


We offer products and ideas
to create unique space.



家づくりは妄想から

「どんな家に住みたいか」

それは、どう暮らすか、どう生きたいかを考えるということ。

自分が住みたいと思う家は一人一人違って当然。

ありきたりなものに自分をあてはめようとするのではなく

自分にとって心地がよいと感じるものを

とことん妄想してみると、家づくりはもっと楽しくなる。

While Thinking 
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素材の配分調整で
白の際立つバランスづくり

スケルトン空間から
暮らしを想像
アップデートし続ける家

非日常を持ち込む
洞窟暮らし

　非日常を求めて旅に出るのではなく、非
日常の空間を家の中に持ち込んだら、いつ
でもリラックスした時間を得られるのでは？
と、“洞窟”のようなリビングダイニングをつ
くり上げたOさん。質感のあるグレーで仕
上げた天井と壁で空間を包み込み、足元は
裸足が気持ちの良い床材に。ほのかに卓
上を照らす真鍮のランプのあかりが印象的
です。昼夜の境界が曖昧な仄暗い空間に
流れる、ゆったりとした時間を楽しんでいま
す。対照的に、寝室は家の中で一番明るい
場所に配置し、柔らかなカーペットと白い
カーテンで包み込みました。休日、陽が高
くなってもまだ寝ていられる贅沢を味わっ
ています。

　4軒長屋の2軒を繫げてグリーンのリー
スショップ兼住居に改装。植物と人間のた
めに、とにかく明るい家にしたかったOさん
が、空間づくりのテーマにしたのは “温室”。
長屋の暗さを払拭するべく、外壁を取り払い、
古い温室のフレームを再利用してガラスを
入れました。吹き抜けのまわりは、屋根材
として使われる半透明の折板で壁を造作。
ガレージ扉のように跳ね上がった入口の奥
が住居空間です。住み始めて1年。折板壁
に映る植物のシルエットは、その成長と共
に変化します。時に剪定したり、位置を動
かしたり。複雑に変わっていく、この家なら
ではの影絵のような景色を楽しんでいます。

　大きなミモザの木と表札代わりのサイン
ペインティングが目印の白い戸建て。リビ
ングを見渡すと、柱と梁が露出した合板仕
上げのほぼスケルトン状態の空間が広がっ
ています。Sさん家族は、スケルトン状態
で販売された中古住宅に、最低限の部屋と
収納だけをつくり生活をスタート。暮らし
ながら、必要に応じて手を加えています。
壁は黒板塗料で塗り上げ、家族の伝言板に。
次は一人息子の進学に合わせ、オープンな
書斎を仕切って部屋にすることを考えてい
るそう。空間を立体的に想像し、家族の成
長に合わせてアップデートさせていく。ス
ケルトンだからこそできる、いじり甲斐のあ
る家です。

　見た目の印象が強い軀体現しは、その配
分が部屋の印象を左右します。解体しな
いとわからない軀体の状態を現場で確認
しながら、その差し引きを決断するプロセ
スも楽しんだＫさん夫婦。当初は天井も壁
も白塗装をベースに妄想を膨らませていま
したが、素材を変えるのもありかもしれな
いと、最終的に壁だけ白く塗装、梁は軀体
現しとし、天井をラワン仕上げに。パテ跡
が残る荒々しい軀体の表情によって白が
際立ち、家具や小物を引き立てる空間にな
りました。わざと露出にした配管の金属素
材や、レトロにも大人っぽい雰囲気にも感
じられる着色したラワンの表情も気に入っ
ているそうです。

妄想を実現した人たちの家づくり 妄想の仕方も家づくりのプロセスも十人十色。

自分らしさに溢れる妄想をカタチにした4件の

家づくりの裏側をご紹介します。
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光が降り注ぐ
温室暮らし

1. 壁：黒板塗料
 照明：ライティングレールプラグ
 本棚：足場板、棚受け金物
2. 照明：看板灯
 靴棚：足場板、棚受け金物
3. ガラス面：サインペインティング
4. 照明：ミルクガラス照明

11. 床：黒木フローリング
 キッチン壁：フロストタイル
 キッチン：フラットレンジフード
 カプセルライト
 棚：棒棚受け
12. 照明：鎚目模様のシェードランプ
13. 建具：木製室内窓
 スイッチ：陶器スイッチ
 カーテン：シーチングカーテン（収納）
 天井：アイアンハンガーパイプ　

8. 洗面台：ミニマルシンク
 ニッケルサテン水栓
9. タイル：レトロエイジタイル
10． キッチン：ミニマルキッチン
 ニッケルサテン水栓

14. 床：土間タイル
 洗面台：ミニマル洗面台
 ニッケルサテン水栓
 鏡：ラワンの洗面ミラー
 タオル掛け：ハンガーバー
 スイッチ：アメリカンスイッチ
16. 床：ソリッドオークフローリング
 キッチン：木製システムキッチン
 フラットレンジフード
 亜鉛メッキのマルチバー
 工業系レセップ
 スイッチ：アメリカンスイッチ
 扉：木製パインドア
 オーダーフラッシュドア
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妄想をカタチに
空間を編集する自由と楽しみを
サポートしていきます

toolboxは、「自分の空間を編集するための道具箱」

をコンセプトに、2010年にスタートしたウェブショッ

プです。愛着のわく空間づくりのための建材・設

備・照明・パーツ・家具の販売から、空間づくり事

例の紹介や施工ノウハウのコラムなど、自分で空

間を編集していくための情報の発信も行っていま

す。2020年10月、toolboxは10周年を迎える

ことができました。これからも、家づくりを楽しむ

皆さんの空間づくりをサポートしていきます。
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前ページ・右上／「ウールカーペッ
ト」の製作風景。最後は手作業で
修繕をして仕上げる。幅3 .6 mの
巨大なロールが出荷を待つ。左上
／「木製カーテンレール」は完成
間近の状態でつくりおき、サイズ
カットして仕上げる。左下・右下
／金属板から切り出し、一定のリ
ズムで鎚目の模様をつけていく
「鎚目模様のシェードランプ」。

空間の質を決める
ものづくりへのこだわり

空間の「質」を左右するのは、空間を構成

するアイテムです。使い込むほどに味わ

いが増す素材選び。一本からのサイズオ

ーダー対応。私たち toolboxは、こうし

たこだわりが空間への愛着につながると

信じています。オリジナル品も国内外か

ら集めたセレクト品も、toolboxのアイ

テムは、優れたものづくりの技術を持つ

各地のパートナーたちの手によって、一

点一点思いを込めながらつくられています。
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空間づくりへの妄想を広げ、その実現を手助け

する toolboxの素材たち。そのカテゴリーは、

フローリングなどの床材からタイル・板などの

壁材、キッチンや洗面などの設備機器に、照明

器具やパーツなど多岐に渡ります。当カタロ

グでは、2020年発売の新商品のほか、各カテ

ゴリーから選り抜いたおすすめのアイテムを

掲載。自由な発想で素材を組み合わせ、自分ら

しい空間をつくる、その過程も楽しんでください。

CATALOG
2020–2021
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CATEGORY INDEX

030 複合・無垢・遮音・直貼りフローリング 040 パーケット・DIYフローリング・古材 046 カーペット・床タイル

FLOORING, CARPET & TILE

114 パーツ・金物 122 棚パーツ・ラック・フック・取っ手 136 手摺・ハンガーパイプ

PARTS & HARDWARE 

050 キッチン 062 レンジフード・キッチン収納・水栓 070 洗面台・洗面ボウル・ミラー

KITCHEN & SANITARY

142 照明 167 電球 170 スイッチ

LIGHTING & SWITCHES

082 モザイク・四角形・ブリックタイル

TILE, WOODEN PANELS & WALLPAPER

096 壁紙091 ウッドパネル・板壁材 178 テーブル脚・天板・収納 192 カーテンレール・カーテン・ブラインド 199 特殊塗料・木部用塗料

FURNITURE, CURTAINS & PAINT

100 ドア・扉 102 建具金物 106 室内窓・引き戸

DOORS & WINDOWS

202 キッチン機器対応表

204 価格表

209 図面

214 WEB SHOPのご案内・ご利用規約

216 ショールーム案内

218 プロジェクト紹介

224 ITEM INDEX

※本カタログ記載の金額は、全て消費税10％を含む金額です。
※本カタログには、toolbox取り扱いの全商品は掲載しておりません。
※仕様・価格は2020年9月時点のものです。

カタログページの表記ルール
W=幅　H=高さ　D=奥行き　T=厚み　L=長さ

028–047 112–139

048–079 140–175

080–097 176–201

098–111
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テイストがバラバラだけど、

お気に入りの家具と小物たち。

それをおおらかに受け止めてくれる、

ラフさがあるフローリングが欲しかった。

適度に節が入った木目。

ムラのある色味、太めの幅。

あっさりしすぎていない

オークの表情がちょうどいい。

窓際に置いた植物の影が床に落ちる、

この時間帯の風景が気に入っている。

FLOORING,
CARPET & TILE

ラスオークフローリング オーク180/無塗装（現場塗装）
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光を優しく拡散するブラッシング加工がされています。写真はクリア塗装品。

W90/120/180×L乱尺×T12mm
形状：複合
ケース入数：1.62㎡（90タイプ）1.68㎡（120タイプ）1.8㎡（180タイプ）
素材：オーク（単板2mm）　仕上：無塗装/UVツヤ消しウレタン塗装
備考：床暖房不可、遮音性能なし/直貼り対応

