627｜ネイビー 



体にフィットするソファ
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

体にフィットするソファ・クッション・セット・綿デニム�  

38755821｜ヒッコリー 44215302｜ネイビー 各消費税込4,990円
幅43×奥行30×高さ30cm 
本体 詰め物：微粒子ビーズ 
カバー・側生地：ストレッチ素材部分（ポリエステル100%）、布帛素材部分（綿100%）【洗濯機】

体にフィットするソファと同じビーズ、生地でつくったクッションです。クッションとしてはもちろん、オットマンやアー
ムなど様々な使い方ができます。本体とカバーのセットです。

※カバーはクリーニングにより多少縮みが生じます。

体にフィットするソファ用補充クッション� ［1月］  

82960501｜約1ｋｇ　 消費税込2,490円
側生地：ポリエステル、詰め物：ポリスチレン（発泡ビーズ）

補充クッションの詰め方
カバーのファスナーを開いて、へたった本体の上に補充クッションを乗せるだけです。

Before After

体にフィットするソファ・小・セット・綿デニム�  

02793678｜ヒッコリー 02793654｜ネイビー 各消費税込8,990円
幅45×奥行45×高さ33cm 
本体 詰め物：微粒子ビーズ 
カバー・側生地：ストレッチ素材部分（ポリエステル100%）、布帛素材部分（綿100%）【洗濯機】

体にフィットするソファを、コンパクトなサイズにしました。包み込まれるような座り心地は変わらず、軽量で持
ち運びしやすいサイズです。本体とカバーのセットです。

※カバーはクリーニングにより多少縮みが生じます。

体にフィットするソファカバー・綿デニム�
37287600｜ヒッコリー 44105634｜ネイビー 各消費税込4,990円
幅65×奥行65×高さ43cm

カバー・側生地： ストレッチ素材部分（ポリエステル100%）、布帛素材部分（綿100%）【洗濯機】

※カバーはクリーニングにより多少縮みが生じます。 

本体がへたった際に使用すると、未使用時の座り心地へ近づけます。「へたりを改善したい」というお客様からのご要望が非常に多かったため商品化しました。補充用パーツ



くらしや間取りに合わせて自由に組み合わせられるユニット式のソファです。
コンパクトなソファから、連結したソファセットまで組み合わせは多様です。座面の構造にこだわり、ふっくらとした座り心地が特長です。

ユニットソファ

ユニットソファ

 

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能
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詳しい商品情報はこちら

ユニットソファ本体・アーム付・小�
（モールドクッション仕様）�

02527952   消費税込29,900円
幅82×奥行82×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ本体・アーム付・大・幅98cm�
（モールドクッション仕様）�

02527983   消費税込34,900円
幅98×奥行98×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ本体・アームレス・小�
（モールドクッション仕様）�

02527969   消費税込24,900円
幅61×奥行82×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ本体・アームレス・大・幅77cm�
（モールドクッション仕様）�

02527990   消費税込29,900円
幅77×奥行98×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ本体・オットマン・小�
（モールドクッション仕様）�

02527976   消費税込17,900円
幅61×奥行61×高さ37cm

ユニットソファ本体・オットマン・大・幅77cm�
（モールドクッション仕様）�

02528003   消費税込19,900円
幅77×奥行77×高さ37cm

ユニットソファ本体・大、ソファカバー（綿シェニール・ライトグレー） ユニットソファ本体・大、ソファカバー（綿デニム・ブルー）



ユニットソファ組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能
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［アーム付、アームレス］
クッション部： （ベース） ポリプロピレン 

  （クッション） ウレタンフォーム・ポリエステルわた 
  （張り材） ポリエステル100％

ベース：合板　ウレタン樹脂塗装
脚部：ポリプロピレン

［ハーフアーム付、ハーフバックレスト］
クッション部： （座ベース） ポリプロピレン 

  （背・アームベース） 合板・繊維板 
  （クッション） ウレタンフォーム・ポリエステルわた 
  （張り材） ポリエステル100％

ベース：合板　ウレタン樹脂塗装
脚部：ポリプロピレン

［オットマン］
クッション部： （ベース） ポリプロピレン 

  （クッション） ウレタンフォーム・ポリエステルわた 
  （張り材） ポリエステル100％

脚部：ポリプロピレン

ユニットソファ本体連結パーツ・2個セット� ［11月］  

82961584　 消費税込490円
ポリプロピレン

本体のズレを防止するパーツです。脚に挟み込む仕様です。

ユニットソファ本体・ハーフアーム付・大（右）
02528010   消費税込27,900円
幅98×奥行98×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ・羽根クッション�
38666349  消費税込2,990円
約61×61×13cm 
クッション材：羽根・ウレタンフォーム

ユニットソファ本体・ハーフアーム付・大（左）
02528027   消費税込27,900円
幅98×奥行98×高さ66（座面高37）cm

ユニットソファ本体・ハーフバックレスト・大
02528034   消費税込22,900円
幅77×奥行98×高さ66（座面高37）cm



ユニットソファ・カバー 価格表

ユニットソファ・カバー 価格表
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・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

詳しい商品情報はこちら

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、
取扱説明書にてご確認ください。　※洗いざらしの綿帆布ソファカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のソファカバーはすべてドライクリーニングできます。　
※クリーニングにより多少縮みが生じます。

ユニットソファ

アーム付 ハーフアーム

ハーフ
バックレスト・
大

アームレス オットマン

羽根
クッション大・幅98cm 小 大（右） 大（左） 大・幅77cm 小 大・幅77cm 小

洗いざらしの綿帆布【洗濯機】 11,900円 9,990円 10,900円 10,900円 8,990円 9,990円 7,990円 7,990円 5,990円 1,990円

生成 82583496 82583502 82583519 82583526 82583533 82583540 82583557 82583564 82583571 82583588

ベージュ 82583816 82583823 82583830 82583847 82583854 82583861 82583878 82583885 82583892 82583908

ブラウン 82584448 82584455 82584462 82584479 82584486 82584493 82584509 82584516 82584523 82584530

ネイビー 82584776 82584783 82584790 82584806 82584813 82584820 82584837 82584844 82584851 82584868

グレー 82584141 82584158 82584165 82584172 82584189 82584196 82584202 82584219 82584226 82584233

ポリエステル平織 13,900円 12,000円 13,000円 13,000円 11,000円 11,900円 10,000円

グレーベージュ 38989820 38732501 02851903 02851910 02851927 38989837 38732518
38989844

9,990円
38732525

8,000円
38989851

2,990円

ブラウン 38989783 38732433 02851934 02851941 02851958 38989790 38732440
02527761

9,490円
02528096

7,490円
02884208

2,790円

ライトベージュ 38990680 37412255 02851965 02851972 02851989 38990697 37412262
38990703

9,990円
37412279

8,000円
38990710

2,990円

ネイビー 38990642 37411142 02851996 02852009 02852016 38990659 37411159 02527747

9,490円

02527754

02527778

7,490円

02527785

02527617

2,790円

02528065ダークグリーン 38990727 37523623 02852023 02852030 02852047 38990734 37524200

チャコール 38990963 15415861 02852054 02852061 02852078 38990970 15415878
38990987

9,990円
15415885

8,000円
38990994

2,990円

綿ポリエステル変り織 14,900円 12,900円 13,900円 13,900円 11,900円 12,900円 10,900円 10,900円 7,990円 2,990円

ベージュ 02884871 02884789 82265989 82265996 82266023 02884895 02884802 02884918 02884826 02884932

ブラウン 02884888 02884796 82266009 82266016 82266030 02884901 02884819 02884925 02884833 02884949

綿ポリエステル変り織（オーダー） 16,900円 15,000円 16,000円 16,000円 14,000円 14,900円 13,000円 11,900円 10,000円 3,990円

ダークブラウン 02886028 02885137 02886141 02886158 02886165 02886035 02885144 02886042 02885151 02886059

綿太番手 14,900円 12,900円 13,900円 13,900円 11,900円 12,900円 10,900円 10,900円 7,990円 2,990円

ベージュ 82008685 82008722 82008753 82008760 82008777 82008692 82008739 82008708 82008746 82008715

ブラウン 82008784 82008821 82008852 82008869 82008876 82008791 82008838 82008807 82008845 82008814

ダークブラウン 82008883 82008920 82008951 82008968 82008975 82008890 82008937 82008906 82008944 82008913

本体

カバー



ユニットソファ・カバー 価格表
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・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。
そのため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、取扱説明書にてご確認ください。　
※洗いざらしの綿帆布ソファカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のソファカバーはすべてドライクリーニングできます。　
※クリーニングにより多少縮みが生じます。

ユニットソファ

アーム付 ハーフアーム

ハーフ
バックレスト・
大

アームレス オットマン

羽根
クッション大・幅98cm 小 大（右） 大（左） 大・幅77cm 小 大・幅77cm 小

綿麻バスケット織 14,900円 12,900円 13,900円 13,900円 11,900円 12,900円 10,900円 10,900円 7,990円 2,990円

生成 82585070 82585087 82585094 82585100 82585117 82585124 82585131 82585148 82585155 82585162

ベージュ 82585377 82585384 82585391 82585407 82585414 82585421 82585438 82585445 82585452 82585469

チャコール 82585674 82585681 82585698 82585704 82585711 82585728 82585735 82585742 82585759 82585766

綿シェニール 14,900円 12,900円 13,900円 13,900円 11,900円 12,900円 10,900円 10,900円 7,990円 2,990円

ライトグレー 38989462 15449149 02527624 02527631 02527662 38989479 15449156 38989486 15449163 38989493

綿シェニール（オーダー） 16,900円 15,000円 16,000円 16,000円 14,000円 14,900円 13,000円 11,900円 10,000円 3,990円

チャコール 38990123 15460274 02852269 02852276 02852283 38990130 15460281 38990147 15460298 38990154

ブラウン 38990000 15449408 02852290 02852306 02852313 38990017 15449415 38990024 15449422 38990031

ブルー 38990048 15450848 02852320 02852337 02852344 38990055 15450855 38990062 15450886 38990079

綿デニム 14,900円 12,900円 13,900円 13,900円 11,900円 12,900円 10,900円 10,900円 7,990円 2,990円

ブルー 38990284 38732891 02528102 02528119 02528140 38990291 38732907 38990307 38732914 38990314

ネイビー 38990321 38732921 02528126 02528133 02528157 38990338 38732938 38990345 38732945 38990352

綿デニム（オーダー） 16,900円 15,000円 16,000円 16,000円 14,000円 14,900円 13,000円 11,900円 10,000円 3,990円

ヒッコリー 38990604 37408562 02852207 02852214 02852221 38990611 37408579 38990628 37408586 38990635

麻太番手平織（オーダー） 20,900円 19,000円 20,000円 20,000円 18,000円 18,900円 17,000円 14,900円 13,000円 4,990円

オフ白 38990161 15461097 02853617 02853624 02853631 38990178 15461219 38990185 15462551 38990192

生成 38990208 15469895 02852474 02852481 02852498 38990215 15469901 38990222 15469918 38990239

チャコール 82585971 82585988 82585995 82586008 82586015 82586022 82586039 82586046 82586053 82586060

本体

カバー



ハイバックリクライニングソファ
背面とヘッドレストはお好みの角度に調整して、ゆったりと体をあずけてリラックスできます。 
気持ちよさを追求した、ハイバック式パーソナルソファです。

 

ハイバックリクライニングソファ
78

・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

詳しい商品情報はこちら

ハイバックリクライニングソファ・本体・オットマン�
02405113   消費税込14,900円
ハイバックリクライニングソファ・本体・オットマン＋カバー各種 

組み合わせ価格 消費税込17,890円～
幅68.5×奥行43×高さ38cm
構造部材 本体フレーム：金属（鋼）　脚部：天然木（オーク材）
表面加工 脚部：ウレタン樹脂塗装
張り材：ポリエステル100%
クッション材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた

※必ず別売のカバーをかけた状態でご使用ください。
※写真のハイバックリクライニングソファ・本体・1シーター、オットマンには、綿シェ
ニール／ライトグレー（別売）を装着しています。

ハイバックリクライニングソファ・本体・1シーター� �
02405236   消費税込29,900円
ハイバックリクライニングソファ・本体・1シーター＋カバー各種 

組み合わせ価格 消費税込44,800円～
幅74×奥行114～134.5×高さ66.5～89.5（座面高38）cm
構造部材 本体フレーム：金属（鋼）　脚部：天然木（オーク材）
表面加工 脚部：ウレタン樹脂塗装
張り材：ポリエステル100%
クッション材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた、鋼製ばね（Sばね）

1シーター

オットマン

ハイバックリクライニングソファ

本体・
1シーター オットマン

洗いざらしの綿帆布
【洗濯機】 14,900円 2,990円

生成 82583625 82583632

ベージュ 82583946 82583953

ブラウン 82584578 82584585

ネイビー 82584905 82584912

グレー 82584271 82584288

ポリエステル平織
（オーダー） 17,000円 4,000円

グレー
ベージュ

37154704 37158139

ブラウン 37154711 37158146

ライト
ベージュ

37413320 37415607

ネイビー 37411302 37415553

ダーク
グリーン

37524651 37525344

チャコール 37155404 37158184

本体

カバー

ハイバックリクライニングソファ

本体・
1シーター オットマン

綿ポリエステル
変り織 18,900円 4,990円

ベージュ 02884512 02884536

ブラウン 02884529 02884543

綿ポリエステル
変り織（オーダー） 23,000円 6,000円

ダーク
ブラウン

02885755 02885762

綿太番手 18,900円 4,990円

ベージュ 82007916 82007923

ブラウン 82007930 82007947

ダーク
ブラウン

82007954 82007961

綿麻バスケット織 18,900円 4,990円

生成 82585209 82585216

ベージュ 82585506 82585513

チャコール 82585803 82585810

本体

カバー

ハイバックリクライニングソファ

本体・
1シーター オットマン

綿シェニール 18,900円 4,990円

ライト
グレー

02477004 02477042

綿シェニール（オーダー） 23,000円 6,000円

チャコール 37155930 37158474

ブラウン 37155947 37158481

ブルー 37156241 37158498

綿デニム 18,900円 4,990円

ブルー 02476984 02477028

ネイビー 02476991 02477035

綿デニム（オーダー） 23,000円 6,000円

ヒッコリー 37409293 37415508

麻太番手平織（オーダー） 29,000円 7,000円

オフ白 37156258 37158504

生成 37156265 37158559

チャコール 82586107 82586114

本体

カバー



リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ
コンパクトなスペースで快適に過ごす。そんなコンセプトから生まれた商品です。
ゆったりと使える奥行80cmのテーブルもご用意しています。

 

リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ
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詳しい商品情報はこちら

別売のパーツがある商品 組立式＋組立所要時間（分）

2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品

 1・奥行65cm

リビングでもダイニングでもつかえる�テーブル・ウォールナット材�  

82598490｜1・奥行65cm 消費税込39,900円
幅150×奥行65×高さ60cm

82598506｜2・奥行65cm 消費税込34,900円
幅130×奥行65×高さ60cm

82598513｜3・奥行80cm 消費税込54,900円
幅150×奥行80×高さ60cm

82598520｜4・奥行80cm 消費税込49,900円
幅130×奥行80×高さ60cm

本体：天然木化粧合板（ウォールナット材突板）

 2・奥行65cm

リビングでもダイニングでもつかえる�テーブル・オーク材�
 82598414｜1・奥行65cm 消費税込34,900円
幅150×奥行65×高さ60cm

82598421｜2・奥行65cm 消費税込29,900円
幅130×奥行65×高さ60cm

82598438｜3・奥行80cm    消費税込49,900円
幅150×奥行80×高さ60cm

82598445｜4・奥行80cm    消費税込44,900円
幅130×奥行80×高さ60cm

本体：天然木化粧合板（オーク材突板）

奥行65cmの側面 奥行80cmの側面

テーブル4・奥行80cm ウォールナット材、ソファカバー（ポリエステル平織・ダークグリーン） テーブル2・奥行65cm オーク材、ソファカバー（綿ポリエステル変り織・ベージュ）



リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ
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組立式＋組立所要時間（分）別売のパーツがある商品 2人以上で組み立て可能

リビングでもダイニングでもつかえる�ソファチェア�
（モールドクッション仕様）・オーク材

82598469  消費税込24,900円
幅55×奥行78×高さ77（座面高41）cm
フレーム：積層材（オーク材突板）
座面張り材：ポリエステル　クッション中材：モールドウレタン

落ち着いて座れる高さと、あぐらもかけるゆったりとしたサイズにこ
だわりました。クッションをモールドウレタン仕様に変更し、座り心地、
耐久性がアップしました。

※ 必ず別売のカバーをかけた状態でご使用ください。カバーはP.81「リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ・カバー 価格表」にてお選びいただけます。
※写真のソファチェアには、洗いざらしの綿帆布／生成（別売）を装着しています。

リビングでもダイニングでもつかえる�ソファチェア�
（モールドクッション仕様）・ウォールナット材

82598537   消費税込29,900円
幅55×奥行78×高さ77（座面高41）cm
フレーム：積層材（ウォールナット材突板）
座面張り材：ポリエステル　クッション中材：モールドウレタン

 連結プレート

リビングでもダイニングでもつかえる�ソファチェア用アーム�
82602784｜2個組・オーク材 消費税込2,990円
フレーム：積層材（オーク材突板）

82598568｜2個組・ウォールナット材  消費税込3,490円
フレーム：積層材（ウォールナット材突板）

リビングでもダイニングでもつかえる�ソファチェア用�
連結プレート�
82598452｜2個組 消費税込990円
スチール・エポキシ粉体塗装

ソファチェアを連結するためのパーツです。連結すれば2シーター
や3シーターのソファとしても使えます。

※ ソファチェア連結部にはアームを取り付けできません。

 ソファチェア2台 ＋ アーム ＋ 連結プレート

約幅 119cm

リビングでもダイニングでもつかえる�ベンチ（モールドクッション仕様）・オーク材
82598476｜ベンチ1 消費税込19,900円
幅113×奥行46×高さ40.5cm
座面：合板（オーク材突板）
脚：積層材（オーク材突板）
座面張り材：ポリエステル　クッション中材：モールドウレタン

テーブルと組み合わせても、単体でソファベンチとしても使えます。座り心地の良さにこだわりました。クッショ
ンをモールドウレタン仕様に変更し、座り心地、耐久性がアップしました。

リビングでもダイニングでもつかえる�ベンチ（モールドクッション仕様）・オーク材
82598483｜ベンチ2 消費税込12,900円
幅56×奥行46×高さ40.5cm
座面：合板（オーク材突板）
脚：積層材（オーク材突板）
座面張り材：ポリエステル　クッション中材：モールドウレタン

ソファチェアと組み合わせれば、オットマンとしても使えます。クッションをモールドウレタン仕様に変更し、座
り心地、耐久性がアップしました。

※ 必ず別売のカバーをかけた状態でご使用ください。カバーはP.81「リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ・カバー 価格表」にてお選びいただけます。
※写真のベンチには、洗いざらしの綿帆布／生成（別売）を装着しています。

リビングでもダイニングでもつかえる�ベンチ（モールドクッション仕様）・ウォールナット材� �
82598551｜ベンチ2 消費税込17,900円
幅56×奥行46×高さ40.5cm
座面：合板（ウォールナット材突板）
脚：積層材（ウォールナット材突板）
座面張り材：ポリエステル クッション中材：モールドウレタン

リビングでもダイニングでもつかえる�ベンチ（モールドクッション仕様）・ウォールナット材� �
82598544｜ベンチ1 消費税込24,900円
幅113×奥行46×高さ40.5cm
座面：合板（ウォールナット材突板）
脚：積層材（ウォールナット材突板）
座面張り材：ポリエステル クッション中材：モールドウレタン
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・ の部分はオーダーにて承ります。・ 納期はご注文から約45日が目安です。多少前後する場合があります。

・ ご注文時期によって納期が異なることがございます。予め、ご了承ください。

ソファカバーのオーダーに関して

詳しい商品情報はこちら

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。その
ため、装着時はきつく感じられる場合がありますので、取扱説明書にてご確認ください。　
※洗いざらしの綿帆布ソファカバーは洗濯機で洗えます。それ以外のソファカバーはすべてドライクリーニングで
きます。　
※クリーニングにより多少縮みが生じます。

リビングダイニングシリーズ

ソファチェア

ベンチ

1 2

洗いざらしの綿帆布【洗濯機】 4,990円 3,990円 2,490円

生成 82583595 82583601 82583618

ベージュ 82583915 82583922 82583939

ブラウン 82584547 82584554 82584561

ネイビー 82584875 82584882 82584899

グレー 82584240 82584257 82584264

ポリエステル平織（オーダー） 6,000円 5,000円 3,000円

グレーベージュ 38740094 02101817 02101824

ブラウン 38740100 02101831 02101848

ライトベージュ 38740353 02432584 02432591

ネイビー 38740346 02102371 02102388

ダークグリーン 38740360 02432607 02432614

チャコール 38740117 02101916 02101923

綿ポリエステル変り織 5,990円 4,990円 2,990円

ベージュ 02884857 02884956 02884970

ブラウン 02884864 02884963 02884987

綿ポリエステル変り織（オーダー） 7,000円 6,000円 4,000円

ダークブラウン 02885991 02886066 02886073

綿太番手 5,990円 4,990円 2,990円

ベージュ 82008982 82008999 82009002

ブラウン 82007855 82007862 82007879

ダークブラウン 82007886 82007893 82007909

本体

カバー

本体

カバー

リビングダイニングシリーズ

ソファチェア

ベンチ

1 2

綿麻バスケット織 5,990円 4,990円 2,990円

生成 82585179 82585186 82585193

ベージュ 82585476 82585483 82585490

チャコール 82585773 82585780 82585797

綿シェニール 5,990円 4,990円 2,990円

ライトグレー 38739982 02101558 02101572

綿シェニール（オーダー） 7,000円 6,000円 4,000円

チャコール 38740209 02102098 02102104

ブラウン 38740179 02102036 02102043

ブルー 38740186 02102050 02102067

綿デニム 5,990円 4,990円 2,990円

ブルー 38740063 02101718 02101725

ネイビー 38740070 02101732 02101749

綿デニム（オーダー） 7,000円 6,000円 4,000円

ヒッコリー 38740339 02102357 02102364

麻太番手平織（オーダー） 8,000円 7,000円 5,000円

オフ白 38740216 02102111 02102128

生成 38740223 02102135 02102142

チャコール 82586077 82586084 82586091



脚付マットレス
寝心地と素材へのこだわりから生まれた、シンプルなベッドです。ベッドとしてもソファとしても使えます。
ポケットコイルは、コイルの数量を増やして安定した寝心地にしました。

脚付マットレス
82

組立式＋
組立所要時間（分）

別売のパーツが
ある商品

2人以上で
組み立て可能

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

※木製脚／ナチュラルとの組み合わせ例

脚付マットレス・高密度ポケットコイル（スチールメッシュ・洗えるカバー） 

82907971｜スモール 消費税込25,900円
幅83×奥行198×高さ26cm（M8）

02970659｜シングル 消費税込27,900円
幅98×奥行198×高さ26cm（M8）

02970666｜セミダブル 消費税込37,900円
幅120×奥行198×高さ26cm（M8）

02970673｜ダブル 消費税込47,900円
幅140×奥行198×高さ26cm（M8）

側生地：ポリエステル100%（ポリエステル綿キルティング）　
詰め物：ウレタンフォーム・ココファイバー
台座：スチール

+共通脚 消費税込29,900円

+共通脚 消費税込39,900円

+共通脚 消費税込49,900円

+共通脚 消費税込27,900円

 ポリエステルわた（キルティング）
不織布
ウレタンフォーム20mm

ココファイバー10mm
スチールフレーム50mm

※マットレス部：厚さ26cm

フェルト
コイル数616個（シングル）

脚付マットレス・ボンネルコイル（スチールメッシュ・洗えるカバー） 
02509071｜シングル 消費税込17,900円
幅98×奥行198×高さ26cm　梱包時：98×199×27cm
コイル数：204個

脚取付時高さ：床下26cmタイプ 52cm／床下20cmタイプ 46cm／
                    床下12cmタイプ 38cm／床下10cmタイプ 36cm／床下5cmタイプ 31cm
側生地：ポリエステル100% （ポリエステル綿キルティング）
詰め物：ウレタンフォーム・ココファイバー
台座：スチール
【洗濯機（ネット）】

+共通脚 消費税込19,900円

※カバー（側生地）の洗濯には必ず洗濯用ネットをご使用ください。ご利用いただける洗濯機は8kg以上が目安です。　※サイズについては、商品により若干の個体差があります。

 ※木製脚／ブラウンとの組み合わせ例

ポリエステルわた（キルティング）
不織布
ウレタンフォーム20mm

スチールフレーム50mm

※マットレス部：厚さ26cm

ココファイバー10mm

ココファイバー10mm
コイル数204個（シングル）

連結用ベルト使用例

脚付マットレス連結用ベルト・2本セット 
37235991 消費税込1,490円
※フレームの構造上、高密度ポケットコイルタイプのみ使用できます。

脚付マットレス・シングル 脚付マットレス・シングル、ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大



脚付マットレス
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

脚付マットレス・洗えるカバー�  

02526993｜スモール 消費税込3,290円

02526962｜シングル 消費税込3,490円

02526979 ｜セミダブル 消費税込4,490円

02526986｜ダブル 消費税込5,490円
ポリエステル100%

【洗濯機（ネット）】

交換用の脚付マットレス・洗えるカバーです。 
脚付マットレスのカバー（側生地）がご自宅の洗濯機で洗えます。
洗濯機の対応目安は8kg以上です。 
洗えるカバーの脱着がしやすくなりました。

※フレームがスチール製の脚付マットレスに対応しております。
2014年2月以前に販売の脚付マットレス（木製フレーム仕様）とはカバーの固定方法が異なるため使用できません。

※ポケットコイルタイプ・ボンネルコイルタイプ共通です。詳しくは店頭スタッフにおたずねください。

替パーツ

脚の高さは「26cm」「20cm」「12cm」「10cm」「5cm」の5サイズから、
素材・色は「木製脚・ナチュラル」「木製脚・ブラウン」「スチール脚・黒」の3種から、
お好みに合わせてお選びいただけます。

共通脚

スチール脚・4本組�
床下26cmタイプ 02528911  
床下20cmタイプ 02528904  
床下12cmタイプ 02528898  
床下10cmタイプ 02528881

床下5cmタイプ 82583076  各消費税込2,000円
 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

木製脚・4本組�
 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 02529444  02528041  

床下20cmタイプ 02528355  02529437  

床下12cmタイプ 02529406  02529413  

床下10cmタイプ 02528867  02528874

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装

20cmタイプ 20cmタイプ

※2018年2月以前に販売の脚付マットレスをお使いの方は、下記の木
製脚が対応しています。

※一部対応していない商品があります。詳しくは店頭スタッフにおたずね
ください。

 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 15296972  15296989  各消費税込2,500円

床下20cmタイプ 47462203  47462227  各消費税込2,000円

床下12cmタイプ 47462197  47462210  各消費税込2,000円

カバー（側生地）・コイルユニットの�
交換が可能です

脚、スチールフレーム、コイル
ユニットは分離でき、脱着テー
プの付いたカバー（側生地）
で包み込む仕組みです。パー
ツのみの販売もしており、消
耗した部分を交換したり、廃
棄処分する場合も分別すれ
ば、環境への負担も少なくて
済みます。
※ スチールフレームはパーツ

販売していません。

マットレスの�
ローテーションが可能です

季節ごとに、頭部と脚部を定期的にローテーショ
ンしてください。コイルへの荷重が一点に集
中するとスプリングの強度が弱まりますので、
まんべんなく荷重をかけることで、コイルの負担
を取り除けます。また、必ず定期的にマットレ
スを立てかけて換気を行ってください。敷いた
ままだと湿気
がたまり、カビ
の温床になり
ます。

向きを変える
頭部

脚部

高さ 24cm

奥行 198cmスモール：幅 83cm

シングル：幅 98cm

約奥行 65cm

ポリプロピレン衣装ケース・引出式・小
（高さ18cm）

ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大
（高さ24cm）

※床下10cm、１２cmタイプの脚をご使用の場合、収納ボックスは入りません。

約幅 40cm 約幅 40cm

セミダブル：幅 120cm

ダブル：幅 140cm

高さ 18cm

高さ 46cm
（脚：床下20cmタイプ）

高さ 52cm
（脚：床下26cmタイプ）

26cm脚使用20cm脚使用

脚付マットレスの床下収納について

脚

カバー

コイルユニット

スチールフレーム

ポケットコイルスプリングを�
バランス良く配置しています

へたりやすい腰周辺にはやや硬さのあるコイル、座ること
の多いフチにはさらに硬いコイル、広く体を受けとめる部分
にはやわらかめのコイル。3種類の硬さを役割に応じて配
置しています。  ※ ポケットコイルのみ

●硬めのコイル
●中間の硬さのコイル
○やわらかめのコイル

※ 高密度ポケットコイルのみ



板と脚でできた木製ベッドフレーム
フレームが薄く、圧迫感の少ないシンプルなベッドです。
脚を替えながらながくお使いいただけるように、敷ふとんも敷ける丈夫なすのこを使用しました。オーク材、ウォールナット材からお選びいただけます。
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品

詳しい商品情報はこちら

別売のパーツがある商品

選べる自分だけのベッド台

ベッドに求める千差万別のお客様の声から生まれたベッドフレーム。
本体に、オプションで脚、ヘッドボード、マットレス、
ベッドフレーム下収納などを組み合わせて、
眠りの時間も日々のくらしも快適になる
ベッドをお好みでカスタマイズしていただけます。

木製ベッドフレーム� ［11月］  

スモール 82944198｜オーク材突板 消費税込32,900円

 82944259｜ウォールナット材突板 消費税込37,900円
 幅85.5×奥行202×高さ5.5cm

シングル 82944204｜オーク材突板 消費税込34,900円

 82944266｜ウォールナット材突板 消費税込39,900円
 幅103×奥行202×高さ5.5cm

セミダブル 82944211｜オーク材突板 消費税込39,900円

 82944273｜ウォールナット材突板 消費税込44,900円
 幅123×奥行202×高さ5.5cm

ダブル 82944228｜オーク材突板 消費税込44,900円

 82944280｜ウォールナット材突板 消費税込49,900円
 幅147×奥行202×高さ5.5cm

※脚は別売です。共通脚との組み合わせ価格です。
※敷布団や薄いマットレスを使用する場合は、長辺200cmまでのものをご使用ください。

［オーク材突板］本体フレーム：天然木化粧積層材（オーク材突板）・金属（鋼）
［ウォールナット材突板］本体フレーム：天然木化粧積層材（ウォールナット材突板）・金属（鋼）
［共通］すのこ：積層材

表面加工：フレーム　ラッカー塗装、金属部　エポキシ樹脂粉体塗装

スモール、シングル、セミダブル  ダブル

木製ベッドフレーム用ヘッドボード� ［11月］  

スモール 82579581｜オーク材突板 消費税込9,990円

 82579642｜ウォールナット材突板 消費税込12,900円
 幅85.5×奥行2.5×高さ45cm

シングル 82579598｜オーク材突板 消費税込11,900円

 82579659｜ウォールナット材突板 消費税込14,900円
 幅103×奥行2.5×高さ45cm

セミダブル 82579604｜オーク材突板 消費税込14,900円

 82579666｜ウォールナット材突板 消費税込17,900円
 幅123×奥行2.5×高さ45cm

ダブル 82579611｜オーク材突板 消費税込17,900円

 82579673｜ウォールナット材突板 消費税込20,900円
 幅147×奥行2.5×高さ45cm

［オーク材突板］本体　表面材：天然木化粧繊維板（オーク材突板）
芯材：フラッシュ構造（積層材、合板、天然木）

［ウォールナット材突板］本体　表面材：天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）
芯材：フラッシュ構造（積層材、合板、天然木）

［共通］サポートパーツ：金属（鋼）
スペーサー：ABS樹脂　
表面加工：木部　ラッカー塗装、金属部　エポキシ樹脂粉体塗装

マットレス

ベッドフレーム・
本体

� 脚 収納

ヘッドボード

シングル・オーク材 シングル・ウォールナット材

木製ベッドフレーム・シングル・オーク材突板
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板と脚でできた木製ベッドフレーム組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品

ベッドフレーム用帆布バスケット�  

38370321｜小　 消費税込3,490円
外寸：幅76.5×奥行37.5×高さ13.5cm 内寸：幅69.5×奥行32×高さ12.5cm　耐荷重：5kg

38370338｜大　 消費税込4,490円
外寸：幅76.5×奥行55×高さ13.5cm 内寸：幅69.5×奥行49.5×高さ12.5cm　耐荷重：7kg

バスケット：ポリエステル65.5％、綿34.5％
フレーム：スチール・エポキシ粉体塗装

デッドスペースを余すことなく活用できる吊り下げ式のベッド下収納です。フタ付きで埃などが入るのをふせぎ
ます。

※脚5cm、10cm、12cmタイプにはバスケットを使用できません。

ベッドフレーム用バスケットレール（2セット入り）�  

38370260｜スモール 幅2.5×奥行76×高さ3cm 消費税込4,490円

38370277｜シングル 幅2.5×奥行93.5×高さ3cm 消費税込4,990円

38370284｜セミダブル 幅2.5×奥行113.5×高さ3cm 消費税込5,490円

38370291｜ダブル 幅2.5×奥行137.5×高さ3.5cm 消費税込5,990円
スチール・エポキシ粉体塗装
2セット：バスケット2列分（4本）　収納ハンドル付き

ベッドフレーム用帆布バスケット取付用のレールです。

大

ベッドフレーム下収納�   

02554033｜小・オーク材 消費税込9,990円

02554040｜小・ウォールナット材  消費税込11,900円
外寸：幅80×奥行60.5×高さ19cm　内寸：幅76.5×奥行53.5×高さ13.5cm　仕切り板：大×1、小×2枚入り

02554019 ｜大・オーク材 消費税込11,900円

02554026｜大・ウォールナット材  消費税込13,900円
外寸：幅80×奥行90.5×高さ19cm　内寸：幅76.5×奥行83.5×高さ13.5cm　仕切り板：大×1、小×4枚入り

※脚10cm、12cmタイプにはベッドフレーム下収納を使用できません。

02550943｜小・高さ25cm・オーク材 消費税込11,900円

02550950｜小・高さ25cm・ウォールナット材  消費税込13,900円
外寸：幅80×奥行60.5×高さ25cm　内寸：幅76.5×奥行53.5×高さ19.5cm　仕切り板：大×1、小×2枚入り

02550929｜大・高さ25cm・オーク材 消費税込13,900円

02550936｜大・高さ25cm・ウォールナット材  消費税込15,900円
外寸：幅80×奥行90.5×高さ25cm　内寸：幅76.5×奥行83.5×高さ19.5cm　仕切り板：大×1、小×4枚入り