共通情報

ラスオークフローリング オーク180/無塗装（現場塗装）／FL-FL020-03-G173

どんな空間にも馴染みやすい、木ならではの表情をした
オークの複合フローリングです。
無塗装品と塗装品をご用意し、
塗装品は限りなくオイルの質感に近づけました。

ラスオークフローリング

オーク120/無塗装
¥5,000/㎡（¥8,400/ケース）
FL-FL020-01-G173

オーク120/無塗装 直貼り
¥5,500/㎡（¥9,240/ケース）
FL-FL024-02-G173

オーク180/無塗装
¥6,000/㎡（¥10,800/ケース）
FL-FL020-03-G173

オーク90/無塗装
￥4,800/㎡（￥7,776/ケース）
FL-FL020-07-G173

オーク90/クリア塗装
￥5,300/㎡（￥8,586/ケース）
FL-FL020-08-G173

オーク180/クリア塗装
¥6,500/㎡（¥11,700/ケース）
FL-FL020-04-G173

オーク120/クリア塗装
¥5,500/㎡（¥9,240/ケース）
FL-FL020-02-G173

オーク120/クリア塗装 直貼り
¥6,000/㎡（¥10,080/ケース）
FL-FL024-01-G173

直貼りタイプも展開。裏側にラバーシートがついており、モルタル床に直接ボンド
で接着する事ができます。
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W63/126/189×L1820×T15mm（63タイプのみL乱尺）　形状：複合　ケース入数：1.61㎡（63、126タイプ）/1.72㎡（189タイプ）
素材：オーク（単板4mm）　仕上：オイル塗装（ナチュラル、ロースト）/ワックス塗装（アッシュグレイ）　備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報
W55×L乱尺×T12mm　形状：複合　ケース入数：1.54㎡　素材：オーク（単板2mm）
仕上：無塗装 /UVツヤ消しウレタン塗装　備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

ヴィンテージ加工フローリング アッシュグレイ（63、126、189タイプのミックス貼り）スティックフローリング オーク55/クリア塗装／FL-FL020-06-G173

ノコギリ跡を意識したスクラッチ加工を施し、何年も使い込まれたような
表情を持たせたフローリング。空間に時間の深みを与えてくれます。

ヴィンテージ加工フローリング
板幅55mmの幅細フローリング。細さが「品」を感じさせつつ、
乱尺がカジュアルな雰囲気も醸し出しています。個体差のあるオークの表情も魅力的な複合フローリングです。

スティックフローリング

ロースト126
¥13,000/㎡
（¥20,930/ケース）
FL-FL005-06-G008

ナチュラル189
¥13,500/㎡
（¥23,220/ケース）
FL-FL005-01-G008

ナチュラル126
¥13,000/㎡
（¥20,930/ケース）
FL-FL005-04-G008

ナチュラル63
¥12,500/㎡
（¥20,125/ケース）
FL-FL005-07-G008

アッシュグレイ189
¥13,500/㎡
（¥23,220/ケース）
FL-FL005-02-G008

アッシュグレイ126
¥13,000/㎡
（¥20,930/ケース）
FL-FL005-05-G008

アッシュグレイ63
¥12,500/㎡
（¥20,125/ケース）
FL-FL005-08-G008

ロースト189
¥13,500/㎡
（¥23,220/ケース）
FL-FL005-03-G008

ロースト63
¥12,500/㎡
（¥20,125/ケース）
FL-FL005-09-G008

※写真は189タイプのもの

オーク55/無塗装
￥6,500㎡（￥10,010/ケース）
FL-FL020-05-G173

オーク55/クリア塗装
￥7,000/㎡（￥10,780/ケース）
FL-FL020-06-G173
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W90×L1820×T15mm　形状：ユニ　ケース入数：1.638㎡　仕上：UVツヤ消しウレタン塗装　備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

継ぎ無垢フローリング アカシア/クリア／FL-FL001-05-G029

Photo：kentahasegawa

バーチ
¥5,700/㎡（¥9,337/ケース）
FL-FL001-03-G029

アカシア /クリア
¥3,980/㎡（¥6,519/ケース）
FL-FL001-05-G029

オーク
¥5,700/㎡（¥9,337/ケース）
FL-FL001-04-G029

アカシア /ブラウン
¥3,980/㎡（¥6,519/ケース）
FL-FL001-06-G029

賃貸物件の改修工事で、コストは抑えたいけれど無垢フローリングを使いたい。
そんな要望に応えるユニタイプのフローリングです。メンテナンスフリーが嬉しいウレタン塗装。

継ぎ無垢フローリング

W55/90/120×L乱尺×T18mm　形状：無垢　ケース入数：1.7325㎡（55タイプ）/1.89㎡（90タイプ）/2,016㎡（120タイプ）　
素材：オーク　仕上：無塗装/クリアオイル塗装/着色オイル塗装　備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

ソリッドオークフローリング 無塗装（55、90、120タイプのミックス貼り）

※写真は120タイプのもの

フローリングの定番、オークの無垢フローリングです。 無塗装品もあるので、
お好みに仕上げていただくことも可能。節の大小、木目、質感などバランスが良いのが特徴です。

ソリッドオークフローリング

オーク90/ブラウン
¥8,990/㎡
（¥16,991/ケース）
FL-FL012-06-G111

オーク55/無塗装
¥6,800/㎡
（¥11,781/ケース）
FL-FL012-01-G111

オーク90/無塗装
¥6,800/㎡
（¥12,852/ケース）
FL-FL012-04-G111

オーク120/無塗装
¥6,800/㎡
（¥13,709/ケース）
FL-FL012-07-G111

オーク55/クリア
¥8,990/㎡
（¥15,575/ケース）
FL-FL012-02-G111

オーク90/クリア
¥8,990/㎡
（¥16,991/ケース）
FL-FL012-05-G111

オーク120/クリア
¥8,990/㎡
（¥18,124/ケース）
FL-FL012-08-G111

オーク55/ブラウン
¥8,990/㎡
（¥15,575/ケース）
FL-FL012-03-G111

オーク120/ブラウン
¥8,990/㎡
（¥18,124/ケース）
FL-FL012-09-G111
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ラフ仕上げ /無塗装
¥5,900/㎡（¥11,894/ケース）
FL-FL023-01-G181

黒木フローリング ラフ仕上げ /無塗装（現場塗装）／FL-FL023-01-G181

W135×L1950×T15mm　形状：無垢　ケース入数：2.016㎡　素材：スギ　仕上：無塗装、ラフプレナー
備考：床暖房不可、遮音性能なし　※色味には個体差がございます

情報

灰色がかった渋い色味を持つ「黒木（くろき）」と呼ばれる国産の杉板を使った、
ほどよいラフ感が特徴の無垢フローリングです。

黒木フローリング

凸凹がある仕上げ。

スギ12mm厚・ヒノキ12mm厚：W100×L1920×T12mm　スギ15mm厚：W120×L1920×T15mm　ヒノキ15mm厚：W105×L1920×T15mm
素材：スギ /ヒノキ　仕上：無塗装　形状：無垢
ケース入数：3.26㎡（17枚入）（12mm厚タイプ）/3.23㎡（14枚入）（スギ15mm厚）/3.23㎡（16枚入）（ヒノキ15mm厚）　備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

間伐材フローリング スギ12mm厚／FL-FL003-01-G009

スギとヒノキの無垢フローリングです。素足で歩きたくなるような、温かく柔らかな肌触りが魅力。
靴を脱いで素足で生活する日本の暮らしにぴったりなフローリングです。

間伐材フローリング

スギ12mm厚
¥4,656/㎡（¥15,180/ケース）
FL-FL003-01-G009

スギ15mm厚
¥4,870/㎡（¥15,730ケース）
FL-FL003-02-G009

ヒノキ12mm厚
¥6,006/㎡（¥19,580/ケース）
FL-FL003-03-G009

ヒノキ15mm厚
¥6,402/㎡（¥20,680/ケース）
FL-FL003-04-G009

柔らかい材なので温かみを感じます。

北欧テイストな家具にもあいます。
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W145×L900×T14.5mm　ケース入数：3.13㎡（24枚入）
素材：オーク（単板0.5mm）　仕上：ツヤ消しウレタン塗装　備考：L-45遮音性能有り、直貼り対応、床暖房不可

共通情報

遮音フローリング ナチュラルオーク／FL-FL004-01-G131野ざらしフローリング 野ざらしオーク／FL-FL014-01-G008

遮音が求められるマンションにもお使いいただける、遮音等級L-45の直貼り用フローリングです。
表面に天然木を使用しているため、深みのある木の表情を楽しめます。

風雨に晒された風合いが魅力のフローリング。表面がザラザラしていたり、厚みにばらつきがあったり、反っていたり。
個性の強い材になります。そのため 土足利用の店舗やオフィスに最適です。

遮音フローリング野ざらしフローリング

裏側に遮音用の緩衝材が貼付けてあります。

ダークオーク
¥11,000/㎡（¥34,430/ケース）
FL-FL004-03-G131

ナチュラルオーク
¥9,980/㎡（¥31,237/ケース）
FL-FL004-01-G131

ブラウンオーク
¥11,000/㎡（¥34,430/ケース）
FL-FL004-02-G131

野ざらしオーク
￥9,800/㎡（￥15,974/ケース）
FL-FL014-01-G008

W120×L乱尺×T約15mm　形状：無垢　ケース入数：1.63㎡
素材：オーク　仕上：ノコ目、無塗装　備考：床暖房機能なし、遮音性能なし

情報

製材時の荒いノコ目がそのまま残っています。
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W303×L303×T15mm　ケース入数：1.65㎡（18枚入）
素材：オーク　仕上：無塗装　備考：直貼り対応、床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

スクールパーケット オーク/無塗装（ケース）（現場塗装）／FL-FL022-01-G127

かつての教室の床を彷彿とさせる、5枚の無垢材で構成された直貼りタイプのフローリング。
正方形が織りなすシンプルな市松模様が貼り上がりの魅力です。

スクールパーケット

5枚の無垢板が裏面のカルプシートにより連結されています。

オーク/無塗装（ケース）
¥7,200/㎡（¥11,880/ケース）
FL-FL022-01-G127

オーク/無塗装（バラ売り）
¥1,100/枚
FL-FL022-01P-G141

W390×H390×T14mm　ケース入数：1.2168㎡（8枚入）　素材：オーク（単板2mm）
備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

左
オーク大柄 /無塗装（ケース）
￥9,900/㎡（￥12,046/ケース）
FL-FL002-01-G141

オーク大柄 /無塗装 A（バラ売り）
￥1,600/枚
FL-FL002-01PA-G141

オーク大柄 /無塗装 B（バラ売り）
￥1,600/枚
FL-FL002-01PB-G141

右
オーク小柄 /無塗装（ケース）
￥ 9,900/㎡（￥12,046/ケース）
 FL-FL002-02-G141

オーク小柄 /無塗装（バラ売り）
￥1,600/枚
FL-FL002-02P-G141

パーケットフローリング オーク大柄 /無塗装（ケース）（現場塗装）／FL-FL002-01-G141

寄せ木細工によってパターンをつけた、39cm角の正方形なフローリングです。
無塗装品でのご用意となり、お好みの着色が可能です。

パーケットフローリング

※大柄を作り出すために、左右反転した
2種類（AとB）の材が必要になります。
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W120×L900×T12mm
形状：複合　ケース入数：1.512㎡（14枚入）
素材：オーク（単板2mm）　仕上：無塗装/UVツヤ消しウレタン塗装
備考：床暖房不可、遮音性能なし

共通情報

特殊な加工を施したサネにより、ボンドと釘を使わず、
置いてはめるだけで施工できる床材です。現状の床を傷めないので、
賃貸マンションやオフィスに最適。また、工期の短縮にも役立ちます。

イージーロックフローリング

オーク120/無塗装
¥6,500/㎡（¥9,828/ケース）
FL-FL021-04-G173

オーク120/クリア塗装
¥7,000/㎡（¥10,584/ケース）
FL-FL021-05-G173

鉤型になっているサネがお互いをしっかり固定します。

置いているだけとは思えない仕上がり。

イージーロックフローリング オーク120/無塗装／FL-FL021-04-G173
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足場板 35mm厚 こってり／FL-OT001-04-G038

工事現場で足場として使われていた板材。
使い古された味わいを楽しめるものと、
自分で使いこめるよう新品でご用意したものの2種類。
どちらもラフな雰囲気を楽しむことができます。

足場板／新品の足場板

35mm厚 無塗装
¥4,354/㎡（ ¥8,360/ケース）
FL-OT004-02-G038

15mm厚 鉄サビ
¥5,629㎡（ ¥23,100/ケース）
FL-OT004-03-G038

30mm厚 鉄サビ
¥6,540/㎡（ ¥13,420/ケース）
FL-OT004-04-G038

15mm厚 なめらか
¥4,834/㎡（ ¥18,370/ケース）
FL-OT001-08-G038

35mm厚 なめらか
¥6,195/㎡（ ¥11,770/ケース）
FL-OT001-07-G038

新品の足場板を床に貼ってラフな空間に。

洗浄して自然乾燥させています。

足場板 新品の足場板
15mm厚 こってり
¥5,471/㎡（ ¥20,790/ケース）
FL-OT001-03-G038

35mm厚 こってりサンダー
￥8,047/㎡（￥15,290/ケース）
FL-OT001-09-G038

15mm厚 こってりサンダー
￥6,571/㎡（￥24,970/ケース）
FL-OT001-10-G038

35mm厚 こってり
¥6,947/㎡（ ¥13,200/ケース）
FL-OT001-04-G038

こってり・なめらか：L1900×W200～210×T15/35mm
ケース入数：3.8㎡（10枚入）（15mm厚）/1.9㎡（5枚入）（35mm厚）
無塗装：L2000×W240×T35mm
ケース入数：1.92㎡（4枚入）
鉄サビ：L1900×W180×T15/30mm
ケース入数：4.104㎡（12枚入）（15mm厚）/2.052㎡（6枚入）（30mm厚）
素材：スギ
仕上：無塗装（こってり、無塗装）
（こってりサンダーは表と裏にサンディング処理）/鉄サビ風着色（なめらか、鉄サビ）
備考：床暖房不可、遮音性能なし/古材（こってり、なめらか）/新材（無塗装、鉄サビ）

共通情報

※色味には個体差があります
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W298×H298×T8mm（サンドグレーのみ9mm）　㎡必要枚数：11枚（5mm目地の場合）　ケース入数：12枚入（1.091㎡）　素材：磁気質タイル　用途：屋内壁、浴室壁、屋内床 /屋外床

共通情報
Lオーダー（1000mm単位）　L1000～3000×W3640×T5mm（全体）2mm（ループ）　素材：ウール100％（有色羊毛）　備考：防炎認定品

共通情報

土間タイル 内床用 ライトグレー（ケース）／FL-TL001-13-G141ウールカーペット ダークブラウン／FL-OT006-03-G219

程よい色むらのある、正方形300角タイル。
カラーバリエーションは使いやすいベーシックな4色展開で、内床用と外床用をご用意しています。

羊の毛を着色せずそのまま織り上げた自然素材の「ウールカーペット」です。
ふかふかした肌触りは、寝室などリラックスしたい空間におすすめです。

土間タイルウールカーペット

内床用（ケース）
￥3,600/㎡（￥3,928/ケース）
ライトグレー ：FL-TL001-13-G141
グレー ：FL-TL001-14-G141
ダークグレー ：FL-TL001-15-G141
サンドグレー ：FL-TL001-08-G141

外床用（ケース）
￥3,600/㎡（￥3,928/ケース）
ライトグレー ：FL-TL001-10-G141
グレー ：FL-TL001-11-G141
ダークグレー ：FL-TL001-12-G141

内床用（バラ売り）
￥410/枚
ライトグレー ：FL-TL001-13P-G141
グレー ：FL-TL001-14P-G141
ダークグレー ：FL-TL001-15P-G141
サンドグレー ：FL-TL001-08P-G141

外床用（バラ売り）
￥410/枚
ライトグレー ：FL-TL001-10P-G141
グレー ：FL-TL001-11P-G141
ダークグレー ：FL-TL001-12P-G141

Photo：Arts＆Crafts

ライトグレー グレー ダークグレー サンドグレー

ダークブラウン
￥10,607/㎡
（￥38,610/m）
FL-OT006-03-G219

グレージュ
￥10,607/㎡
（￥38,610/m）
FL-OT006-02-G219

ベージュ
￥10,607/㎡
（￥38,610/m）
FL-OT006-01-G219
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フライパンやお玉、調味料。

よく使うものは手の届く場所に見せて収納。

それ以外は扉の中にしまってすっきりさせた。

トグルスイッチの付いたレンジフード、

コンロ前に取り付けた道具を掛けるバー、

ハンガーバーとしても使える扉の把手。

使い勝手を重視し、

黒をキーカラーにしてまとめたキッチンは、

コックピットのようだ。

KITCHEN &
SANITARY

フラットレンジフード 壁付け型 W600 ブラック
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コンロ＆角丸400シンク
￥69,000～
KB-KC012-01-G183

コンロ＆角丸650シンク
￥82,000～
KB-KC012-02-G183

コンロ＆角丸750シンク
￥84,000～
KB-KC012-03-G183

角丸400シンク
￥67,000～
KB-KC012-09-G183

角丸650シンク
￥81,000～
KB-KC012-10-G183

角丸750シンク
￥83,000～
KB-KC012-11-G183

コンロ＆スクエア520シンク
￥82,000～
KB-KC012-14-G183

コンロ＆スクエア760シンク
￥94,000～
KB-KC012-15-G183

コンロ＆スクエア826シンク
￥100,000～
KB-KC012-16-G183

スクエア520シンク
￥81,000～
KB-KC012-17-G183

スクエア760シンク
￥93,000～
KB-KC012-18-G183

スクエア826シンク
￥98,000～
KB-KC012-19-G183

※写真は角丸タイプのもの

W40×D550×H320mm（本体）T3mm（部材の厚さ ）
素材：ステンレス（SUS304）
仕上：ヘアライン、無塗装　付属：ビス

共通情報

キッチンワゴンがピッタリと入るサイズに造作した台と合わせて。

収納を工夫した造作台に天板をのせた事例。土台をコンクリートブロックで製作した事例。

Photo：Arts&Crafts

オーダーキッチン天板 コンロ&角丸650シンク／KB-KC012-02-G183

幅も奥行きも自由にサイズオーダーできるキッチン天板です。ステンレス製で天板の厚さ22mmの絶妙な薄さが特徴。
下部はオープンにしたり収納と組み合わせたり、お好みで仕上げていただくことができます。

オーダーキッチン天板

壁付けブラケット
D550（L）
¥9,980/本
KB-KC012-06-G141

壁付けブラケット
D550（R）
¥9,980/本
KB-KC012-07-G141

コンロ
¥42,000～
KB-KC012-12-G183

フラット
¥40,000～
KB-KC012-13-G183

天板サイズ　WDオーダー（10mm単位）
コンロ＆角丸シンク：W1000～3000×D500～900
角丸シンク：W570～3000×D500～900
コンロ＆スクエアシンク：W1120～3000×D550～900
スクエアシンク：W690～3000×D550～900
コンロ・フラット：W600～3000×D500～900mm
共通：T22mm（天板）T1mm（ステンレスの厚さ）