［オーク材］MDF・オーク材突板
［ウォールナット材］MDF・ウォールナット材突板
アクリル樹脂塗装

※脚5cm、10cm、12cm、20cmタイプには、ベッドフレーム下収納高さ25cmを使用できません。

大・ウォールナット材

ポリエステル綿麻混・ベッドフレーム下収納用ふた
61133805 ｜ 幅80×奥行55.5cm  消費税込2,290円

61133812 ｜大用・幅80×奥行85.5cm  消費税込2,990円
生地：ポリエステル34％、綿22％、麻22％、レーヨン22％
芯材：ポリプロピレン

【洗濯不可】

ベッドフレーム下収納に取り付けることで埃などが入るのをふせぎます。
ズレ防止のマグネット付きです。

木製脚・4本組�

20cmタイプ

20cmタイプ

スチール脚・4本組�
床下26cmタイプ 02528911  
床下20cmタイプ 02528904  
床下12cmタイプ 02528898  
床下10cmタイプ 02528881

床下5cmタイプ 82583076  各消費税込2,000円
 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 02529444  02528041  

床下20cmタイプ 02528355  02529437  

床下12cmタイプ 02529406  02529413  

床下10cmタイプ 02528867  02528874

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装



木製ベッド
どんな部屋にも合わせやすい、ベーシックでシンプルな木製組立式ベッドです。
「オーク材」と「パイン材」の2種類から選べます。

 

木製ベッド
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

簡単な組み立て

木製ベッド・オーク材突板� ［11月］  

82944488｜スモール 消費税込22,900円
幅83×奥行201.5×高さ74cm

82944495｜シングル 消費税込24,900円
幅100.5×奥行201.5×高さ74cm

82944501｜セミダブル 消費税込29,900円
幅123×奥行201.5×高さ74cm

82944518｜ダブル 消費税込34,900円
幅143×奥行201.5×高さ74cm

82944525｜クィーン 消費税込39,900円
幅163×奥行201.5×高さ74cm

本体：天然木（オーク材）、天然木化粧積層材（オーク材突板）　床板：積層材、合板　ラッカー塗装

木製ベッド・パイン材� ［11月］  

82944310｜スモール 消費税込12,900円
幅83×奥行201.5×高さ74cm

82944327｜シングル 消費税込14,900円
幅100.5×奥行201.5×高さ74cm

82944334｜セミダブル 消費税込19,900円
幅123×奥行201.5×高さ74cm

82944341｜ダブル 消費税込24,900円
幅143×奥行201.5×高さ74cm

82944358｜クィーン 消費税込29,900円
幅163×奥行201.5×高さ74cm

本体：天然木（パイン材）　床板：積層材、合板　ラッカー塗装

「ドッコ式」と呼ばれる組立方式で
差し込むだけで組み立てられる簡単な構造です。

※組み合わせ例
ポリエステル綿麻混・ベッド下収納ボックス用ふた�
18601332   消費税込2,290円
約幅95×奥行63cm
ポリエステル34％、綿22％、麻22％、レーヨン22％ 【洗濯不可】

ベッド用下収納ボックス仕切付きに取り付けることで、埃などが入るのをふせぎます。ボックスの向きにより、
自由にふたを開けられます。

※重いものをふたの上にのせると変形する恐れがあります。

木製ベッド用下収納ボックス�仕切り付き� ［11月］  

44303979｜パイン材  消費税込4,990円 
44303986｜オーク材突板  消費税込7,990円
幅94.5×奥行62.5×高さ18.5cm

［パイン材］側板：天然木（パイン材）　底板：プリント紙化粧MDF　仕切り板：MDF
表面加工：側板ラッカー塗装、仕切り板アクリル樹脂UV塗装

［オーク材突板］側板：天然木化粧繊維板（外側オーク材突板、内側人工突板）　底板：プリント紙化粧MDF
仕切り板：MDF
表面加工：側板ラッカー塗装、仕切り板アクリル樹脂UV塗装

シングル シングル

木製ベッド・パイン材・シングル



木製ベッド・オーク材
シンプルでベーシックなデザインで、どんな部屋にも合わせやすいベッドです。
床下高が30cmなので、ベッド下のスペースを有効に活用できます。

 

木製ベッド・オーク材
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詳しい商品情報はこちら

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

木製ベッド・オーク材�   

82219456｜スモール　 消費税込27,900円
幅84×奥行203×高さ88cm

82219463｜シングル 消費税込29,900円
幅101×奥行203×高さ88cm

82219470｜セミダブル 消費税込39,900円
幅124×奥行203×高さ88cm

82219487｜ダブル 消費税込49,900円
幅144×奥行203×高さ88cm

82219494｜クィーン 消費税込59,900円
幅164×奥行203×高さ88cm

本体：パーティクルボード、オーク材突板　※内側：人工突板
脚部：天然木（オーク材）
床板：合板、パイン材
ラッカー塗装

※組み合わせ例：マットレス、ベッド下収納は別売です。※木製ベッド・オーク材・シングルサイズを使用しています。

木製ベッド・オーク材用ベッド下収納・2個セット�   

82219517

＜1個＞幅95×奥行59.5×高さ35cm 消費税込9,990円
内寸：幅88×奥行56×高さ21cm
本体：MDF、オーク材突板　※内側：人工突板
ラッカー塗装　※一部アクリル樹脂塗装

ポリエステル綿麻混・木製ベッド・オーク材用ベッド下収納ふた�   

82531435｜一枚入り　 消費税込2,990円
約幅91×奥行58.5cm
生地：ポリエステル34%、綿22%、麻22%、レーヨン22%
芯材：ポリプロピレン、スチール

使用イメージ

木製ベッド・オーク材・ダブル 木製ベッド・オーク材用ベッド下収納・2個セット

幕板は1枚付いています。
足元側、ヘッドボード側のどちらにも取付けできます。



マットレス
ウレタンフォームなどの詰め物を必要最小限にして、コイルスプリングがつくり出す寝心地の良さにこだわった4種類のコイルマットレスと、
天然素材やご家庭で洗える素材を採用したノンコイルマットレス2種類からお選びいただけます。
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お好みに合わせたマットレス選びのお手伝いをいたします。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーにご相談ください。

詳しい商品情報はこちら

コイルマットレスサイズ表� ※スプリングマットレスのみ高さ18cm

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

幅80×奥行195×高さ19cm 幅97×奥行195×高さ19cm 幅120×奥行195×高さ19cm 幅140×奥行195×高さ19cm 幅160×奥行195×高さ19cm

コイルマットレス

スプリング仕様
線径 ：1.4mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

一層：20mmウレタンフォーム
二層：ポリエステルフェルト

超高密度ポケットコイルマットレス� �
61171456｜スモール   消費税込64,900円

61133850｜シングル 消費税込72,900円

61133867｜セミダブル 消費税込89,900円

61133874｜ダブル 消費税込104,900円

61133843｜クィーン 消費税込119,900円

よりしなやかに体を支えるマットレスです。コイルの数を大幅に増量し、寝心地を追求したマットレスです。
コイル数を増やすことで、極めて小さな点で支えるため、それぞれのコイルがより体に沿いやすく、安定
した寝姿勢を長く保つことができます。

コイルの配列（チドリ配列）
 スモール： 23×33 759個
 シングル： 28×33 924個
 セミダブル： 35×33 1155個
 ダブル： 40×33 1320個
 クィーン： 47×33 1551個

一層：15mmウレタンフォーム
二層：フェルト
三層：フェルト

スプリング仕様
線径：2.2mm　
コイル高さ：135mm

スプリングマットレス�
15901838｜シングル  消費税込14,900円

15901845｜セミダブル  消費税込19,900円

15901852｜ダブル  消費税込24,900円

弾力性にすぐれ、面で体をしっかり支えるマットレスです。ツヅミ型のコイルを連結させ、「面」全体で
体圧をしっかり支える構造です。現在、最も普及し信頼性と実績のある、弾力性にすぐれたボンネル
コイルスプリングを使用しています。

ヘリカルワイヤー
（連結）

ボンネルコイル
（線径2.2mm）

コイルの配列（横組み）
 シングル：   9×31 279個
 セミダブル： 12×31 372個
 ダブル： 14×31 434個

数多くのコイルが安定した寝姿勢を保つマットレスです。コイルの数を増やすことで体圧を分散し、背
骨や腰などへの負担をおさえます。体の凹凸に沿ってコイルが連動するので、安定した姿勢を保つこ
とができます。

スプリング仕様
線径 ：1.6mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

一層：20mmウレタンフォーム
二層：ポリエステルフェルト

コイルの配列（チドリ配列）
  スモール： 21×32 672個
  シングル： 25×32 800個
  セミダブル： 31×32 992個
  ダブル： 36×32 1152個
  クィーン： 42×32 1344個

高密度ポケットコイルマットレス
82258998｜スモール  消費税込37,900円 
82259001｜シングル  消費税込39,900円

82259018｜セミダブル  消費税込54,900円

82259025｜ダブル  消費税込69,900円

82259032｜クィーン  消費税込84,900円

一層：15mmウレタンフォーム
二層：15mmウレタンフォーム

スプリング仕様
線径 ：1.9mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

独立したコイルが「点」で体を支えるマットレスです。一つひとつ独立したコイルが密集し、多くの「点」
で体圧を受け止める構造です。体をバランス良く支えることができます。安定した姿勢を保ち、マット
レスの揺れや沈み込みもおさえます。

コイルの配列（チドリ配列）
 スモール： 18×28 504個
 シングル： 22×28 616個
 セミダブル： 27×28 756個
 ダブル： 32×28 896個

ポケットコイルスプリングマットレス
82258813｜スモール  消費税込24,900円 
82258820｜シングル  消費税込29,900円

82258837｜セミダブル  消費税込39,900円

82258844｜ダブル  消費税込49,900円
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ノンコイルマットレスサイズ表
スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

幅80×奥行195×高さ13cm 幅97×奥行195×高さ13cm 幅120×奥行195×高さ13cm 幅140×奥行195×高さ13cm 幅160×奥行195×高さ13cm

ベッド・マットレス組み合わせ価格

板と脚でできた木製ベッドフレーム　マットレス組み合わせ　�※商品の詳細はP.84をご覧ください。　�※価格は消費税込みです。　※脚は別売の共通脚との組み合わせ価格です。　

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル

マットレス

超高密度
ポケットコイル

マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式

マットレス

スモール
オーク材突板 32,900円 ─  　 57,800円 70,800円 97,800円 77,800円 80,800円

ウォールナット材突板 37,900円 ─  　 62,800円 75,800円 102,800円 82,800円 85,800円

シングル
オーク材突板 34,900円 49,800円 64,800円 74,800円 107,800円 84,800円 84,800円

ウォールナット材突板 39,900円 54,800円 69,800円 79,800円 112,800円 89,800円 89,800円

セミダブル
オーク材突板 39,900円 59,800円 79,800円 94,800円 129,800円 99,800円 104,800円

ウォールナット材突板 44,900円 64,800円 84,800円 99,800円 134,800円 104,800円 109,800円

ダブル
オーク材突板 44,900円 69,800円 94,800円 114,800円 149,800円 114,800円 124,800円

ウォールナット材突板 49,900円 74,800円 99,800円 119,800円 154,800円 119,800円 129,800円

木製ベッド　マットレス組み合わせ　※商品の詳細はP.86をご覧ください。　�※価格は消費税込みです。

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル

マットレス

超高密度
ポケットコイル

マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式

マットレス

スモール
パイン材 12,900円 ─  　 37,800円 50,800円 77,800円 57,800円 60,800円

オーク材 22,900円 ─  　 47,800円 60,800円 87,800円 67,800円 70,800円

シングル
パイン材 14,900円 29,800円 44,800円 54,800円 87,800円 64,800円 64,800円

オーク材 24,900円 39,800円 54,800円 64,800円 97,800円 74,800円 74,800円

セミダブル
パイン材 19,900円 39,800円 59,800円 74,800円 109,800円 79,800円 84,800円

オーク材 29,900円 49,800円 69,800円 84,800円 119,800円 89,800円 94,800円

ダブル
パイン材 24,900円 49,800円 74,800円 94,800円 129,800円 94,800円 104,800円

オーク材 34,900円 59,800円 84,800円 104,800円 139,800円 104,800円 114,800円

クィーン
パイン材 29,900円 ─  　 ─  　 114,800円 149,800円 109,800円 124,800円

オーク材 39,900円 ─  　 ─  　 124,800円 159,800円 119,800円 134,800円

木製ベッド・オーク材　マットレス組み合わせ　※商品の詳細はP.87をご覧ください。　※価格は消費税込みです。

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル

マットレス

超高密度
ポケットコイル

マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式

マットレス

スモール 27,900円 ─  　 52,800円 65,800円 92,800円 72,800円 75,800円

シングル 29,900円 44,800円 59,800円 69,800円 102,800円 79,800円 79,800円

セミダブル 39,900円 59,800円 79,800円 94,800円 129,800円 99,800円 104,800円

ダブル 49,900円 74,800円 99,800円 119,800円 154,800円 119,800円 129,800円

クィーン 59,900円 ─  　 ─  　 144,800円 179,800円 139,800円 154,800円

ノンコイルマットレス

やわらかウール二層式マットレス�  

02490010 ｜スモール   消費税込29,900円

02527792 ｜シングル 消費税込39,900円

02527808｜セミダブル 消費税込49,900円

02527815 ｜ダブル 消費税込54,900円

02527822 ｜クィーン 消費税込59,900円

トッパーは、吸放湿性に優れた天然ウールを使用してい
ます。ベースは、上側に高反発性のあるラテックス、下
側にポリエステルわたを用いた2層構造で、体をしっかり
支える安定感のあるふっくらとした寝心地のノンコイルマッ
トレスです。

トッパー

ベース

ポリエチレンノンコイルマットレス�    

82886221｜スモール   消費税込44,900円

82886238｜シングル 消費税込49,900円

82886245｜セミダブル 消費税込59,900円

82886252｜ダブル 消費税込69,900円

82886269｜クィーン 消費税込79,900円

側生地だけでなく、中材（ポリエチレン）もご家庭で洗うことができ、
いつも清潔にお使いいただけるノンコイルマットレスです。スプリン
グタイプのマットレスに比べて軽く（当社比）、折りたためるので普段
のお手入れが簡単です。



トッパー
マットレスに1枚重ねるだけで自分好みの寝心地が実現できます。
2種類の硬さからお選びいただけます。
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詳しい商品情報はこちら

ポリエステルわたトッパー�かため� ［11月］  

82944372｜スモール 消費税込8,000円 
82944389｜シングル  消費税込10,000円

82944396｜セミダブル  消費税込12,000円

82944402｜ダブル  消費税込14,000円

82944419｜クィーン  消費税込16,000円

側生地：ポリエステル100％
中材：ポリエステル100％

ポリエステルわたトッパー�やわらかめ� ［11月］  

82944433｜スモール 消費税込8,000円 
82944440｜シングル  消費税込10,000円

82944457｜セミダブル  消費税込12,000円

82944464｜ダブル  消費税込14,000円

82944471｜クィーン  消費税込16,000円

側生地：ポリエステル100％
中材：ポリエステル100％

トッパーの使い方

マットレスの上に取り付けます。四隅をゴムバンドで固定します。 カバーは、ファスナーで取り外し可能で、
洗濯機で洗うことができます。

おすすめの選び方

実際に寝てみて、体感しましょう。寝姿勢を横からチェックして、身体にフィットしているのかを判断します。

・体重が軽い方、横向きで寝ることが多い方 ▶︎「やわらかめ」がオススメ
・体格がよい方、仰向きで寝ることが多い方 ▶︎「かため」がオススメ

柔らかすぎ
身体が「く」の字に落ち込んでしまっている。

×
ちょうどいい

背骨が自然なカタチで維持されている。

○
硬すぎ

身体が浮いて、フィットしていない。

×



こども用ベッド
ベッド下のスペースを有効活用できるハイベッド。お子さまの成長に合わせて、その使い方もさまざま。
組み替えるとスモールサイズベッド2台としても使えます。

 

こども用ベッドプラスドライバーが
必要な商品

組立式＋
組立所要時間（分）

別売のパーツが
ある商品

2人以上で
組み立て可能
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※1　製品加工のためサイズ、色等に多少のバラツキがあります。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

オーク材2段ベッド�
37461413   消費税込74,900円
幅87.5×奥行204×高さ157.5cm　床下有効内寸：幅193×奥行76.5×高さ25cm
脚：オーク無垢集成材
サイドレール、サイドガード：積層合板・オーク材突板
本体・柵連結金具：金属プレート・ラッカー塗装
床板：ポプラ積層材

組み替えるとスモールサイズのベッド2台になります。

※ マットレスは別売です。（右記のウレタンマットレス・薄型・スモールをご使用ください。）
※ 床下にはポリプロピレン衣装ケース・引出式・大が最大4個おさまります。
※4歳未満のお子さまはご使用いただけません。
※8歳未満のお子さまは下段に寝かせてください。
※ 必ずマットレスをご使用ください。上段にはマットレス及び敷物の厚さの合計が90mm以下になるように

してください。
※昇降は、必ずはしごを使ってください。　
※ 柵は取り付けが確実か定期的に点検し、ボルトがゆるんでいるときは、締め直してください。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見え

ることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※オーク材はその素材の持つ特性上、独特の“虎斑（とらふ）”と呼ばれる模様が入っている場合があります。

※組み合わせ例

ウレタンマットレス・薄型・スモール�
38399292   消費税込7,990円
幅80×奥行195×高さ7cm
ウレタンフォーム

ウレタンフォーム一層式のマットレスです。オーク材2
段ベッド、ハイベッド、パイン材ミドルベッドに使用いた
だけます。

綿天竺・落ちワタ入りボックスシーツ�
ウレタンマットレス・薄型・スモール用�
82933727｜杢ライトベージュ  
82934892｜杢ブラウン

82934113 ｜杢グレー 
82934502｜杢ネイビー 各消費税込1,290円
80×195×7cm用　綿100%【洗濯機（ネット）】

綿洗いざらしボックスシーツ�
ウレタンマットレス・薄型・スモール用�
02413354 ｜生成　 
02413422 ｜ライトベージュ 各消費税込1,490円
80×195×7cm用　綿100%【洗濯機（ネット）】※１

ライトベージュ生成

杢ライトベージュ 杢ブラウン

杢グレー 杢ネイビー

オーク材2段ベッド 組み替えるとスモールサイズのベッド2台になります。



掛ふとん・ふとんセット
心地良い眠りを追求し、素材や機能性を考えたふとんです。
豊富なバリエーションから、好みの寝心地を選べます。

 

掛ふとん・ふとんセット
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※1　羽毛・羽根製品は、購入直後や温度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

詳しい商品情報はこちら

グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型�
44258385 ｜シングル 150×210cm 消費税込29,900円

44258392 ｜セミダブル 170×210cm 消費税込34,900円

44258408 ｜ダブル 190×210cm 消費税込39,900円

44258415 ｜クィーン 210×210cm 消費税込44,900円

44258422 ｜キング 230×210cm 消費税込49,900円

側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工 
詰め物：ダウン85%、フェザー15% 
抗菌加工（羽毛表面の菌の増殖を抑制します。） 
薬剤名：有機系（第四アンモニウム塩） 
ダウンパワー：400　【ドライ（セキユ）】
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.9kg

放し飼いされたグレーグースの羽毛をたっぷりと使いました。グースはダックに比べて体が大きいのであた
たかく、やわらかです。

グース（がちょう） 　※1

グレー羽毛掛ふとん・二層式�
02529697｜シングル 150×210cm 消費税込39,900円

02529703 ｜セミダブル 170×210cm 消費税込44,900円

02529710 ｜ダブル 190×210cm 消費税込49,900円

02529727 ｜クィーン 210×210cm 消費税込54,900円

02529734 ｜キング 230×210cm 消費税込59,900円

側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工 
詰め物：ダウン85%、フェザー15% 
抗菌加工（羽毛表面の菌の増殖を抑制します。） 
薬剤名：有機系（第四アンモニウム塩） 
ダウンパワー：400　【ドライ（セキユ）】
羽毛充填量（シングルサイズ）：1.3kg

放し飼いされたグレーグースの羽毛をたっぷりと使いました。グースはダックに比べて体が大きいのであた
たかく、やわらかです。

グース（がちょう） 　※1

グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式�
82049565｜シングル 150×210cm 消費税込19,900円

82049572｜セミダブル 170×210cm 消費税込24,900円

82049589｜ダブル 190×210cm 消費税込29,900円

82049596｜クィーン 210×210cm 消費税込34,900円

82049602｜キング 230×210cm 消費税込39,900円

側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工 
詰め物：ダウン80%、フェザー20% 
抗菌加工 
ダウンパワー：350
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.8kg

放し飼いで健康に飼育されたグレーダックの羽毛を使用し、軽量でコンパクトな掛ふとんを作りました。

ダック（あひる） 　※1

グレー羽毛薄掛ふとん�
82049657｜シングル 150×210cm 消費税込9,990円

82049664｜セミダブル 170×210cm 消費税込11,900円

82049671｜ダブル 190×210cm 消費税込13,900円

82049688｜クィーン 210×210cm 消費税込15,900円

82049695｜キング 230×210cm 消費税込17,900円

側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工 
詰め物：ダウン80%、フェザー20% 
抗菌加工 
ダウンパワー：350
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.2kg

薄手で、コンパクトな薄掛ふとんです。放し飼いで健康に飼育されたグレーダックを使用しました。

ダック（あひる） 　※1

羽毛ふとんの構造について

羽毛・羽根の吹き出しについて
羽毛、羽根製品に使用されている生地は、
吹き出し防止の加工が施されております。
針や安全ピンを生地に刺さないでください。
縫い目などから羽毛が出てくることがありま
すが、少量の場合は使用上問題ありません。

臭
にお

いについて
羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い
時期には、臭

にお

いを感じることがあります。この
ような場合には、臭

にお

う空気を手でよく押し出し
て新しい空気に入れ替えて3～4時間風通
しの良いところに干してからお使いください。

二重構造のキルトであたたかさを逃がさない
グレー羽毛掛ふとん・二層式
グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型

真ん中から二層に分けることで羽毛の偏りを防ぎ、体温をまんべんなく包み込む二重構造のキルト
を採用。表と裏のキルトの位置をずらして互い違いに重ね合わせることで、あたたまった空気が逃げ
るのを防ぎます。マス目を大きくしているので羽毛が自由に動いて空気をたっぷりと含み、保温性が
高まります。また大きいマス目は体に沿いやすく、肩口から冷たい空気が入りにくい効果もあります。

※上下のキルトがずれているため、
　表裏のキルト数が違います

マチ高

二層式の仕様

グレー羽毛掛ふとん・二層式　マチ高：5.5cm

グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型　マチ高：4cm

毛布などと組み合わせて使える�
グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式

マチが低めの立体構造キルトを採用し、程よいあたた
かさの掛ふとん。薄手で毛布の厚みに合わせて使用
したり、春先や秋口などシーズンを通して使えます。
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掛ふとん・ふとんセット※1　羽毛・羽根製品は、購入直後や温度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

グレー羽毛ふとんセット�
82049862｜敷ふとん用・シングルサイズセット 消費税込24,900円

羽毛掛ふとん、敷ふとん、まくらの3点セットです。敷ふとんは、軽量でコンパクトにたためます。

敷ふとん用 
＜掛けふとん＞ ＜敷ふとん＞ ＜まくら＞ 
側生地：ポリエステル85%、綿15% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 
詰め物：ダウン70%、フェザー30% 巻きわた:ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100% 
抗菌加工 固わた：ポリエステル100% 
ダウンパワー：320
羽毛充填量：0.7kg

ダック（あひる） 　※1

グレー羽毛ふとんセット�
82049879｜ベッド用・シングルサイズセット 消費税込19,900円

羽毛掛ふとん、ベッドパッド、まくらの3点セットです。来客用の予備にも最適です。

ベッド用 
＜掛けふとん＞ ＜ベッドパッド＞ ＜まくら＞ 
側生地：ポリエステル85%、綿15% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 
詰め物：ダウン70%、フェザー30% 詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100% 
抗菌加工 
ダウンパワー：320
羽毛充填量：0.7kg

ダック（あひる） 　※1

寝具6点セット�
82586855｜敷ふとん用・シングルサイズセット  消費税込9,990円

掛ふとん、コンパクトにたためる敷ふとん、まくらに、綿100%のカバーを付けた6点セットです。
来客用の予備にも最適です。

敷ふとん用 
＜掛けふとん＞ ＜敷ふとん＞ ＜まくら＞ 
側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 
詰め物：ポリエステル100% 固わた：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%

＜掛ふとんカバー、敷ふとん用シーツ・ゴム付、まくらカバー＞綿100%

寝具6点セット�
82586862｜ベッド用・シングルサイズセット  消費税込8,990円

掛ふとん、ベッドパッド、まくらに、綿100%のカバーを付けた6点セットです。
来客用の予備にも最適です。

ベッド用 
＜掛けふとん＞ ＜ベッドパッド＞ ＜まくら＞ 
側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 
詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%

＜掛ふとんカバー、ボックスシーツ、まくらカバー＞綿100%

掛ふとん比較表（シングルサイズ）
商品名 グレー羽毛掛ふとん・二層式 グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型 グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式 グレー羽毛薄掛ふとん

消費税込価格 39,900円 29,900円 19,900円 9,990円

主原料 グレーグース グレーグース グレーダック グレーダック

詰め物重量 1.3kg 0.9kg 0.8kg 0.2kg

詰め物混率 ダウン85％　フェザー15％ ダウン85%　フェザー15% ダウン80％　フェザー20％ ダウン80％　フェザー20％

ダウンパワー 400 400 350 350

構造 二層式立体キルティング構造 二層式立体キルティング構造 一層式マチ付キルティング構造 薄型構造（マチなし）

マチ高 5.5ｃｍ（上下合計11cm） 4ｃｍ（上下合計8cm） 4ｃｍ マチなし

側生地 ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工）

ダウン
水鳥の胸から腹部に多く見られるタンポポの綿
毛のような羽毛で、軽くやわらかく、保温性にすぐ
れています。

ダウンとフェザーのちがい

フェザー
一般的に羽根と呼ばれる部分で、湾曲した羽軸
を持ち、弾力性があります。

日本語でグースはガチョウ、ダックはアヒルのことです
一般的にダックよりグースの方が生体としての鳥の体型が大きいため、比例してダウンボールが大きく、かさ
高性にすぐれていると言われています。グースの方がダウンの羽枝、小羽枝が細くて柔らかく、ゆるやかにし
なる特長を持っています。

グースとダックのちがい

グース

ダウンボール

羽枝・小羽枝 ダック

ダウンボール

羽枝・小羽枝



敷ふとん
心地良い「眠り」のためにかかせない睡眠環境づくり。
お好みや今お使いの寝具に合わせて、お選びいただけます。

 

敷ふとん【洗濯機】
 洗濯機洗い可
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詳しい商品情報はこちら

軽量コンパクト敷ふとん�
82049756｜シングル 100×200cm 消費税込9,990円

82049763｜セミダブル 120×200cm 消費税込11,990円

82049770｜ダブル 140×200cm 消費税込13,990円
側生地：表側 ポリエステル100%、裏側 ポリエステル100% 
詰め物： 中わた ポリエステル100% 

固わた ポリエステル100% 
中材：ウレタンフォーム

【洗濯不可】

軽量でコンパクトな薄手の敷ふとんです。場所を取らず、上げ下げも楽です。

洗える敷ふとん�
82049787｜シングル 100×210cm 消費税込29,900円

82049794｜セミダブル 120×210cm 消費税込34,900円

82049800｜ダブル 140×210cm 消費税込39,900円
側生地：ポリエステル100% 
詰め物中材：ポリエチレン樹脂 

【洗濯機】

側生地は取り外して洗濯機で洗えます。中身も取り出して洗い流すことができます。体重のかかる 
中心部をかためにし3分割の構造です。

ウレタンフォーム�敷ふとん用マットレス�
82602975 ｜シングル 95×210×4cm 消費税込4,990円

82602982｜セミダブル 115×210×4cm 消費税込7,490円

82602999｜ダブル 135×210×4cm 消費税込8,490円
側生地：ポリエステル100% 
詰め物中材：ウレタンフォーム 

【洗濯不可】

敷ふとんの下に直接敷いてお使いいただける、詰め物にウレタンフォームを使用した敷ふとん用マットレスです。

※ウレタンフォームは変色しますが、製品の性能には影響はありません。

羊毛ポリエステルパッド固わた敷ふとん�
82220308 ｜シングル 100×210cm 消費税込14,900円

82220315 ｜セミダブル 120×210cm 消費税込18,900円

82220322 ｜ダブル 140×210cm 消費税込23,900円
側生地：綿100% 裏生地：ポリエステル100% 
詰め物：羊毛50%、ポリエステル50% 
固わた：ポリエステル100% 

【洗濯不可】

通気性と耐久性を考えたウェーブ構造の中材に羊毛とポリエステルを混ぜたわたで巻いた、使い心地のよ
い敷ふとんです。

洗える敷ふとんの構造について

三分割で中材の出し入れが簡単です。腰を支える
中心部の中材は少しかためになっています。

三つ折りで
たたんだ状態 中材 カバー



ベッドパッド
ご家庭で丸洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけるベッドパッドです。
お好みに合わせて選べ、ゴムが付いているのでズレにくい仕様です。

 

ベッドパッド
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

ポリエステルわたベッドパッド・ゴム付�
82220452｜スモール 83×200cm  消費税込2,490円

82220469｜シングル 100×200cm  消費税込2,990円

82220476｜セミダブル 120×200cm  消費税込3,490円

82220483｜ダブル 140×200cm  消費税込3,990円

82220490｜クィーン 160×200cm  消費税込4,490円

側生地：綿52%、ポリエステル48% 
詰め物：ポリエステル100% 

【洗濯機（ネット）】

綿混の生地にポリエステルわたを入れたベッドパッドです。

麻わたベッドパッド・ゴム付�
82220391｜スモール 83×200cm  消費税込3,990円

82220407｜シングル 100×200cm  消費税込4,990円

82220414｜セミダブル 120×200cm  消費税込5,990円

82220421｜ダブル 140×200cm  消費税込6,990円

82220438｜クィーン 160×200cm  消費税込7,990円

側生地：綿50%、ポリエステル50% 
詰め物：麻100% 

【洗濯機（ネット）】

吸湿発散性があるといわれている天然素材の麻を中わたに使用しました。

ウールわたベッドパッド・ゴム付�
82220513｜スモール 83×200cm  消費税込5,490円

82220520｜シングル 100×200cm  消費税込5,990円

82220537｜セミダブル 120×200cm  消費税込6,990円

82220544｜ダブル 140×200cm  消費税込7,990円

82220551｜クィーン 160×200cm  消費税込8,990円

側生地：綿50%、ポリエステル50% 
詰め物：ウール100% 

【洗濯機（ネット）】

吸放湿性にすぐれているといわれる天然のウールを中わたに使用しました。

リヨセル綿クッション性のあるベッドパッド・ゴム付� ［10月］
82945331｜スモール　 83×200ｃｍ  消費税込5,490円 
82945348｜シングル　 100×200ｃｍ  消費税込5,990円

82945355｜セミダブル　120×200ｃｍ  消費税込6,490円

82945362｜ダブル　　 140×200ｃｍ  消費税込6,990円

82945379｜クィーン　　160×200ｃｍ  消費税込7,490円

表側：再生繊維（リヨセル）55%、綿45%
裏側：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100% 

【洗濯機】

ふっくらした厚みのクッション性のあるベッドパッドで、背中や腰にやわらかな感触です。洗濯できるので、カバー
なしでもご使用いただけます。



まくら
一日の3分の1を費やす眠りにかかせない「まくら」。
お好みに合わせて素材や、高さ・硬さ・大きさをお選びください。

 

まくら【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）
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※1　まくらカバーは43×63cm用／50×70cm用をご利用ください。　※2　羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。　

詳しい商品情報はこちら

お好みに合わせた、まくら選びをお手伝いいたします。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーにご相談ください。

頭を支える�沈み込み過ぎないふっくら枕�   

82586879｜40×60cm  消費税込3,990円

82586886｜47×67cm  消費税込4,990円
側生地：表側：綿100%　裏側：ポリエステル100% 
詰め物：固わた：ポリエステル100%　巻きわた：ポリエステル100%　【洗濯不可】

やわらかなワタで包んだ中芯を手で詰めてふっくらと仕上げました。やわらかでも底付きしにくいまくらです。

※1

頭を支える�沈み込み過ぎないふっくら枕・低め�
82586893｜40×60cm  消費税込3,990円

82586909｜47×67cm  消費税込4,990円
側生地：表側：綿100%　裏側：ポリエステル100% 
詰め物：固わた：ポリエステル100%　巻きわた：ポリエステル100%　【洗濯不可】

やわらかなワタで包んだ中芯を手で詰めてふっくらと仕上げました。やわらかでも底付きしにくいまくらです。
低めのまくらがお好みの方用です。

※1

羽根まくら� �
82257915｜43×63cm 消費税込1,190円

82257922｜50×70cm 消費税込1,490円
側生地：外側：綿100% ダウンプルーフ加工　内側：ポリエステル100%　 
詰め物：フェザー99%、ダウン1%　【ドライ（セキユ）】

軽くへたりの少ない水鳥の羽根を使用しました。後頭部がやわらかく包みこまれる感触が特長です。

※2

ウレタンフォーム低反発キルトまくら�
37288607｜43×63cm  消費税込3,990円
側生地：ポリエステル85%、綿15%　中わた：ポリエステル100%　 
詰め物：ウレタンフォーム　【洗濯不可】

ゆっくりと沈み込む低反発素材を中材に使用しました。ポリエステルわたで包み込み、ふっくらとした使い心
地が特長です。

片面パイプ洗えるまくら� �
82927375 ｜43×63cm 消費税込3,490円
側生地：ポリエステル100% 
詰め物：片面 ポリエステル100%、片面 ポリエチレン樹脂　【洗濯機（ネット）】

通気性のよいパイプを片面に使い、上下二辺の高さを変えました。肩のラインにフィットするアーチ形です。
ポリエステルわたとパイプのリバーシブル仕様です。

グレーダウン混まくら�  

82221053｜40×60cm  消費税込7,990円

82221060｜47×67cm  消費税込9,990円
側生地：綿55%、ポリエステル45%　 
詰め物：ダウン70%、フェザー30% ダウンプルーフ加工　【ドライ（セキユ）】

ホテルのまくらをお手本にダウンを70%入れたやわらかな感触のまくらをつくりました。

※1　※2

低反発ウレタンフォームチップまくら
82906905｜43×63cm  消費税込1,490円

側生地：表側：綿100%　側生地・詰め物：ポリエステル100%
側生地：裏側：ポリエステル100％　詰め物：ウレタンフォーム　【洗濯不可】

ウレタンフォーム低反発のチップを詰め物に使いました。ゆっくりと沈み込み、頭を包み込むような感触が特長です。

頭を支える�沈み込み過ぎないふっくら枕

1 沈み込み過ぎず、寝姿勢を保つ
適度な高さで頭を支えます。

適度な高さ

寝姿勢を保つ
自然な首の高さ※

※20～60代の
平均的な首の高さ

2 多層構造により、
クッション性をもたせました。

中心の芯材の上下に巻きわたを入れた多層構造

わた：クッション性のある巻きわた
芯材：沈み込み過ぎない固わた
生地：伸縮性のある綿ニット素材



寝具カバー（綿洗いざらし）

寝具カバー（綿洗いざらし）

オーガニックコットンを使ったカバーです。
最初からやわらかな肌触りを楽しめるよう洗い加工を施しました。

 

詳しい商品情報はこちら

※1　製品加工のためサイズ、色等に多少のバラツキがあります。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）
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ボックスシーツ