シンクサイズ
角丸：W400/650/750×D400×H190mm（角R80）
（400シンクのみD312mm）
スクエア：W520/760/826×D410×H195mm（角R15）

素材：ステンレス（SUS304）（天板、シンク）合板（下地）
仕上：ヘアライン（天板）
静音シート結露防止カバー付（シンク裏）
付属：排水トラップ一式（蛇腹ホース）
（シンクが付いているタイプに限ります）

 価格表はP204をご覧ください　  図面はP209をご覧ください

共通情報

水栓穴の追加：
¥3,300/箇所（標準で1箇所は開いています）

天板バイブレーション仕上げに変更
¥14,000～（サイズにより異なります）

コンロ開口、水栓穴、シンク位置の変更：¥3,300

 水栓、レンジフード、コンロは
　P62～69をご覧ください

 機器の対応表はP202をご覧ください

Option

ブラケットを使って設置すれば浮かんでいるような姿に。
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取っ手は「酸洗い」したステンレス。色や艶のムラ、傷跡のラフ感を活かしています。木目プリントにはない木の味わいがあります。

空間に馴染みやすいように薄くした15mmの天板。シンクは2サイズ。写真は大きいW2250～2700サイズに対応したシンク。

木製システムキッチン ラワン 壁付け型 W1800～2100／KB-KC022-01-G183

木の表情を引き立てた、ラワンとバーチの合板2種から仕上げを選べ、
日常と空間への馴染みやすさを追求したオリジナルのシステムキッチン。壁付け型と対面型どちらもご用意しました。

木製システムキッチン

W1800/1950/2100/2250/2400/2550/2700×D650/750×H850mm
W520×D410×H195mm（W1800～2100のシンク）W760×D410×H195mm（W2250～2700のシンク）φ180mm（排水トラップ）
T15mm（天板） T1mm（ステンレスの厚さ）
素材：ステンレス（SUS304）（天板、取っ手）ラワン合板 /バーチ合板（面材）パーティクルボード（キャビネット）
仕上：バイブレーション（天板）オイル塗装＋水性ウレタン塗装、小口テープ（面材）酸洗い（取っ手）　付属：排水トラップ一式（配管は除く）、ビス
▶ 水栓、レンジフード、コンロ、食洗機はP62～69をご覧ください　▶ 機器の対応表はP202をご覧ください　▶ 図面はP209をご覧ください

共通情報

ラワン 壁付け型 W1800～2100
KB-KC022-01-G183

W1800：￥298,000
W1950：￥311,000
W2100：￥325,000

バーチ 壁付け型 W1800～2100
KB-KC022-03-G183

W1800：￥310,000
W1950：￥321,000
W2100：￥335,000

ラワン 対面型 W1800～2100
KB-KC022-05-G183

W1800：￥366,000
W1950：￥376,000
W2100：￥386,000

バーチ 対面型 W1800～2100
KB-KC022-07-G183

W1800：￥376,000
W1950：￥386,000
W2100：￥396,000

バーチ 壁付け型 W2250～2700
KB-KC022-04-G183

W2250：￥348,000
W2400：￥355,000
W2550：￥362,000
W2700：￥369,000

ラワン 対面型 W2250～2700
KB-KC022-06-G183

W2250：￥396,000
W2400：￥406,000
W2550：￥416,000
W2700：￥426,000

バーチ 対面型 W2250～2700
KB-KC022-08-G183

W2250：￥406,000
W2400：￥416,000
W2550：￥426,000
W2700：￥436,000

ラワン 壁付け型 W2250～2700
KB-KC022-02-G183

W2250：￥338,000
W2400：￥345,000
W2550：￥352,000
W2700：￥359,000
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オーダーフレームキッチン 対面型 シンクL／KB-KC021-04-G183

1cm単位で幅のオーダーができる、
家具のように軽やかなフレームだけのキッチン。
収納はオープンなつくりで、お気に入りのアイテムは
あえて見せてしまうような、気楽な付き合い方ができます。

オーダーフレームキッチン

ヘアライン仕上
W2100mm：￥246,000
W2110～2250mm：￥256,000
W2260～2400mm：￥266,000

バイブレーション仕上
W2100mm：￥266,000
W2110～2250mm ：￥276,000
W2260～2400mm：￥286,000

壁付け型 シンクM
KB-KC021-01-G183

ヘアライン仕上
W2250mm：￥259,000
W2260～2400mm：￥269,000
W2410～2550mm：￥279,000
W2560～2700mm：￥289,000

バイブレーション仕上
W2250mm：￥279,000
W2260～2400mm：￥289,000
W2410～2550mm：￥299,000
W2560～2700mm ：￥309,000

壁付け型 シンクL
KB-KC021-02-G183

ヘアライン仕上
W2250mm：￥292,000
W2260～2400mm：￥302,000
W2410～2550mm：￥312,000
W2560～2700mm：￥322,000

バイブレーション仕上
W2250mm：￥312,000
W2260～2400mm：￥322,000
W2410～2550mm：￥332,000
W2560～2700mm：￥342,000

対面型 シンクL
KB-KC021-04-G183

ヘアライン仕上
W2100mm：￥278,000
W2110～2250mm：￥288,000
W2260～2400mm：￥298,000

バイブレーション仕上
W2100mm：￥298,000
W2110～2250mm：￥308,000
W2260～2400mm：￥318,000

対面型 シンクM
KB-KC021-03-G183

Wオーダー（10mm単位）
W2100～2400×D650/750×H850mm（シンクMタイプ）
W2250～2700×D650/750×H850mm（シンクLタイプ）
T20mm（天板）T1mm（ステンレスの厚さ）
W520×D410×H195mm（シンクM）
W760×D410×H195mm（シンクL）φ180mm（排水トラップ）
素材：ステンレス（SUS304）（天板）ステンレス角パイプ（脚）
ステンレス（棚受け）パーティクルボード（棚板）
仕上：ヘアライン/バイブレーション（天板）ヘアライン（脚、棚受け）
結露防止カバー（シンク裏）低圧メラミン化粧板（グレー）（棚板）
付属：排水トラップ一式（配管は除く）、ビス、六角スパナ、洗剤カゴ
▶ 水栓、レンジフード、コンロはP62～69をご覧ください
▶ 機器の対応表はP202をご覧ください　▶ 図面はP210をご覧ください

共通情報

天板の厚さは20mm、フレームは25mm角。軽やかなパーツで構成。 オープンなつくりなので、対面型は本を置いたりグリーンを置いたり、リビング収納
として使うことも。

シンクもステンレス製で、角にアールがついた掃除がしやすい形。写真はＭサイズ
のシンク。
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ステンレスフレームキッチン W2100×D650／KB-KC005-01-G078

シンプルなオールステンレス製のフレームキッチンです。
設備機器や引き出しはカスタマイズ可能。お好みに合わせてアレンジしてください。

ステンレスフレームキッチン

W2400×D650
¥318,000
KB-KC005-03-G078

W2100×D650
¥298,000
KB-KC005-01-G078

W2550×D650
¥330,000
KB-KC005-04-G078

W2250×D650
¥308,000
KB-KC005-02-G078

W2700×D650
¥340,000
KB-KC005-05-G078

W2100/2250/2400/2550/2700
×D650×H850mm
素材：ステンレス（SUS304）
仕上：ヘアライン　付属：ビス、六角レンチ

 水栓、レンジフード、コンロ、食洗機は
　 P62～69をご覧ください

 機器の対応表はP202をご覧ください
 図面はP210をご覧ください

共通情報

※写真はオプションがついた状態

賃貸におすすめな、収納力あるキッチン。人工大理石の天板と、手掛のデザインが特徴的です。
W1500とW1800の2サイズに、ホワイト、ダークグレーの2色展開です。

キャビネットキッチン

キャビネットキッチン ホワイトW1800／KB-KC020-02-G183

W1500/1800×D600×H850mm　素材：メラミン、プライウッド（面材）人工大理石（天板）低圧メラミン（キャビネット）
付属：排水トラップ (蛇腹ホースなどのトラップ以降の配管は除く)、ビス、棚板

 水栓、レンジフード、コンロはP62～69をご覧ください　  機器の対応表はP202をご覧ください　  図面はP211をご覧ください

共通情報

ホワイトW1500 
¥163,000
KB-KC020-01-G183

ホワイトW1800
¥173,000
KB-KC020-02-G183

ダークグレーW1500
¥163,000
KB-KC020-03-G183

ダークグレーW1800
¥173,000
KB-KC020-04-G183

コンパクトだけどしっかり料理できます。

鍋やキッチンツール。ストックの食材など収納しておけます。

スライドオープン食洗機W450＋
ステンレスドア材
専用キャビネット付き
¥171,000

※ステンレス1段引き出しと併用不可

天板バイブレーション仕上げ
¥49,900～56,000（サイズにより異なります）

コンロ前幕板：¥33,000
※グリルレスコンロを設置する場合

Option

ステンレス
1段引き出し
¥72,000

ステンレス
ミニ引き出し
¥74,000

上：ワイヤーシェルフ
¥36,000

下：スライド棚
¥54,000

※ステンレスミニ引き出し、ワイヤーシェルフ、スライド棚
はW2400以上から対応可能
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壁付け 
W900×D500
¥67,000
KB-KC006-02-G123