スモール  各消費税込1,490円
シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円
クィーン  各消費税込3,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】※１

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込1,490円

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込2,490円
セミダブル  各消費税込2,990円
ダブル  各消費税込3,490円

生成�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82116571 82116588 82116595 82116601

ボックスシーツ 02413347 02413293 02413309 02413316 02413323

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02412814 02412821 02412838

敷ふとんカバー 02412845 02412852 02412869

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 02413354

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
02413057

50×70cm用
02413064

ライトベージュ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82116694 82116700 82116717 82116724

ボックスシーツ 02413415 02413361 02413378 02413385 02413392

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02412876 02412883 02412890

敷ふとんカバー 02412906 02412913 02412920

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 02413422

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
02413118

50×70cm用
02413125

ライトベージュストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224474 82224481 82224498 82224504

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227901

50×70cm用
82227918



寝具カバー（綿洗いざらし）
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ライトブラウン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82935738 82935745 82935752 82935769

ボックスシーツ 82935981 82935943 82935950 82935967 82935974

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935820 82935837 82935844

敷ふとんカバー 82935851 82935868 82935875

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82935998

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82935882

50×70cm用
82935899

ライトブラウンストライプ� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936018 82936025 82936032 82936049

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936100

50×70cm用
82936117

グリーン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936162 82936179 82936186 82936193

ボックスシーツ 82936414 82936377 82936384 82936391 82936407

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82936254 82936261 82936278

敷ふとんカバー 82936285 82936292 82936308

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82936421

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936315

50×70cm用
82936322

グリーンストライプ� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936445 82936452 82936469 82936476

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936537

50×70cm用
82936544



寝具カバー（綿洗いざらし）
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グレー�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224290 82224306 82224313 82224320

ボックスシーツ 82229530 82229486 82229493 82229509 82229516

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82226898 82226904 82226911

敷ふとんカバー 82226928 82226935 82226942

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82229547

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227840

50×70cm用
82227857

グレーストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224412 82224429 82224436 82224443

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227888

50×70cm用
82227895

ネイビー�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224351 82224368 82224375 82224382

ボックスシーツ 82229615 82229561 82229578 82229585 82229592

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82226959 82226966 82226973

敷ふとんカバー 82226980 82226997 82227000

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82229622

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227864

50×70cm用
82227871

ネイビーストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224597 82224603 82224610 82224627

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227949

50×70cm用
82227956

まくらカバーサイズ対応表

まくらカバー まくら本体

43×63cm用

• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕 40×60cm
• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕・低め 40×60cm
• 羽根まくら 43×63cm
• グレーダウン混まくら 40×60cm
• ウレタンフォーム低反発キルトまくら
• 低反発ウレタンフォームチップまくら
• 片面パイプ洗えるまくら

50×70cm用

• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕 47×67cm
• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕・低め 47×67cm
• 羽根まくら 50×70cm
• グレーダウン混まくら 47×67cm

ふとんカバーサイズ対応表

掛ふとんカバー 敷ふとんカバー 敷ふとんシーツ・
ゴム付き ボックスシーツ ボックスシーツ・ウレタン 

マットレス薄型スモール用 フラットシーツ

スモール 80×200×18
～28cm用 80×195×7cm用

シングル 150×210cm用 100×200
～210cm用 100×210cm用 100×200×18

～28cm用 150×260cm

セミダブル 170×210cm用 120×200
～210cm用 120×210cm用 120×200×18

～28cm用 180×260cm

ダブル 190×210cm用 140×200
～210cm用 140×210cm用 140×200×18

～28cm用 220×260cm

クィーン 210×210cm用 160×200×18
～28cm用 250×260cm

キング 230×210cm用



糸の紡績工程で出る落ちワタを取り入れて、杢調に仕上げました。
Tシャツに使われる天竺編みは、やわらかさと伸縮性が特長です。オーガニックコットンを使用しています。
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

杢ライトベージュ� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82933390 82933406 82933413 82933420 82933437

ボックスシーツ 82933710 82933673 82933680 82933697 82933703

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82933543 82933550 82933567

敷ふとんカバー 82933574 82933581 82933598

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82933727

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82933604

50×70cm用
82933611

杢ライトブラウン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934953 82934960 82934977 82934984 82934991

ボックスシーツ 82935271 82935233 82935240 82935257 82935264

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935103 82935110 82935127

敷ふとんカバー 82935134 82935141 82935158

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82935288

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82935165

50×70cm用
82935172

杢ブラウン� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934564 82934571 82934588 82934595 82934601

ボックスシーツ 82934885 82934847 82934854 82934861 82934878

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82934717 82934724 82934731

敷ふとんカバー 82934748 82934755 82934762

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934892

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82934779

50×70cm用
82934786

杢グリーン� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82935349 82935356 82935363 82935370 82935387

ボックスシーツ 82935660 82935622 82935639 82935646 82935653

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935493 82935509 82935516

敷ふとんカバー 82935523 82935530 82935547

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82935677

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82935554

50×70cm用
82935561

ボックスシーツ

スモール  各消費税込1,490円
シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円
クィーン  各消費税込3,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込1,290円

掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円
キング  各消費税込4,990円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込2,490円
セミダブル  各消費税込2,990円
ダブル  各消費税込3,490円



寝具カバー（綿天竺・落ちワタ入り）
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杢グレー� ［10月］
�

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82933789 82933796 82933802 82933819 82933826

ボックスシーツ 82934106 82934069 82934076 82934083 82934090

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82933932 82933949 82933956

敷ふとんカバー 82933963 82933970 82933987

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934113

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82933994

50×70cm用
82934007

杢ネイビー� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934175 82934182 82934199 82934205 82934212

ボックスシーツ 82934496 82934458 82934465 82934472 82934489

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82934328 82934335 82934342

敷ふとんカバー 82934359 82934366 82934373

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934502

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82934380

50×70cm用
82934397

掛ふとんカバーの下部がファスナー仕様になりました。

簡単に着脱できる仕様はそのままに、カバーの下部にファスナーを付けることで、
ふとんの飛び出しを防ぎます。

四隅は、取り外しの簡単なスナップボタンです。

※対象商品：綿天竺・落ちワタ入り／綿リヨセルパイル／綿であったか　掛ふとんカバー



ホテルのカバーを参考に高密度に織り上げ、上質で艶やかな光沢感のある滑らかな肌触りのカバーをつくりました。

 

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿高密度織）

寝具カバー（綿高密度織）
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詳しい商品情報はこちら

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

フラットシーツ

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

綿100%【洗濯機（ネット）】掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円
キング  各消費税込6,990円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込4,490円
セミダブル  各消費税込4,990円
ダブル  各消費税込5,490円

オフ白

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82839814 82839821 82839838 82839845 82839852

ボックスシーツ 82840230 82840186 82840193 82840209 82840216

フラットシーツ 82839975 82839982 82839999 82840001

敷ふとんカバー 82840025 82840032 82840049

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82840124

50×70cm用
82840131

ライトグレー

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82839869 82839876 82839883 82839890 82839906

ボックスシーツ 82840308 82840254 82840261 82840278 82840285

フラットシーツ 82840056 82840063 82840070 82840087

敷ふとんカバー 82840094 82840100 82840117

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82840148

50×70cm用
82840155

ファスナーなし、スナップボタンで着脱かんたん
掛ふとんカバー

寝具は清潔に使いたい。できれば頻繁に洗濯したいと思いながら、
掛ふとんカバーは、取り外しの煩わしさで、着け替えがついおっくうになってしまうものです。
もっと、楽に早く着け替えできるように、ホテル等で採用されている業務用の掛ふとんカバーを参考に、
簡単に着脱できる掛ふとんカバーをつくりました。　

装着方法
1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。
2 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。
3 スナップボタンをすべて留めて、ふとんとカバーを固定したら完成です。

※対象商品：綿洗いざらし／綿高密度織／綿フランネル／
麻平織　掛ふとんカバー



綿とリヨセルを混ぜた糸をパイル状に編み上げ、吸水性と放湿性にすぐれた、やわらかな生地に仕上げました。

 

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿リヨセルパイル）

寝具カバー（綿リヨセルパイル）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込4,990円 
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

パイル：綿50%、再生繊維（リヨセル）50%
基布：ポリエステル100% 
【洗濯機（ネット）】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込3,490円

ライトブラウン� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82942866 82942873 82942880 82942897

ボックスシーツ 82943122 82943085 82943092 82943108 82943115

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82942989 82942996 82943009

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82943139

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82943016

50×70cm用
82943023

ライトグレー� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82942569 82942576 82942583 82942590

ボックスシーツ 82942828 82942781 82942798 82942804 82942811

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82942682 82942699 82942705

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82942835

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82942712

50×70cm用
82942729



オーガニックコットンに湿気や汗を吸って発熱する機能を持たせました。
天然素材にこだわった、あったか寝具です。

 

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿であったか）

寝具カバー（綿であったか）
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詳しい商品情報はこちら

ボックスシーツ

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円

杢ベージュ� ［10月］ 

シングル セミダブル ダブル

掛ふとんカバー 44254875 44254882 44254899

ボックスシーツ 44255131 44255148 44255155

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
44255094

50×70cm用
44255100

杢ブラウン� ［10月］

シングル セミダブル ダブル

掛ふとんカバー 44254929 44254936 44254943

ボックスシーツ 44255193 44255209 44255216

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
44255117

50×70cm用
44255124



ネルのパジャマをお手本に、綿織物に起毛を施し、あたたかくやわらかなカバーをつくりました。
オーガニックコットン100%です。

 

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿フランネル）

寝具カバー（綿フランネル）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込3,990円 
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込2,490円
シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込790円
50×70cm用  各消費税込990円

綿100%【洗濯機（ネット）】

杢ベージュ� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937749 82937756 82937763 82937770

ボックスシーツ 82937886 82937848 82937855 82937862 82937879

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82937794 82937800 82937817

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937824

50×70cm用
82937831

杢ベージュウィンドペン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937909 82937916 82937923 82937930

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937954

50×70cm用
82937961

杢エンジ� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937978 82937985 82937992 82938005

ボックスシーツ 82938111 82938074 82938081 82938098 82938104

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938029 82938036 82938043

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938050

50×70cm用
82938067

杢エンジウィンドペン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938135 82938142 82938159 82938166

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938180

50×70cm用
82938197



寝具カバー（綿フランネル）
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杢ダークブラウン� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938203 82938210 82938227 82938234

ボックスシーツ 82938340 82938302 82938319 82938326 82938333

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938258 82938265 82938272

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938289

50×70cm用
82938296

杢ダークブラウンウィンドペン� ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938364 82938371 82938388 82938395

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938418

50×70cm用
82938425

杢チャコール� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938432 82938449 82938456 82938463

ボックスシーツ 82938579 82938531 82938548 82938555 82938562

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938487 82938494 82938500

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938517

50×70cm用
82938524

杢チャコールウィンドペン� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938593 82938609 82938616 82938623

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938647

50×70cm用
82938654



使うほどにやわらかさと風合いが増すリネンを使用しています。
一年を通してお使いいただける、吸湿性の良いカバーリングです。

 

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

※1　素材の特性上、ご使用、洗濯により毛羽立ち、毛羽落ちが生じます。また、使用状況によってはカバー内側に繊維くずがたまることがあります。

寝具カバー（麻平織）

寝具カバー（麻平織）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込5,990円
セミダブル  各消費税込6,990円
ダブル  各消費税込7,990円
クィーン  各消費税込8,990円
キング  各消費税込9,990円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込4,490円
シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

フラットシーツ

シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

麻（リネン）100%【洗濯機（ネット）】※1

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込5,490円
セミダブル  各消費税込5,990円
ダブル  各消費税込6,490円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込1,290円
50×70cm用  各消費税込1,590円

オフ白�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273173 /
02879402

44273180 /
02879419

44273197 /
02879426

44273203 /
02879433

44273210 /
02879440

ボックスシーツ 44274576 /
02041304

44274583 /
02041311

44274590 /
02041328

44274606 /
02041335

44274613 /
02041342

フラットシーツ 44273692 /
02040765

44273708 /
02040772

44273715 /
02040789

44273722 /
02040796

敷ふとんカバー 44273852 /
02040918

44273869 /
02040925

44273876 /
02040932

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274361 /
02041069

50×70cm用
44274378 /
02041076

オフ白ランダムストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273272 /
02879457

44273289 /
02879464

44273296 /
02879471

44273302 /
02879488

44273319 /
02879495

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274415 /
82123098

50×70cm用
44274422 /
82123104

生成�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273227 /
02879600

44273234 /
02879617

44273241 /
02879624

44273258 /
02879631

44273265 /
02879648

ボックスシーツ 44274637 /
02041243

44274644 /
02041250

44274651 /
02041267

44274668 /
02041274

44274675 /
02041281

フラットシーツ 44273739 /
02040727

44273746 /
02040734

44273753 /
02040741

44273760 /
02040758

敷ふとんカバー 44273883 /
02040888

44273890 /
02040895

44273906 /
02040901

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274392 /
02041007

50×70cm用
44274408 /
02041014

生成ランダムストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273326 /
02879655

44273333 /
02879662

44273340 /
02879679

44273357 /
02879686

44273364 /
02879693

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274439 /
82116199

50×70cm用
44274446 /
82116205



寝具カバー（麻平織）
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ブラウン�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273029 /
82592900

44273036 /
82592917

44273043 /
82592924

44273050 /
82592931

44273067 /
82592948

ボックスシーツ 44274514 /
82593280

44274521 /
82593297

44274538 /
82593303

44274545 /
82593310

44274552 /
82593327

フラットシーツ 44273654 /
82593082

44273661 /
82593099

44273678 /
82593105

44273685 /
82593112

敷ふとんカバー 44273821 /
82593129

44273838 /
82593136

44273845 /
82593143

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274279 /
82593150

50×70cm用
44274286 /
82593167

ブラウンランダムストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273074 /
82592955

44273081 /
82592962

44273098 /
82592979

44273104 /
82592986

44273111 /
82592993

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274309 /
82593181

50×70cm用
44274316 /
82593198

ブラック�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44272978 /
82593341

44272985 /
82593358

44272992 /
82593365

44273005 /
82593372

44273012 /
82593389

ボックスシーツ 44274453 /
82593723

44274460 /
82593730

44274477 /
82593747

44274484 /
82593754

44274491 /
82593761

フラットシーツ 44273616 /
82593525

44273623 /
82593532

44273630 /
82593549

44273647 /
82593556

敷ふとんカバー 44273791 /
82593563

44273807 /
82593570

44273814 /
82593587

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274231 /
82593594

50×70cm用
44274248 /
82593600

ブラックランダムストライプ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273128 /
82593341

44273135 /
82593402

44273142 /
82593419

44273159 /
82593426

44273166 /
82593433

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274330 /
82593624

50×70cm用
44274347 /
82593631



やさしい肌触りのガーゼを三層に織り上げ、空気を含んでふっくらとやわらかな生地に仕上げました。

 

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

寝具カバー（綿三重ガーゼ）

寝具カバー（綿三重ガーゼ）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞
シングル  各消費税込4,990円 
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

綿100%【洗濯機】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込3,490円

オフ白�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 02513450 02513467 02513474 02513481

ボックスシーツ 02513603 02513559 02513566 02513573 02513580

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02513627 02513634 02513641

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用

02513610

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
02513689

50×70cm用
02513696

ベージュ�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 02513764 02513771 02513788 02513795

ボックスシーツ 02513917 02513863 02513870 02513887 02513894

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02513931 02513948 02513955

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用

02513924

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
02513993

50×70cm用
02514006

ベージュミニチェック�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82121810 82121827 82121834 82121841

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82122176

50×70cm用
82122183

グレー� ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936872 82936889 82936896 82936902

ボックスシーツ 82937138 82937091 82937107 82937114 82937121

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82936995 82937008 82937015

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82937145

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937022

50×70cm用
82937039



寝具カバー（綿三重ガーゼ）
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ライトブラウン�  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82591941 82591958 82591965 82591972

ボックスシーツ 82592399 82592351 82592368 82592375 82592382

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82592184 82592191 82592207

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82592214

50×70cm用
82592221

ライトブラウンミニチェック�   

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82591996 82592009 82592016 82592023

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82592238

50×70cm用
82592245

綿三重ガーゼ掛ふとんカバーの着脱かんたん仕様

ふとんとカバーを固定する紐を、スナップボタンに
変更しました。四隅は外側から手を入れて留めら
れます。

ファスナーはありません。裾側は完全に開いてい
ます。内側にスナップボタンがついているので、
ふとんは外に出てきません。

1 2 3 4 5 6 7

手順

1 2 3 4 5 6 7



綿の本来の色をそのまま生かした素朴な風合いが特長です。
洗い替えにも最適なお得な3点セットです。

寝具カバーセット（綿平織）

 

寝具カバーセット（綿平織）【洗濯機】
 洗濯機洗い可
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詳しい商品情報はこちら

敷ふとん用・シングル�
 82123630｜生成 

消費税込2,990円
掛ふとんカバー＜ファスナー仕様＞：150×210cm用
敷ふとんシーツ・ゴム付き：100×200～210cm用
まくらカバー：43×63cm用

綿100%【洗濯機】

ベッド用・シングル�
 82123623｜生成

消費税込2,990円

掛ふとんカバー＜ファスナー仕様＞：150×210cm用
ボックスシーツ：100×200×18～28cm用
まくらカバー：43×63cm用

綿100%【洗濯機】

生成・ベッド用



あたたかさや風合いで選べる毛布やタオルケットを揃えました。

毛布・ケット・敷パッド

 

毛布・ケット・敷パッド
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【手洗い】
 手洗い可

詳しい商品情報はこちら

アイボリー

ベージュ

グレーベージュ

ブラウン チャコール

ライトグレー

グレーベージュ

ベージュ グレーベージュ

チャコール

ベージュ

オフ白

グレー

ライトブラウン

オフ白

アイボリー ベージュ

グレー

ベージュ

グレーベージュベージュ

チャコール

ベージュ

生成

生成

綿混シール織毛布�  

生成

シングル 82257977 消費税込4,890円
ダブル 82257984 消費税込7,890円
毛羽部分：綿100％　基布：ポリエステル80％、レーヨン20％【洗濯機（ネット）】

和歌山県高野口のシール織毛布です。両面パイルでパイルが抜けにくく、洗濯後も風合いの変化が少な
いのが特長です。

あたたかファイバームレにくい厚手毛布� ［10月］ 

アイボリーグレーベージュ ベージュ ライトグレー ブラウン チャコール

シングル 82946093 82945997 82946031 82946017 82946079 82946055 各消費税込3,990円
ダブル 82946109 82946000 82946048 82946024 82946086 82946062 各消費税込5,990円
パイル：ポリエステル100%　基布：ポリエステル65%、再生繊維（リヨセル）35%【洗濯機】

マイクロファイバーポリエステルにリヨセルを混ぜて編み上げて、あたたかくても、ムレにくく快適な毛布に仕
上げました。

あたたかファイバー鹿の子毛布� ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

シングル 82946154 82946116 82946130 各消費税込2,990円
ダブル 82946161 82946123 82946147 各消費税込4,990円
毛羽部分：ポリエステル100%　基布：ポリエステル100%【洗濯機】

やわらかなマイクロファイバーを鹿の子調に編立てた薄手であたたかな毛布です。

モール糸使いニット毛布� ［10月］ 

アイボリー ベージュ グレー

シングル 38721697 38721673 82512854 各消費税込4,990円
ポリエステル100%【洗濯機】

あたたかな肌触りのモール糸で、伸縮性のあるニット素材の毛布に仕上げました。

綿三重ガーゼ中わた入りケット� ［10月］ 

オフ白 ライトブラウン グレー

シングル 44226513 44226551 44226537 各消費税込5,990円
ダブル 44226520 44226568 44226544 各消費税込7,990円
側生地：綿100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

外側は、やわらかな綿１００％の三重ガーゼ。一枚でも、毛布代わりとしても使用できます。側生地にはオー
ガニックコットンを使用しています。

リヨセル混起毛ニット中わた入りケット� ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

シングル 44226599 44226575 44226612 各消費税込5,990円
ダブル 44226605 44226582 44226629 各消費税込7,990円
側生地：ポリエステル70％、再生繊維（リヨセル）30％　詰め物：ポリエステル100%【手洗い】

吸放湿性のあるリヨセルを混ぜてつくった起毛ニットの中わた入りケットです。一枚でも、毛布の代わりとし
ても使用できます。
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

グレーベージュベージュ

チャコール

生成

生成

麻平織麻わた敷パッド�  

生成

スモール 82220605 消費税込6,490円
シングル 82220575 消費税込6,990円
セミダブル 82220582 消費税込7,990円
ダブル 82220599 消費税込8,490円
表側：麻100％　裏側：ポリエステル65％、綿35%　詰め物：麻100％【洗濯機】

吸放湿性のある麻を生地と中身の両方に使用した麻×麻の敷パッドです。天然素材ならではの爽快な心地
よさです。

ライトブラウン

ブラウン

ライトグレー

ライトブラウン

スモール シングル セミダブル ダブル

─ 140×200cm ─ 180×200cm

毛布・ケットサイズ

スモール シングル セミダブル ダブル

83×200cm 100×200cm 120×200cm 140×200cm

敷パッドサイズ対応表

生成

生成

インド綿パイルタオルケット�  

生成

シングル 82051384 消費税込2,990円
ダブル 82051391 消費税込4,990円
綿100％【洗濯機（ネット）】

インドで採れたオーガニックコットンを染色せずに使用し、しっかり厚みのあるタオルケットに仕上げました。

あたたかファイバームレにくい厚手敷パッド� ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

スモール 82945904 82945843 82945966 各消費税込4,490円
シングル 82945874 82945812 82945935 各消費税込4,990円
セミダブル 82945881 82945829 82945942 各消費税込5,490円
ダブル 82945898 82945836 82945959 各消費税込5,990円
パイル：ポリエステル100%　基布：ポリエステル65%、再生繊維（リヨセル）35%　
裏側：ポリエステル100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

マイクロファイバーポリエステルにリヨセルを混ぜて編み上げて、あたたかくても、ムレにくく快適な敷パッドに
仕上げました。

綿リヨセルパイル敷パッド� ［10月］ 

ライトグレー ライトブラウン ブラウン

スモール 44243503 44243541 44243589 各消費税込3,490円
シングル 44243473 44243510 44243558 各消費税込3,990円
セミダブル 44243480 44243527 44243565 各消費税込4,490円
ダブル 44243497 44243534 44243572 各消費税込4,990円
パイル：綿50%、再生繊維（リヨセル）50%　基布：ポリエステル100%　
裏側：ポリエステル100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

吸放湿性のあるリヨセルを混ぜた、やわらかく、なめらかな肌触りのパイル生地を使いました。

グレーベージュ



用途に応じて選べるクッションや座ぶとんを揃えました。

クッション・座ぶとん
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※1 羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

詳しい商品情報はこちら

ポリエステルわた洗えるクッション
38750192｜43×43cm  消費税込499円
側生地：ポリエステル100%　詰め物：ポリエステル100% 

【洗濯機】

詰め物にコイル状の中空ポリエステルわたを使用しました。季節に
あわせてカバーを付け替えることができます。

落ちワタ入り座ぶとん
44153383｜55×59cm  消費税込990円
側生地：綿100%　詰め物：綿70%、ポリエステル30% 

【洗濯不可】

紡績工程から出た落ちワタを活用した座ぶとん本体です。弾力性
と耐久性があります。
※水洗い、及びドライクリーニングはお避けください。

羽根クッション
82528749｜43×43cm・詰め物重量0.7kg  消費税込1,190円 
82528756｜55×59cm・詰め物重量1.2kg  消費税込1,890円
外側：綿100%　内側：ポリエステル100％　ダウンプルーフ加工
詰め物：フェザー99%、ダウン1%

【ドライ（セキユ）】

軽くへたりの少ない水鳥の羽根を使いました。ふんわりと沈み込む
やさしい感触が特長です。
※55×59cmには座ぶとんカバーをお使いください。
※1

生成

生成 ライトブラウン

チャコール

綿シートクッション
82151954｜生成・39×39cm   
82946567｜ライトブラウン・39×39cm ［11月］    
82946574｜チャコール・39×39cm ［11月］    各消費税込1,190円
側生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

オーガニックコットンの側生地に中わたを詰めたシートクッションです。素朴な風合いが特長です。

ウール・ガンタフトマット
82222715｜生成・直径36cm   
82946512｜ベージュ・直径36cm ［11月］    
82222739｜チャコール・直径36cm  各消費税込1,190円
ウール100％【洗濯不可】

インドの職人がタフト機を使ってウール素材のマットをつくりました。シートクッションとしても使えます。

生成 ベージュ

チャコールチャコール

シートクッション角型� ［11月］
82946604｜杢ベージュ・36×36cm   
82946611｜杢ライトブラウン・36×36cm   
82946628｜杢チャコール・36×36cm  各消費税込1,490円 
側生地：綿100％　本体：固わたポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

ポリエステルわたを縦方向に成形し反発性の高いシートクッションに仕上げました。

杢チャコール

杢ベージュ

杢チャコール

杢ライトブラウン



綿や麻などの素材の特長を生かして、肌触りの良いカバーに仕上げました。

クッションカバー・座ぶとんカバー
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

生成

綿太番手平織�  

生成

クッションカバー・43×43cm用 82595567 消費税込499円
座ぶとんカバー・55×59cm用 82595574 / 82946956 消費税込799円
綿100％【洗濯機（ネット）】

太番手の綿がもつ素朴な風合いをいかして、ざっくりとした織りに仕上げました。

チャコール

綿太番手平織� ［10月］ 

チャコール

クッションカバー・43×43ｃｍ用 82946963 消費税込990円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 82946970 消費税込1,490円
綿100％【洗濯機（ネット）】

太番手の綿がもつ素朴な風合いをいかして、ざっくりとした織りに仕上げました。

ブルー

ネイビー

綿デニム� ［10月］ 

ブルー ネイビー

クッションカバー・43×43ｃｍ用 44238219 44238233 各消費税込1,490円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 44238226 44238240 各消費税込2,490円
綿100％【洗濯機（ネット）】

ジーンズと同じ風合いのデニムの生地をそのまま使用しました。ソファカバーと同じ素材です。

ベージュ

ブラウン ネイビー

生成 グレー

綿洗いざらし帆布� ［10月］ 

生成 ベージュ グレー ブラウン ネイビー

クッションカバー・43×43ｃｍ用 44238257 44238271 44238295 44238318 44238332 各消費税込990円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 44238264 44238288 44238301 44238325 44238349 各消費税込1,990円
綿100％【洗濯機（ネット）】

かばんなどに使われている厚手の生地をそのまま使用しました。ソファカバーと同じ素材です。

洗いざらしの麻�  

オフ白 生成 チャコールグレー

クッションカバー・43×43cm用 82595321 02422646 82595307 各消費税込1,990円
座ぶとんカバー・55×59cm用 82595338 02422653 82595314 各消費税込2,990円
麻100%【洗濯機（ネット）】

使い込んだ麻だけが持つ風合いを、洗い加工で引き出しました。使い始めから肌にやさしくなじむやわらかさが特長です。

生成オフ白

チャコールグレー
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

生成

チャコール

コットンウール原毛色手織／ダイヤ� ［10月］ 

生成 チャコール

クッションカバー・43×43ｃｍ用 82947175 82948967 各消費税込1,990円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 82948974 82947182 各消費税込2,990円
表側：綿61％、ウール39％　裏側：綿100％　内側：綿100％【洗濯不可】

染色していない、自然のままの色です。ウールの原毛の色合いと風合いを生かして仕上げました。

ライトベージュ

グレー

ポリエステルシェニール� ［10月］  

ライトベージュ グレー

クッションカバー・43×43ｃｍ用 44238356 44238370 各消費税込1,490円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 44238363 44238387 各消費税込2,490円
ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

ポリエステルのモール状の糸（シェニール糸）を使用し、厚手に織り上げました。やわらかな風合いが特長です。

ベージュ

エンジ

綿シェニール� ［11月］ 

ベージュ エンジ

クッションカバー・43×43ｃｍ用 82946994 82947014 各消費税込1,490円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 82947007 82947021 各消費税込2,490円
綿100％【洗濯機（ネット）】

綿のモール状の糸（シェニール糸）を使用し、厚手に織り上げました。やわらかな風合いが特長です。

アイボリー

チャコール

綿コーデュロイ� ［10月］ 

アイボリー チャコール

クッションカバー・43×43ｃｍ用 82947274 82947359 各消費税込1,490円
座ぶとんカバー・55×59ｃｍ用 82947281 82947366 各消費税込2,490円
綿100％【洗濯機（ネット）】

緯糸をカットしてつくったコーデュロイのカバーです。表裏で畝の細さを変更しました。

表面
（太畝）

裏面
（細畝）



ソファカバーやベッドカバーとしてなど、使い方も肌触りもさまざまなファブリックです。

ひざ掛け・スロー・多用布
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【手洗い】
 手洗い可

詳しい商品情報はこちら

※1 羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

生成

生成

綿麻ワッフル多用布�  

生成

180×260cm 02936013 消費税込9,990円
220×260cm 02936020 消費税込11,900円
綿70％、麻30％【洗濯機】

シャリ感のある綿と麻を使い、凹凸のある生地に織り上げました。さらっとした肌触りが特長です。

インドオーガニックコットンワッフル多用布�  

生成 ベージュ

180×260cm 15559695 15559718 各消費税込7,890円
220×260cm 15559701 15559725 各消費税込9,890円
綿100%【洗濯機】

インドのオーガニックコットンを100%使用したワッフル生地に洗いをかけて立体的に仕上げました。

生成

生成

ベージュ

ライトベージュ ライトブラウン

チャコールライトベージュ

リヨセル混起毛ニットひざ掛け� ［10月］ 

ライトベージュ ライトブラウン チャコール

70×110ｃｍ 82946888 82946895 82946901 各消費税込1,990円
ポリエステル70％、再生繊維（リヨセル）30％【洗濯機】

吸放湿性のあるリヨセルを混ぜてつくりました。微起毛をかけたニット素材であたた
かく使えます。

インドオーガニックコットンワッフル多用布／ベージュ インドオーガニックコットンワッフル多用布／生成

多用布について

やわらかな肌触りに仕上げたワッフル多用布は、凹凸感のある表情豊かなファブリッ
クです。ほどよい厚みでソファカバーやベッドカバーなどさまざまな用途にお使い
いただけます。

ウール原毛色ひざ掛け� ［10月］  

格子／
生成

格子／
べージュ

ヘリンボーン
／ブラウン

ヘリンボーン
／べージュ

70×130ｃｍ 82946741 82946758 82946789 82946796 各消費税込3,990円
ウール100％【手洗い】

染色していない、自然のままの色です。ウールの原毛の色合いと風合いを生かして
仕上げ、格子柄・ヘリンボーン柄に織りあげました。

格子／生成

ヘリンボーン／ベージュ

格子／
ベージュ

ヘリンボーン／
ベージュ

ヘリンボーン／
ブラウン

コンパクトダウンひざ掛け� ［10月］  

グレーチェック
ライトブラウン
チェック

70×125ｃｍ 82946918 82946932 各消費税込4,990円
側生地：綿100％　詰め物：ダウン80％、フェザー20％【手洗い】

保温性のある羽毛を中材に使いました。収納袋が付いているのでコンパクトに収納
でき持ち運びにも便利です。
※1

グレーチェック

ライトブラウンチェック

ライトブラウン
チェック

綿シェニールスロー� ［11月］  

生成 ベージュ チャコール

100×180ｃｍ 82946635 82946642 82946659 各消費税込2,990円
綿100％【洗濯機（ネット）】

綿のモール状の糸（シェニール糸）を使用し、薄手に織り上げました。やわらかな風
合いが特長です。

生成 ベージュ

チャコールベージュ



履き心地を考え、インソールと履き口のアッパー（甲）部分を見直しました。
歩くときも足にフィットするスリッパです。

足にフィットするスリッパ
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

生成

チャコールグレー

杢グレー
ボーダー

杢ネイビー
ボーダー

チャコール
チェック

ブラウン
チェック

綿天竺・落ちワタ入り�足にフィットするスリッパ� ［11月］   

杢グレー
ボーダー

杢ネイビー
ボーダー

S・22～23.5cm用 82947861 82947816

M・23.5～25cm用 82947878 82947823

L・25～26.5cm用 82947885 82947830

XL・26.5～28cm用 82947892 82947847 各消費税込790円

XXL・28.5～30cm用 82947908 82947854 各消費税込990円

甲生地：綿100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：綿100％　底材：ポリエステル100％
【洗濯機（ネット）】

麻綾織�足にフィットするスリッパ� ［11月］ 

生成 チャコールグレー

S・22～23.5cm用 82947915 82947960

M・23.5～25cm用 82947922 82947977

L・25～26.5cm用 82947939 82947984

XL・26.5～28cm用 82947946 82947991 各消費税込790円

XXL・28.5～30cm用 82947953 82948004 各消費税込990円

甲生地：麻100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：麻100％　底材：ポリエステル100％
【洗濯機（ネット）】

綿フランネル�足にフィットするスリッパ� ［10月］  

チャコール 
チェック ブラウンチェック

S・22～23.5cm用 82948257 82948219

M・23.5～25cm用 82948264 82948226

L・25～26.5cm用 82948271 82948233

XL・26.5～28cm用 82948288 82948240 各消費税込790円

甲生地：綿100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：綿100％　底材：ポリエステル100％
【洗濯機（ネット）】

足にフィットするスリッパについて

インソールは、「へたり」に着目しました。従来品
はかかとに圧力が集中していますが、足にフィッ
トするスリッパは全体に圧力が分散されています。
従来品に比べてへたりにくく、高い体圧分散性
により安定した履き心地を実現しました。

へたりにくいインソール

圧力分布

足にフィットするスリッパ従来品

アッパー部分は、歩くときも足にフィットするよう、
足の形状に合わせて①履き口の形状 ②縫い付
け位置を変更しました。よりフィット感と安定感が
あり、歩きやすい仕様です。

①履き口の形状 ②縫い付け位置

足にフィット
するスリッパ

従来品

②

①①



履き心地を考え、インソールを見直しました。
体圧分散性の高いインソールを使用したルームシューズです。

ルームシューズ
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

生成

チャコールグレー

杢グレー

杢ネイビー

ベージュ

麻綾織ルームシューズ� ［11月］ 

生成 チャコールグレー

S・22～23.5cm用 82948110 82948165

M・23.5～25cm用 82948127 82948172

L・25～26.5cm用 82948134 82948189

XL・26.5～28cm用 82948141 82948196 各消費税込1,290円

XXL・28.5～30cm用 82948158 82948202 各消費税込1,490円

甲生地：麻100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：麻100％　底材：ポリエステル100％
【洗濯機（ネット）】

綿天竺・落ちワタ入りルームシューズ� ［11月］ 

杢グレー 杢ネイビー

S・22～23.5cm用 82948066 82948011

M・23.5～25cm用 82948073 82948028

L・25～26.5cm用 82948080 82948035

XL・26.5～28cm用 82948097 82948042 各消費税込1,290円

XXL・28.5～30cm用 82948103 82948059 各消費税込1,490円

甲生地：綿100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：綿100％　底材：ポリエステル100％
【洗濯機（ネット）】