壁付け 
W1200×D500
¥81,000
KB-KC006-03-G123

壁付け 
W1200×D600
¥86,000
KB-KC006-04-G123

壁付け 
W1500×D600
¥95,000
KB-KC006-05-G123

壁付け 
W1800×D600
¥102,000
KB-KC006-06-G123

脚付き 
W900×D500
¥105,000
KB-KC006-08-G123

脚付き 
W1200×D500
¥119,000
KB-KC006-09-G123

脚付き 
W1200×D600
¥123,000
KB-KC006-10-G123

脚付き 
W1500×D600
¥133,000
KB-KC006-11-G123

脚付き 
W1800×D600
¥142,000
KB-KC006-12-G123

ミニマルキッチン 壁付け W1800×D600／KB-KC006-06-G123

ステンレスの板を曲げて溶接して
形作られたミニマルなキッチン。
ステンレスの箱が浮いたような姿の壁付けタイプと、
安定性のある脚付タイプの2種類の展開です。

ミニマルキッチン

壁付け：H200mm　脚付き：H850mm
素材：ステンレス（SUS304）　仕上：バイブレーション
付属：排水トラップ一式、排水蛇腹、ビス、ブラケット（壁付けのみ）

 水栓、レンジフード、コンロはP62～69をご覧ください
 機器の対応表はP202をご覧ください
 図面はP211をご覧ください

共通情報

W900×D500mmの小さいサイズも。

キッチン本体には収納のない潔いデザイン。

すっきりとスクエアなシンク。 傷や指紋が目立ちにくいバイブレーショ
ン仕上げ。

Photo：Akira Nakamura

58 59

KITCHEN & SANITARY

KITCHEN & SANITARY



ホワイトミニマルキッチン

素材：人工大理石（天板）ステンレス（シンク）
低圧メラミン（面材、ベース）
付属：排水トラップ一式（排水ホース除く）、ビス
備考：W1200サイズのみ引き出し無し

共通情報

引き出しのサイズはキッチンとコンロ幅
により異なります。

奥行きの浅い上段にはコップ類、
下段には鍋やお皿が収納可能。

キャビネット：¥37,800
天板をステンレスに変更：¥2,000

 水栓、レンジフード、コンロは 
　P62～69をご覧ください

 機器の対応表はP202を
　ご覧ください

 図面はP212をご覧ください

Option

どんなインテリアにも馴染む、主張しない存在感が特徴のオリジナルの白い壁付けキッチン。
ふわりと箱が浮いたようなプロポーションは圧迫感がなく、足元が空いているので空間を広く見せる効果があります。

ホワイトミニマルキッチン W2100×D600／KB-KC013-09-G183

W1200×D500
¥87,000
KB-KC013-01-G183

W1200×D550
¥94,000
KB-KC013-02-G183

W1200×D600
¥97,800
KB-KC013-03-G183

W1500×D500
¥99,000
KB-KC013-04-G183

W1500×D550
¥105,000
KB-KC013-05-G183

W1500×D600
¥110,000
KB-KC013-06-G183

W1800×D550
¥110,000
KB-KC013-07-G183

W1800×D600
¥114,000
KB-KC013-08-G183

W2100×D600
¥131,000
KB-KC013-09-G183

ニュートラルな優しい木目を持つシナ。

面材に本物の木を使い、ぬくもりが感じられる壁付けのオリジナルキッチン。面材はシナとラワンの2種を展開。
シナは優しい印象で主張しすぎない素材感。ラワンはラフなのにどこか上品で懐かしさを感じます。

木製ミニマルキッチン

木製ミニマルキッチン ラワン W1800×D600／KB-KC016-17-G183

W1200×D500
¥89,000
シナ
KB-KC016-01-G183
ラワン
KB-KC016-10-G183

W1200×D550
¥96,000
シナ
KB-KC016-02-G183
ラワン
KB-KC016-11-G183

W1200×D600
¥99,800
シナ
KB-KC016-03-G183
ラワン
KB-KC016-12-G183

W1500×D500
¥101,000
シナ
KB-KC016-04-G183
ラワン
KB-KC016-13-G183

W1500×D550
¥107,000
シナ
KB-KC016-05-G183
ラワン
KB-KC016-14-G183

W1500×D600
¥112,000
シナ
KB-KC016-06-G183
ラワン
KB-KC016-15-G183

W1800×D550
¥111,000
シナ
KB-KC016-07-G183
ラワン
KB-KC016-16-G183

W1800×D600
¥116,000
シナ
KB-KC016-08-G183
ラワン
KB-KC016-17-G183

W2100×D600
¥133,000
シナ
KB-KC016-09-G183
ラワン
KB-KC016-18-G183

※写真はシナタイプ

素材：ステンレス（天板、シンク）
シナ/ラワン（面材）低圧メラミン（ベース）
仕上：バイブレーション（天板）水性ウレタン（面材）
付属：排水トラップ一式（排水ホース除く）、ビス
備考：W1200サイズのみ引き出し無し

 水栓、レンジフード、コンロはP62～69をご覧ください
 機器の対応表はP202をご覧ください　  図面はP212をご覧ください

共通情報

キャビネット：¥37,800

Option

Photo：Akira Nakamura
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キッチン機器

コンロ 水栓

ホーロートップ（WH）
1口グリルレス
¥25,000

クロームメッキ水栓
 ベントネック混合栓
¥17,800

食洗機

スライドオープン食洗機
W450
￥59,800

フロントオープン食洗機
W450 前面操作タイプ
￥245,000
W600 前面操作タイプ
￥310,000
W600 フルドアタイプ
￥310,000

SUSキッチン水栓
スピン：￥148,500

SUSキッチン水栓
ヴェラ：￥214,500

クロームメッキ水栓
ストレート混合栓
（浄水器内蔵）
￥29,000

クロームメッキ水栓
ストレート混合栓
¥19,500

クロームメッキ水栓
シングルレバー混合水栓
¥12,000

クロームメッキ水栓
シングルシャワー混合水栓
¥29,300

クロームメッキ水栓
グースネック混合栓
¥59,000

SUSキッチン水栓
ネモ
￥110,000

ガラストップ（BK）
1口IH グリルレス
¥28,000

ホーロートップ（WH）
2口グリルレス
¥42,000

ガラストップ（WH）
2口IH グリルレス
¥76,000 

ホーロートップ（BK） 
2口グリルレス
¥42,000

クリアブラックIHヒーター
2口タテグリルレス
¥66,000

ステンレストップ
2口タテグリルレス
¥61,000

クリアブラックIHヒーター
3口 W600 グリルレス
¥210,000

ステンレストップ 
2口ヨコグリルレス
¥61,000

ガラストップ（BK）
2口IH＋ラジエント W600
両面グリル付き（SV）
¥72,000 

ステンレストップ
4口グリルレス
¥99,000

ガラストップ（WH）
3口IH W600
両面グリル付き（SV）
¥135,000

ガラストップ（BK） 
3口W600 グリルレス
¥119,000

プラスドゥ 3口 W750
両面グリル付き（SUS）
¥158,000

ホーロートップ（BK） 
3口W600 片面グリル付き（SV）
¥45,000

ガラストップ（BK） 
3口W600 両面グリル付き（SV）
¥79,000

※コンロの対応表はP202をご覧ください

レンジフード

薄型レンジフード
正面壁付け型W900
￥100,000

薄型レンジフード
側面壁付け型W900
￥118,000

薄型レンジフード
アイランド型W900
￥135,000

※他レンジフードはP64～67をご覧ください

※ドア材を含まない本体のみの価格です※ドア材を含まない本体のみの価格です

※他水栓はP68～69をご覧ください
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7箇所に
ダクト取付可能。

※写真はW600

軽さにこだわり、余計なものを削ぎ落としたスクエアな形状。
ダクト取り付け位置の自由度の高さで、キッチン空間に広がりを生むオリジナルのレンジフードです。

フラットレンジフード

フラットレンジフード 壁付け型 W600 ステンレス／KB-KC017-09-G141

フラットレンジフード アイランド型W750 ブラック／KB-KC017-08-G141

壁付け：W600/750×D595×H200mm　アイランド：W600/750×D615×H200mm
素材：亜鉛メッキ鋼板 /ステンレス鋼板（本体）アルミニウム（フィルター）　仕上：粉体焼付塗装/ヘアライン
付属：排気口具、塞ぎ板、ビス、バックパネル（アイランド型のみ）

 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

壁付け型 W600 ブラック
¥46,800
KB-KC017-02-G141

壁付け型 W750 ブラック
¥56,800
KB-KC017-06-G141

壁付け型 W600 ステンレス
￥74,000
KB-KC017-09-G141

壁付け型 W750 ステンレス
￥84,000
KB-KC017-11-G141

アイランド型 W600 ステンレス
￥89,000
KB-KC017-10-G141

アイランド型 W750 ステンレス
￥99,000
KB-KC017-12-G141

アイランド型 W600 ブラック
¥57,800
KB-KC017-04-G141

アイランド型 W750 ブラック
¥67,800
KB-KC017-08-G141

壁付け型 W600 ホワイト
¥46,800
KB-KC017-01-G141

壁付け型 W750 ホワイト
¥56,800
KB-KC017-05-G141

アイランド型 W600 ホワイト
¥57,800
KB-KC017-03-G141

アイランド型 W750 ホワイト
¥67,800
KB-KC017-07-G141

L型ダクト：¥5,000
前幕板：￥5,600～
横幕板：￥3,360～

Option
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キューブ型レンジフード照明なし W450×H400 ホワイト／KB-KC019-01-G162

Photo：Arts&Crafts

すっきりシルエットでおさまりが良いキューブ型レンジフード。
サイズ展開が豊富で、カラーもブラック・ホワイト・シルバー・ステンレスの4種類をご用意しました。

キューブ型レンジフード 

照明なし：W450/600×D500×H400/600mm　照明付き：W600/750/900×D600×H500mm　素材：亜鉛メッキ鋼板/ステンレス（SUS304）
仕上：ポリエステル塗装/ヘアライン　付属：排気アダプター、ソフトテープ、ビス

 図面はWEBサイトをご覧ください　※照明なしタイプのH400には上部にダクト接続のスペースが必要です

共通情報

照明なし
W450×H400 ブラック
¥35,000
KB-KC019-03-G162

照明なし
W450×H400 シルバー
¥45,000
KB-KC019-05-G162

照明なし
W450×H400 ステンレス
¥58,000
KB-KC019-07-G162

照明なし
W600×H400 ホワイト
¥40,000
KB-KC019-02-G162

W600×H600 ホワイト
¥45,000
KB-KC019-22-G162

照明付き
W750×H500 ホワイト
¥93,000
KB-KC019-10-G162

照明付き
W900×H500 ホワイト
¥100,000
KB-KC019-11-G162

照明なし
W450×H400 ホワイト
¥35,000
KB-KC019-01-G162

W450×H600 ホワイト
¥40,000
KB-KC019-21-G162

照明付き
W600×H500 ホワイト
¥88,000
KB-KC019-09-G162

照明なし
H200 横幕板：¥4,000～（H600タイプのみ対応）
天井取付用センターパーツ：¥9,900～

照明付き
H230 横幕板：¥5,000～
天井取付用センターパーツ：¥29,000～

共通
L型ダクト：¥5,000

Option

ブラック
W600：¥24,500
W750：¥27,500
KB-KC014-01-G133

ホワイト
W600：¥24,500
W750：¥27,500
KB-KC014-02-G133

シルバー
W600：¥31,500
W750：¥34,500
KB-KC014-03-G133

ラーチの吊り戸棚 W900サイズ／KB-KC008-02-G091

W750サイズ
ホワイト：¥34,000
その他カラー：¥38,000
KB-KC008-01-G091

W1200サイズ
ホワイト：¥37,000
その他カラー：¥42,000
KB-KC008-03-G091

W900サイズ
ホワイト：¥35,000
その他カラー：¥39,000
KB-KC008-02-G091

引き戸は丸穴を空けただけの
シンプルなつくり。

1.ホワイト　2.ライトグレー　3.カーキ
4.ダークグレー　5.マスタード　6. ブルーグレー

カラー

1 2

3 4

5 6

ラーチ合板クリアオイル塗装：¥9,800

Option

お手頃価格が嬉しい、日本のキッチンの定番レンジフード。
こだわりのキッチンづくりのコスト調整役として使えます。

ブーツ型レンジフード

ラーチ合板を使った吊り戸棚です。
ラーチのフレーム部分は、
無塗装品とクリアオイル塗装仕上げを展開。

ラーチの吊り戸棚

W750/900/1200×D350×H400mm
素材：ラーチ合板（外部）ポリ合板（引き戸、内部）
仕上：無塗装　耐荷重：15kg　付属：ワッシャー、ビス
※W1200mm以内の幅の特注サイズのオーダーも可能。別途見積もりになります

 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

サイズ：W600/750×D595×H600mm　
素材：亜鉛メッキ鋼板（本体）アルミニウム（フィルター）
仕上：粉体焼付塗装（本体）オイルガード塗装（フィルター）
付属：風圧シャッターユニット、ビス
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

横幕板
¥4,000/枚（ブラック、シルバー）
¥5,000/枚（シルバー）
L型ダクト：¥5,000

Option

手元灯がつきます。S字フックがかかります。

 ブラック、シルバー、ステンレスも各サイズご用意がございます。詳細はWEBサイトをご覧ください
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キッチン用
ベントネック混合栓
¥18,900
KB-TP005-01-G141

ハンドホース水栓 キッチン用グースネック混合栓 サテン／KB-TP006-02-G141

ほっそりした佇まいとホース式の機能性を兼ね揃えたイタリア製のキッチン水栓。
ラインナップは3種類で、ステンレスとクロームメッキ仕上げ、サテンメッキ仕上げから選べます。

ハンドホース水栓

グースネック：H385mm（外寸）φ35（±1）mm（取付穴）　アングル：H324mm（外寸）φ35（±1）mm（取付穴）
素材：ニッケル /ステンレス　付属：ボルト、プラグ

共通情報

キッチン用
グースネック混合栓
クローム
￥43,000
KB-TP006-01-G141

キッチン用
グースネック混合栓
サテン
¥55,000
KB-TP006-02-G141

キッチン用
アングル混合栓
ステンレス
¥66,000
KB-TP006-03-G141

摩擦音を軽減するため引き出しホースだけ樹脂製。 水ハネが少ない泡沫吐水（ほうまつとすい）。 どんなキッチンにも馴染みやすい。

洗面用ストレート
混合栓ショート
¥16,900
KB-TP005-02-G141

ニッケルサテン水栓 キッチン用ベントネック混合栓／KB-TP005-01-G141

シルキーな質感と鈍い光沢感が特徴のニッケルサテン仕上げのオリジナル水栓。
きめ細やかな表情は、職人の手によるもの。最後の仕上げの工程は一本ずつ手仕事で研磨しています。

ニッケルサテン水栓

キッチン用：H255mm（外寸）205mm（吐水口の長さ）φ35～37mm（取付穴）　洗面用：H136mm（外寸）123mm（吐水口の長さ）φ36～38mm（取付穴）
仕上：ニッケルサテンメッキ　備考：寒冷地共用

共通情報

Photo：Akira Nakamura

手前がニッケルサテン。奥がクロームメッキ。 水ハネが少ない泡沫吐水（ほうまつとすい）。 シルキーな質感。

水受けトレイ：¥2,200

Option

68 69

KITCHEN & SANITARY

KITCHEN & SANITARY



ブラック
¥52,000
KB-PR007-01-G141

アイアンスタンドシンク ブラック／KB-PR007-01-G141

リノベーション空間でも人気の実験用シンクに、スチールの脚を組み合わせたスタンド式の洗面台です。
すっきりした足元で、空間に広がりを演出できます。

アイアンスタンドシンク

W610×D472×H800mm（外寸）
素材：陶器（シンク）スチール（スタンド）　仕上：古色塗装　付属：触れ留め防止材、ビス
▶図面はP212をご覧ください

共通情報

ミニマルシンク 壁付けW600×D500／KB-PR004-01-G123

シャープでシンプルなデザインのステンレス製シンク。深さをもたせ、洗い場としての作業性も確保。
店舗やイベントスペースなど、人目につく場所にもおすすめです。

ミニマルシンク

壁付け：W600/900×D500×H200mm　脚付き：W600/900×D500×H850mm
素材：ステンレス（SUS304）　仕上：バイブレーション（本体）鏡面磨き（脚）　付属：排水トラップ一式、排水蛇腹、ビス、ブラケット（壁付けタイプのみ）
▶水栓はP77をご覧ください　▶図面はP212をご覧ください

共通情報

脚付き 
W600×D500
¥94,800
KB-PR004-03-G123

脚付き 
W900×D500
￥102,000
KB-PR004-04-G123

壁付け 
W600×D500
¥59,000
KB-PR004-01-G123

壁付け 
W900×D500
¥67,000
KB-PR004-02-G123

見せたくなるようなシンク。

Photo: Arts&Crafts

ただ置くだけで絵になる存在感。

排水金物 S38-1 Sトラップ：¥12,000
排水金物 P38-1 Pトラップ：¥10,000
▶水栓はP77をご覧ください

Option

Photo：Atsumi Fukudome
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洗面：Wオーダー（10mm単位）W690～1200×D550×H180mm　ミラー：W580×D173×H580mm
素材：メラミン/シナ/ラワン（面材）人工大理石（天板）陶器（シンク）　付属：排水トラップ、ビス
備考：W1000～1200タイプのシンク位置は中央、右、左から選択可。
▶水栓はP77をご覧ください　▶図面はP213をご覧ください

共通情報

設置空間の幅に合わせて、1cm単位でサイズオーダーできる壁付けのオリジナル洗面台。
足元が空いているので空間が広く見えます。正面パネルは、ホワイト、ラワン、シナの3種類。

ミニマル洗面台

ミニマル洗面台 ラワン W650～990／KB-PR010-05-G183

シナ W690～990
¥84,000～
KB-PR010-03-G183

シナ  W1000～1200
¥105,000～
KB-PR010-04-G183

ホワイト W690～990
¥74,000～
KB-PR010-01-G183

ホワイト W1000～1200
¥92,000～
KB-PR010-02-G183

ラワン W690～990
¥84,000～
KB-PR010-05-G183

ラワン W1000～1200
¥105,000～
KB-PR010-06-G183

ワークカウンター洗面台 W1650／KB-PR009-02-G201

空間に合わせて施工現場でサイズ調整できる、木製カウンターとアイアンの脚を組み合わせた洗面台。
広々としたカウンターは作業台として活躍し、洗面室が “家事の拠点”に変わります。

ワークカウンター洗面台

W750/1650×D550×H775mm
素材：タモ（天板、面材）スチール（フレーム、取っ手）
仕上：ウレタン塗装（天板、面材）クリア塗装（フレーム）黒メッキ（取っ手）
付属：目皿、ボルト、ワッシャー、ビス、棚板（W1650タイプのみ）
▶図面はP213をご覧ください

共通情報

W750
¥119,000
KB-PR009-01-G201

W1650
¥168,000
KB-PR009-02-G201

Option

止水栓 FK-3 混合栓用 床給水タイプ2個セット：¥9,400
止水栓 WK-3 混合栓用 壁給水タイプ2個セット：￥4,800
排水金物S32-4 Sトラップ：¥6,400
排水金物P32-4  Pトラップ：¥5,400
▶水栓はP77をご覧ください