ブラウン

あたたかファイバールームシューズ� ［10月］ 

ベージュ ブラウン

S・22～23.5cm用 82948370 44217771

M・23.5～25cm用 82948387 44217788

L・25～26.5cm用 82948394 44217795

XL・26.5～28cm用 82948400 44217801 各消費税込1,490円

甲生地：パイル部分 ポリエステル100％、基布 ポリエステル100％
甲裏生地：パイル部分 ポリエステル100％、基布 ポリエステル100％
中板生地：パイル部分 ポリエステル100％、基布 ポリエステル100％
底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

あたたかく肌触りのよいスリッパです。

ブラウン

ベージュ

ウール原毛色ルームシューズ� ［10月］ 

ベージュ ブラウン

S・22～23.5cm用 82948417 82948455

M・23.5～25cm用 82948424 82948462

L・25～26.5cm用 82948431 82948479

XL・26.5～28cm用 82948448 82948486 各消費税込1,490円

甲生地：ウール100％　甲裏生地：綿80％、ポリエステル20％　中板生地：ウール100％
底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

側地もすべてウール素材であたたかいのが特長です。



お好みの素材や履き心地で選べるスリッパ・ルームサンダルです。
サイズも幅広くご用意しました。

スリッパ・ルームサンダル
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

生成

生成×ネイビー

生成×グレー

インド綿ルームサンダル・前あき�

生成 生成×グレー 生成×ネイビー

S・22～23.5cm用 02182588 82104042 02182625

M・23.5～25cm用 02182595 82104059 02182632

L・25～26.5cm用 02182601 82104066 02182649

XL・26.5～28cm用 02182618 82104073 02182656 各消費税込599円

綿100％【洗濯機（ネット）】

インドの職人が組み紐を縫い合わせてひとつひとつ手作業でつくり上げました。

インド綿ルームサンダル・鼻緒�   

生成 生成×グレー ネイビー

S・22～23.5cm用 02182380 82103922 02182427

M・23.5～25cm用 02182397 82103939 02182434

L・25～26.5cm用 02182403 82103946 02182441

XL・26.5～28cm用 02182410 82103953 02182458 各消費税込599円

綿97％、その他3％【洗濯機（ネット）】

インドの職人が組み紐を縫い合わせてひとつひとつ手作業でつくり上げました。

生成 生成×グレー

ネイビー

綿バスケット織足底EVA左右のないスリッパ�  

生成 ブラウン チャコール

S・22～23.5cm用 82948769 82948806 82948844

M・23.5～25cm用 82948776 82948813 82948851

L・25～26.5cm用 82948783 82948820 82948868

XL・26.5～28cm用 82948790 82948837 82948875 各消費税込499円

甲生地：綿100％　甲裏生地：綿75％、ポリエステル25％　中板生地：綿100％　底材：EVA樹脂　

【洗濯機（ネット）】

硬めの足底で、汚れが目立ちにくいスリッパです。左右がないので着用時のわずらわしさがありません。

生成 ブラウン

チャコール



起毛をかけた綿やウール、ダウンなど、あたたかい素材のスリッパです。

あたたかいスリッパ
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【手洗い】
 手洗い可

あたたかいスリッパ

 

詳しい商品情報はこちら

※1 羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い時期には臭いを感じることがあります。

グレーチェック

ライトブラウン
チェック

綿フランネルルームシューズ ［10月］ 

グレーチェック
ライトブラウン
チェック

M・23.5～25cm用 82948349 82948301

L・25～26.5cm用 82948356 82948318

XL・26.5～28cm用 82948363 82948325 各消費税込1,290円

甲生地：綿100％　甲裏生地：ポリエステル100％　中板生地：ポリエステル100％
底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

起毛をかけた綿の生地を使用しました。足をつつみ込む、やわらかく、あたたかなルームシューズです。

ベージュ

ウールボアスリッパ ［10月］ 

ベージュ
ヘリンボーン／
ブラウン

M・23.5～25cm用 82948615 82948646

L・25～26.5cm用 82948622 82948653

XL・26.5～28cm用 82948639 82948660 各消費税込1,990円

甲生地：（ベージュ）基布 ポリエステル100％　パイル部分 ウール100％
（ヘリンボーン／ブラウン）基布・パイル部分 ウール100%

甲裏生地：基布 ポリエステル100％　パイル部分 ウール100％
中板生地：ウール100％　底材：ポリエステル100％【手洗い】

洗えるウールで作りました。外側も内側もウール素材であたたかくご使用いただけます。

ヘリンボーン／
ブラウン

ベージュ

ヘリンボーン／
ブラウン

ウールボアルームブーツ ［10月］ 

ベージュ
ヘリンボーン／
ブラウン

M・23.5～25cm用 82948554 82948585

L・25～26.5cm用 82948561 82948592

XL・26.5～28cm用 82948578 82948608 各消費税込2,990円

甲生地：（ベージュ）基布 ポリエステル100％　パイル部分 ウール100％
（ヘリンボーン／ブラウン）基布・パイル部分 ウール100%

甲裏生地：基布 ポリエステル100％　パイル部分 ウール100％
中板生地：ウール100％　底材：ポリエステル100％【手洗い】

洗えるウールで作りました。外側も内側もウール素材で足首まであたたかくご使用いただけます。

アイボリー

ボアルームブーツ ［10月］ 

アイボリー

M・23.5～25cm用 82948677

L・25～26.5cm用 82948684

XL・26.5～28cm用 82948691 各消費税込1,790円

甲生地：ポリエステル100％　甲裏生地：ポリエステル100％　中板生地：ポリエステル100％
底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

毛足の長いボア素材で、あたたかなルームブーツを作りました。

チャコールグレー

ライトベージュ

リヨセル混起毛ニットルームシューズ ［10月］ 

ライトベージュチャコールグレー

M・23.5～25cm用 82948493 82948523

L・25～26.5cm用 82948509 82948530

XL・26.5～28cm用 82948516 82948547 各消費税込1,290円

甲生地：ポリエステル70％、再生繊維（リヨセル）30％
甲裏生地：ポリエステル70％、再生繊維（リヨセル）30％
中板生地：ポリエステル100％　底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

リヨセルを混ぜてなめらかな生地に仕上げました。足をつつみ込みあたたかなルームシューズです。

グレー

ダウンスリッパ ［10月］ 

グレー

M・23.5～25cm用 82948738

L・25～26.5cm用 82948745

XL・26.5～28cm用 82948752 各消費税込2,490円

甲生地：綿100％　甲裏生地：綿100％
中板生地：ポリエステル100％　詰め物：ダウン80％、フェザー20％
底材：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

ダウンを使った軽くてあたたかいスリッパです。ご家庭で洗えます。

※1



ラグ・マット
素材や毛足の種類によって、風合いの違いを楽しめるラグとマット。
どんな部屋にも合わせやすい、やさしい肌触りの素材が揃っています。

 

ラグ・マット
122

【手洗い】
手洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

天然素材ラグ

生成

インド綿混組紐マット�

 生成

マット・50×80cm 02066307 消費税込999円
マット・50×120cm 02066314 消費税込1,990円
マット・50×180cm 02066321 消費税込2,990円

綿97%、その他3%【洗濯機（ネット）】

インドの職人が組み紐を使って踏み心地の良いマットをつくりました。

インド綿混手織ラグ

 生成 ライトブラウン チャコール

マット・50×80cm 82123562 82123586 82123609 各消費税込1,900円
マット・50×120cm 82123579 82123593 82123616 各消費税込2,900円
100×140cm 82123449 82123487 82123524 各消費税込4,500円
140×200cm 82123456 82123494 82123531 各消費税込8,900円
200×200cm 82123463 82123500 82123548 各消費税込14,000円
200×240cm 82123470 82123517 82123555 各消費税込18,000円

綿97%、その他3%　マット：【手洗い】　ラグ：【ドライ】

インドの職人が1枚1枚木製の手織機にかけて織り上げました。紡績の過程で出た落ちワタと残糸を使っ
ています。

生成
ライト 

ブラウン

チャコール

生成生成

生成 ベージュ

ベージュ

ウールコットン手織ラグ／パターンボーダー

 生成 ベージュ

マット・50×80cm 82464078 82464085 各消費税込3,900円
マット・50×180cm 82464115 82464122 各消費税込4,900円
100×140cm 82463965 82463996 各消費税込8,900円
140×200cm 82463972 82464009 各消費税込19,000円
200×200cm 82463989 82464016 各消費税込27,000円

ウール60%、綿40%【洗濯不可】

原毛の色と風合いをそのまま生かし、インドの手織技術で仕上げました。表情豊かな織り柄が特長です。

ベージュ ブラウン

ブラウン

ウールコットン手織ラグ

 ベージュ ブラウン

マット・50×80cm 82464054 82464061 各消費税込3,900円
マット・50×180cm 82464092 82464108 各消費税込4,900円
100×140cm 82463903 82463934 各消費税込8,900円
140×200cm 82463910 82463941 各消費税込19,000円
200×200cm 82463927 82463958 各消費税込27,000円

ウール68%、綿32%【洗濯不可】

原毛の色と風合いをそのまま生かし、インドの手織技術で仕上げました。
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天然素材ラグ

ウール原毛色ループパイルラグ�  

アイボリー グレー

100×140ｃｍ 82222746 82222784 各消費税込9,990円
140×200ｃｍ 82222753 82222791 各消費税込19,900円
200×200ｃｍ 82222760 82222807 各消費税込27,900円
200×240ｃｍ 82222777 82222814 各消費税込33,900円

パイル部分：ウール100％　基布：ポリプロピレン100％　裏面：ポリエステル100％【洗濯不可】

ウールがもつ天然素材の色と風合いをそのまま生かし、ラグに仕上げました。
一年を通してお使いいただけます。

アイボリー

グレーアイボリー

生成 チャコール

生成 生成チャコール チャコール

コットンウール原毛色手織マット・ダイヤ� ［10月］ 

生成 チャコール

50×80ｃｍ 82946444 82946468 各消費税込1,990円

綿53％、ウール47％【洗濯不可】
染色していない、自然のままの色です。ウールの原毛の色合いと風合いを生かして仕上げました。

コットンウール原毛色手織マット・ストライブ� ［10月］ 

生成 チャコール

50×80ｃｍ 82946475 82946499 各消費税込1,990円

綿53％、ウール47％【洗濯不可】
染色していない、自然のままの色です。ウールの原毛の色合いと風合いを生かして仕上げました。

グレー

ライトベージュ

ライト 
ベージュ

洗いざらしの綿キルティングラグ�  ［11月］

ライトベージュ グレー

100×195ｃｍ 82946369 82946406 各消費税込4,990円
140×195ｃｍ 82946376 82946413 各消費税込5,990円
195×195ｃｍ
こたつ下敷兼用 82946383 82946420 各消費税込7,990円
205×245ｃｍ
こたつ下敷兼用 82946390 82946437 各消費税込9,990円

表側：綿100％　裏側：ポリエステル100％　詰め物：ポリエステル100％　キルティング加工【洗濯機（ネット）】

洗い加工を施し、最初からやわらかい風合いに仕上げました。一年を通して多用布としても使えます。

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

ご家庭の洗濯機で
洗えます。
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天然素材ラグ

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

麻綿ループパイルラグ

生成 ブラウン

100×140cm 02926472 02926519 各消費税込6,990円
140×200cm 02926489 02926526 各消費税込13,900円
200×200cm 02926496 02926533 各消費税込19,900円
200×240cm 02926502 02926540 各消費税込23,900円

麻（リネン）55％、綿45％【洗濯不可】

シャリ感のある麻とやわらかい綿を使用しラグをつくりました。さらりとした感触が特長です。

オーダー 対応サイズ・価格表 1  約10日間 10cm単位  四角 円

生成 ブラウン

ブラウン

生成

生成

ジュート混ラグ�

 生成

マット・50×80cm 82464139 消費税込4,490円
マット・50×180cm 82464146 消費税込5,990円
100×140cm 02184742 消費税込9,900円
140×200cm 02184759 消費税込19,900円
200×200cm 82464047 消費税込29,900円

植物繊維（ジュート）76%、綿24%【洗濯不可】

丈夫なジュートを使用し、しっかりした踏み心地のラグをつくりました。天然素材ならではの表情が特長です。

麻綿平織キルティングラグ

生成×グレー

100×195cm 02926380 消費税込4,990円
140×195cm 02926397 消費税込5,990円
195×195cm�
こたつ下敷兼用 02926403 消費税込7,990円
205×245cm�
こたつ下敷兼用 02926410 消費税込9,990円

表側：麻（リネン）55%、綿45% 
裏側：ポリエステル100% 
詰め物：ポリエステル100%　キルティング加工【洗濯機（ネット）】

麻のシャリ感と綿の風合いを生かした生地にキルティング加工を施しました。
さらっとした肌触りが特長です。

生成× 
グレー

生成×グレー

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

ご家庭の洗濯機で
洗えます。
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機能素材ラグ

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

アイボリー

アイボリー

グレー

チャコール
グレー

ポリエステルやわらかラグ　　

アイボリー
チャコール

グレー グレー

100×140ｃｍ 82536676 82536713 82536751 各消費税込12,900円
140×200ｃｍ 82536683 82536720 82536768 各消費税込25,900円
200×200ｃｍ 82536690 82536737 82536775 各消費税込36,900円
200×240ｃｍ 82536706 82536744 82536782 各消費税込44,900円

パイル部分：ポリエステル100%【洗濯不可】

細く撚った糸を高密度に打ち込みふっくらと仕上げました。お手入れしやすいポリエステルです。

すべり止め加工を�
しています。

再生ペットのポリエステル使いループパイルラグ�

  アイボリー グレー ブラウン

100×140cm 02184780 02184827 02532369 各消費税込5,990円
140×200cm 02184797 02184834 02532376 各消費税込9,990円
200×200cm 02184803 02184841 02532383 各消費税込14,900円
200×240cm 02184810 02184858 02532390 各消費税込19,900円

パイル部分：ポリエステル100%【洗濯不可】

ループパイルを隙間なく打ち込むことでボリューム感のあるラグに仕上げました。原料に再生ペットを使用
しています。

オーダー   対応サイズ・価格表 2  約10日間 10cm単位  四角 円

アイボリー グレー

ブラウン

グレー

ポリエステルクリンプタイルカーペット�

 ベージュ アイボリー チャコール

40×40cm 82217094 82217100 82217117 各消費税込1,590円

パイル部分：ポリエステル100％
基布：ポリエステル100％　
裏面：PVC　不織布　アクリル系樹脂滑り止め材【洗濯不可】

植物由来の素材を原料の一部にした繊維をパイルに使用した、へたりにくく汚れが落ちやすいタイルカーペッ
トです。カッターで好みの大きさにカットできます。

ベージュ

アイボリーベージュ

チャコール

カッターでお好みの大きさに
カットできます。

ベージュ ブラウン

チャコール

ベージュ

あたたかファイバーふんわりキルティングラグ�  ［10月］ 

ベージュ ブラウン チャコール

100×195ｃｍ 82949407 82949445 82949483 各消費税込4,490円
140×195ｃｍ 82949414 82949452 82949490 各消費税込5,490円
195×195ｃｍ
こたつ下敷兼用 82949421 82949469 82949506 各消費税込7,490円
205×245ｃｍ
こたつ下敷兼用 82949438 82949476 82949513 各消費税込9,490円

表側：ポリエステル100％　裏側：ポリエステル100％
詰め物：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】
マイクロファイバー素材を使い、ふくらみのあるラグを作りました。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）
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床暖房・ホットカーペット対応ラグ�
すべり止め・シートタイプ�
61833415 ｜40×120cm 消費税込890円
表面：ポリエチレン、芯材：ポリプロピレン【洗濯不可】

床暖房・ホットカーペットに使用できるすべり止めです。ラグのサイ
ズに合わせて、ハサミで切ることができます。

床暖房・ホットカーペット対応ラグ�
すべり止め・テープタイプ�
61404233 ｜4cm×4m 消費税込790円
粘着剤：アクリル酸エステル系樹脂、芯材：ポリエステル 
吸着面：アクリル酸エステル系樹脂【洗濯不可】

ラグの裏面に貼付けるすべり止めです。ラグのサイズに合わせて、
ハサミで切ることができます。

イ草ユニット畳
37329577｜60×60cm・ジョイント2個付き 
37329367｜70×70cm・ジョイント2個付き 各消費税込4,890円
側地：イ草　芯材：ポリエステル 
ジョイント：ポリエチレン【洗濯不可】

イ草の色あいをそのまま生かし、無染色
で仕上げました。付属のジョイントで連
結して使用できます。

裏面ジョイント部

ラグサイズ一覧

普通ラグサイズキルティングラグサイズ

ホットカーペット 1畳用
（88×176cm）

ホットカーペット 1.5畳用
（126×180cm）

ホットカーペット 2畳用
（176×176cm）

ホットカーペット 3畳用
（195×235cm）

1畳（85×170cm）

140×195cm

100×195cm

195×195cm

205×245cm

1畳（85×170cm）

100×140cm

140×200cm

200×200cm

200
×
240
cm

マット（50×80cm）

マット（50×120cm）

マット（50×180cm）

100×140cm

140×200cm

200×200cm

200×240cm

リビング ダイニング

無垢材テーブル（引出付）・幅140cm

オーク材チェア・綿平織・ベージュ×2

無垢材ベンチ・板座

無垢材テーブル（引出付）・幅80cm

オーク材チェア・綿平織・ベージュ×2

無垢材テーブル（引出付）・幅140cm

オーク材チェア・綿平織・ベージュ×4

無垢材テーブル（引出付）・幅140cm

オーク材チェア・綿平織・ベージュ×6

ソファ本体・2.5シーター
ソファ本体・2シーター
無垢材ローテーブル（引出付）・110×55cm
木製AVラック・幅150cm

ソファ本体・2シーター
木製AVラック・幅90cm

ソファ本体・2.5シーター
オットマン

ソファ本体・3シーター
ソファ本体・2.5シーター
無垢材ローテーブル（引出付）・110×55cm

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

別売のパーツが
ある商品



オーダーラグ
さまざまな素材や表情からお選びいただけるオーダーラグ。パイルの長さが選べたり、防炎・防ダニ加工など機能も充実。
オーダーをいただいてから一枚一枚丁寧におつくりします。
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床暖房・ホットカーペット
に使えます。

防炎機能を
付加しています。

形状・サイズを
選ぶ

素材・色を
選ぶ

オーダーラグの選び方

ウール原毛色ウィルトン織ラグ�
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールで、そのままの色を使用したラグをつくりました。しっかりした感
触が特長です。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 4 約21日間 10cm単位  四角 円

アイボリー ベージュ

ブラウン

ブラウン

ウール太番手ウィルトン織ラグ�
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールを高密度に織り上げました。大きなループとしっかりとした感触
が特長です。

※ ウール太番手ウィルトン織ラグは、10サイズのみの承りとなります。詳しくは別紙P.132「オーダーラグ 価
格表」をご覧ください。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 5 約21日間  四角 円

アイボリー
×ベージュ

ベージュ×
グレー

ライトブラウン
×チャコール

ライトブラウン×チャコール

天然素材ラグ

大胆な組み合わせで空間を演出

定番の四角い大判ラグを組み合わせたり重ねてみると、
空間の印象ががらりと変わります。
大切なポイントは相性の良い色と素材を選ぶこと。
やわらかな感触のパイル素材は寝転んだり、
座ったりしても心地良く過ごせます。

ウールラグ・ジグザグ／アイボリー、ウール原毛色ウィルトン織ラグ／ブラウン、ウールコットン手織ラグ／ベージュ
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床暖房・ホットカーペット
に使えます。

防炎機能を
付加しています。

［オーダー限定］パイルの
長さを選べます。

防ダニ加工を�
しています。

ウールラグ・ダブルフレーム
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールを100%使用しました。
異なるパイルを組み合わせ、豊かな表情を出しました。

※ ウールラグ・ダブルフレームは、10サイズのみの承りとなります。詳しくは別紙P.132「オーダーラグ 価格表」
をご覧ください。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 8 約21日間  四角 円

ベージュ

アイボリー

ライトブルー

ダーク 
ブラウン

グリーン

ベージュ

ブルー

グレー 
ベージュ

ダーク 
グリーン

ウールラグ・ジグザグ
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールを100%使用しました。
異なるパイルを組み合わせ、豊かな表情を出しました。

※ ウールラグ・ジグザグは、10サイズのみの承りとなります。詳しくは別紙P.132「オーダーラグ 価格表」をご覧
ください。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 8 約21日間  四角 円

アイボリー

アイボリー

ダーク 
ブラウン

ライトブルー

グリーン

ベージュ

グレー 
ベージュ

ブルー

ダーク 
グリーン

天然素材ラグ

ウールフリーズラグ�
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性に優れたウールを、１００％使用しました。
２タイプのパイルの長さ、12色から選べます。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 6  

約21日間 10cm単位  四角 円

アイボリー×グレーベージュ

アイボリー

アイボリー
×ベージュ

グレー 
ベージュ

ダーク 
グリーン

ブラウン×
ダークブラウン

ブルー

ベージュ

グリーン

アイボリー×
グレーベージュ

ダーク 
ブラウン

ライトブルー

ブルー× 
ネイビー

ウールカットパイルラグ�
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性に優れたウールで、毛足を短くカットしたラグをつ
くりました。一年を通して使いやすいラグです。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 7  

約21日間 10cm単位  四角 円

ダークグリーン

アイボリー

アイボリー 
×ベージュ

グレー 
ベージュ

ダーク 
グリーン

ブラウン×
ダークブラウン

ブルー

ベージュ

グリーン

アイボリー×
グレーベージュ

ダーク 
ブラウン

ライトブルー

ブルー× 
ネイビー
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床暖房・ホットカーペット
に使えます。

防炎機能を
付加しています。

防ダニ加工を�
しています。

機能素材ラグ

抗菌加工を�
しています。

チャコール

ポリエステルクリンプラグ�
パイル部分：ポリエステル100％　基布：ポリエステル100％　裏生地：ポリエステル100％【洗濯不可】

植物由来の素材を原料の一部にした繊維をパイルに使用した、へたりにくく、汚れが落ちやすいカー
ペットです。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 3  

約10日間 10cm単位  四角 円

ベージュ

チャコール

アイボリー

ライトベージュ

ポリエステルカットパイル（抗菌・防炎）ラグ
パイル部分：ポリエステル100％【洗濯不可】

防炎加工を施し、ソフトなカットパイルに仕上げました。裏面には厚めの不織布を使用し、クッション性を高
めました。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 10  

約10日間 1cm単位（円形は直径 2cm単位） 四角 円 特殊

アイボリー

ベージュ

グリーン

ライト 
ベージュ

ブラウン

ブラック

天然素材ラグ

ウールリネンラグ�
パイル部分：ウール75%、リネン25%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールと、シャリ感のあるリネンを使用しました。
２タイプのパイルの長さ、3色の組み合わせから選べます。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 6  

約21日間 10cm単位  四角 円

グレーベージュ

グレー 
ベージュ

グレー

ライト 
ブラウン

ウールフェルトシャギーラグ
パイル部分：ウール100%【洗濯不可】

へたりにくい、吸湿発散性にすぐれたウールを、フェルト状にして毛足の長いラグをつくりました。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 9  

約21日間 10cm単位  四角 円

ダークグリーン

アイボリー

グリーン

ダーク 
グリーン

ライトブルー

ベージュ

グレー 
ベージュ

ダーク 
ブラウン

ブルー

［オーダー限定］パイルの
長さを選べます。
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機能素材ラグ

アイボリー

ナイロンループパイル（抗菌・防炎）ラグ�
パイル部分：ナイロン100%【洗濯不可】

抗菌・防炎加工を施し、しっかりしたループパイルに仕上げました。裏面には厚めの不織布を使用し、クッショ
ン性を高めました。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 10  

約10日間 1cm単位（円形は直径 2cm単位） 四角 円 特殊

アイボリー

ベージュ

グリーン

ライト 
ベージュ

ブラウン

ブラック

ブラウン

ナイロンシャギーラグ
パイル部分：ナイロン100％【洗濯不可】

ナイロン素材を使用し、肌触りの良いシャギーラグに仕上げました。

オーダー限定 対応サイズ・価格表 11

約10日間 1cm単位（円形は直径 2cm単位） 四角 円 特殊

アイボリー

グリーン

ブラウン

天然素材ラグ

商品名 防ダニ 防 炎 抗 菌

ウール原毛色ウィルトン織ラグ ●

ウール太番手ウィルトン織ラグ ●

ウールフリーズラグ ● ●

ウールカットパイルラグ ● ●

ウールラグ・ダブルフレーム ● ●

ウールラグ・ジグザグ ● ●

ウールリネンラグ ●

ウールフェルトシャギーラグ ● ●

機能素材ラグ

商品名 防ダニ 防 炎 抗 菌

ポリエステルクリンプラグ

ポリエステルカットパイル（抗菌・防炎）ラグ ● ● ●

ナイロンループパイル（抗菌・防炎）ラグ ● ● ●

ナイロンシャギーラグ ●

オーダー限定ラグ機能一覧

床暖房・ホットカーペット
に使えます。

防炎機能を
付加しています。

防ダニ加工を�
しています。

抗菌加工を�
しています。
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STEP1 ▶ STEP2 ▶ STEP3 でご注文いただけます。
オーダー商品に関しては、受注生産のため、承り後の寸法変更およびキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

種類を選びます。STEP1

・ご注文の幅・長さを測ります。

・角が直角であることを確認してくだ 
さい。

・10cm単位での承りとなります。

四角

四角

直径

・ご注文の直径サイズを測ります。

・10cm単位での承りとなります。

円型

円

・�ウール原毛色ウィルトン織ラグ
・�ウール太番手ウィルトン織ラグ※
・�ウールフリーズラグ
・�ウールカットパイルラグ
・�ウールラグ・ダブルフレーム※
・�ウールラグ・ジグザグ※
・�ウールリネンラグ
・�ウールフェルトシャギーラグ

・�麻綿ループパイルラグ

・��再生ペットのポリエステル使いループ�
パイルラグ

・��ポリエステルクリンプラグ

・ 仕上がりは約21日間です。

・ すべて10cm単位での承りとなります。
※の商品については10サイズのみの承りとなりま

す。詳しくは別紙P.132「オーダーラグ 価格表」
をご覧ください。

・ 仕上がりは約10日間です。

・ すべて10cm単位での承りとなります。

STEP2 色を選びます。

STEP3 形状、サイズを選びます。

A

・ご注文の幅・長さを
測ります。

・角が直角であることを
確認してください。

・1cm単位での承り
となります。

四角

四角

・ご注文の直径サイズ
を測ります。

・直径が偶数のサイズ
のみ承り可能です。

（奇数のサイズは不可）

・2cm単位での承り
となります。

直径

円型

円

・ご注文の幅・長さを
測ります。

・角が直角であることを
確認してください。

・1cm単位での承り
となります。

特殊

特殊

・ 仕上がりは約10日間です。

・ 1cm単位での承りとなります。 
  （円形は直径2cm単位)

・�ポリエステルカットパイル（抗菌・防炎）ラグ

・�ナイロンループパイル（抗菌・防炎）ラグ

・�ナイロンシャギーラグ

B

STEP2 色を選びます。

STEP3 形状、サイズを選びます。

ウールフリーズラグ・ウールリネンラグは、パイル長を選べます

お手入れがしやすく、1年を
通して使いやすい長さです。

【15mm】

15mm
毛足が長く、底付き感が
少ない長さです。 28mm

【28mm】 ・ ポリエステルカットパイル（抗菌・防炎）ラグ
・ ナイロンループパイル（抗菌・防炎）ラグ
・ ナイロンシャギーラグは、
  四角、円型の他に特殊加工で
  下記の形状もオーダーできます。

［敷き詰め加工］
柱のかたちに応じて加工ができ、大
きな家具を動かさずに敷き詰める加
工が可能です。

掘りコタツや床下収納のく
り抜き加工が可能です。

［くり抜き加工］

特殊加工
特殊 このアイコンが入っている商品が対応商品です。

敷き詰め加工例
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対応サイズ・価格表一覧　※すべて1枚当りの価格です。 ※価格は消費税込です。 

ポリエステルクリンプラグ3
幅

長さ 100〜150 151〜200

100〜150 17,000円 30,000円

151〜200 30,000円 39,000円

201〜250 39,000円 46,000円

251〜300 46,000円 60,000円

（単位：cm）
100×100〜200×300cm

ポリエステルカットパイル（抗菌・防炎）ラグ
ナイロンループパイル（抗菌・防炎）ラグ

10

幅
長さ 100〜150 151〜200 201〜250 251〜300 301〜350

100〜150 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円 28,000円

151〜200 16,000円 21,500円 27,000円 32,000円 37,500円

201〜250 20,000円 27,000円 33,500円 40,000円 47,000円

251〜300 24,000円 32,000円 40,000円 48,000円 56,000円

301〜350 28,000円 37,500円 47,000円 56,000円 66,000円

351〜400 32,000円 43,000円 54,000円 64,000円 75,000円

（単位：cm）　　100×100 〜 350×400cm

ナイロンシャギーラグ11
幅

長さ 100〜150 151〜200 201〜250 251〜300 301〜350

100〜150 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円

151〜200 35,000円 46,000円 57,000円 68,000円 79,000円

201〜250 42,000円 57,000円 72,000円 87,000円 102,000円

251〜300 49,000円 68,000円 87,000円 106,000円 125,000円

301〜350 56,000円 79,000円 102,000円 125,000円 148,000円

351〜400 63,000円 90,000円 117,000円 144,000円 171,000円

（単位：cm）　　100×100 〜 350×400cm

ウール原毛色ウィルトン織ラグ4
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 16,000円 27,000円 41,000円 64,000円 23,000円 31,000円 45,000円 65,000円 80,000円 96,000円

上記以外のサイズのご注文の場合：19,000円／㎡　ウール原毛色ウィルトン：100×100〜364×400cm／ジュートコットン：100×100〜400×400cm

ウール太番手ウィルトン織ラグ5
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 79,000円 120,000円 140,000円 180,000円 99,000円 125,000円 145,000円 185,000円 205,000円 225,000円

※上記10サイズのみの承りとなります。

ウールフリーズラグ／ウールリネンラグ6
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 21,000円 35,000円 53,000円 83,000円 30,000円 40,000円 59,000円 85,000円 105,000円 125,000円

上記以外のサイズのご注文の場合：25,000円／㎡　　100×100〜400×400cm

ウールカットパイルラグ7
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 19,000円 32,000円 49,000円 75,000円 27,000円 39,000円 55,000円 79,000円 95,000円 115,000円

上記以外のサイズのご注文の場合：22,000円／㎡　　100×100〜400×400cm

ウールラグ（ダブルフレーム・ジグザグ）8
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 24,900円 42,900円 64,900円 99,900円 36,900円 48,900円 71,900円 99,900円 129,000円 149,000円

※上記10サイズのみの承りとなります。

ウールフェルトシャギーラグ9
形状 正方形・円 長方形

サイズ（cm） 100×100 130×130 160×160 200×200 100×140 120×160 140×200 170×240 200×250 200×300

消費税込価格 32,000円 54,000円 80,000円 128,000円 47,000円 62,000円 90,000円 129,000円 159,000円 190,000円

上記以外のサイズのご注文の場合：38,000円／㎡　　100×100〜400×400cm

再生ペットのポリエステル
使いループパイルラグ

2

幅
長さ 100〜150 151〜200

100〜150 9,500円 16,500円

151〜200 16,500円 23,000円

201〜250 23,000円 28,000円

251〜300 28,000円 34,000円

（単位：cm）
100×100〜200×300cm

麻綿ループパイルラグ1
幅

長さ 100〜150 151〜200

100〜150 11,000円 19,000円

151〜200 19,000円 25,500円

201〜250 25,500円 30,500円

251〜300 30,500円 37,000円

（単位：cm）
100×100〜200×300cm



ノンプリーツカーテン
カーテン本来の「窓を覆う」機能を見つめ直し、
1枚の布として空間になじみ、素材の表情を楽しめる、ノンプリーツのカーテンをつくりました。
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※ノンプリーツカーテン用芯地のポール通しループには、加工の特性上たわみが生じている場合があります。　※既製サイズのカーテンはすべて天井付けの仕様です。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

詳しい商品情報はこちら

チャコール

綿洗いざらし平織ノンプリーツカーテン�  

オフ白 生成 チャコール

幅100×丈105ｃｍ用 82266474 82266511 82266559 各消費税込2,490円
幅100×丈135ｃｍ用 82266481 82266528 82266566 各消費税込2,490円
幅100×丈178ｃｍ用 82266498 82266535 82266573 各消費税込2,990円
幅100×丈200ｃｍ用 82266504 82266542 82266580 各消費税込2,990円

綿100%【洗濯機】

天然素材の綿生地に洗い加工を施し、使い慣れた風合いを出しました。カジュアルな表情が特長です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

天然素材カーテン

生成

生成 ライトベージュ

ダークブルー

オフ白 生成

チャコール

フックやクリップランナーを使って
カーテンを掛けたり吊るしたりすることはもちろん、
直接カーテンポールを通すことも可能です。
さまざまな場所で自由にお使いいただけるカーテンです。

カーテンフックに掛ける。 クリップランナーで挟む。 ポールを直接通す。

裏

表

裏

表 表

裏 ポール通しループ

綿洗いざらしノンプリーツカーテン�  

生成 ライトベージュ ダークブルー

幅100×丈105ｃｍ用 82266351 82266399 82266436 各消費税込1,990円
幅100×丈135ｃｍ用 82266368 82266405 82266443 各消費税込1,990円
幅100×丈178ｃｍ用 82266375 82266412 82266450 各消費税込2,490円
幅100×丈200ｃｍ用 82266382 82266429 82266467 各消費税込2,490円

綿100%【洗濯機】

綿が持つ天然素材ならではの風合いを生かすため、洗い加工を施しました。カジュアルな表情が特長です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 2

プレーンシェード 価格表 2

綿ボイルノンプリーツカーテン／チャコール
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天然素材カーテン

麻平織ノンプリーツカーテン�  

オフ白 ライトベージュ ライトグレー

幅100×丈105cm用 82266719 82266757 82266795 各消費税込4,490円
幅100×丈135cm用 82266726 82266764 82266801 各消費税込4,490円
幅100×丈178cm用 82266733 82266771 82266818 各消費税込5,490円
幅100×丈200cm用 82266740 82266788 82266825 各消費税込5,490円

麻（リネン）100%【ドライ】

シャリ感・光沢感のあるリネンを１００％使い、麻の自然な風合いを生かしました。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 6

オフ白

ポリエステル綿混ネップノンプリーツカーテン�

ベージュ グレー チャコール

幅100×丈105ｃｍ用 82403947 82403985 82404029 各消費税込2,990円
幅100×丈135ｃｍ用 82403954 82403992 82404036 各消費税込2,990円
幅100×丈178ｃｍ用 82403961 82404005 82404043 各消費税込3,490円
幅100×丈200ｃｍ用 82403978 82404012 82404050 各消費税込3,490円

ポリエステル54％、綿28%、アクリル18％【洗濯機】

多色のネップを入れて紡績したやさしい風合いのカーテンです。独特の節やムラ感のある表情が特長です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 4