引き出しも付いていて収納力もあります。

カウンターを長めに設けて作業台として活用。

ボックスミラー
ホワイト：¥34,000
シナ：¥39,000
ラワン：¥39,000
KB-PRO10-07-G183

※写真はシナ
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ウェルラウンドシンク フレーム450 壁付け／KB-PR008-01-G201

壁に付けるだけで絵になる、ドイツ製の洗面器と手洗い器。
ゆったりとしたサイズ感と、暮らしに馴染みやすいやわらかなフォルム、滑らかな陶器の表情が特徴です。

ウェルラウンドシンク

フレーム450： W450×D320×H185mm　フレーム650：W650×D485×H235mm　フレームレス450：W450×D320×H155mm
フレームレス600：W600×D460×H180mm　サークル355：W355×D375×H150mm　素材：陶器　付属：取付パーツ　▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

フレーム650
壁付け
¥34,000
KB-PR008-02-G201

フレーム450
壁付け
¥22,000
KB-PR008-01-G201

フレームレス450
壁付け
¥32,000
KB-PR008-03-G201

サークル355 壁付け
¥33,000
KB-PR008-06-G201

フレームレス600
壁付け
¥34,000
KB-PR008-04-G201

止水栓FK-2：混合栓用
床給水タイプ2台セット
¥10,000

止水栓WK-2：混合栓用
壁給水タイプ2台セット
¥5,000

排水金物
S32-2：Sトラップ
ポップアップカバー付
¥15,800

排水金物 
P32-2：Pトラップ
ポップアップカバー付
¥15,800

排水金物
S32-3：Sトラップ
化粧カバー付
￥14,800

排水金物
P32-3： Pトラップ
化粧カバー付
￥14,800

▶ 水栓はP77をご覧ください
▶ 水栓、レンジフード、コンロ
　 はP62～69をご覧ください
▶ 機器の対応表はP202を
　 ご覧ください

Option

ハイライズ： W500×D450×H180mm　ローライズ：W500×D370×H165mm　素材：陶器　付属：取付金具（ハイライズのみ）/クッション材（ローライズのみ）
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

排水金物 S32-1：Sトラップ
¥11,700

排水金物 P32-1：Pトラップ
¥9,980

止水栓 FK-1：混合栓用
床給水タイプ 2台セット
¥15,300

止水栓 WK-1：混合栓用
壁給水タイプ 2台セット
¥11,400

▶ 水栓はP77をご覧ください

Option

どんな洗面空間にも使いやすい、考え抜かれた機能と無駄のない端正な形が特徴の洗面器です。
カウンター台に置くスタイルと壁付けが選べます。

スクエア洗面器

スクエア洗面器 ローライズ／KB-PR005-02-G201

ハイライズ
壁付け：¥28,700
台置き：¥31,400
KB-PR005-01-G201

ローライズ
¥33,500
KB-PR005-02-G201

※ポップアップカバー付のトラップは
　フレーム・フレームレス用、
　化粧カバー付のトラップは
　サークル用の排水金物となります。
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ラウンド：W300×D200×H100mm　スクエア：W370×D180×H130mm　素材：陶器　付属：ビス
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

コンパクト手洗い器 ラウンド／KB-PR006-02-G201

広さが確保しにくいトイレに嬉しい、コンパクトな手洗い器。
手洗い器として求められる機能は押さえつつ、空間デザインを邪魔しないサイズ感と見た目が特徴です。

コンパクト手洗い器

ラウンド
¥9,800
KB-PR006-02-G201

スクエア
¥17,500
KB-PR006-01-G201

止水栓
FT-1：単水栓用
床給水タイプ
¥7,800

止水栓
WT-1：単水栓用
壁給水タイプ
¥6,400

排水金物
S25-1：Sトラップ
¥4,300

排水金物
P25-1：Pトラップ
¥2,800

排水金物
B25-1：ボトルトラップ
¥24,000

排水口カバー
¥7,200

▶ 水栓はP77を
 ご覧ください

Option

手がおさまるサイズ感。

手洗い器に合わせてカウンターを設置した事例。

黒縁 φ330
¥28,700
KB-PR002-01-G159

排水金物 S25-2/Sトラップ：￥6,000
排水金物 P25-2/Pトラップ（ショート）：￥4,000
排水金物 P25-3/Pトラップ（ロング）：￥5,000 
レンコン目皿：¥2,100
目皿カバー：¥6,100

Option

水栓SK-4ストレート
混合栓A（太径）
¥26,000

水栓SK-5ストレート
混合栓B（太径）
¥26,000

※ミニマルシンクはP63の水栓をご利用いただけます

ろくろを回してつくられる半磁器製の手洗い器。
木のカウンターにすっと馴染み、手作りの柔らかさがあります。
縁に入った黒がホーローを思わせるデザインです。

半磁器手洗い器

φ330×H140mm（誤差10mm以内）　素材：半磁土、透明石灰釉、黒色顔料　付属：排水金物（口金のみ）
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

半磁器手洗い器 黒縁 φ330／KB-PR002-01-G159

スクエア洗面器 ハイライズ／ミニマル洗面台 ミニマル洗面台/ウェルラウンドシンク

水栓SK-6
シングルレバー混合栓
¥27,000

水栓 TK-2ストレート
混合栓トール
¥22,900

スクエア洗面器 ローライズ

ワークカウンター洗面台

水栓 ST-1 
ストレート単水栓
¥9,800

アイアンスタンドシンク コンパクト手洗い器

水栓 WK-1 壁付け
ラボレバー混合栓
¥23,400

水栓 WK-2 壁付け
ハンドル混合栓
¥14,800

水栓 WT-1 壁付け
真鍮ハンドル単水栓
¥6,200

洗面 共通オプション機器

水栓 SK-2ストレート
混合栓ショートクローム
¥13,800

ニッケルサテン水栓
洗面用ストレート
混合栓ショート
¥16,900
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W500×H600
¥29,500
KB-AC012-03-G067

※写真は現在販売しているサイズと異なります

空間を邪魔しない細いラワンのフレーム。
※写真は現在販売しているサイズと異なります

鉄
W500×H600
¥29,500
KB-AC016-01-G141

黒皮鉄を採用。着色塗装やメッキ塗装にはない無骨で
自然な風合いです。

W550×H700
¥15,070
KB-AC006-01-G142

W600×H1600
¥25,260
KB-AC007-01-G142

古材の洗面ミラー W550×H700（横使い）／ KB-AC006-01-G142 

フレームに古材を使用したヴィンテージ感が魅力のミラー。
縦横どちらにも使える洗面にちょうど良いサイズと立て掛けタイプの姿見の2種類をご用意しました。

古材の洗面ミラー／古材ミラー

W550/600×D30×H700/1600mm（外寸）T4mm（ミラー）
W55mm（±2mm）（洗面ミラー木枠）/W80mm（±5mm）（姿見木枠）
素材：ニレ古材　仕上：ラッカー塗装

共通情報

毎朝の身だしなみを整えるための必需品。

打痕や釘抜きの穴など、個々に違った表情。

ラワン材を使った木枠の洗面ミラー。
縦でも横でも取り付けが可能。
木枠自体が主役にならない、
どこにでも馴染むデザインです。

ラワンの洗面ミラー

アイアンの枠で囲ったミラーです。
縦でも横でも取り付けが可能。
金属の持つソリッドでシャープな存在感が、
モルタルなど無機質な素材感の空間に良く合います。

メタルフレームミラー

W500×D30×H600mm（外寸）T5mm（木枠）T5mm（ミラー）
素材：ラワン　仕上：クリアオイル塗装
付属：取付用金具、ビス

共通情報

W500×D25×H600（外寸）
T5mm（鉄枠）T5mm（ミラー）
素材：鉄（黒皮）
仕上：ウレタンクリア塗装　付属：取り付け用金具、ビス

共通情報

メタルフレームミラー 鉄 W500×H600／KB-AC016-01-G141

78 79

KITCHEN & SANITARY

KITCHEN & SANITARY



お気に入りのキッチンツールたちが絵になる壁。

そんなテーマで選んだタイルは、

色、サイズ、貼る範囲、目地の色でがらっと

印象が変わるので悩みに悩んだ。

最終的に選んだのは、

70角という珍しいサイズの

くすんだブルーと薄グレー目地。

参考にできる実例も少なくて、

完成するまでドキドキだった。

TILE, WOOD PANELS &
WALLPAPER

古窯70角タイル ミッドナイトブルー

80



マットホワイト
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-01-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-01P-G141

渋アイボリー
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-02-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-02P-G141

サブレー
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-03-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-03P-G141

みたらし
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-04-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-04P-G141

鉄サビ
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-05-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-05P-G141

黒蜜
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-06-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-06P-G141

コバルト
ケース：¥6,600/㎡（¥17,068/ケース）
WL-TL016-07-G141

シート：¥600/シート
WL-TL016-07P-G141

ハニカムタイル マットホワイト（ケース）／WL-TL016-01-G141

レトロな雰囲気を持つ六角形のモザイクタイル。中央と縁で色が変わる、窯変ならではの魅力があります。
洗面やキッチンの彩り、アクセントとして使うのもおすすめです。

ハニカムタイル

タイルサイズ：W19×H22×T5mm　シートサイズ：295×292mm　㎡必要枚数：11.6シート　ケース入数：30シート（2,586㎡）
素材：磁器質、施釉 （乾式成形）　用途：屋内壁、屋内床、浴室壁