プレーンシェード 価格表 4

ベージュ

オフ白 ライトベージュ

ライトグレー

ベージュ グレー

チャコール

ライトブラウン

ネイビー

ダークグレー

※ノンプリーツカーテン用芯地のポール通しループには、加工の特性上たわみが生じている場合があります。　※既製サイズのカーテンはすべて天井付けの仕様です。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

ライト
ブラウン

ポリエステル綿混（遮光性）ノンプリーツカーテン�  

ダークグレー
（遮光2級）

ライトブラウン
（遮光2級）

ネイビー
（遮光2級）

幅100×丈105ｃｍ用 82617276 82617313 82617351 各消費税込3,490円
幅100×丈135ｃｍ用 82617283 82617320 82617368 各消費税込3,490円
幅100×丈178ｃｍ用 82617290 82617337 82617375 各消費税込3,990円
幅100×丈200ｃｍ用 82617306 82617344 82617382 各消費税込3,990円

ポリエステル65％、綿35％【洗濯機】
ポリエステルとオーガニックコットンを混紡し織り上げ、遮光性を持たせました。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 5

プレーンシェード 価格表 5
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天然素材レースカーテン

ベージュ

綿ボイルノンプリーツカーテン�

オフ白 ベージュ チャコール

幅100×丈103cm用 82266832 82266870 82266917 各消費税込1,990円
幅100×丈133cm用 82266849 82266887 82266924 各消費税込1,990円
幅100×丈176cm用 82266856 82266894 82266931 各消費税込2,490円
幅100×丈198cm用 82266863 82266900 82266948 各消費税込2,490円

綿100%【洗濯機】

綿１００％の糸を使ってプレーンな薄地に織り上げました。自然な風合いと透け感が特長です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 2

チャコール

ポリエステル綿からみ織ノンプリーツカーテン�   

オフ白 ベージュ チャコール

幅100×丈103ｃｍ用 82267396 82267433 82267471 各消費税込2,490円
幅100×丈133ｃｍ用 82267402 82267440 82267488 各消費税込2,490円
幅100×丈176ｃｍ用 82267419 82267457 82267495 各消費税込2,990円
幅100×丈198ｃｍ用 82267426 82267464 82267501 各消費税込2,990円

ポリエステル60%、綿40％【ドライ】

天然素材の綿とポリエステルを使い透け感のあるからみ織で仕上げました。室外からの風をほど
よく通してくれます。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 3

オフ白 ベージュ

チャコール

ベージュオフ白

チャコール

※ノンプリーツカーテン用芯地のポール通しループには、加工の特性上たわみが生じている場合があります。　※既製サイズのカーテンはすべて天井付けの仕様です。

機能素材カーテン

ポリエステル二重織ノンプリーツカーテン（防炎・遮光性）�  

杢アイボリー
（遮光1級）

杢ベージュ
（遮光1級）

杢ライトグレー
（遮光1級）

幅100×丈105cm用 82266238 82266276 82266313 各消費税込2,490円
幅100×丈135cm用 82266245 82266283 82266320 各消費税込2,490円
幅100×丈178cm用 82266252 82266290 82266337 各消費税込2,990円
幅100×丈200cm用 82266269 82266306 82266344 各消費税込2,990円

ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

透けにくいポリエステル糸で高密度に織り上げ、遮光１級のカーテンに仕上げました。
防炎機能付きです。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 3

杢ライトグレー ベージュ

ポリエステルドビー織ノンプリーツカーテン（防炎・遮光性）�  

ベージュ 
（遮光2級）

ダークブラウン
（遮光1級）

ダークブルー
（遮光1級）

幅100×丈105cm用 82266115 82266153 82266191 各消費税込2,490円
幅100×丈135cm用 82266122 82266160 82266207 各消費税込2,490円
幅100×丈178cm用 82266139 82266177 82266214 各消費税込2,990円
幅100×丈200cm用 82266146 82266184 82266221 各消費税込2,990円

ポリエステル100%【洗濯機】

ざっくりとした風合いと杢調が特長です。難燃糸を使用した、防炎機能付きの遮光カーテンです。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 3

杢アイボリー 杢ベージュ ベージュ
ダーク

ブラウン

ダークブルー
杢ライト
グレー

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

遮光性を�
付加しています。

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。
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レースカーテン

オフ白

ポリエステルしわ加工ボイルノンプリーツカーテン�   

オフ白

幅100×丈103cm用 82267358 消費税込2,990円
幅100×丈133cm用 82267365 消費税込2,990円
幅100×丈176cm用 82267372 消費税込3,490円
幅100×丈198cm用 82267389 消費税込3,490円

ポリエステル100%【洗濯機】

カーテンにしわ加工を施し、やさしい表情を出しました。光の変化や風によってさまざまな表情が楽し
めます。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 4

プレーンシェード 価格表 4

オフ白

オフ白

ポリエステル熱を通しにくいレースノンプリーツカーテン�   

オフ白

幅100×丈103cm用 82267075 �消費税込2,490円
幅100×丈133cm用 82267082 �消費税込2,490円
幅100×丈176cm用 82267099 �消費税込2,990円
幅100×丈198cm用 82267105 �消費税込2,990円

ポリエステル100%【洗濯機（ネット）】　紫外線遮蔽率：80%以上

特殊な糸を編み込むことにより、外からの熱を通しにくく仕上げました。紫外線を通しにくく、防炎
機能付きです。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

オフ白

※ノンプリーツカーテン用芯地のポール通しループには、加工の特性上たわみが生じている場合があります。　※既製サイズのカーテンはすべて天井付けの仕様です。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

日中、外から室内を見えにくく�
したレースカーテンです。

紫外線の透過を
少なくするカーテンです。

外からの熱を通しにくく
したカーテンです。

オフ白

ポリエステルスラブボイルノンプリーツカーテン�  

オフ白

幅100×丈103cm用 82370256 �消費税込1,490円
幅100×丈133cm用 82370263 �消費税込1,490円
幅100×丈176cm用 82370270 �消費税込1,990円
幅100×丈198cm用 82370287 �消費税込1,990円

ポリエステル100%【洗濯機】

タテ糸・ヨコ糸にポリエステルのスラブ糸を織り込みました。自然な風合いと透け感が特長です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 1

ネイビー

ポリエステルボイルノンプリーツカーテン�  

オフ白 ベージュ ネイビー

幅100×丈103ｃｍ用 82267518 82267556 82267594 �各消費税込1,990円
幅100×丈133ｃｍ用 82267525 82267563 82267600 �各消費税込1,990円
幅100×丈176ｃｍ用 82267532 82267570 82267617 �各消費税込2,490円
幅100×丈198ｃｍ用 82267549 82267587 82267624 �各消費税込2,490円

ポリエステル100%【洗濯機】

加工したポリエステル糸でシャリ感のある風合いに仕上げました。自然な風合いとほどよい透け感が特長
です。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 2

オフ白 オフ白 ベージュ

ネイビー
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レースカーテン

※ノンプリーツカーテン用芯地のポール通しループには、加工の特性上たわみが生じている場合があります。　※既製サイズのカーテンはすべて天井付けの仕様です。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

日中、外から室内を見えにくく�
したレースカーテンです。

オフ白 オフ白

ポリエステル透けにくいレースノンプリーツカーテン�  

オフ白

幅100×丈103cm用 82370294 �消費税込1,990円
幅100×丈133cm用 82370300 �消費税込1,990円
幅100×丈176cm用 82370317 �消費税込2,490円
幅100×丈198cm用 82370324 �消費税込2,490円

ポリエステル100%【洗濯機（ネット）】

裏面にブライト糸を編み込み、日中外から見えにくく仕上げました。難燃糸を使用した防炎機能付きです。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 2

プレーンシェード 価格表 2

オフ白 オフ白

ポリエステル綿透けにくいレースノンプリーツカーテン�  

オフ白

幅100×丈103ｃｍ用 82594966 各消費税込2,990円
幅100×丈133ｃｍ用 82594973 各消費税込2,990円
幅100×丈176ｃｍ用 82594980 各消費税込3,490円
幅100×丈198ｃｍ用 82594997 各消費税込3,490円

ポリエステル77％、綿23％【洗濯機】

天然素材ならではの風合いをいかしつつ、外から見えにくく仕上げました。

オーダー

プリーツ ノンプリーツ 価格表 4

【洗濯機】
 洗濯機洗い可
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ノンプリーツカーテン（オーダー仕様） 価格表

丈 幅

20～150

151～300
取扱いなし

5

取扱いなし

100 140 180 220

7,500円 11,000円 15,500円 22,000円

9,000円 13,500円 18,000円 27,000円

丈 幅

20～150

151～300

51～100 101～150 151～200 201～300

3,500円 5,000円 7,000円 10,500円

4,500円 7,000円 9,500円 14,000円

51～100 101～150 151～200 201～300

4,000円 6,000円 8,000円 12,000円

5,000円 8,000円 10,500円 16,500円

丈 幅

20～150

151～300

丈 幅

20～150

151～300

51～100 101～150 151～200 201～300

4,500円 7,000円 9,500円 14,000円

6,000円 9,500円 12,000円 18,500円

丈 幅

20～150

151～300

51～100 101～150 151～200 201～300

5,000円 7,500円 10,000円 14,500円

6,500円 10,000円 12,500円 19,000円

取扱いなし

取扱いなし

ポリエステルスラブボイル

 取扱いなし
1

ノンプリーツ プリーツ商品名

スタイル

2倍ヒダプリーツ ギャザー（cm）

取扱いなし

取扱いなし

A B ハトメC

取扱いなし
2

価格表一覧 ※ 商品により、価格が掲載されていても作成できないスタイルがございます。作成できるスタイルは、各商品をご確認ください。　※価格は消費税込です。　※すべて1枚当りの価格です。
※レースカーテンはハトメカーテンに対応していません。

ポリエステル綿混ネップ
ポリエステルしわ加工ボイル
ポリエステル綿透けにくいレース

ポリエステル綿混

3

4

取扱いなし
丈 幅

20～150

151～300

51～100 101～150 151～200 201～300

10,500円 16,500円 21,000円 32,500円

12,500円 19,500円 24,500円 38,500円
取扱いなし

6 麻平織
（オフ白・ライトベージュ・ライトグレー）

綿洗いざらし
綿ボイル
ポリエステルボイル

ポリエステル透けにく
いレース

綿洗いざらし平織
ポリエステル二重織
ポリエステルドビー織

ポリエステル綿からみ織
ポリエステル熱を通
しにくいレース

価格表の見方
オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

対応番号  から商品名を探し、
●ご希望のスタイル ●ご希望の幅／丈を選び価格をご確認ください。

──

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

30～90 91～135 136～180 181～240
7,000円 10,000円 15,500円 22,000円
8,500円 12,500円 18,000円 25,000円
9,500円 15,500円 21,000円 30,500円
10,500円 18,000円 24,000円 35,500円
12,000円 21,000円 27,000円 40,500円

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

30～90 91～135 136～180 181～240
8,000円 10,500円 16,000円 23,500円
9,000円 13,000円 19,500円 27,500円
10,000円 16,000円 23,500円 32,500円
11,000円 18,500円 27,500円 38,000円
12,500円 21,500円 31,500円 43,000円

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

30～90 91～135 136～180 181～240
8,500円 11,000円 16,500円 24,000円
9,500円 13,500円 20,000円 28,000円
10,500円 16,500円 24,000円 33,000円
11,500円 19,000円 28,000円 38,500円
13,000円 22,000円 32,000円 43,500円

該当なし1

商品名

スタイル

（cm）

ポリエステル二重織
ポリエステルドビー織
ポリエステル熱を通しにくいレース

ポリエステル綿混ネップ
ポリエステルしわ加工ボイル

3

4

2 綿洗いざらし
ポリエステル透けにくいレース

※ プレーンシェードの価格は上記の生地の価格＋15のプレーンシェードパーツセット価格の合計金額となります。

プレーンシェード 

※ この価格は 
プレーンシェード
パーツセットを 
含みませんH

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

30～90 91～135 136～180 181～240
10,500円 15,000円 21,000円 31,500円
12,000円 17,500円 24,000円 35,000円
13,000円 21,000円 26,500円 40,500円
14,000円 23,000円 29,500円 45,500円
15,000円 26,000円 32,000円 51,000円

ポリエステル綿混5

30～90 91～135 136～180 181～240
14,000円 16,500円 18,500円 21,000円
14,500円 17,000円 19,500円 21,500円
15,500円 17,500円 20,000円 22,000円
16,000円 18,000円 20,500円 23,000円
16,500円 18,500円 21,000円 23,500円

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

30～90 91～135 136～180 181～240
7,000円 9,500円 12,000円 14,000円
8,000円 10,000円 12,500円 14,500円
8,500円 10,500円 13,000円 15,500円
9,000円 11,000円 13,500円 16,000円
9,500円 12,000円 14,000円 16,500円

※シェードパーツセットのみの販売はしており
ません。

プレーンシェードパーツセット

（cm）15 シングルI

丈 幅

50～100
101～150
151～200
201～250
251～300

（cm）15

※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。また、付属のパーツを使用すればカーテンレー
ルにも取り付けできます。
※ 2～ 5は幅110cm以上のプレーンシェードは、生地幅の都合上、生地をはぎ合わせて縫製しています。
※プレーンシェードはすべて防炎機能は付いておりません。
※パーツセットのみの販売はしておりません。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、シングル8cm以上、ダブル10cm以上のボックス内の奥行が必要
です。

ダブルJ

形態安定加工

51～100 101～150 151～200 201～300
1,260円 1,890円 2,520円 3,780円

丈 幅

～300

※すべて1枚当りの価格です。※形態安定加工についてはP.145「オーダーカーテン」をご確認ください。　※遮光裏地付きカーテンには加工できません。

ポリエステル二重織
ポリエステルドビー織

13 プリーツ（1.5倍）（cm）

100 140 180 220

9,000円 12,500円 17,000円 23,500円

10,500円 15,000円 19,500円 28,500円

51～100 101～150 151～200 201～300

7,000円 10,500円 14,000円 21,000円

8,000円 13,000円 16,500円 25,500円



オーダーカーテン
天然素材から機能素材まで、さまざまな生地から選べるオーダーカーテン。
空間をやわらかく演出してくれる、レースのカーテンやシェードも充実。部屋のイメージに合わせて、自由にお選びください。
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【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

天然素材カーテン

生成 ライトピンク

クリーム

オーダーカーテンの選び方

スタイルを
選ぶ

素材・色を
選ぶ

サイズを
選ぶ

生成

麻平織
麻（リネン）100%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

シャリ感・光沢感のあるリネンを100%使い、
麻の自然な風合いを生かしました。
麻ならではの発色の良さが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ ギャザー 価格表 11

お手入れのしやすさも選ぶコツの一つ

リビングなどで大きく使うカーテンには、天然素材のような表情と、
お手入れのしやすさをあわせもったカーテンがおすすめです。
自然の光を取り入れることで、季節の移ろいも感じられます。

オフ白

ライトグレー

ダークグレー

生成

ブルーグレー

オフ白

麻平織太番手 

麻（リネン）100%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

シャリ感・光沢感のあるリネンを100%使い、麻の自然な風合いを生かしました。麻ならではの発色の良さを
生かし、太番手で織り上げ、ざっくりとした風合いに仕上げました。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 12

スカイブルー

ブルーグレー ブラウン

ネイビー チャコール

ダブル
ストライプ

ポリエステルななこ織麻調ノンプリーツカーテン／ライトグレー、ポリエステル平織レースノンプリーツカーテン／オフ白
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天然素材カーテン

ライトグレー

オフ白 アイボリー

ブルー

グレー

ライトグレー

麻綾織ヘリンボーン
麻（リネン）100%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

細番手のリネンを100%使い、透け感のあるカーテンに仕上げました。麻ならではの発色の良さが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ ギャザー 価格表 12

綿麻平織�   

綿70%、麻（リネン）30%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

天然素材ならではの風合いを生かし、凹凸感のあるカーテンに仕上げました。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 11

プレーンシェード 価格表 11

ベージュ

ベージュ

綿二重ガーゼ
綿100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

綿のやわらかさを生かし、包帯やハンカチなどに使われるダブルガーゼでふんわりと織り上げました。 
やさしい風合いが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

オフ白

オフ白 ライトグレー

グレー

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

ライトベージュ

ライトグレー

グレー

ベージュ アイボリー

グレー

ポリエステルななこ織麻調
ポリエステル100％【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

天然素材のような表情のカーテンです。お手入れのしやすいポリエステルを使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 10

プレーンシェード 価格表 10

ライトグレー

チャコール

グレー

ライトベージュ
グレー×

ライトベージュ

ライトベージュ

ポリエステルバスケット織�  

ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

糸を格子状に並べ、立体感のある表情に仕上げました。お手入れのしやすいポリエステル糸を使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 8

ブラウン・リボン

ブラウン・
リボン

ベージュ・
リボン

ポリエステル綿ジャガード織
（オフ白・リボン）ポリエステル70%、綿30%【ドライ】 
（ベージュ・リボン、ブラウン・リボン）ポリエステル70%、綿29%、ナイロン1%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

ポリエステルの生地に綿を使ってリボン風の表情に仕上げました。自然で立体的な風合いが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

プレーンシェード 価格表 8
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天然素材カーテン

オレンジ

チャコール

グリーン

アイボリー ブラウン

アイボリー

綿ポリエステル混ヘリンボーン�
（アイボリー、ブラウン、オレンジ）綿41%、アクリル32%、ポリエステル27%【ドライ】 
（グリーン、チャコール）綿35%、アクリル35%、ポリエステル30%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

綿が持つ天然素材ならではの風合いを生かしヘリンボーン柄に仕上げました。立体的な表情が特長
です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

綿サッカー織
綿100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

オーガニックコットンを使って表面に凹凸感のあるサッカー織で仕上げました。清涼感のある表情が特長のカーテンです。

オーダー限定

ノンプリーツ 三ツ巻 ポール 価格表 8

オフ白

オフ白 グレー

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

綿シアサッカー織太ストライプ
綿100%【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

オーガニックコットンを使って表面に凹凸感のあるシアサッカー織で仕上げました。清涼感のある表情が特
長のカーテンです。

オーダー限定

ノンプリーツ 三ツ巻 ポール 価格表 8

グレー

グレー
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機能素材カーテン

ベージュ

ポリエステルななこ織（防炎・遮光）
ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

天然素材のような表情の防炎機能付の遮光カーテンです。お手入れのしやすいポリエステルを使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 10

プレーンシェード 価格表 10

ベージュ

ブラウン

ネイビー

グレー

チャコール

アイボリー

ポリエステルシェニールヘリンボーン（防炎）
ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

モール状の糸（シェニール糸）を使用し、ヘリンボーン柄を表現しました。厚手でソフトな風合いが特長
です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 裏地付 価格表 10

アイボリー

ブラウン

ネイビー

グレー

チャコール

オフ白

遮光性を�
付加しています。

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

グレー

ポリエステル二浴染（防炎・遮光性）�
ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

お手入れのしやすいポリエステル糸をシャンブレー感が残る二浴染で仕上げました。遮光と防炎機能付きです。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 8

ライト 
ベージュ

ダークグレー

グレー

ポリエステルグログラン（防炎）
ポリエステル100%【洗濯機（ネット）】　 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

細番手のポリエステル糸を使用し、しなやかなドレープを表現しました。横畝が特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 裏地付 価格表 8

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 8

ライトグレー

ライト 
ベージュ

ベージュ

チャコール

ライトグレー

グレー

ブルーグレー

ポリエステル杢調平織（防炎）�  

ポリエステル100％【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

お手入れのしやすいポリエステルを使用し、麻のような風合いに仕上げました。生地の一部に再生糸を使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

形態安定 ¥ 価格表 13

プレーンシェード 価格表 8

ブルーグレー

アイボリー ベージュ

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

ベージュ グレー

ブルー

グレー

ポリエステル混綾織
ポリエステル83%、アクリル17%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

先染めの糸を使ってネップのような表情に仕上げました。あたたかみのあるやさしい風合いが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

プレーンシェード 価格表 8
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レースカーテン

オフ白

ライトグレー

アイボリー

アイボリー

ポリエステル擬紗（防炎）�  

ポリエステル100％【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

ざっくりとした風合いで透け感のあるカーテンを作りました。防炎機能を施した生地を使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

オフ白

ブルーグレー

生成

オフ白

麻ボイル
麻（リネン）100％【ドライ】 
付属パーツ：カーテンフック

シャリ感・光沢感のある麻を使い、自然な風合いの薄地に仕上げました。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 10

オフ白

ライトベージュ

アイボリー

オフ白

ポリエステル麻調スラブボイル�  

ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

麻のような表情に仕上げたレースカーテンです。自然なムラ感が特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

プレーンシェード 価格表 8

グレー

ポリエステル平織レース�
ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

天然素材のような表情のレースカーテンに仕上げました。お手入れのしやすいポリエステルを使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

プレーンシェード 価格表 8

オフ白

グレー

ネイビー

アイボリー

ブラウン

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【ドライ】
 ドライクリーニングのみ

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

オフ白

ポリエステル二重ガーゼ（防炎）�  

ポリエステル100％【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック・タッセル

ポリエステルを使った二重ガーゼ生地に防炎機能を施してカーテンを作りました。
ふっくらとやさしい風合いが特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

ライトベージュ

オフ白 ライトグレー

ケースメント



オーダーカーテン
144

レースカーテン

ポリエステルペーパーヤーンボイル 

ポリエステル85%、分類外繊維（紙）15％【洗濯機（ネット）】 
付属パーツ：カーテンフック

ポリエステルのボイル生地に、アバカ麻を原料とした紙の糸を織り込みました。
ゆるやかな波状の織り柄が特長です。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 9

プレーンシェード 価格表 9

オフ白

オフ白

ポリエステル分繊糸ボイル（防炎）
ポリエステル100%【洗濯機（ネット）】 
付属パーツ：カーテンフック

タテ糸に分繊糸を使用し、透明感を出しました。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 7

プレーンシェード 価格表 7

オフ白

オフ白

オフ白

ポリエステル擬紗風織�
ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

生地の中で織り方を変えることでストライプの織り柄を出しました。透け感のある立体的な風合いです。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 12

プレーンシェード 価格表 12

オフ白

防炎機能を
付加しています。

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

ライトグレー

麻ポリエステルレース�
麻（ラミー）62％、ポリエステル38％【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

ポリエステル糸に麻（ラミー）糸を織り込み、自然な風合いをいかしました。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

オフ白

ライトグレー

ライトベージュ

アイボリー

アイボリー

ブルーグレー

ベージュ

ポリエステル杢調ボイル（防炎）�  

ポリエステル100%【洗濯機】 
付属パーツ：カーテンフック

天然素材のような表情のボイルカーテンに仕上げました。生地の一部に再生ポリエステルを使用しています。

オーダー限定

プリーツ ノンプリーツ 2倍ヒダプリーツ 価格表 8

プレーンシェード 価格表 8
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防炎カーテンについて
地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防炎性能のある防炎カー
テンを使用し、カーテン1枚ごとに見やすい場所に防炎ラベルを付けることが法令で義務づけら
れています。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを防炎性能といい、
防炎性能のあるカーテンが防炎カーテンです。燃えないものではありませんので、火気に注意
したお取扱いをお願いします。防炎ラベルは耐洗濯性を基準に4段階に分類されています。
無印良品の防炎カーテンはすべて、洗濯後再処理の必要がない（イ）ラベルの商品です。

※ 防炎機能の付いたカーテン生地でもプレーンシェードの場合、防炎機能は付きません。消防法の 
規制をうける場合にはお使いになれませんので、ご注意ください。

［防炎ラベル］

防炎性能は、耐洗濯性を基準に分類され、防炎ラベルは4段階です。

（イ）ラベル 洗濯後再処理の必要がないもの

※無印良品の防炎カーテンはすべて（イ）ラベルです

（ロ）ラベル 水洗い洗濯以外の洗濯後は再処理の必要があるもの

（ハ）ラベル ドライクリーニング以外の洗濯後は再処理の必要があるもの

（ニ）ラベル 洗濯後は再処理の必要があるもの

ラベル外見

遮光率について

光をしっかり遮りたい場合は、遮光カーテンをお選びください

織り方や糸の素材に工夫をすることで、遮光性を持たせたカーテンです。遮光率のレベルや素
材を、用途やお好みに合わせてお選びいただけます。また、通常のカーテンの裏側に取り付け
て遮光性を高める裏地も取り扱っています。

遮光カーテン1級 遮光カーテン2級 遮光カーテン3級 通常のカーテン

遮光裏地について

遮光性のないプリーツカーテンに裏地を取り付けることで遮光カーテンにすることができます。

カーテンの裏側に縫い付けます。

取り付け例（上部） 取り付け例（下部）

裏地付 と表示がある商品が対象です。

（遮光1級）

※遮光裏地はレースカーテン及び一部お付けできない生地もあります。
※単品でのご注文はできません。

ベージュ

形態安定加工について

形態安定加工前（通常仕様） 形態安定加工後

形態安定 ¥ と表示がある商品が対象です。

● 形態安定加工は、永久に持続する加工ではありません。 
使用頻度・環境により効果が薄れる場合があります。

●形態安定加工は、オーダーカーテンのみです。既製カーテンには加工できません。
● 形態安定加工可能なスタイルは、プリーツカーテンのみです。ノンプリーツ、ハトメなど、 

ほかのスタイルには加工ができません。また遮光裏地付きカーテンにも加工できません。
●ご購入後の商品に別途加工することはできません。
● 形態安定加工は通常のプリーツカーテンと納期が異なります。 

納品日については各店舗へお問い合わせください。
●プレーンシェードは形態安定加工ができません。

オーダー 価格表 D E

オーダー 価格表 13

形態安定加工とは、カーテンのヒダ（プリーツ）がより永く続くために行う加工です。
ポリエステルのカーテンに熱処理を施すことで、プリーツがきれいに出て、広がりをおさえること
ができます。

等級 1級 2級 3級

遮光率 99.99%以上
99.80%以上
99.99%未満

99.40%以上
99.80%未満

照度
0LX以上
10LX以下

10LX超え
200LX以下

200LX超え
600LX以下

照度に関する
状態表現

人の顔の表情が
識別できない

人の顔あるいは
表情がわかる

人の表情はわかるが
事務作業には暗い

遮光率はJIS規格に基づく生地の試験結果です。カーテン、スクリーン等の
取り付け方法によっては端部分から光が漏れることがあります。

遮光性を�
付加しています。
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2倍ヒダプリーツ
山ヒダは三ツ山仕様です。生地をたっぷりと使用しているため、ゆったりと
上品な印象になります。リビングや寝室におすすめです。厚手カーテンは
プリーツを美しく見せ、風で巻き上がることを防止するカーテンウェイト付です。

ノンプリーツ
ヒダのないすっきりとしたスタイルです。フラットで圧迫感がないため、部
屋を広く見せたい方におすすめ。ストライプなど柄をアクセントとしたいと
きにも、しっかりと柄を見せることができ、大きなファブリックパネルのように
楽しむこともできます。
※P.133〜137「ノンプリーツカーテン」とは仕様が異なります。専用芯地

ではないためポールに直接通すことはできません。

プレーンシェード
上下に昇降できるスタイルです。シングルとダブルの2タイプがあります。
カーテンスタイルとは異なり上下に開閉するため、全開時には左右にカー
テンが溜まらず、窓まわりがすっきりします。大きな窓だけでなく、縦長の
小窓にもおすすめのスタイルです。

ギャザー
細かいヒダのあるスタイルです。薄手の生地に細かくヒダを寄せることで、
繊細なプリーツを生み出し、上質な印象となります。厚手カーテンはプリー
ツを美しく見せ、風で巻き上がることを防止するカーテンウェイト付です。

オーダーカーテンのスタイルを決める
同じ生地のカーテンでも、スタイルによって印象は大きく変わります。
フラットですっきりとした印象のノンプリーツカーテンや、ゆったりとしたヒダが美しいギャザーカーテンなど
部屋のインテリアやお好みにあわせて、様々なスタイルからお選びいただけます。

三ツ巻仕様
クリップランナー・フック
式などと組み合わせて、
カーテンや間仕切りとし
ても使えるスタイルです。
カーテンとしての装飾を
省くことで壁や扉のよう
に幅広く使える多様な
ファブリックです。

クリップランナー・フック式使用例

ポール仕様
スチールアジャスターポー
ルなどと組み合わせて、
カーテンや間仕切りとし
ても使えるスタイルです。
カーテンとしての装飾を
省くことで壁や扉のよう
に幅広く使える多様な
ファブリックです。

スチールアジャスターポール使用例

プリーツ
山ヒダは二ツ山仕様です。なじみのあるカーテンスタイルで、どんな部屋
にも合わせやすいスタイルです。

ハトメ
カーテンポールにカーテンの穴部分を通すスタイルです。ノンプリーツカー
テンともプリーツカーテンとも異なる、すっきりとしながらも、ゆるやかな布の
表情を楽しめるカーテンです。リビングルームの他にも、間仕切りカーテン
としてもおすすめです。



オーダーカーテン ご注文方法
 

オーダーカーテン ご注文方法
147

オーダーカーテンのご注文サイズの決め方 ・ご注文は1cm単位で承ります。　・ご注文いただいてから商品のお渡しまで、10日前後かかります。（遠隔地
の場合、さらに時間がかかる場合がございます。）　・オーダー商品に関しては受注生産のため、承り後の寸法変更
およびキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

	 STEP 3 	 吊り方を選びます。

【生地はぎ合わせについて】
右表の幅サイズをご注文いた
だくと、生地幅の都合上、生地を
はぎ合わせて縫製しています。
詳しくは別紙P.152「カーテ
ンポール・アクセサリー」をご
覧ください。

	 STEP 2 	 	幅・丈を測ります。 幅：レールの端から端までを測ります。 丈：窓の形状に応じて測ります。

	 STEP 1 	 開き方を決めます。
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［片開き（1枚仕立て）］ ［両開き（2枚仕立て）］
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両開きの場合は
1枚のサイズ×2枚をご注文ください。
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［一般的な金属レール］

レールの端から端までの
長さを測ります。

ランナー
（フックを引掛ける穴）の下から
測り始めます。
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［装飾レール］

レールキャップの付け根端から
反対側の端までを測ります。

リングランナー
（フックを引掛ける穴）の下から
測り始めます。
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［レールを隠す吊り方］
一般的なレール

レールを隠す
仕様です。

床 床

昇
降
コ
ー
ド

操
作
棒

昇
降
コ
ー
ド

操
作
棒

床

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

床

窓台

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

窓台

Ａ
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ

床

Ｃ
タ
イ
プ

タ
ッ
セ
ル

丈

幅

1cm

製品幅

スクリーン

2
cm

2
cm

幅

丈

天井付け
天井付け

正面付け
天井付け

［レールを見せる吊り方］
カーテンボックスや出窓・装飾レールなど

天井に
引掛からない
仕様です。
既製サイズの
ノンプリーツカーテンは
すべてこの
仕様です。

「正面付け」カーテンレールがかくれるようにカーテンが上にかぶさるタイプです。
　　　　　お届けする仕上がり製品の総丈は注文サイズに対し4cm長くなります。

「天井付け」カーテンレールが見えるタイプです。
　　　　　お届けする仕上がり製品の総丈は注文サイズに対し1cm長くなります。

［腰窓］
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ランナーの下から
窓枠下までの長さを測ります。
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cm

［掃き出し窓］
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ランナーの下から
床までの長さを測ります。
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［出窓］
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【ハトメカーテンについて】
● 幅のご注文は下記サイズ確認表の規定の4つの幅から該当するサイズをお選びください。 
（ハトメカーテンはハトメの個数と間隔を指定しておりますので、幅は4サイズのみとなります）丈のご注文は1cm単位で可能です。

● お届けする仕上がり製品の総丈は注文サイズに対し2.5cm長くなります。
● ハトメのサイズは内径40mmとなります。ハトメの内径は市販されている28mm、35mmの太さの

ポールにも対応できるようにしています。

※両開きの場合、幅サイズを半分にします。
※レースカーテンは注文サイズよりさらに−2cmが適当です。
※注文サイズに対し、お届けする仕上がり製品の総丈は正面付けで4cm、天井付けで1cm長くなります。

【サイズ確認表】

項目 スタイル レールの長さ サイズ調整 注文サイズ

幅 プリーツ

× 1.05 cm２倍ヒダ

ギャザー

ノンプリーツ × 1.02 cm

項目 スタイル ランナー下からの長さ サイズ調整 注文サイズ

丈 腰窓 ＋ 15〜20cm cm

掃き出し窓 − 1〜2cm cm

出窓 − 1〜2cm cm

【仕上がりサイズについて】
生地の特性や湿度等の関係により以下のことをご了承ください。

●仕上がりサイズには±1cm程度の誤差が生じます。●湿度の高い時期には丈が伸びることがございます。
●洗濯により若干の風合い変化、縮みが生じます。

別紙P.133〜137「ノンプリーツ
カーテン」のオーダー対応生地

別紙P.139〜144「オーダーカー
テン」のオーダー限定対応生地

スタイル 幅 幅
プリーツカーテン 70cm以上 101cm以上
ノンプリーツカーテン 106cm以上 141cm以上
2倍ヒダ・ギャザー ─ 76cm以上
ハトメ 140cm以上 180・220cm
プレーンシェード 110cm以上 140cm以上

（サイズ：cm）

幅 100 140 180 220
サイズ 65〜90 91〜125 126〜160 161〜200

※ハトメカーテンにはアジャスターフックは付属されません。

※2倍ヒダプリーツカーテンのアジャスター
フックは、上下に約6.5cm調整可能。

※正面付けと天井付けでは、アジャ
スターフックの位置が異なります。

【付属パーツ】
オーダーカーテンご注文の際、以下のパーツが付属されます。
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cm

幅

丈

天井付け
天井付け

正面付け
天井付け

アジャスターフック（プリーツ・ノンプリーツ用）

正面
付け

天井
付け

アジャスターフック タッセル
厚手 ○ ○
レース ○ ×
遮光ライニング × ×

※ 

上
下
に
約
5.5

　
調
整
可
能

cm 
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価格表一覧 ※ 商品により、価格が掲載されていても作成できないスタイルがございます。作成できるスタイルは、各商品をご確認ください。　※価格は消費税込です。　※すべて1枚当りの価格です。
※レースカーテンはハトメカーテンに対応していません。

価格表の見方
オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

対応番号  から商品名を探し、
●ご希望のスタイル ●ご希望の幅／丈を選び価格をご確認ください。

オ
ー
ダ
ー
限
定
対
応
生
地

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

6,000円 9,000円 12,000円 17,500円

6,500円 10,000円 13,000円 20,000円

7,000円 11,000円 14,000円 22,000円

7,500円 12,500円 15,500円 24,500円

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

7,000円 10,500円 14,000円 21,000円 28,000円

8,000円 12,000円 16,500円 23,500円 32,500円

9,500円 13,000円 18,500円 25,500円 37,000円

10,500円 14,000円 21,000円 28,000円 42,000円

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

8,000円 13,000円 16,500円 25,500円 32,500円

9,500円 14,000円 18,500円 28,000円 37,000円

10,500円 15,500円 21,000円 30,500円 42,000円

12,000円 16,500円 23,500円 32,500円 46,500円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

7,000円 10,500円 14,000円 21,000円

7,500円 12,000円 15,500円 23,500円

8,000円 13,000円 16,500円 25,500円

9,000円 14,000円 17,500円 28,000円

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

10,000円 14,500円 20,000円 29,000円 39,500円

11,000円 16,000円 22,000円 31,500円 44,000円

12,500円 17,000円 24,500円 33,500円 49,000円

13,500円 18,000円 27,000円 36,000円 53,500円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

8,000円 12,500円 16,500円 24,500円

9,000円 13,500円 17,500円 27,000円

9,500円 14,500円 18,500円 29,000円

10,000円 16,000円 20,000円 31,500円

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

11,000円 17,000円 22,000円 33,500円 44,000円

12,500円 18,000円 24,500円 36,000円 49,000円

13,500円 19,500円 27,000円 38,500円 53,500円

14,500円 20,500円 29,000円 40,500円 58,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

9,500円 14,000円 18,500円 28,000円

10,000円 15,500円 20,000円 30,500円

10,500円 16,500円 21,000円 32,500円

11,000円 17,500円 22,000円 35,000円

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

13,000円 20,000円 25,500円 39,500円 51,000円

14,000円 21,000円 28,000円 42,000円 55,500円

15,500円 22,000円 30,500円 44,000円 60,500円

16,500円 23,500円 32,500円 46,500円 65,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

10,500円 16,500円 21,000円 32,500円

11,000円 17,500円 22,000円 35,000円

12,500円 19,500円 24,500円 38,500円

13,500円 21,000円 27,000円 42,000円

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

16,500円 25,000円 32,500円 50,000円 69,500円

17,500円 27,500円 35,000円 54,500円 74,000円

19,500円 30,500円 38,500円 60,500円 79,000円

21,000円 33,000円 42,000円 66,000円 88,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

13,500円 20,000円 25,500円 39,500円

14,000円 21,000円 28,000円 42,000円

15,500円 22,000円 30,500円 44,000円

16,500円 23,500円 32,500円 46,500円

ノンプリーツ プリーツ商品名

スタイル

2倍ヒダプリーツ ギャザー（cm）

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

13,000円 19,000円 25,500円 38,500円

14,000円 22,000円 28,500円 43,000円

15,000円 24,000円 30,500円 47,500円

16,500円 26,000円 32,500円 52,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

15,500円 22,500円 30,000円 45,500円

16,500円 25,500円 33,000円 50,000円

17,500円 27,500円 35,000円 54,500円

18,500円 29,500円 37,000円 59,000円

ポリエステル分繊糸ボイル

綿二重ガーゼ
ポリエステルバスケット織
ポリエステル綿�
ジャガード織
綿ポリエステル混�
ヘリンボーン
綿サッカー織
綿シアサッカー織
ポリエステル二浴染
ポリエステルグログラン

ポリエステル杢調平織
ポリエステル混綾織
ポリエステル二重ガーゼ
ポリエステル擬紗
ポリエステル麻調スラブ
ボイル
ポリエステル平織レース
ポリエステル杢調ボイル
麻ポリエステルレース

ポリエステルななこ織麻調
ポリエステルななこ織
ポリエステルシェニールヘリンボーン
麻ボイル

麻平織
（生成・ライトピンク・クリーム・スカイブ
ルー・ブルーグレー・ブラウン・ネイビー・
チャコール・ダブルストライプ）
綿麻平織

麻平織太番手
麻綾織ヘリンボーン
ポリエステル擬紗風織
※1

ポリエステルペーパーヤーンボイル

7

8

9

10

11

12

A B 遮光裏地付きノンプリーツ 遮光裏地付きプリーツD

※1　ポリエステル擬紗風織のみ生地の関係上、丈は250cmまでの対応となります。

付属パーツについて

厚手カーテンは、すべてカーテンフック、タッセルが付属さ
れています。レースカーテンはすべてカーテンフックが付属
されています。（タッセルは付いていません）

※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。カーテン貸し出しサービス（一部店舗を除く）

「部屋の雰囲気にあうかわからない」「もっている家具とのコーディネートを試したい」…
そんなお悩みを解消するために、無印良品の一部の店舗ではお客さまにカーテンのイメージを確認していただくためカーテン貸し出し
サービスを実施しております。最大5種、1週間貸し出しができるので、実際のカーテンを掛けてお試しいただくことができます。
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価格表一覧 ※ 商品により、価格が掲載されていても作成できないスタイルがございます。作成できるスタイルは、各商品をご確認ください。　※価格は消費税込です。　※すべて1枚当りの価格です。
※レースカーテンはハトメカーテンに対応していません。

価格表の見方
オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

対応番号  から商品名を探し、
●ご希望のスタイル ●ご希望の幅／丈を選び価格をご確認ください。

オ
ー
ダ
ー
限
定
対
応
生
地

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

丈� 幅

20〜150

151〜200

201〜250

251〜300

商品名

スタイル

（cm）

ポリエステル分繊糸ボイル

麻平織
（生成・ライトピンク・クリーム・スカイブ
ルー・ブルーグレー・ブラウン・ネイビー・
チャコール・ダブルストライプ）
綿麻平織

麻平織太番手
麻綾織ヘリンボーン
ポリエステル擬紗風織
※1

ポリエステルペーパーヤーンボイル

7

8

9

10

11

12

取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

15,000円 23,500円 30,000円 46,500円 60,000円

18,000円 25,500円 35,000円 51,000円 69,500円

19,500円 28,000円 39,500円 56,000円 78,500円

22,500円 30,500円 44,000円 60,500円 88,000円

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

16,000円 24,500円 32,000円 48,000円 64,000円

18,500円 26,000円 35,500円 52,000円 71,000円

20,000円 28,500円 40,000円 56,500円 79,000円

23,000円 31,000円 44,500円 61,000円 89,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

7,000円 10,500円 14,000円 21,000円

7,500円 12,000円 15,500円 23,500円

8,000円 13,000円 16,500円 25,500円

9,000円 14,000円 17,500円 28,000円

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

7,000円 10,500円 14,000円 21,000円

7,500円 12,000円 15,500円 23,500円

8,000円 13,000円 16,500円 25,500円

9,000円 14,000円 17,500円 28,000円

取扱いなし 取扱いなし

取扱いなし 取扱いなし

取扱いなし 取扱いなし

取扱いなし 取扱いなし

遮光裏地付き2倍ヒダプリーツE 三ツ巻仕様F ポール仕様G

遮光ライニング
51〜100 101〜150 151〜200 201〜250

3,000円 4,500円 6,000円 9,500円

3,500円 5,000円 7,000円 10,500円

4,000円 6,500円 8,000円 13,000円

4,500円 7,000円 9,500円 14,000円

丈� 幅

〜150

151〜200

201〜250

251〜300

ポリエステル�
遮光ライニング14

（cm）形態安定加工

51〜100 101〜150 151〜200 201〜300

1,260円 1,890円 2,520円 3,780円

丈� 幅

〜300

30〜75 76〜110 111〜145 146〜220 221〜300

1,260円 1,890円 2,520円 3,780円 5,040円

丈� 幅

〜300

ポリエステルバスケット織
ポリエステル二浴染
ポリエステルグログラン
ポリエステル杢調平織

プリーツ（2倍）（cm）

※すべて1枚当りの価格です。※形態安定加工についてはP.145「オーダーカーテン」をご確認ください。
※遮光裏地付きカーテンには加工できません。

※プリーツのみの対応となります。　※ノンプリーツは対応しておりません。

ポリエステルバスケット織
ポリエステル二浴染
ポリエステルグログラン
ポリエステル杢調平織

13 プリーツ（1.5倍）（cm）

※1　ポリエステル擬紗風織のみ生地の関係上、丈は250cmまでの対応となります。

綿二重ガーゼ
ポリエステルバスケット織
ポリエステル綿�
ジャガード織
綿ポリエステル混�
ヘリンボーン
綿サッカー織
綿シアサッカー織
ポリエステル二浴染
ポリエステルグログラン

ポリエステル杢調平織
ポリエステル混綾織
ポリエステル二重ガーゼ
ポリエステル擬紗
ポリエステル麻調スラブ
ボイル
ポリエステル平織レース
ポリエステル杢調ボイル
麻ポリエステルレース

ポリエステルななこ織麻調
ポリエステルななこ織
ポリエステルシェニールヘリンボーン
麻ボイル
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価格表一覧 ※ 商品により、価格が掲載されていても作成できないスタイルがございます。作成できるスタイルは、各商品をご確認ください。　※価格は消費税込です。　※すべて1枚当りの価格です。
※レースカーテンはハトメカーテンに対応していません。

価格表の見方
オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

対応番号  から商品名を探し、
●ご希望のスタイル ●ご希望の幅／丈を選び価格をご確認ください。

商品名

スタイル

（cm）

※ プレーンシェードの価格は上記の生地の価格＋15のプレーンシェードパーツセット価格の合計金額となります。

プレーンシェード�

※ この価格は 
プレーンシェード
パーツセットを 
含みませんH

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
14,000円 16,500円 18,500円 21,000円
14,500円 17,000円 19,500円 21,500円
15,500円 17,500円 20,000円 22,000円
16,000円 18,000円 20,500円 23,000円
16,500円 18,500円 21,000円 23,500円

丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
7,000円 9,500円 12,000円 14,000円
8,000円 10,000円 12,500円 14,500円
8,500円 10,500円 13,000円 15,500円
9,000円 11,000円 13,500円 16,000円
9,500円 12,000円 14,000円 16,500円

※シェードパーツセットのみの販売はしており
ません。

プレーンシェードパーツセット

（cm）15 シングルI

丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

（cm）15

※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。また、付属のパーツを使用すればカーテンレー
ルにも取り付けできます。

※ 7 〜11は幅140cm以上のプレーンシェードは、生地幅の都合上、生地をはぎ合わせて縫製しています。
※プレーンシェードはすべて防炎機能は付いておりません。
※パーツセットのみの販売はしておりません。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、シングル8cm以上、ダブル10cm以上のボックス内の奥行が必

要です。
※ポリエステル擬紗風織のみ生地の関係上、丈は250cmまでの対応となります。

ダブルJ

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
14,000円 20,500円 27,500円 42,000円
16,000円 23,500円 31,000円 46,500円
17,500円 26,500円 34,500円 53,500円
18,500円 30,500円 38,500円 60,000円
20,000円 34,500円 42,000円 66,500円

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
9,500円 13,500円 20,000円 29,000円

10,500円 16,000円 23,000円 33,000円
12,000円 19,500円 25,500円 38,500円
13,000円 22,000円 28,500円 43,500円
14,000円 25,000円 31,500円 49,000円

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
10,500円 15,000円 21,000円 31,500円
12,000円 17,500円 24,000円 35,000円
13,000円 21,000円 26,500円 40,500円
14,000円 23,000円 29,500円 45,500円
15,000円 26,000円 32,000円 51,000円

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
11,000円 16,000円 21,500円 32,500円
12,500円 18,500円 24,500円 36,500円
13,500円 21,000円 27,000円 41,500円
14,500円 24,000円 30,000円 46,500円
15,500円 26,500円 32,500円 51,500円

※1　ポリエステル擬紗風織のみ生地の関係上、丈は250cmまでの対応となります。

オ
ー
ダ
ー
限
定
対
応
生
地

ポリエステル分繊糸ボイル 丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

ポリエステルペーパーヤーンボイル 丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

7

8

9

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
16,000円 22,500円 29,500円 44,000円
18,000円 25,500円 33,000円 48,500円
19,500円 28,500円 36,500円 55,500円
20,500円 32,500円 40,500円 62,000円
22,000円 36,500円 44,000円 68,500円

綿麻平織 丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

11

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
18,000円 24,500円 31,500円 46,000円
20,000円 27,500円 35,000円 50,500円
21,500円 30,500円 38,500円 57,500円
22,500円 34,500円 42,500円 64,000円

ポリエステル擬紗風織
※1

丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250

12

ポリエステルななこ織麻調
ポリエステルななこ織

丈� 幅

50〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300

10

ポリエステルバス
ケット織
ポリエステル綿�
ジャガード織
ポリエステル二浴染
ポリエステルグログラン

ポリエステル杢調平織
ポリエステル混綾織
ポリエステル麻調
スラブボイル
ポリエステル平織レース
ポリエステル杢調ボイル

※無印良品のカーテンは天然素材の風合いを生かすため、できるだけ過度な生地加工はしないようにしています。その特性上、表示サイズやオーダーで承るサイズと必ず誤差が生じることを予めご了承ください。
※素材の特性上、織ムラ、糸節、多少の色差がありますのでご了承ください。摩擦されると毛羽立ちが生じ、毛羽立ち部分が白く見えることがありますのでご注意ください。
※天然繊維の特性上、部屋の環境条件（温度・湿度等）、結露の付着により、生地が伸びたり、縮んだりすることがあります。
※洗濯時の収縮度合いは均一にはできません。
※天然繊維の特性上、長時間の強い光の照射によって色褪せが発生する恐れがあります。

天然素材カーテンの特性について



窓まわりに欠かせない、カーテンポールやアクセサリーです。

カーテンポール・アクセサリー
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一部店舗での
取扱い商品です。

詳しい商品情報はこちら

シルバー

ブラック

ホワイト

グレインホワイト

ミストシルバー

パールグレー ブラック

シルバーサテン

オーダーカーテンポール・オーダーカーテンレール　ご希望のサイズに合わせて、1cm単位でカットいたします。 オーダー限定

スチールカーテンポール
ポール：鋼管（外径：1.6cm）
シンプルなデザイン。
細身のポールはシンプルなカーテンを引き
立てます。取り付けは正面付けのみとなり
ます。

※価格は消費税込です。　※カットの場合、最小サイズは50cmです。
※厚さ6cm、奥行5cm以上の木部に取り付けてください。

2.1m 3.1m カット工費

シングル   8,000円 10,500円 1,200円

ダブル 14,500円 19,500円 1,800円

※価格は消費税込です。　※カットの場合、最小サイズは50cmです。
※ご注文時に、正面付けか天井付けかをご指定ください。
※厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。
※天井付レールは、シングルのみです。補強された天井付け専用です。補強

された下地に施工ください。

2.0m 3.0m カット工費

シングル 2,500円 3,500円 1,200円

ダブル 5,000円 7,000円 2,400円

スチールアジャスターポール・細／オフ白
76117018 ｜SS・30〜45cm  消費税込590円

76117025 ｜S・45〜70cm  消費税込690円

76117032 ｜M・70〜120cm  消費税込790円

76117049 ｜L・120〜200cm  消費税込990円
ポール部：スチール（外径：1.3cm）

丈夫なスチール素材を使い、たわみが少ないポールです。

※厚手のカーテンを掛けることはできません。

スチールアジャスターポール・細／シルバー
76117056 ｜SS・30〜45cm  消費税込690円

76117063 ｜S・45〜70cm  消費税込790円

76117070 ｜M・70〜120cm  消費税込890円

76117087 ｜L・120〜200cm  消費税込1,090円
ポール部：スチール（外径：1.3cm）

丈夫なスチール素材を使い、たわみが少ないポールです。

※厚手のカーテンを掛けることはできません。

スチールアジャスターポール・太／シルバー
76117094 ｜M・70〜120cm  消費税込1,990円

76117100 ｜L・120〜200cm  消費税込2,590円
ポール部：スチール（外径：2.6cm）

丈夫なスチール素材を使用した、カーテンも吊れる耐荷重のあるポールです。

アジャスターポール・太用リングランナー
76117193 ｜クリア・7個入り（内径：3.1cm）  消費税込490円
PP樹脂

アジャスターポール・太と合わせて使います。

スチールアジャスターポール・太／シルバー、
アジャスターポール・太用リングランナー使用例

カーテンレール／オフ白
82151992 ｜シングル・1.2〜2.0m  消費税込1,890円

82152005 ｜ダブル・1.2〜2.0m  消費税込3,490円
本体：スチール　付属パーツ：ランナー

長さの調整ができるカーテンレールです。静音性のあるランナーを採用し、カーテン開閉時の音を小さくしました。
正面付け、天井付けが可能で、カーテンボックスにも取り付けられます。

※厚さ・奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。
カーテンレール／オフ白・ダブルタイプ使用例

カーテンレール
レール：オレフィン系樹脂皮膜金属板
ベーシックなタイプの機能性カーテンレール。
正面付け、天井付けいずれでもご使用いた
だけます。
※取付ブラケットは取付方法により形状が異

なります。ご注意ください。

天井付レール� ［10月］

82946529｜2m／オフ白  消費税込5,990円

82946536｜3m／オフ白  消費税込7,990円

82946543｜2m／黒  消費税込5,990円

82946550｜3m／黒  消費税込7,990円
本体：アルミニウム合金押出形材　付属パーツ：ランナー

お部屋に馴染む、天井付け専用のカーテンレールです。間仕切りにも使えます。

※天井に直接ネジで取り付ける仕様です。補強された下地に施工ください。
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タッセル用セーフティリング�
38923152 ｜2個入り  消費税込150円
アセタール樹脂

タッセルに付けて使用する安全対策パーツです。荷重がかかると
リングからタッセルが外れます。

タッセル用セーフティリング使用例

麻タッセル�
38940951｜オフ白

38940975｜ライトグレー

38940968｜生成

38940982｜ブラウン 各消費税込1,490円
麻（リネン）100％

麻の自然な風合いを生
かし、ざっくりとした表情
のタッセルに仕上げま
した。

麻タッセル・ふさ付�
38940999｜オフ白

38941019 ｜ライトグレー

38941002 ｜生成

38941026 ｜ブラウン 各消費税込1,490円
麻（リネン）100％

麻の自然な風合いを生
かした、ふさ付のタッセ
ルです。

麻タッセル使用例 麻タッセル・ふさ付使用例

フサカケ
76117230 ｜オフ白・2個入り  
ABS樹脂

76117247 ｜クリア・2個入り  各消費税込490円
ポリカーボネイト樹脂

タッセルをかけるフックです。
簡単に取り付けられる粘着式です。

アジャスターカーテンフック
82151985 ｜7個入り  消費税込290円
ポリアセタール

カーテンの丈が調節できるアジャスタータイプです。

※調節可能範囲5.5cmです。

クリップランナー・フック式
61847924｜シルバー・5個入り  消費税込690円
スチール

カーテンや多用布を吊るためのクリップです。

クリップランナー・フック式使用例

カーテンレール用静音ランナー
82375619 ｜10個入り  消費税込490円
本体：PE樹脂　車輪：エラストマー

無印良品のカーテンレール専用ランナーです。
静音ランナーを採用し、カーテン開閉時の音を
小さくしました。

※他社のカーテンレールには使用できません。

［ 仕上がりサイズ ］
生地の特性や湿度等の関係により以
下のことをご了承ください。
●仕上がりサイズには±1cm程度の誤

差が生じます。  

●湿度の高い時期には丈が伸びること
がございます。  

●洗濯により若干の風合い変化、縮み
が生じます。

オーダーカーテンのご注文について

※2倍ヒダプリーツカーテンのアジャスター
フックは上下に約6.5cm調整可能です。
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［ 付属パーツ ］
オーダーカーテンご注文の際、
下図のパーツが付属されます。

［ 丈詰めについて ］
お引越しのときや別の窓にカーテンを付
け変える場合、無印良品ではオーダーカー
テンの丈詰めを消費税込1,100円／枚
で承っています。
詳細は各店舗までお問い合わせください。
※7ｃｍ以下の丈詰めは、現状の折り返し縫製をほ

どくため、針穴や折り返しの折線が残る場合が
ございます。

［ 生地はぎ合わせ ］
下表の幅サイズをご注文いただくと、生地幅の都合上、生地をはぎ合わせて縫製しています。カーテンの
承りサイズによって、はぎ合わせの位置が異なります。幅が大きくなると、はぎ合わせ箇所が２箇所以上に
なることがあります。

生地のはぎ合わせ例 

別紙P.133〜137「ノンプリーツ
カーテン」のオーダー対応生地

別紙P.139〜144「オーダーカー
テン」のオーダー限定対応生地

スタイル 幅 幅
プリーツカーテン 70cm以上 101cm以上
ノンプリーツカーテン 106cm以上 141cm以上
2倍ヒダ・ギャザー ─ 76cm以上
ハトメ 140cm以上 180・220cm
プレーンシェード 110cm以上 140cm以上



空気層を含むハニカム構造を採用したシェードです。
下部だけでなく、上部からもシェードを上げ下げ、開口できるので、少し光を入れたいときに便利です。

ハニカムシェード

 

ハニカムシェード
153

詳しい商品情報はこちら

ポリエステルハニカムシェード・上部開口タイプ
82223538｜幅90×丈135cm  消費税込7,990円

82223545｜幅90×丈200cm  消費税込9,990円
本体：ABS樹脂　生地部分：ポリエステル100%

シェードの下部からの昇降だけでなく上部からの昇降が可能なシェードです。生地にハニカム構造を採用しました。

コードレスタイプのため、操作コードが小さいお子様の首やペットに巻きつく事故を防止します。
また、スクリーン上部が昇降可能なので、上下開口、上部のみ開口といった操作が可能です。
目隠ししながら光や風を取り入れることができます。

ポリエステルハニカムシェード・上部開口タイプについて
［ コードレス ］

下部開口取っ手上部開口取っ手 上部開口

［ 開口 ］



オーダーブラインド・ロールスクリーン・シェード
木製からアルミ、ポリエステルなど、さまざまな素材や色をご用意しました。
好みの生地を選んでパーツセットを組み合わせれば、目的に合わせたスタイルの部屋がつくれます。
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一部店舗での
取扱い商品です。

木製ブラインド50mm�
羽根幅：5cm　羽根部分：バスウッド

羽根部分は軽くて反りの少ないバスウッド（天然木）を使用しています。
羽根の回転をスムーズにしました。

オーダー限定 価格表 17

ベージュ

シルバー

アルミブラインド�
羽根幅2.5cm　羽根部分：アルミニウム

羽根の昇降と回転が、１本のポールで簡単に操作できます。テンションタイプはサビにくい素材を使用した
水に強い仕様ですので、浴室などでもご使用いただけます。また、羽根表面を遮熱塗料でコーティングしま
した。赤外線を反射し、室内の温度上昇を軽減します。

オーダー限定 価格表 18　テンションタイプ 価格表 19

※テンションタイプについては、別紙P.157「オーダーブラインド・ロールスクリーン・シェード 価格表」をご覧ください。

ベージュ

ボーダーロールスクリーン�
生地部分：ポリエステル100%【洗濯不可】

手前と奥のスクリーンの重なりの操作によって、差し込む光の調節ができるロールスクリーンです。

オーダー限定 価格表 20

白

グレー

ベージュ

グリーン

白 アイボリー

ベージュ シルバー

ブラック

木製ブラインド（テープ仕様）� （一部） 

羽根幅：5cm　羽根部分：バスウッド

昇降と羽根の開閉を、１本のコードで行うことのできる、操作性のよいブラインドです。

オーダー限定 価格表 16

ダークブラウン

ライト 
ブラウン

ベージュ

ベージュ

ブラウン

ブラウン

オフ白 オフ白
※

ナチュラル

レッド 
ブラウン

レッド 
ブラウン

ライト 
ベージュ

ダーク 
ブラウン

ダーク 
ブラウン

（ボトムカバー）

ボトムカバーに高さ調整機能
が付き、約3cmの高さ調整
が可能となりました。窓枠内
や床面に対してぴったりの高
さに納めることができ、窓枠
や床との接触を防止します。
※製品丈を伸ばすことはでき

ません。

※ナチュラルは天然木を使
用しているため、スラット1
枚ごとの木目、色、風合い
にバラつきが生じます。

ボトムに高さ調整機能が付
き、約3cmの高さ調整が可
能となりました。窓枠内や床
面に対してぴったりの高さに
納めることができ、窓枠や床
との接触を防止します。
※製品丈を伸ばすことはでき

ません。

オーダーブラインド・ロールスクリーン・
シェードの選び方

サイズを
選ぶ

素材・色・
生地を選ぶ
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一部店舗での
取扱い商品です。

【手洗い】
手洗い可

ポリエステル平織バーチカルブラインド�
羽根幅：10cm　羽根部分：ポリエステル100％【手洗い】

縦のラインがうつくしく、すっきりとしたブラインドです。

オーダー限定 価格表 21

ポリエステル平織�
バーチカルブラインド

ポリエステル平織�
（遮光・遮熱）バーチカル�
ブラインド

ポリエステル平織（遮光・遮熱）バーチカルブラインド
羽根幅：10cm　羽根部分：ポリエステル100％【洗濯不可】

オーダー限定 価格表 22

ポリエステル平織バーチカルブラインド／白

白

白

ベージュ

グレー

ブラウン

グリーン

アイボリー

ベージュ

グレー 
ベージュ

チャコール

ポリエステル平織ロールスクリーン�
生地部分：ポリエステル100%【手洗い】

チェーンタイプを採用した、操作性のよいロールスクリーンです。

オーダー 価格表 23

ポリエステル平織（遮光・遮熱）ロールスクリーン�
生地部分：ポリエステル100%【洗濯不可】

オーダー 価格表 24

ポリエステル平織ロールスクリーン／ベージュ

白

白

ベージュ

グレー

ブラウン

グリーン

アイボリー

ベージュ

グレー 
ベージュ

チャコール

ポリエステル平織�
ロールスクリーン�

ポリエステル平織（遮光・�
遮熱）ロールスクリーン�

プレーンシェード�
お好みの生地を選んで、シングル、ダブルのシェードスタイルがつくれます。 

プレーンシェード のマークが付いた生地からお選びいただけます。

プレーンシェード用カーテン生地とパーツセットを組み合わせてご注文ください。プレーンシェードは生地
をパーツセットに取り付けてお渡しいたします。ご注文サイズの決め方については別紙P.156「オーダー
ブラインド・ロールスクリーン・シェード ご注文方法」をご覧ください。

ダブルタイプ
1台のレールで前幕・後
幕の生地を別々に昇降で
きます。プレーンシェード
用カーテン生地2枚と合
わせてご注文ください。パー
ツセットに生地を取り付け
てお渡しいたします。

セット内容：ヘッドレール（昇降コード・操作チェーン付）、ウェイトバー、取付部品（カーテンレール取付金具含む）

プレーンシェードパーツセット／シングル
価格表別紙 P.138「ノンプリーツカー
テン（オーダー仕様） 価格表」、P.150

「オーダーカーテン 価格表」 15- I

プレーンシェードパーツセット／ダブル
価格表別紙 P.138「ノンプリーツカー
テン（オーダー仕様） 価格表」、P.150

「オーダーカーテン 価格表」 15- J

シングルタイプ
プレーンシェード用カーテ
ン生地と合わせてご注文
ください。パーツセットに
生地を取り付けてお渡し
いたします。
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※商品の取り付け方が下記3タイプ（A・B・C）あります。タイプにより採寸箇所が異なります。

	 STEP 2 	 	幅・丈を測ります。

	 STEP 1 	 取り付けタイプを決めます。

プレーンシェード・ブラインド・バーチカルブラインド・ロールスクリーン・ボーダーロールスクリーン

窓枠の内側に取り付ける 窓枠の外側に取り付ける
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チ
ェ
ー
ン

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

［Cタイプ］

カーテンレールに取り付ける

※羽根幅の都合により、承りサイズに制限があります。詳細は価格表一覧をご覧ください。

※取り付け高さ231cm以上の場所には取り付けできません。

※操作棒の長さは取り付け高さによって異なります。取り付け高さが〜159cmの場合、40cm、取り付け高さが
160〜230cmの場合、80cmとなります。

［木製ブラインド50mm］

床 床

床

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

床

窓台

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

窓台

Ａ
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ

床

Ｃ
タ
イ
プ

タ
ッ
セ
ル

丈

幅

1cm

製品幅

スクリーン

2
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2
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幅

丈

天井付
天井付

正面付
天井付

ボ
ー
ル
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ェ
ー
ン

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

床 床

床

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

床

窓台

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

窓台

Ａ
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ

床

Ｃ
タ
イ
プ

タ
ッ
セ
ル

丈

幅

1cm

製品幅

スクリーン

2
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2
cm

幅

丈

天井付
天井付

正面付
天井付

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

［対応サイズについて］

※幅30〜50cmのサイズについては、 
昇降コードが操作棒と反対の位置になります。

※幅51〜150cmのサイズについては、 
昇降コードと操作棒が同じ位置になります。

※幅151cm以上のサイズでご注文の場合、製品重量
が増すため、本体が2台分割になります。バランスは
151cm以上でも1本になります。2台分割の場合、製
品と製品の間を1cmあけて取り付けてください。

幅30〜50cm

床 床

床

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

床

窓台

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

窓台

Ａ
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プ

Ｂ
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プ
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Ｃ
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2
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丈

天井付
天井付

正面付
天井付

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

左操作 右操作 左操作 右操作
幅51〜150cm 幅151〜240cm

操作棒

昇降コード

この部分を
バランスと言います。

	 STEP 3 	 	操作位置を選びます。［プレーンシェード、ブラインド、バーチカルブラインド、ボーダーロールスクリーン、ロールスクリーン］

床 床

床

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

床

窓台

Ｂ
タ
イ
プ

Ｃ
タ
イ
プ

Ａ
タ
イ
プ

窓台

Ａ
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イ
プ

Ｂ
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プ
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Ｃ
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床 床
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［左操作］ ［右操作］

窓枠内側の長さを測ります。

床 床

床

Ｂ
タ
イ
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Ｃ
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イ
プ

Ａ
タ
イ
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床

窓台

Ｂ
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イ
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Ｃ
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イ
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［Aタイプ］
窓枠外側の長さを測ります。

床 床

床
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イ
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Ａ
タ
イ
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床
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Ｂ
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イ
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Ｃ
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［Bタイプ］
カーテンレールの長さを測ります。

床 床
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［Cタイプ］［幅］
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［腰窓］
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［掃き出し窓］

床 床
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［出窓］［丈］

窓枠内側の長さを測ります。
［Aタイプ］

窓枠外側の長さを測ります。
［Bタイプ］

カーテンレールの下から
下部の窓枠外側までの長さを測ります。

［Cタイプ］

上部の窓枠内側から
床までの長さを測ります。

［Aタイプ］

上部の窓枠外側から
床までの長さを測ります。

［Bタイプ］

カーテンレールの下から
床までの長さを測ります。

［Cタイプ］

窓枠内側の長さを測ります。
［Aタイプ］

出窓全体のフレーム枠の外側から
窓台までの長さを測ります。

［Bタイプ］

カーテンレールの下から
下部の窓台までの長さを測ります。

［Cタイプ］

［プレーンシェード］
※プレーンシェードは、生地をパーツに取り付けてお渡しいたします。プレー

ンシェード用生地とパーツセットを組み合わせてご注文ください。ダブ
ルをご注文の場合、前幕と後幕をご指定の上ご注文ください。

※ダブルのプレーンシェードの場合、後幕は前幕より幅・丈ともに1cm小
さい仕上がりとなります。

［ボーダーロールスクリーン］
※ 製品幅とスクリーンには隙間があります。（操作側 

2.6cm、反対側 1.4cm）

※ ボーダーロールスクリーンは、オーダー可能なサイ
ズでも、幅：丈＝1：8を超える場合は承ることができ
ません。

［ロールスクリーン］
※ 製品幅とスクリーンには隙間があります。
（操作側 2.2cm、反対側 1.4cm）

※ロールスクリーンは、オーダー可能サ
イズでも、幅：丈＝1：8を超える場合
は承ることができません。

製品幅

スクリーン幅

製
品
高
さ

2.2
cm

1.4
cm

※Cタイプのカーテンレールに取り
付けられないスタイルやサイズ
がございます。詳しくは、下記

【カーテンレールの取り付けにつ
いて】をご覧ください。

［アルミブラインド］
※アルミブラインドのテンションタイプは窓枠

の内側のみに取り付けとなります。

※取り付け高さ281cm以上の場所には取り
付けられません。

※操作棒の長さは取り付け高さによって異な
ります。詳細は右記の表をご覧ください。

取り付け高さ 操作棒の長さ
〜199cm 48cm

200〜219cm 68cm
220〜239cm 88cm
240〜259cm 108cm
260〜280cm 128cm

ブラインド・ロールスクリーン・	
シェードのご注文サイズの決め方

・ご注文は1cm単位で承ります。
・ご注文いただいてから商品のお渡しまで、ブラインド・ロールスクリーンは10日程度、 
  プレーンシェードは14日程かかります。（遠隔地の場合、さらに時間がかかる場合がございます。）
・オーダー商品に関しては受注生産のため、承り後の寸法変更およびキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

【取り付けについて】
取り付けの際、以下のことをご了承ください。
●厚さ・奥行ともに2.5cm以上の木部に取り付けてください。
●石膏ボード・コンクリートには取り付けできません。
●一部取り付けのできない形状のカーテンレールがございます。
●サイズにより重量があるため、カーテンレールに取り付けられない場合があります。
●カーテンボックスに取り付ける場合は、以下のボックス内の奥行が必要です。

スタイル カーテンボックス・奥行
プレーンシェード　シングル 8cm以上
プレーンシェード　ダブル 10cm以上
木製ブラインド 12.5cm以上
アルミブラインド 8cm以上
バーチカルブラインド 15cm以上
ロールスクリーン・ボーダーロールスクリーン 12.5cm以上

【サイズ確認表】

【カーテンレールの取り付けについて】

取り付け不可

I 型

取り付け可能

C 型 角型

※取り付け高さは、操作棒の長さを決めるために必要です。床から取り付け位置（カーテンレー
ルあるいは窓枠上辺）までの高さを測ってください。

※製品の総丈は、注文サイズと同寸になります。

項目 スタイル 幅の長さ サイズ調整 注文サイズ
幅 Aタイプ − 1〜 2cm cm

Bタイプ ＋ 0 〜 10cm cm
Cタイプ ＋ 0 〜 2cm cm

丈 腰窓 Aタイプ − 1〜 2cm cm
Bタイプ ＋ 0 〜 10cm cm
Cタイプ ＋ 0 〜 10cm cm

掃き出し窓 Aタイプ − 1〜 2cm cm
Bタイプ − 1〜 2cm cm
Cタイプ − 1〜 2cm cm

出窓 Aタイプ − 1〜 2cm cm
Bタイプ ＋ 0 〜 10cm cm
Cタイプ ＋ 0 〜 10cm cm

取り付け高さ  cm
操作位置 左操作　　　  右操作

昇降コードの本数
幅 30〜50 51〜90 91〜140 141〜190 191〜240

本数 2 3 4 5 6
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価格表一覧 ※価格は消費税込です。

価格表の見方
オーダー

プリーツ ノンプリーツ ハトメ 価格表 3

プレーンシェード 価格表 3

対応番号  から商品名を探し、
●ご希望のスタイル ●ご希望の幅／丈を選び価格をご確認ください。

丈� 幅

30、34、38、43、47、51、56、60、64、69、73、77、81、86、90、94、99
103、107、112、116、120、124、129、133、137、142、146、150
155、159、163、167、172、176、180、185、189、193、198
202、206、210、215、219、223、228、232、236、241、245、249、253

30〜70 71〜100 101〜130 131〜150
12,000円 14,000円 18,500円 23,500円
15,500円 18,500円 23,500円 取扱いなし
18,500円 23,500円 取扱いなし 取扱いなし
22,000円 取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし

151〜200 201〜240
28,000円 37,000円
37,000円 46,500円
46,500円 取扱いなし
取扱いなし 取扱いなし

※ 幅151cm以上は
2台分割になります。

（バランスは1本仕様）

丈� 幅

53、57、62、66、70、75、79、83、88、92、96、100
105、109、113、118
122、126、131、135、139
143、148、152、156
161、165、169、174、178
182、186、191、195、199
204、208、212、217
221、225、229、234、238
242、247、251、255、260
264、268、272、277
281、285、290、294、298

35〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240
34,000円 38,000円 42,000円 46,000円 50,000円 54,000円 58,000円 62,000円 66,000円
38,000円 42,500円 47,000円 51,500円 56,000円 60,500円 65,000円 69,500円 74,000円
42,500円 47,500円 52,500円 57,500円 62,500円 67,500円 72,500円 77,500円 82,500円
44,500円 50,000円 55,500円 61,000円 66,500円 72,000円 77,500円 83,000円 88,500円
46,500円 52,500円 58,500円 64,500円 70,500円 76,500円 82,500円 88,500円 94,500円
48,500円 55,000円 61,500円 68,000円 74,500円 81,000円 87,500円 94,000円 100,500円
50,500円 57,500円 64,500円 71,500円 78,500円 85,500円 92,500円 99,500円 106,500円
52,500円 60,000円 67,500円 75,000円 82,500円 90,000円 97,500円 105,000円 112,500円
54,500円 62,500円 70,500円 78,500円 86,500円 94,500円 102,500円 110,500円 取扱いなし
56,500円 65,000円 73,500円 82,000円 90,500円 99,000円 107,500円 取扱いなし 取扱いなし
58,500円 67,500円 76,500円 85,500円 94,500円 103,500円 取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし

木製ブラインド50mm
※ 羽根幅の都合により右記の

丈のみの承りとなります。

（cm）

17

木製ブラインド 50mm

（cm）

木製ブラインド（テープ仕様）
※ 羽根幅の都合により右記の

丈のみの承りとなります。

16

木製ブラインド（テープ仕様）

ブラインド・ロールスクリーン

※ オーダー可能サイズでも、幅50cm以下の場合、高さ225cm以上は承ることができません。
※ 木製ブラインドは重量があるため、カーテンレールには取り付けられません。厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。石膏ボード・コンクリートには取り付けできません。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、12.5cm以上のボックス内の奥行が必要です。

※ 木製ブラインドは重量があるため、カーテンレールには取り付けられません。厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。石膏ボード・コンクリートには取り付けできません。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、12.5cm以上のボックス内の奥行が必要です。

丈� 幅

40〜100
101〜150
151〜200
201〜250

30〜90 91〜135 136〜180 181〜240
12,000円 15,500円 17,500円 21,000円
14,000円 17,500円 21,000円 24,500円
16,500円 21,000円 24,500円 28,000円
18,500円 24,500円 28,000円 31,500円

丈� 幅

40〜100
101〜150
151〜190

36〜90 91〜135 136〜180
13,000円 16,500円 18,500円
15,500円 18,500円 22,000円
17,500円 22,000円 25,500円

アルミブラインド�
テンションタイプ19

アルミブラインド
アルミブラインド

（cm）

18

※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。また、付属のパーツを使用すればカーテンレール
にも取り付けできます。

※下記サイズは、カーテンレールには取り付けられません。

幅 121〜180 181〜200 201〜240

丈 184〜250 161〜250 121〜250

※カーテンボックスに取り付ける場合は、8cm以上のボックス内の奥行が必要です。
（単位：cm）

※ オーダー可能サイズでも、幅：丈＝1：8を超える場合は承ることができません。
※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、12.5cm以上のボックス内の奥行が必要です。

丈� 幅

30〜80
81〜120

121〜160
161〜200
201〜240

30〜80 81〜120 121〜160 161〜200
28,500円 31,500円 34,500円 37,500円
32,500円 35,500円 39,000円 42,000円
37,000円 40,000円 43,500円 46,500円
41,000円 44,500円 48,000円 51,000円
45,500円 49,000円 52,000円 55,500円

ボーダーロールスクリーン

ボーダーロールスクリーン （cm）

20

※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、15cm以上のボックス内の奥行が必要です。

バーチカルブラインド

丈� 幅

50〜100
101〜140
141〜180
181〜220
221〜260
261〜300

30〜120 121〜160 161〜200 201〜240 241〜280 281〜320 321〜360 361〜400
32,000円 40,000円 48,000円 56,000円 64,000円 72,000円 80,000円 88,000円
37,000円 46,500円 56,000円 65,500円 75,000円 84,500円 94,000円 103,500円
42,000円 53,000円 64,000円 75,000円 86,000円 97,000円 108,000円 119,000円
47,000円 59,500円 72,000円 84,500円 97,000円 109,500円 122,000円 134,500円
52,000円 66,000円 80,000円 94,000円 108,000円 122,000円 136,000円 150,000円
57,000円 72,500円 88,000円 103,500円 119,000円 134,500円 150,000円 165,500円

ポリエステル平織
（遮光・遮熱）
バーチカル
ブラインド

22

丈� 幅

50〜100
101〜140
141〜180
181〜220
221〜260
261〜300

30〜120 121〜160 161〜200 201〜240 241〜280 281〜320 321〜360 361〜400
20,000円 24,000円 27,000円 30,500円 34,000円 38,000円 41,000円 44,000円
23,000円 26,500円 29,500円 33,500円 41,500円 45,000円 50,000円 55,000円
24,000円 27,500円 31,000円 36,000円 44,000円 47,500円 53,000円 59,000円
25,500円 29,000円 34,000円 39,000円 46,500円 50,500円 57,000円 63,000円
27,000円 31,000円 36,000円 43,000円 49,500円 56,500円 62,500円 69,500円
28,000円 33,500円 38,500円 45,000円 52,500円 60,000円 66,500円 73,500円

ポリエステル平織�
バーチカル
ブラインド

（cm）

21

ロールスクリーン

※ オーダー可能サイズでも、幅：丈＝1：8を超える場合は承ることができません。
※ 厚さ、奥行共に2.5cm以上の木部に取り付けてください。
※カーテンボックスに取り付ける場合は、12.5cm以上のボックス内の奥行が必要です。

ポリエステル平織�
ロールスクリーン23 丈� 幅

10〜80
81〜120

121〜160
161〜200
201〜240

30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200
14,500円 16,500円 18,500円 20,500円 22,500円
15,500円 18,000円 20,500円 23,000円 25,500円
16,500円 19,500円 22,500円 25,500円 28,500円
17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円
18,500円 22,500円 26,500円 30,500円 34,500円

（cm）

丈� 幅

10〜80
81〜120

121〜160
161〜200
201〜240

30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200
23,500円 27,000円 30,500円 34,000円 37,500円
27,000円 31,000円 35,000円 39,000円 43,000円
30,500円 35,000円 39,500円 44,000円 48,500円
34,000円 39,000円 44,000円 49,000円 54,000円
37,500円 43,000円 48,500円 54,000円 59,500円

ポリエステル平織
（遮光・遮熱）
ロールスクリーン

24
（cm）

アルミブラインド・テンションタイプについて
テンションタイプはビス穴をあけられない場所に
取り付けられるツッパリ式です。
サビにくい素材を使用した水に強い仕様です。
※凹凸のある壁紙・布壁・土壁・砂壁やベニヤなどのザラつきのある壁面には取り付けら

れません。下地のある場所に取り付けてください。下地がない場所に取り付けると、取
り付け面の歪みなどによりテンションが充分にかからず、製品が落下する恐れがあります。



キッチン家電
シンプルでキッチンになじむ冷蔵庫、レンジ、オーブントースター。
まろやかな丸みを帯びたやさしいかたちの炊飯器、ポップアップトースター、ケトル。機能もかたちもシンプルな家電を揃えました。
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別売のパーツがある商品 355L・ステンレス、355L、270L

詳しい商品情報はこちら

冷蔵庫・126Ｌ

82895537 消費税込34,900円
サイズ： 幅47.6×奥行55.7×高さ116.0cm 
年間消費電力：280kWh／年 
定格内容積：126L 
ノンフロン対応 
据付寸法： 幅51.6×奥行55.5×高さ

126.0cm以上必要

省エネ性能に優れた（省エネ基準達成
率107%）電気冷蔵庫です。運転音約
25dBの静音設計。

目標年度
2021年度

省エネ基準達成率
107％

年間消費電力量
280kWh/年

電気冷蔵庫・355L・ステンレス�  

15236657    消費税込159,900円
サイズ： 幅60×奥行66.2×高さ172.9cm（ハンドル含まず）
年間消費電力量：469kWh／年
定格内容積： 355L（冷蔵室197L・冷凍室89L・野菜室69L）
ノンフロン対応
据付寸法： 幅61×奥行70.1×高さ182.9cm以上必要（ハンドル、

脚カバー含む）

プロ用のキッチンのようなステンレス鋼板
を使用した冷蔵庫です。ハンドルはシン
プルな丸棒を使用し、平らな扉の角は尖
りすぎずやさしい箱型をしています。マグネッ
トでメモなどを貼り付けることもできます。

目標年度
2021年度

省エネ基準達成率
74％

年間消費電力量
469kWh/年

電気冷蔵庫・355L�
15236664   消費税込119,900円
サイズ： 幅60×奥行66.2×高さ172.9cm（ハンドル含まず）
年間消費電力量：469kWh／年
定格内容積： 355L（冷蔵室197L・冷凍室89L・野菜室69L）
ノンフロン対応 
据付寸法： 幅61×奥行70.1×高さ182.9cm以上必要（ハンドル、

脚カバー含む）

平らな鋼板を扉に使用したシンプルな冷
蔵庫でキッチンになじみます。ハンドルは
単純な丸棒でできています。開閉の多
い冷蔵室を上段にし、冷凍と野菜室は
奥のものが取り出しやすい引き出し式で
す。扉にはマグネットを貼り付けることが
できます。

目標年度
2021年度

省エネ基準達成率
74％

年間消費電力量
469kWh/年

電気冷蔵庫・270L�  

 15236671   消費税込99,900円
サイズ： 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm（ハンドル含まず）
年間消費電力量：426kWh／年
定格内容積： 272L（冷蔵室178L・冷凍室50L・野菜室44L）
ノンフロン対応 
天板耐熱温度：100℃　天板耐荷重：30kg
据付寸法： 幅61×奥行69.6×高さ151.9cm以上必要（ハンドル、

脚カバー含む）

平らな鋼板を扉に使用したシンプルな冷
蔵庫でキッチンになじみます。ハンドル
は単純な丸棒でできています。天面にオー
ブンレンジを置くこともできます。

目標年度
2021年度

省エネ基準達成率
76％

年間消費電力量
426kWh/年

電気冷蔵庫・157L�
37144644  消費税込54,900円
サイズ： 幅52.5×奥行57.1×高さ116cm（ハンドル含まず） 
年間消費電力：350kWh／年 
定格内容積：157L（冷蔵室103L・冷凍室54L） 
ノンフロン対応 
天板耐熱温度：100℃　天板耐荷重：30kg
据付寸法： 幅56.5×奥行61×高さ126.0cm以上必要（ハンドル、

脚カバー含む）

平らな鋼板を扉に使用したシンプルな冷
蔵庫でキッチンになじみます。ハンドルは
単純な丸棒でできています。開閉回数
の多い冷蔵室を上段に配置しました。天
面にオーブン・電子レンジを置くことができ
ます。

目標年度
2021年度

省エネ基準達成率
88％

年間消費電力量
350kWh/年
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別売のパーツがある商品
しゃもじ置き付き炊飯器・3合、ポップアップトースター、電気ケトル、

ジューサーミキサー（ミル機能付）、電子レンジ・19L、オーブントースター・縦型

しゃもじ置き付き炊飯器・3合�  

82875706   消費税込6,990円
サイズ：幅20.8×奥行25.4×高さ18.6cm 
年間消費電力量：39.74kWh／年　消費電力：380W 
炊飯容量（白米）：0.09L～0.54L（3合）　
炊飯メニュー：白米・無洗米・高速・玄米・発芽玄米・

カレー用・おかゆ

天面にしゃもじが置ける突起の付いた炊飯器です。
本体はまろやかな丸みを帯びた四角でやさしいか
たちをしています。熱むらをおさえてふっくら炊き上
げる1.7ミリの釜を使用しています。お手入れがし
やすい脱着式内蓋を採用しました。

ポップアップトースター�  

 15236732   消費税込3,990円
サイズ：幅25×奥行16.5×高さ19.5cm 
消費電力：900W　
食パンサイズ： 幅12.5cm以下、高さ10cm以上

12.5cm以下、 
厚さ4～8枚切（1.5cm以上3cm以下）

まろやかな丸みを帯びた四角でやさしいかたちのポッ
プアップトースターです。厚焼きトーストを2枚同
時に焼くことができ、食パンとヒーターの距離が近
く、外はカリッと、中はモチっと美味しく焼くことがで
きます。冷凍パンも上手に焼けます。

電気ケトル�  

15236756   消費税込4,990円
サイズ：幅20.5×奥行15.5×高さ19.5cm（電源 
 ベース含む） 
消費電力：1200W　最大容量：500ml　
湯沸し時間：500ml約3分30秒／150ml約1分 
 20秒（23℃の水）

水差しのような注ぎ口が特長の電気ケトルです。カッ
プ一杯分を80秒で沸かせます。湯沸かし後に自
動で電源が切れ、最小限の電力量しか使いません。
電源ベースは、コードを底面に巻き取れます。転
倒時のお湯漏れを防止する構造になっています。

ジューサーミキサー（ミル機能付）�  

15236800   消費税込3,990円
サイズ：幅14.5×奥行11.6×高さ28.4cm
消費電力：150W　
容器容積： （ジューサー容器）400ml、 （ミル容器）75ml
容器材質：AS樹脂　連続使用時間：連続使用4分以内
1～2人分にちょうど良
い、400mlのミキサーで
す。ジュースやスープな
どの調理に便利です。ミ
ルは液体から、乾燥もの、
離乳食などにも使えます。

ミル容器

フラットカッターミル
コーヒー豆の香りと味をそこなわないよう低速で
豆を一定の大きさで挽くことのできる、業務用で
使われている最も本格的なフラットカッターミル方
式を採用。ダイヤルで挽き分けは5段階調整が
可能です。

豆挽き粒子サイズをコントロール

徹底した温度管理とドリップ方法
専用ヒーターと温度センサーとの組み合わせで抽
出に最適な温度、87℃を管理。ドリップの基本は
外周の粉の壁を壊さないように抽出すること。新
開発『斜めシャワー方式』で粉の量に合わせて壁
を壊さずていねいに抽出します。

プロが淹れるドリップを再現

タイマーボタン

カップ数に応じたコーヒー豆
と水をセット。タイマーボタン
を1回押すだけ。
ワンタッチでお好きな時間に
香り良い挽きたてのコーヒー
を楽しめます。

タイマー機能
忙しい平日の朝でも挽きたて、淹れたてのおいし
いコーヒーが味わえるタイマー機能を搭載。
※サーバー保温機能付

コーヒーの香りで目覚める

めざしたのは、プロが淹れる味と香り。

味と香りを追求したら、豆を一定の大きさに挽けるフラットカッターミルにたどり着きました。

忙しい平日の朝でも、タイマーで挽きたてのコーヒーを楽しめます。

豆から挽けるコーヒーメーカー�  

38398165  消費税込19,900円
サイズ：約幅14.5×奥行28.5×高さ34.5cm 
抽出量：1～3cup（150～450cc） 
ミル方式：フラットカッター方式
フィルター方式：カリタ式 
保温機能：75℃保温（20分後に自動OFF） 
タイマー機能

※ 別売りのコーヒーフィルター（60枚入）
（消費税込99円） 

02526900  をご用意しております。

電子レンジ・18L
82114379  消費税込12,900円
サイズ：幅47×奥行35×高さ28.5cm
重さ：13.5kg
消費電力：900W（50Hz）／

1,200W（60Hz）
年間消費電力量：60.1kWh／年
庫内容積：18L　
庫内有効サイズ：幅32.9cm×

奥行31.5cm×
高さ18.0cm

電子レンジ出力：600・500・400W相当

庫内がフラットタイプの電子レンジで
す。回転皿を取り除くことで内部の
容量を確保し、食材を入れやすく、お
手入れもしやすくしました。

オーブントースター・縦型�
15236725   消費税込4,990円
サイズ：幅23×奥行25.5×高さ32.5cm
消費電力：1000W　
庫内有効サイズ：（上段）幅19.5×奥

行16.5×高さ7cm
（下段）幅19.5×奥
行16.5×高さ7.5cm

焼き網サイズ：幅18×奥行16.5cm
ヒーター：石英管ヒーター（3本）
火力切替： 1000／700／400／

300W（4段階火力切替）

白い箱に黒い窓がきれいでシンプル
なオーブントースターです。上下2段
グリルで設置面積が少なくてすみま
す。4段階の火力切換が可能で、同
時にトースト2枚分の調理ができます。
1枚焼きと2枚焼きの切換をダイヤル
で選択できます。

オーブンレンジ・15L�
82479911  消費税込14,990円
サイズ：幅45×奥行36.6×高さ29.2cm　
重さ：13kg　
温度センサーであたため時間を自動
設定。

白い箱に黒く一体化した窓と操作部
をきれいに配置したシンプルなデザイ
ンのオーブンレンジです。電子レンジ、
オーブン、トースター、グリルとしてご使
用いただけます。ダイヤル操作で簡
単にメニューや時間を設定できます。  

オーブントースター�
82114386  消費税込2,990円
サイズ：約幅22.5×奥行25.5×高さ26cm　
重さ：約2.6kg
庫内有効サイズ：約幅18.7×奥行

16.8×高さ11cm
焼き網サイズ：約幅18.7×奥行16.8cm　
トレーサイズ：約幅18×奥行16cm 

必要十分な単機能に絞った、トースト
１枚焼きサイズのコンパクトなオーブ
ントースターです。庫内の高さも十分
にあり、餅など高さのあるものも調理
できます。  

電子レンジ・19L�
37096820  消費税込14,900円
サイズ：幅46×奥行33.3×高さ26.5cm 
年間消費電力量：60.1kWh／年
消費電力：950W（50Hz）／

1,300W（60Hz） 
年間待機時消費電力量：0.0kWh／年
庫内容積：19L 
庫内有効サイズ： 幅30.4×奥行31.8×

高さ19.2cm 
回転皿直径：27.2cm 　ガラス皿　
電子レンジ出力： 650W・解凍運転

200W相当

白い箱に黒く一体化した窓と操作部
をきれいに配置したシンプルなデザイ
ンの電子レンジです。簡単にお弁当
やお惣菜をあたためたり、冷凍した食
材を解凍したりするのに便利な単機
能です。ダイヤルで簡単にメニュー
や時間を設定できます。



キッチン家電（こんろ・小物）
防災時に役立つカセットコンロなど、機能もかたちもシンプルな家電を揃えました。
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詳しい商品情報はこちら

家電製品、電気代の目安　下の計算式で、電気代の目安が計算できます。

例えば、消費電力1000Wのヒーターを、1日3時間ご使用の場合 

1000（W） ÷ 1000 × 3（h） × 27 ＝ 81円／日

消費電力（W） ÷ 1000 × 使用時間（時間＝h） × 電力料金目安単価27（円／kWh ）＝ 電気代（円） です。

※電力料金目安単価はあくまで目安となります。電力会社契約内容により料金は異なります。

ダイヤル式キッチンタイマー�
82248296   消費税込1,490円
サイズ：直径6.2×2.3cm 
電源：CR2032コイン型リチウム電池×1

液晶表示が大きく、視認性の高いキッチンタイマーです。ダイヤル
を回転させて簡単に時間設定が可能です。リピート、カウントアッ
プ機能付き。

カセットこんろ�
 02423261   消費税込5,490円
サイズ：幅33×奥行30.1×高さ8.7cm 
トッププレート：プレコートフッ素鋼板 
最大発熱量： 3.3kW（2800kcal/h） ヒートパネル方式
連続燃焼時間：約65分
ガスボンベ（別売）

本体の高さを低く抑えたカセットこんろです。

※ 無印良品カセットこんろ用ガスボンベ・3本入をご使用ください。

カセットこんろ用ガスボンベ・3本入�
15283279    消費税込390円
本体サイズ：直径6.8×高さ19.8cm　 
使用ガス：LPG（液化ブタン）250g×3本

カセットこんろ・ミニ�
 37494558  消費税込4,890円
サイズ：幅24.3×奥行19.1×高さ9cm 
 
トッププレート：プレコートフッ素鋼板 
最大発熱量： 1.74kW（1500kcal/h） ヒートパネル方式
連続燃焼時間：約120分　 
ガスボンベ（別売）　 
使用できる鍋の大きさ：鍋の上面の内径が20cmまで 
（小さい鍋は鍋底が11cm以上必要）

※ 無印良品カセットこんろ用ガスボンベ・3本入をご使用ください。

カセットこんろ・ミニ用ケース�  

37494565  消費税込1,790円
サイズ：幅29.6×奥行10×高さ24.4cm

ソーラークッキングスケール
18919321  消費税込3,490円
サイズ：幅12.2×奥行20.0×高さ4.0cm 
最大計量：2kg 
最小表示： 1g（0～500g）、 

2g（500g～1000g）、 
5g（1000g～2000g）

オートパワーオフ：10分 
電源： CR2032コイン型リチウム電池×1（付属）

ソーラー電池とボタン電池のハイブリッド電源デジタルクッキング
スケールです。明るいところでは、ソーラー電池のみで稼動します。



洗濯機・クリーナー
毎日のくらしに、しっくりとなじむ生活家電シリーズです。
家電製品としての機能性はもちろん、実際の生活シーンでの使いやすさ、ほかの家具との合わせやすさにもこだわりました。
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詳しい商品情報はこちら

電気洗濯機・5kg�  

02831875  消費税込32,900円
洗濯終了時間が分かる「残時間表示」機能付。 
サイズ：幅52.5（排水ホース含む）幅48（排水ホース含まず）× 
 奥行50×高さ89cm 
定格消費電力：300／320W（50Hz／60Hz） 
消費電力量：洗濯時88Wh　標準洗濯容量：5kg 
標準水量：45L　標準使用水量：95L 
付属品：給水ホース、マジックつぎ手、糸くずフィルター 
運転音：洗い時：35dB、脱水時：47dB 
適合防水パンサイズ：内寸幅52.5×奥行49.8cm以上 
据付サイズ：幅52.5×奥行50.0×高さ110.5cm以上必要

立体水流で洗いムラを抑えしっかりもみ洗いをする洗濯機です。部屋干し時間を短縮する風乾燥機能
を搭載。丈夫で清潔なステンレス槽を使用しています。

電気洗濯機・7kg�  

02831882  消費税込39,900円
洗濯終了時間が分かる「残時間表示」機能付。 
サイズ：幅56.5（排水ホース含む）幅52（排水ホース含まず）× 
 奥行55.0×高さ96.5cm 
定格消費電力：320／380W（50Hz／60Hz） 
消費電力量：洗濯時90／110（50Hz／60Hz）Wh 
標準洗濯容量：7kg　標準水量：55L 
標準使用水量：約113L　付属品：給水ホース、マジックつぎ手 
運転音：洗い時：42dB、脱水時：51dB 
適合防水パンサイズ：内寸幅56.5×奥行54cm以上 
据付サイズ：幅56.5×奥行55.0×高さ123.1cm以上必要

立体水流で洗いムラを抑えしっかりもみ洗いをする洗濯機です。部屋干し時間を短縮する風乾燥機能
を搭載。丈夫で清潔なステンレス槽を使用しています。

コードレススティッククリーナー用スタンド�  

 02523800  消費税込3,490円
サイズ：約幅23.2×奥行24×高さ11cm

無印良品のコードレススティッククリーナー専用スタンドです。

コードレススティッククリーナー�
 38884996 消費税込19,900円
サイズ：約幅22×奥行13×高さ106cm 
集塵方式：カプセル方式　モーター：ブラシレスDCモーター 
バッテリー：リチウムイオン電池（内蔵）　使用時間：約18分（ターボモード時） 
吸い込み仕事率：28Ｗ　充電時間：約4時間 
付属品：すき間ノズル、ＡＣアダプター

コードのない掃除機で手軽に部屋の隅 を々掃除をすることができます。道具としての使いやすさと、細
いシルエットで掃除用品のような形状が特徴の充電式コードレスクリーナーです。

※ 組み合わせ例：スタンドは別売です。



空気清浄機・サーキュレーター
大量の空気を動かすことで微細な浮遊物質を取り除き、きれいな空気を送り出す空気清浄機です。
部屋全体の空気を循環させるサーキュレーターは、室内の温度差の解消に効果的です。
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詳しい商品情報はこちら

※1　すべての有害物質に対応するわけではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。
※2　PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、 

除去の確認ができていません。
※【PM2.5の試験方法】日本電機工業会 自主基準（HD-128）【判断基準】0.1～2.5μmの微小粒子状物質を32㎥（約8畳）の密閉
空間で99%除去する時間が90分以内であること。

空気清浄機�
15820184  消費税込38,900円
サイズ：幅25×奥行25×高さ49.8cm 
センサー：ホコリセンサー、ニオイセンサー 
付属品：360°集塵脱臭フィルター、フィルターご使用開始ラベル、電源コード

空気清浄機用�360°集塵脱臭フィルター�
15987887  消費税込6,790円
※空気清浄機本体には「空気清浄機用 360°集塵脱臭フィルター」が付属
しています。
※「空気清浄機用 360°集塵脱臭フィルター」の交換目安は「約1年」です。

サーキュレーター（低騒音ファン・大風量タイプ）�
76319948｜ホワイト 消費税込5,890円
サイズ：約幅33.1×奥行25.8×高さ37.6cm　
消費電力（W）：  ［50Hz］強32.5・中22・弱7 

 ［60Hz］強37・中23.5・弱8.5
風量（m3／min）:［50Hz］強22.5・中18・弱6.5 
  ［60Hz］強22.5・中16.5・弱7.5
騒音（dB）:  ［50Hz］強44・中38.5・弱16 

 ［60Hz］強44・中36.5・弱18
3段階風量切替

大風量タイプながら動作音が静かなサーキュレーターです。グリルが取り外せるため、羽根のお手入れが
簡単です。

※騒音値の目安:20dB木の葉のふれあう音、30dB深夜の郊外、40dB図書館の室内、50dB静かな事務所、60dB普通の会話

大量の空気を動かす 
「デュアルカウンターファン」

上下それぞれの役割に特化したファンを逆回転させることで、
コンパクトながら、きれいな空気を
大量に送り出します。
下側のファンは浮遊物質を集め、
フィルターに吸着させ、上側のファ
ンは浄化されたきれいな空気を遠
くへ送ることに特化した設計で、
循環気流を生み出し、高い空気
清浄能力を発揮します。

浮遊物質をすばやく集塵する 
「360°集塵脱臭フィルター」

全周囲から浮遊物質を高効率に取り込める「360°集塵
脱臭フィルター」を採用。※1

0.1μmという、ウイルスなどの微
細な粒子も除去できる集塵性能
で、花粉、PM2.5（※2）も除去し
ます。料理などの生活臭やペット
やたばこのにおいもしっかり除去
する脱臭性能です。

花粉
30μm

PM2.5
2.5μm

ウイルス
0.1μm

髪の毛
80μm

空気の循環にはサーキュレーターが
おすすめ

サーキュレーターは、部屋の温度差を解消するために、直進性の
高い風を発生、空気を循環させ、心地良くお過ごしいただけます。

約6m（風速1m／秒）
サーキュレーター
（低騒音ファン・大風量タイプ）

約4m（風速1m／秒）
サーキュレーター
（低騒音ファン）

エアコン

サーキュレーター

暖房機器

サーキュレーター

サーキュレーターの効果的な使い方

冷房機器が設置された同一
壁面の反対側より、部屋の
中心に向け、斜め45度の角
度で運転させてください。冷
気の床面への滞留を防ぎ、
部屋をむらなく冷やすことがで
きます。

〈冷房補助〉
暖房機器に対し、対角線上
の隅より、部屋の中心に向け、
斜め45度の角度で運転させ
てください。暖気の天井への
滞留を抑え、温度ムラを改善。
効率的な暖房効果が得られ
ます。

〈暖房補助〉

サーキュレーター（低騒音ファン）�
02438111｜ホワイト 
02438128｜ブラック 各消費税込4,990円
サイズ:幅28.4×奥行22.8×高さ29.7cm　 
消費電力（Ｗ）:  ［50Hz］強13.5・中9.8・弱4.2 

  ［60Hz］強15.5・中9.5・弱4.2
風量（m3／min）: ［50Hz］強15.0・中13.5・弱8.5 

  ［60Hz］強16.0・中13.0・弱8.3
騒音（dB）:  ［50Hz］強36.5・中32.0・弱19.0 

  ［60Hz］強38.5・中30.5・弱18.5
3段階風量切替

羽根を一から見直し、十分な風量を確保しながら動作音が静かなサーキュレーターです。カバーが取り
外せるので、羽根のお手入れが簡単です。

ホワイト



アロマディフューザー
超音波で発生させたミストで自然な香りを楽しめるアロマディフューザーです。
ライトをつけるとあかりとしても使用できます。
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詳しい商品情報はこちら

超音波うるおいアロマディフューザー�  

82240757  消費税込6,890円
サイズ：約直径16.8×高さ12.1cm（突起部含まず） 
連続使用時間：約3時間 
適用床面積：約12～15畳 
4段階タイマー付：180・120・60・30分 
水タンク容量：約350ml 
電気代の目安：約0.41円／1時間 
2段階の明るさ調整機能付

大容量のミストで香りと一緒にうるおいもお届けします。

超音波アロマディフューザー・大（加湿機能付）�  

 38967392   消費税込14,900円
サイズ：約幅23.5×奥行23.5×高さ24cm
消費電力：30W
加湿適用畳数：木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
加湿量（強運転時）：約300ml/h
連続加湿時間：約6～20時間（強：約6時間、弱：約20時間）
タンク容量：約2L
電気代：約0.81円（1時間あたり）
付属品：ACアダプター、お手入れブラシ、移し替え漏斗、移し替えボトル

最大で約２０時間、香りを楽しむことのできるアロマディフューザーです。エッセンシャルオイルの自動 
滴下やフタを開けずに上から給水可能な仕様など、日常の使い勝手を見直しました。

ポータブルアロマディフューザー�
 38886327   消費税込2,990円
サイズ：約幅7.5×奥行7.5×高さ3.7ｃｍ
電源：リチウムイオン充電池内蔵
動作時間： 約8時間（2時間後自動OFF）※充電池使用時
充電時間：約3.5時間　　
付属品： 専用USBケーブル、フェルト付きホルダー（交換用）、専用ポーチ

旅先や自宅、オフィスでエッセンシャルオイルを楽しみやすいコードレスのディフューザーです。水を使わ
ず内蔵充電池で駆動するため、コードレスでご使用いただけます。自宅やオフィスでは、USB電源でも
使用することができます。

超音波アロマディフューザー�

82240764   消費税込3,990円
サイズ：約直径8×高さ14cm（突起部含まず） 
連続使用時間：約3時間 
適用床面積：約6～8畳 
4段階タイマー付：180・120・60・30分 
水タンク容量：約100ml 
電気代の目安：約0.26円／1時間 
2段階の明るさ調整機能付



季節家電
寒い季節を快適に過ごすための家電を揃えました。
こたつはローテーブルとして1年を通して使えます。
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床暖房・ホットカーペット
に使えます。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

ご家庭の洗濯機で
洗えます。

詳しい商品情報はこちら

楕円こたつ�  

44257821｜ナチュラル　 消費税込24,900円
サイズ：幅134×奥行77×高さ35.3ｃｍ

長方形こたつ�  

44257852｜ナチュラル　 消費税込22,900円
サイズ：幅120×奥行80×高さ35.3ｃｍ

羽織れる電気ひざ掛けマイクロファイバー�
61734286｜ライトブラウン　 
61734200｜ダークブラウン　 各消費税込4,990円 
サイズ：約幅130×80cm　重さ：約1kg　消費電力：55W　電気代：約1.6円／時間
マイクロファイバー　混率：表布ポリエステル100%、裏布ポリエステル100%

両サイドにスナップがついているので、羽織ったり、腰に巻いたり多用途にご使用いただける電気ひざ掛けです。

パーソナルホットマット・マイクロファイバー・ダークブラウン
61734354｜大　 消費税込7,990円 
サイズ：幅180×70cm　重さ：1.4kg　消費電力：80W　電気代：約2.1円／時間
OFFタイマー：2時間　混率： 表布ポリエステル100%、裏布ポリエステル80%、綿20%　コード長：1.9m

床やソファの上など、持ち運んで自由に使えるホットマットです。

楕円こたつ小�  

44257838｜ナチュラル 消費税込19,900円
サイズ：幅110×奥行62×高さ35.2ｃｍ

正方形こたつ�  

44257845｜ナチュラル　 消費税込17,900円
サイズ：幅84×奥行84×高さ35.3ｃｍ

ブラウン チャコール ベージュ ブラウン

チャコール

ベージュ楕円形／ブラウン

綿フランネルこたつふとん・収納ポケット付き�  ［10月］ 

ブラウン チャコール
正方形用・
187×187cm 82946239 82946222 各消費税込6,990円
楕円形用・
180×237cm 82946215 82946208 各消費税込8,990円

表側：綿100％　裏側：綿100％　詰め物：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】

リバーシブルタイプのこたつふとんです。使用しないときはポケットに畳んで収納できます。

こたつふとんのたたみ方

あたたかファイバーふんわりキルティングラグ�  ［10月］ 

ベージュ ブラウン チャコール

100×195ｃｍ 82949407 82949445 82949483 各消費税込4,490円
140×195ｃｍ 82949414 82949452 82949490 各消費税込5,490円
195×195ｃｍ
こたつ下敷兼用 82949421 82949469 82949506 各消費税込7,490円
205×245ｃｍ
こたつ下敷兼用 82949438 82949476 82949513 各消費税込9,490円

表側：ポリエステル100％　裏側：ポリエステル100％
詰め物：ポリエステル100％【洗濯機（ネット）】
マイクロファイバー素材を使い、ふくらみのあるラグを作りました。



時計
「時間を確認する」という時計の原点に立ち返った、
視認性が良く、汎用性の高いシンプルなデザインの時計です。
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詳しい商品情報はこちら

駅の時計・ミニ�
37494312｜置時計（マグネット付）／ホワイト 
 消費税込2,890円
サイズ：幅71×奥行20.5×高さ50.5mm 
電源： ボタン電池（LR44）×1個使用（付属）
秒針動作：ステップ秒針仕様

壁掛時計・壁掛式CDプレーヤー用スタンド�  

37494541  消費税込1,490円
サイズ：幅10×奥行15×高さ28cm

壁掛時計と壁掛式CDプレーヤーを取り付けることができるスタン
ドです。

壁掛プレート・石膏ボード用取り付けピン・木ネジセット� 
76388449  消費税込600円
壁掛式CDプレーヤー（CPD‐2、CPD‐3）を、石膏ボードに取り付ける
ためのパーツセットです。

※ CPD-4、MJBTS‐1には、初めから付属されています。

駅の時計�  

82928501｜掛時計／ホワイト 消費税込6,990円
サイズ：幅315×奥行43×高さ225mm 
電源： 単3乾電池×1本使用（付属）

駅や街頭の時計に使われている文字盤をそのまま用いています。
視認しやすく、どのようなロケーションでもお使いいただける汎用
性の高い時計です。

駅の時計・アラームクロック�
38673576｜掛置時計・アラーム機能付／アイボリー 

 消費税込2,990円
サイズ：幅126×奥行40×高さ90mm 
電源： 単3乾電池×1本使用（付属）
秒針動作：ステップ秒針仕様

アナログ時計・大�
 15915163｜掛時計／ホワイト

 15915170｜掛時計／ブラック 各消費税込3,990円
 37330030｜掛時計／ブナ材ナチュラル

 37330047｜掛時計／ブナ材ダークブラウン 各消費税込6,990円
サイズ：直径264×奥行45mm　電源：単3乾電池×1本使用
（付属）　秒針動作：連続秒針仕様

ホワイト ブラック ブナ材ナチュラル ブナ材ダークブラウン

ブラック

アナログ時計・小�
15915217｜掛置時計・スタンド付／ホワイト

 15915224｜掛置時計・スタンド付／ブラック 
 各消費税込2,990円
サイズ：直径124×奥行44mm 
電源：単3乾電池×1本使用（付属）
秒針動作：連続秒針仕様

業務用時計で使用されている数字フォントをベースにして、数字
に凸加工を施した視認性の良い壁掛け時計です。

ホワイト

デジタル時計・大�
 15831975｜掛置時計・スタンド付／ホワイト 
 15831982｜掛置時計・スタンド付／ブラック

 各消費税込5,990円
サイズ：幅240×奥行57×高さ115mm　

ホワイト

デジタル時計・小（アラーム機能付）�
15832019｜掛置時計・スタンド付・アラーム機能付／ホワイト 
 15832026｜掛置時計・スタンド付・アラーム機能付／ブラック 

 各消費税込3,990円
サイズ：幅120×奥行48×高さ61mm　 
電源：単3乾電池×2本使用（付属） 
時刻・カレンダー自動表示切替：有

時計本来の役目である「時間を確認する」という原点に立ち返り、
バランスの良い「時と分」の表示からデザインしたデジタル時計です。

ブラック

デジタル時計・中（アラーム機能付）�
 15831999｜掛置時計・スタンド付・アラーム機能付／ホワイト 
 15832002｜掛置時計・スタンド付・アラーム機能付／ブラック 

 各消費税込4,990円
サイズ：幅180×奥行52×高さ88mm　

ホワイト
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※1　 ＜電波時計について＞電波受信は環境・条件により受信できない場合があります。

公園の時計・ミニ�
 15832453｜置時計／ホワイト　 
 15909322｜置時計／ブラック 各消費税込1,990円
サイズ：幅55×奥行55×高さ182mm　 
電源：ボタン電池（LR44）×1個使用（付属）

公園で使われている文字盤をそのまま用いた時計です。

鳩時計・大�
 15832606｜掛置時計／ホワイト 消費税込7,490円
サイズ：幅255×奥行125×高さ267mm　 
電源：単3乾電池×1本使用（付属）

ひとつずつ、ていねいに手づくりされたふいごを使用した鳩時計で
す。文字盤が大きいので、壁に掛けても見やすくなっています。
明暗センサー付。

鳩時計�
 15832491｜掛置時計／ホワイト 消費税込5,490円
サイズ：幅95×奥行108×高さ204mm　 
電源：単3乾電池×1本使用（付属）

デジタルバスクロック�
 61152516｜防沫形置時計

 消費税込1,890円
サイズ：幅93×奥行26×高さ53mm 
電源： ボタン電池（CR2032）×1個使用（付属）
防水機能： IPX4（防水保護等級4）相当
カレンダー・温度計・タイマー付

浴室でご使用いただける防沫形時計です。温度
計で浴室の温度が確認できます。タイマー、カウ
ントアップ機能付でお風呂の沸く時間を知るのに
便利です。

デジタルタイマー時計�
37494527｜置時計（マグネット付） ／ホワイト 
 消費税込1,990円
サイズ：幅80×奥行20×高さ36ｍｍ 
電源： ボタン電池（CR2032）×1個使用（付属）
カウントダウンタイマー 
カウントアップタイマー 
オートカレンダー

時刻／タイマー／カレンダーを同時に表示するデ
ジタル時計です。メインの表示を切り替えて使う
ことができます。

デジタル温湿度計�
15832378｜掛置兼用・スタンド付／ホワイト 
 15832385｜掛置兼用・スタンド付／ブラック

 各消費税込1,990円
サイズ：幅55×奥行52×高さ88mm　 
電源：ボタン電池（CR2032）×1個使用（付属） 
精度（誤差）：温度±2℃、湿度±8%

温湿度計本来の役目である「温度・湿度を確認
する」という原点に立ち返り、バランスの良い「温
度と湿度」の表示からデザインしたデジタル温湿
度計です。

ブラック

ブナ材時計�
 15832682｜置時計・アラーム機能付

 消費税込3,890円
サイズ：幅70×奥行41.5×高さ70mm 
電源：単3乾電池×1本使用（付属） 
秒針動作：ステップ秒針仕様

ブナ材温湿度計�
 15832699｜置型 消費税込3,890円
サイズ：幅70×奥行43.5×高さ70mm

フレームに硬くて丈夫なブナ材を使用し、角がまる
く手触りの良い時計と温湿度計です。

アナログバスクロック�
82114317   消費税込1,990円 
サイズ：幅86×奥行40×高さ86㎜ 
 （フック収納時） 
電源：単3乾電池×1本使用（付属） 
秒針動作：連続秒針使用 
防水機能：IPX4（防水保護等級4）相当
浴室のドアノブやハンガーに掛けられる防沫型ク
ロックです。

アナログ目覚まし時計�
82114300   消費税込2,490円 
サイズ：幅76×奥行36×高さ76㎜ 
電源：単3乾電池×1本使用（付属） 
秒針動作：連続秒針使用 
スヌーズ機能：有　ライト：有
コンパクトでカチカチ音のしない連続秒針の目覚
まし時計です。フロントベゼルを回転させアラー
ム設定ができます。

デジタル電波時計（大音量アラーム機能付）
 15832620｜置時計・アラーム機能付／ホワイト

 82136968｜置時計・アラーム機能付／ブラック

 各消費税込3,990円
サイズ：幅148×奥行64×高さ59mm 
電源：単3乾電池×2本使用（付属） 
日本標準電波仕様 ※1 
スヌーズ機能：有　LEDバックライト：有 
精度（誤差）：温度±2℃、湿度±10%

アラーム音量の調整が可能で、標準電波を受信
し、現在時刻を正確に表示するデジタル時計です。
温湿度計が常に表示されているため、体調管理
に役立ちます。

ホワイト



デスクライト
手元を明るく照らすデスクライトとアームライトです。
コンパクトに折りたためるタイプもご用意しました。
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LEDユニット付属（埋込）LED電球付属

詳しい商品情報はこちら

ＬＥＤアルミアームライト
37494916｜ベース付　 
サイズ：ベース直径16×器具最大高さ54.5cm

37494923｜クランプ付　 各消費税込6,990円
サイズ：器具最大高さ53cm　 
クランプ取付可能板厚：2～6.5cm　クランプ取付可能サイズ：幅1.6×奥行4.7cm以上

光源：LED電球小形電球型×1灯（付属）　消費電力：2.6W　全光束：260lm　
直下照度：高さ30cm878lx、高さ43cm505lx　ワットの区分：一般白熱電球25形相当 
光源色：電球色　口金E17　電球型番：LDA3L‐H‐E17/E/W　中間スイッチ（スライド式）付　
電源コード：約1.75m

アームの可動範囲が広く、照らす角度の調節がしやすいデスクライトです。

付属：LED電球

電源がつかえるデスクライト
82928617｜ベース付　 消費税込6,990円
サイズ：（アーム垂直・シェード水平時）幅16（ベース部）×奥行21（ベース部）×高さ48cm　
重さ：約1.4kg　光源：昼白色(LED5000Ｋ/Ra95)　全光束：約980ルーメン
電源コード：約1.8ｍ

学習から読書まで使える、自然光に近い照明です。必要な場所を照らせるよう、アームとヘッドの構造
を見直しました。

LEDスリムデスクライト�
38734055｜ベース付
サイズ：約幅9.2×奥行19.2×高さ39cm　

38734062｜クランプ付 各消費税込3,990円
サイズ：幅5.5×奥行18.9×高さ39cm　 
クランプ取付可能板厚：2～4cm　クランプ取付可能サイズ：幅5.5×奥行4cm以上

光源：LED内蔵　消費電力：約3.8W　直下照度：高さ30cmHi2500lx　光源色：昼光色　
調光：2段階調光（Hi・Low）　電源コード：約1.8m

直下照度2500lxと明るく、多重影も出にくいデスクライトです。

付属：LED内蔵

LED平面発光コンパクトデスクライト�
 61368870   消費税込5,890円
サイズ： （アーム垂直・シェード水平時）幅40.5×奥行6.2×高さ23.5cm 

  （収納時）幅21×奥行6.2×高さ3.7cm
光源：LED内蔵　消費電力：約3W　直下照度：高さ21.5cm　Hi1000lx、Low320lx　 
光源色：昼白色　調光：2段階調光（Hi・Low）　電源：AC電源／単3乾電池×4本（別売） 
電池寿命：Hi約1.5時間・Low約4.5時間　電源コード：約1.8m

導光板方式による面発光で、均等な明るさで照らすことができ、多重影を大幅に軽減しました。電池
使用も可能でコンパクトにたため、持ち運びもできるデスクライトです。

付属：LED内蔵

アームライト・正方形�  

38326502  消費税込9,990円
器具サイズ：約幅12×奥行57×高さ57cm 
シェードサイズ：約幅12×奥行12×高さ1.5cm
光源：LED内蔵　全光束： メインLED：500lm（JIS A形相当）
スポットLED：110lm　光源色：電球色、昼白色
調光：無段階調光（10～100%） 
消費電力：6.5W（メインLED）　3.3W（スポットLED）
天面操作部のタッチセンサーでスイッチのオン、オフができます。
点灯した状態で触れ続けると調光が可能です。電球色と昼白色
の切換えができます。

※器具サイズはアームおよびシェード水平時です。
※単品でのご使用はできません。別売りの「フロアスタンド」「ベー
ス」「クランプ」のいずれかと組み合わせてご使用ください。

付属：LED内蔵

アームライト・長方形�
38326519   消費税込9,990円
器具サイズ：約幅6×奥行65×高さ57cm 
シェードサイズ：約幅6×奥行28.5×高さ1.5cm
光源：LED内蔵　全光束：1100lm（JIS AA形相当） 
光源色：昼白色　調光：無段階調光（10～100%）
消費電力：12W
天面操作部のタッチセンサーでスイッチのオン、オフができます。
点灯した状態で触れ続けると調光が可能です。

※器具サイズはアームおよびシェード水平時です。
※単品でのご使用はできません。別売りの「フロアスタンド」「ベー
ス」「クランプ」のいずれかと組み合わせてご使用ください。

付属：LED内蔵

アームライト用フロアスタンド�
38326540  消費税込6,990円
サイズ：約直径26×高さ73cm　

アームライト用ベース�
38326526   消費税込1,990円
サイズ：約直径20×高さ6.7cm　

アームライト用クランプ�
 38326533  消費税込1,490円
サイズ：約幅3×奥行6.5×高さ17～22cm 
クランプ取付可能板厚：2～5cm

アームライト・正方形
アームライト用
フロアスタンド 

組み合わせ価格

消費税込16,980円

アームライト・長方形
アームライト用ベース 

組み合わせ価格

消費税込11,980円

アームライト・長方形
アームライト用クランプ 

組み合わせ価格

消費税込11,480円



間接照明・リビングライト
やさしい光でお部屋をやわらかく照らす間接照明と、いろいろな場所で便利に使えるリビングライトです。
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LEDユニット付属（埋込）

※1　 充電式電池をご使用される場合は、必ず満充電してからご使用ください。充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なる場合がございます。 
電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用されない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。

詳しい商品情報はこちら

LEDモバイルライト�
38734048   消費税込2,890円
サイズ（収納時）：幅3.5×奥行14.6×高さ3.3cm 
電源： AC電源／単4乾電池×4本使用（別売） 

充電式電池使用可 ※1
光源：LED内蔵　光源色：昼光色　調光：2段階切替 
電池寿命： Hi 連続約5時間、Low 連続約13時間 

（アルカリ乾電池使用時）
付属品：ACアダプター

持ち運びに便利な折りたたみ式のライトです。AC電源と乾電池
の両方でご使用いただけます。

※AC電源での充電機能はございません。

付属：LED内蔵

LEDクリップライト�
61137322   消費税込3,990円
サイズ：直径6.4×長さ9cm 
クリップ取付可能板厚：約4cm 
光源：LED内蔵　消費電力：約4.4W　全光束：140lm　 
光源色：電球色 
コード長：約2m

LEDを組み込んだ省エネ設計のクリップライトです。

付属：LED内蔵

手元をてらすリビングライト�
 38326564   消費税込8,890円
サイズ： （本体）幅7.5×奥行10.5×高さ27（27.5）cm

※（ ）内、充電台設置時 
（光源水平使用時）幅7.5×奥行24.5×高さ34cm

光源：LED内蔵 
消費電力：（充電時）4.1W （充電時点灯）8.2W
光源色：昼白色　調光：3段階調光（Hi→Mid→Low→消灯） 
直下照度： Hi1200lx、Mid500lx、Low100lx
（シェード高さが机上から30cmの位置での照度）
充電時間：約2時間 
連続点灯時間： Hi約1時間、Mid約3時間、Low約6時間

コードレスで使用できる、趣味や学習に適した明るさのデスクライトです。

付属：LED内蔵

LEDシリコーンタイマーライト�
 38734024   消費税込3,890円
サイズ：直径9.5×高さ11.2cm　 
光源：LED内蔵　全光束：55lm　光源色：電球色 
調光：2段階調光（Hi→Low→消灯）　30・60分消灯タイマー機能付 
付属品：ACアダプター

睡眠時などにタイマーをセットすると徐々に暗くなり消灯するタイマー
機能付。30・60分の消灯タイマーと2段階の明るさ調整が可能で
す。通常のテーブル・フロアライトとしてもご使用いただけます。

付属：LED内蔵

LED持ち運びできるあかり�
 38734031    消費税込6,890円
サイズ： （本体）幅11×奥行7.1×高さ27.5cm 

  （充電台）幅11.5×奥行8.2×高さ2.7cm
光源：LED内蔵　全光束：70lm　光源色：電球色
調光：2段階調光（Hi→Low→消灯）　充電時間：約6時間 
連続点灯時間（満充電時）：Hi約3時間、Low約10時間 
スリープ機能付（約1時間後に自動消灯） 
停電時自動点灯機能付（充電台セット時） 
付属品：充電台、ACアダプター、充電池

持ち手がハンガー形状で、さまざまな場所に引っ掛けることが 
可能です。

付属：LED内蔵

マグネット付センサーライト
82114348   消費税込1,990円
サイズ：約直径7.5×厚さ5.3cm
電源：単4乾電池×3本使用（別売）
光源：白色LED内蔵 
感知方式：明暗センサー、人感センサー 
感知範囲：約3ｍ／水平・垂直約100° 
動作温度：5℃～30℃ 
設置場所：屋内専用

暗い場所でセンサーが人を感知すると約10秒間点灯します。マ
グネットまたは吊り下げ穴で、様々な場所に取り付けできます。

付属：LED内蔵



ペンダントライト
明るくやわらかいあかりを楽しめるペンダントライトです。
シェードの素材はアクリル、アルミ、麻からお選びいただけます。
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LED電球別売 余ったコードをフランジの中に収納できます余ったコードを収納ケースの中に収納できます

お部屋に合わせた、あかり選びのお手伝いをいたします。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーにご相談ください。

詳しい商品情報はこちら

白 半透明

アクリルシェードペンダントライト�
02532109｜白 
02532116｜半透明 各消費税込6,990円 
器具サイズ：直径33.8cm×高さ68～128cm（収納ケース内で調整可能） 
シェードサイズ：直径33.8×高さ20.2cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）
口金：E26×1口

光を拡散させ、明るく、やさしいあかりのペンダントライトです。シェードにアクリルを使用しインテリアに 
合わせてお選びいただけます。

別売：LED電球   コード収納：収納ケース内

オフ白 ライトベージュ

麻シェードペンダントライト�
02532123｜オフ白 
02532130｜ライトベージュ 各消費税込6,990円 
器具サイズ：直径39.8cm×高さ68～128cm（収納ケース内で調整可能） 
シェードサイズ：直径33.9×高さ20.6cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売） 
口金：E26×1口

光を拡散させ、明るく、やさしいあかりのペンダントライトです。シェードに麻の生地を使用し自然な風合
いをお楽しみいただけます。

別売：LED電球   コード収納：収納ケース内

LED電球�  

82240740｜100形相当 消費税込3,890円 
消費電力：約12.9W　全光束：1520lm

ワットの区分：一般白熱電球100形相当
光源色：電球色　口金：E26

38756323｜60形相当 消費税込2,190円
消費電力：約7.3W　全光束：810lm 
ワットの区分：一般白熱電球60形相当 
光源色：電球色　口金：E26

ペンダントライトアルミ・L�  

37144378｜シェード：ホワイト／コード・フランジ：ホワイト

37144392｜シェード：グレー／コード・フランジ：ホワイト
37144408｜シェード：グリーン／コード・フランジ：ホワイト
37144385｜シェード：ネイビー／コード・フランジ：ホワイト

 各消費税込8,990円
器具サイズ：直径36×高さ50～190cm（フランジ内で調整可能） 
シェードサイズ：直径36×高さ22cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

別売：LED電球   コード収納：フランジ内

ホワイト

ホワイト グレー グリーン ネイビー

ペンダントライトアルミ・S�  

37144415｜シェード：ホワイト／コード・フランジ：ホワイト

37144439｜シェード：グレー／コード・フランジ：ホワイト
37144446｜シェード：グリーン／コード・フランジ：ホワイト
37144422｜シェード：ネイビー／コード・フランジ：ホワイト

 各消費税込6,990円
器具サイズ：直径20×高さ48～188cm（フランジ内で調整可能） 
シェードサイズ：直径20×高さ17cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

シェードに軽量なアルミを使用したペンダントライトです。インテリ
アに合わせたカラーをお選びください。

別売：LED電球   コード収納：フランジ内

ホワイト

ホワイト グレー グリーン ネイビー



ペンダントライト・フロアライト
シェードを透過してやわらかい光が拡散するあかりを、丁寧にデザインしました。
丸、半球、楕円、四角というシンプルなかたちからお選びいただけます。
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余ったコードをフランジの中に収納できますLED電球付属

詳しい商品情報はこちら

ペンダントライト丸・S�
 82207057｜カバー：透過／コード・フランジ：ホワイト 
 82207064｜カバー：透過／コード・フランジ：ブラック 各消費税込19,900円 
器具サイズ：幅14.8×奥行14.8×高さ38～178cm（フランジ内で調整可能） 
カバーサイズ：幅14.8×奥行14.8×高さ14.8cm 
光源：LED電球小形電球型×1灯（付属）　消費電力：4.4W　全光束：379lm
ワットの区分：一般白熱電球25形相当　光源色：電球色　口金：E17×1口

付属：LED電球   コード収納：フランジ内

ペンダントライト丸・M�
 37143609｜カバー：透過／コード・フランジ：ホワイト 
 37143616｜カバー：透過／コード・フランジ：ブラック 各消費税込24,900円 
器具サイズ：幅25×奥行25×高さ48～188cm（フランジ内で調整可能） 
カバーサイズ：幅25×奥行25×高さ25cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（付属）　消費電力：10W　全光束：729lm
ワットの区分：一般白熱電球50形相当　光源色：電球色　口金：E26×1口

付属：LED電球   コード収納：フランジ内

ペンダントライト丸・L�
 37143623｜カバー：透過／コード・フランジ：ホワイト 

 37143630｜カバー：透過／コード・フランジ：ブラック 各消費税込39,900円 
器具サイズ：幅35×奥行35×高さ58～198cm（フランジ内で調整可能） 
カバーサイズ：幅35×奥行35×高さ35cm 
光源：LED電球一般電球型×2灯（付属）　消費電力：20W　全光束：1442lm
ワットの区分：一般白熱電球50形2灯相当　光源色：電球色　口金：E26×2口

めざしたのは、完全な「光の球」。それは、要素をそぎ落とした、シンプルで美しい光のかたち。照明器
具の原形です。

付属：LED電球   コード収納：フランジ内

フロアライト丸・S�
 82207040｜カバー：透過／コード：ホワイト 消費税込19,900円 
カバーサイズ：直径14.8×高さ14.8cm　コード長：2m 
光源：LED電球小形電球型×1灯（付属）　消費電力：4.4W　全光束：379lm
ワットの区分：一般白熱電球25形相当　光源色：電球色　口金：E17×1口

付属：LED電球  

フロアライト丸・M�
 37144880｜カバー：透過／コード：ホワイト 消費税込29,900円 
カバーサイズ：直径25×高さ25.2cm　コード長：3m 
光源：LED電球小形電球型×1灯（付属）　消費電力：8.4W　全光束：671lm
ワットの区分：一般白熱電球40形相当　光源色：電球色　口金：E17×1口

付属：LED電球

フロアライト丸・L�
 37144897｜カバー：透過／コード：ホワイト 消費税込34,900円 
カバーサイズ：直径35×高さ35.2cm　コード長：3m 
光源：LED電球一般電球型×1灯（付属）　消費電力：10W　全光束：729lm
ワットの区分：一般白熱電球50形相当　光源色：電球色　口金：E26×1口

めざしたのは、完全な「光の球」。それは、要素をそぎ落とした、シンプルで美しい光のかたち。照明器
具の原形です。

付属：LED電球

フランジ・ホワイト フランジ・ブラック

ペンダントライト半球・M�
 37144170｜シェード・コード・フランジ：ホワイト 
 37144217｜シェード・コード・フランジ：ブラック 各消費税込19,900円
器具サイズ：幅35×奥行35×高さ43～183cm（フランジ内で調整可能） 
シェードサイズ：幅35×奥行35×高さ17.5cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（付属）　消費電力：10W　全光束：308lm
ワットの区分：一般白熱電球60形相当　光源色：電球色　口金：E26×1口

付属：LED電球   コード収納：フランジ内

ペンダントライト半球・L�
 37144224｜シェード・コード・フランジ：ホワイト  
 37144231｜シェード・コード・フランジ：ブラック 各消費税込39,900円
器具サイズ：幅48×奥行48×高さ49～189cm（フランジ内で調整可能） 
シェードサイズ：幅48×奥行48×高さ24cm 
光源：LED電球一般電球型×2灯（付属）　消費電力：20W　全光束：599lm
ワットの区分：一般白熱電球60形2灯相当　光源色：電球色　口金：E26×2口

この半球状の照明器具は、メロンを半分に切ったときに現れる切り口のような、光る円形の断面が特
長です。

付属：LED電球   コード収納：フランジ内

シェード・ホワイト シェード・ブラック
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LED電球別売 余ったコードを本体の中に収納できます

スタンドライト用シェード�
 37246102｜楕円／シェード：プレーン   

シェードサイズ：幅32×奥行25.6×高さ20.8cm

 37246126｜四角／シェード：プレーン  各消費税込5,990円
シェードサイズ：幅31×奥行18.5×高さ20.8cm

スタンドライト用スチールスタンド�
 37255951   消費税込6,990円
スタンドサイズ：幅22×奥行14.5×高さ27.5cm（シェード取付時高さ41.5cm）
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

別売：LED電球

スタンドライト用オーク材スタンド�
 37255968   消費税込24,900円
スタンドサイズ：幅13×奥行11×高さ27.5cm（シェード取付時高さ41.5cm）
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

※天然素材のため濃淡、模様の違いがあります。

別売：LED電球

スタンドライト用シェード・四角
スタンドライト用オーク材スタンド 

組み合わせ価格　消費税込30,890円

ペンダントライト四角・M�
 37256477｜シェード：プレーン／コード・フランジ：ブラック  消費税込23,900円 
シェードサイズ：幅37×奥行26×高さ24cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

ペンダントライト四角・L�
 37256484｜シェード：プレーン／コード・フランジ：ブラック  消費税込27,900円 
シェードサイズ：幅49×奥行36×高さ25cm 
光源：LED電球一般電球型×2灯（別売）　口金：E26×2口

※コードを本体内で調整可能

ホテルで使用される定番のかたちを家庭でも使用できる商品に仕上げました。

別売：LED電球   コード収納：本体内

ペンダントライト楕円・M�
 37256439｜シェード：プレーン／コード・フランジ：ブラック  消費税込23,900円
シェードサイズ：幅40×奥行32×高さ20cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

ペンダントライト楕円・L�
 37256453｜シェード：プレーン／コード・フランジ：ブラック  消費税込27,900円 
シェードサイズ：幅55×奥行44×高さ25cm 
光源：LED電球一般電球型×2灯（別売）　口金：E26×2口

※コードを本体内で調整可能

ホテルで使用される定番のかたちを家庭でも使用できる商品に仕上げました。

別売：LED電球   コード収納：本体内

フロアライト用シェード�
37255975｜楕円／シェード：プレーン  

シェードサイズ：幅40×奥行32×高さ20cm

 37255999｜四角／シェード：プレーン 各消費税込8,990円
シェードサイズ：幅37×奥行26×高さ24cm

フロアライト用スチールスタンド�
37256002   消費税込13,900円
スタンドサイズ：幅37×奥行26×高さ126cm（シェード取付時高さ140cm）
光源：LED電球一般電球型×1灯（別売）　口金：E26×1口

ホテルで使用される定番のかたちを家庭でも使用できる商品に仕上げました。

別売：LED電球

フロアライト用シェード・楕円
フロアライト用スチールスタンド 

組み合わせ価格　消費税込22,890円

LED電球�  

82240740｜100形相当 消費税込3,890円 
消費電力：約12.9W　全光束：1520lm

ワットの区分：一般白熱電球100形相当
光源色：電球色　口金：E26

38756323｜60形相当 消費税込2,190円
消費電力：約7.3W　全光束：810lm 
ワットの区分：一般白熱電球60形相当 
光源色：電球色　口金：E26



シーリングライト・システムライト
調光調色が可能なシーリングライトと、スポットライトやペンダントライトの多灯吊りが可能なシステムライトです。
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LEDユニット付属（埋込）LED電球付属

詳しい商品情報はこちら

LEDシーリングライト・調光調色機能付�
82931648   消費税込9,990円
サイズ：直径58×高さ16.7cm 
光源：LED内蔵　消費電力：34.1W　全光束：4275lm 
光源調色範囲：電球色～昼光色 
調光範囲： 主照明（20段階調光）・LED保安灯（5段階調光）
適用畳数：～10畳 
各種機能： おめざめタイマー、おやすみタイマー、 

おまかせ防犯各種機能付
付属品：リモコン（電池付）

LEDの特長を生かした調光調色機能付のシーリングライトです。

付属：LED内蔵

ナチュラル ダークブラウン

LED木製シーリングライト・調光調色機能付�
82931655｜ナチュラル 
82931662｜ダークブラウン 各消費税込14,900円
サイズ：直径56.6×高さ15.3cm 
光源：LED内蔵　消費電力：44.6W　全光束：4280lm 
光源調色範囲：電球色～昼光色 
調光範囲： 主照明（20段階調光）・LED保安灯（5段階調光）
適用畳数：～10畳 
シーン記憶機能付　付属品：リモコン（電池付）

木製の枠が付いたインテリアに溶け込みやすいデザインのシーリ
ングライトです。

付属：LED内蔵

ナチュラル

アルミカバーシーリングライト�
02841263   消費税込15,900円 
サイズ：直径52.6cm×高さ12.5cm

光源：LED内蔵　消費電力：31.1W 
全光束：3750lm 
光源調色範囲：電球色～昼光色 
調光範囲：主照明100～約5%（連続調光）・常夜灯（6段階調光） 
適用畳数：～8畳 
おやすみタイマー付　付属品：リモコン（電池付）
アルミ製の枠が付いたインテリアに溶け込みやすいデザインのシー
リングライトです。

付属：LED内蔵

※ 無印良品のペンダントライト・シーリングライト・システ
ムライト本体は、器具を取り付ける室内の天井に、
右図のいずれかのアダプターが設置されていれば、
簡単に取り付けることができます。

※ 右図のアダプターが天井の強度のある面に確実に
取り付けられていることをお確かめのうえ、器具を取り
付けてください。 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング 丸形フル引掛シーリング 埋込ローゼット フル引掛ローゼット

システムライト用LEDスポットライト・大 

 15902415｜ホワイト   

 37144514｜ブラック   � 各消費税込3,890円
シェードサイズ：直径8×長さ15.9cm 
光源：LED電球一般電球型×1灯（付属）　消費電力：約3.5W 
全光束：350lm　ワットの区分：一般白熱電球30形相当 
光源色：電球色　口金：E26×1口　電球型番：LDA4L‐H/E/W

システムライト本体専用のスポットライトです。

付属：LED電球

システムライト用LEDスポットライト・小 

 37355545｜ホワイト   

 37144521｜ブラック   � 各消費税込3,890円
シェードサイズ：直径7×長さ12.5cm 
光源：LED電球小形電球型×1灯（付属）　消費電力：約2.6W 
全光束：260lm　ワットの区分：小型白熱電球25形相当 
光源色：電球色　口金：E17×1口　電球型番：LDA3L‐H‐E/E/W

システムライト本体専用のスポットライトです。

付属：LED電球

システムライト本体�  

 38725633｜ホワイト  
38725626｜ブラック   � 各消費税込8,890円
サイズ：長さ105×奥行14×高さ10.3cm　配線ダクト仕様 
システムライト用照明取付可能数：4灯まで　吊下最大重量：3.4kg

配線ダクトを引掛けシーリングへ手軽に取り付けができるシステムライトです。システムライト用
LEDスポットライトやペンダントライトを多灯吊りすることができます。

※ペンダントライト（別売）を吊り下げる場合は、引掛シーリングプラグ　配線ダクト用（別売）をご
使用ください。

※システムライト用LEDスポットライトは別売りです。

引掛シーリングプラグ　配線ダクト用�
37258013  消費税込900円
サイズ：幅6×奥行2.7×高さ3.15cm

システムライト本体にペンダントライトを取り付けるための引掛 
シーリングプラグです。

※システムライト本体は別売です。



自転車・三輪車
さまざまなタイプの自転車を揃えました。
別売のパーツで、用途や好みに合わせてカスタマイズしていただけます。
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※「７００Ｃ クロモリ自転車 内装８段変速」「20型クロモリ自転車コンパクトタイプ」は在庫なくなり次第、販売終了です。

詳しい商品情報はこちら

700C�クロモリ自転車�内装8段変速�
61364001  消費税込47,900円 
内装8段変速・泥よけ付き　適応身長目安：160cm以上

20型クロモリ自転車コンパクトタイプ
76281863｜グレー 
02077518｜宅送 
76281887｜ワインレッド 
02077525｜宅送 各消費税込47,900円 
内装3段泥よけ付き　適応身長目安：155cm以上

20型フル装備自転車
82105087｜ベージュ 
82105124｜宅送 
82105094｜ネイビー 
82105131｜宅送 各消費税込26,900円 
オートライト・バスケット・後輪錠付き
適応身長目安：145cm以上

26型フル装備自転車
82105063｜ベージュ 
82105100｜宅送 
82105070｜ネイビー 
82105117｜宅送 各消費税込26,900円 
オートライト・バスケット・後輪錠付き
適応身長目安：145cm以上

三輪車・舵取り棒付き
61364018｜アイボリー 
61364025｜イエロー 
61364032｜レッド 各消費税込10,900円

三輪車
38654803｜MJ-GLIV3830／アイボリー 
38654827｜MJ-GLYL3831／イエロー 
38654810｜MJ-GLRD3832／レッド 各消費税込6,900円

16型幼児用自転車・押し棒付き
82105148｜アイボリー 
82105179｜宅送 
82105155｜イエロー 
82105186｜宅送 
82105162｜レッド 
82105193｜宅送 各消費税込18,900円 
適応身長目安：95～125cm

16型折りたたみ自転車・グレー
38654728｜16AGO-NP01 
02508111｜宅送 消費税込59,900円 
適応身長目安：155cm以上

16型折りたたみ自転車・ネイビー
02107291｜16AGO-NP01-NV 
02508128｜宅送 消費税込59,900円 
適応身長目安：155cm以上

16型折りたたみ自転車・ベルトドライブ仕様・グレー
02107284｜16AGO-NPB02 
02508135｜宅送 消費税込69,900円 
適応身長目安：155cm以上

グレー

ベージュ

イエロー イエローアイボリー

レッド

ネイビー



自転車・三輪車
174

※「ワイヤーバスケット・中」「スポーツ車用フロントキャリア・700C用・ブラケット付」は在庫なくなり次第、販売終了です。

ワイヤーバスケット・中
47290899｜ステンレス 消費税込2,890円
47290882｜グレー 消費税込2,190円

両面ディンプル式ワイヤー錠／グレ�ー
37461741｜30cm 消費税込890円
37461758｜60cm 消費税込990円
37461765｜90cm 消費税込1,090円

両面ディンプル式後輪錠
37461772｜アイボリー 
37461789｜グレー 各消費税込1,290円

16型折りたたみ自転車専用輪行袋�
 02045586   消費税込4,290円
縦59×横80×マチ30cm

16型折りたたみ自転車専用リアキャリア�
 82598575   消費税込3,490円
全長（約）46.5×全幅（約）14.9×全高（約）21.7cm

低粘度タイプ・サイクルオイルスプレー
（サイクル専用）�
 47401363   消費税込790円
100mL
サビを予防し、サビも落として動きをよくする潤滑油
スプレーです。

自転車カバー�
 47422443   消費税込2,490円
20～27インチ対応

16型折りたたみ自転車専用泥除け�
 82598582   消費税込2,990円
前後セット・ステー付き

パンク修理セット�
61473345｜袋入り 消費税込290円
セット内容：糊1本・紙ヤスリ
虫ゴム2本・ゴムパッチ／大2枚・小3枚

LEDシリコーンバッテリーライト�
 38704379   消費税込3,200円
電源：単三乾電池×1本使用（別売）

アルミ空気入れ�
02045548｜CC-223A 消費税込2,490円

三輪車用バスケット
61847993｜アイボリー 
61848013｜レッド 
61848006｜イエロー 
15199433｜ブルー 各消費税込1,190円 
※舵取り棒付きを除く三輪車への取り付けには
　別売の三輪車用バスケット金具15968084が
　必要です。

カギ

バスケット

自転車パーツ
取り付け一覧

※20型、26型フル装備自転車は専用バスケット、後輪錠が標準装備です。　
※700Cクロモリ自転車内装8段変速のバスケットは別売の専用カゴ脚　　　　　　をご使用ください。

キャリア

16
型

折
り
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み
自
転
車

20
・
26
型
フ
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備
自
転
車

700内
装
8
段
変
速

 

C 

ク
ロ
モ
リ
自
転
車

両面ディンプル式ワイヤー錠

両面ディンプル式後輪錠 標準装備

オートライト標準装備

スポーツ車用フロントキャリア

ライト LEDシリコーンバッテリーライト

ワイヤーバスケット・中

 61434407

 61364162