共通情報

水彩タイル ボーダー スカイグレイ／WL-TL009-03G-G141

水彩画のような淡い色合いが魅力のタイルです。
透明感ある釉薬で自然な色溜まりができ、空間に馴染みます。25角、50角、ボーダーの3種類をご用意。

水彩タイル

50角サイズ：W46.5×H46.5×T6.5mm
25角サイズ：W22.3×H22.3×T6.5mm
ボーダーサイズ：W96.5×H22.3×T6.5mm
シートサイズ：300×300mm
㎡必要枚数：11.2シート
素材：磁気質、施釉　用途：屋内壁、浴室壁、屋外壁

共通情報

1 コットン
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01A-G141

25角：WL-TL009-02A-G141

ボーダー：WL-TL009-03A-G141

6 アーモンド
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01F-G141

25角：WL-TL009-02F-G141

ボーダー：WL-TL009-03F-G141

2 シエナ
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01B-G141

25角：WL-TL009-02B-G141

ボーダー：WL-TL009-03B-G141

7 スカイグレイ
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01G-G141

25角：WL-TL009-02G-G141

ボーダー：WL-TL009-03G-G141

3 バーントアンバー
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01C-G141

25角：WL-TL009-02C-G141

ボーダー：WL-TL009-03C-G141

8 ティールブルー
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01H-G141

25角：WL-TL009-02H-G141

ボーダー：WL-TL009-03H-G141

4 グリーンティー
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01D-G141

25角：WL-TL009-02D-G141

ボーダー：WL-TL009-03D-G141

9 ネイビーブルー
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01I-G141

25角：WL-TL009-02I-G141

ボーダー：WL-TL009-03I-G141

5 セラドン
¥8,100/㎡（¥730/シート）
50角：WL-TL009-01E-G141

25角：WL-TL009-02E-G141

ボーダー：WL-TL009-03E-G141

1 2 3

64 5
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※写真は50角タイプ
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フロストタイル 艶あり 二丁掛（ケース）／WL-TL006-01-G141

白タイルのスタンダード。硬派でひんやりとした質感で、ラボや海外のデリのような雰囲気のインテリアにも相性良し。
木やアイアンとの素材の組み合わせもおすすめです。

フロストタイル

W108/227×H60×T10mm
㎡必要枚数：135枚（8mm目地の場合）（小口平）/66枚（8mm目地の場合）（二丁掛）　ケース入数：160枚（1,185㎡）（小口平）/80枚（1,185㎡）（二丁掛）
素材：磁器質、施釉（乾式成形）　用途：屋内壁、浴室壁、屋外壁 

共通情報

古窯70角タイル ミッドナイトブルー（ケース）／WL-TL012-07-G141

焼物独特の表情を持つタイル。ツルっとしたタイルとは異なり、一枚一枚ムラがあるのが特徴です。
表面はフラットタイプと、布目タイプがあり、布目は布を押し当てつくられています。

古窯70角タイル

タイルサイズ：W69×H69×T7.5mm　シートサイズ：300×300mm（16枚）　㎡必要枚数：11.5シート
ケース入数：20シート（1,739㎡）　素材：磁器質、施釉（乾式成形）　用途：屋内壁、屋内床、浴室壁、屋外壁

共通情報

パールホワイト
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-01-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-01P-G141

焼麦色（布目）
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-05-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-05P-G141

アクアブルー
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-06-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-06P-G141

ミッドナイトブルー
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-07-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-07P-G141

パールホワイト（布目）
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-02-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-02P-G141

胡粉
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-03-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-03P-G141

胡粉（布目）
ケース：¥5,500/㎡
（¥9,565/ケース）
WL-TL012-04-G141

シート：¥510/シート
WL-TL012-04P-G141

300

30
0

艶あり 二丁掛
ケース：¥5,500/㎡
（¥6,518/ケース）
WL-TL006-01-G141

バラ：¥100/枚
WL-TL006-01P-G141

マット 二丁掛
ケース：¥5,500/㎡
（¥6,518/ケース）
WL-TL006-03-G141

バラ：¥100/枚
WL-TL006-03P-G141

マット 小口平
ケース：¥5,200/㎡
（¥6,162/ケース）
WL-TL006-04-G141

バラ：¥50/枚
WL-TL006-04P-G141

艶あり 小口平
ケース：¥5,200/㎡
（¥6,162/ケース）
WL-TL006-02-G141

バラ：¥50/枚
WL-TL006-02P-G141
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レトロエイジタイル ブルー 二丁掛（ケース）／WL-TL014-01-G141

自然なムラが出る釉薬を用い、艶の中に深い色味を表現したタイル。レトロな雰囲気で空間を演出します。
屋外にも使えるので、外壁のアクセントにもおすすめです。

レトロエイジタイル

W108/227×H60×T10mm　㎡必要枚数：135枚（8mm目地の場合）（小口平）/66枚（8mm目地の場合）（二丁掛）
ケース入数：160枚（1.185㎡）（小口平）/80枚（1.185㎡）（二丁掛）　素材：磁器質、施釉（乾式成形）　用途：屋内壁、浴室壁、屋外壁 

共通情報

落ち着きのあるオリーブをキッチンに。

窯焼きボーダータイル ミント／WL-TL013-02-G141

昭和初期からタイルづくりを続けてきた歴史ある窯元で作り出される、
レトロな色合いと釉薬の色ムラが魅力のボーダータイルです。カラーは3種類ご用意。

窯焼きボーダータイル

W227×H30×T15mm　素材：せっ器質、施釉（湿式成形）
㎡必要枚数：106枚（10mm目地の場合）　用途：屋内壁、屋外壁 

共通情報

バンブー
¥12,800/㎡
（¥120/枚）
WL-TL013-01-G141

ミント
¥12,800/㎡
（¥120/枚）
WL-TL013-02-G141

アクア
¥12,800/㎡
（¥120/枚）
WL-TL013-04-G141

ブルー 二丁掛
ケース：¥5,500/㎡
（¥6,518/ケース）
WL-TL014-01-G141

バラ：¥100/枚
WL-TL014-01P-G141

オリーブ 二丁掛
ケース：¥5,500/㎡
（¥6,518/ケース）
WL-TL014-03-G141

バラ：¥100/枚
WL-TL014-03P-G141

ブラウン 二丁掛
ケース：¥5,500/㎡
（¥6,518/ケース）
WL-TL014-05-G141

バラ：¥100/枚
WL-TL014-05P-G141

ブルー 小口平
ケース：¥5,200/㎡
（¥6,162/ケース）
WL-TL014-02-G141

バラ：¥50/枚
WL-TL014-02P-G141

オリーブ 小口平
ケース：¥5,200/㎡
（¥6,162/ケース）
WL-TL014-04-G141

バラ：¥50/枚
WL-TL014-04P-G141

オリーブ 小口平
ケース：¥5,200/㎡
（¥6,162/ケース）
WL-TL014-06-G141

バラ：¥50/枚
WL-TL014-06P-G141
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ラスティックタイル プレーン ブラック／WL-TL011-01F-G141

不揃いな四角形にでこぼこの表面。手作りのような素朴さがチャームポイントのタイルです。
空間におおらかな雰囲気をつくり出してくれます。

ラスティックタイル

W105×H105（±2）×T10mm　㎡必要枚数：80枚（8mm目地の場合）　素材：せっ器質、施釉　用途：屋内壁

共通情報

プレーン ホワイト
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01A-G141

プレーン クリーム
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01B-G141

プレーン グリーン
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01C-G141

プレーン ブルー
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01D-G141

プレーン ブラウン
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01E-G141

プレーン ブラック
¥18,260/㎡（¥220/枚）
WL-TL011-01F-G141

ブリックタイル ホワイト（ケース）／WL-TL007-01-G141

古レンガを塗りつぶしたような表情のレンガ調タイル。
表面はバラツキのある凸凹でざらっとした質感。約14mmの厚さで存在感ある壁面を作り出します。

ブリックタイル

W203×H64×T14mm　㎡必要枚数：64枚（10mm目地の場合）
ケース入数：64枚（1㎡）　素材：セメント系二次製品　用途：屋内壁、屋外壁 

共通情報

キッチンカウンターに使った事例。目地は薄グレー。

ホワイト
ケース：¥6,300/㎡
（¥6,300/ケース）
WL-TL007-01-G141

バラ：￥160/枚
WL-TL007-01P-G141

88 89

TILE

TILE



古木タイル 太め／WL-WB003-01-G002

海外で使われていた鉄道の枕木や住宅の建材、木造船の材料などとして長年使われてきた
チーク材をリユースして生まれた壁材です。裏面はメッシュシートで繫がれています。

古木タイル

太め・細め：W500×H200×D10～35mm　㎡必要枚数：10シート　ケース入数：5シート（0.5㎡）
モザイク：W200×H200×D10～35mm　㎡必要枚数：26シート　ケース入数：13シート（0.5㎡）
スクエア：W300×H300×D14mm　㎡必要枚数：11シート　ケース入数：11シート（1㎡）
素材：チーク　仕上：無塗装　備考：古材

共通情報

太め
¥24,200/㎡
（ ¥12,100/ケース）
WL-WB003-01-G002

細め
¥24,200/㎡
（ ¥12,100/ケース）
WL-WB003-02-G002

モザイク
¥24,200/㎡
（ ¥12,100/ケース）
WL-WB003-03-G002

スクエア
¥16,500/㎡
（ ¥16,500/ケース）
WL-WB003-06-G002

メッシュシートで繫がれ
ているので施工は簡単。

チャイナブリック 上海ブルー二丁掛／WL-TL017-02-G141

伝統的な製法による中国製のレンガをスライスして作ったブリックタイル。
サイズや色のバラつきが自然に経年変化したレンガ造りの壁を表現してくれます。

チャイナブリック

上海ブルー（古材）：W230×H52×T16mm（±5mm）　㎡必要枚数：約58枚（15mm目地の場合）　ケース入数：38～40枚（約0.67㎡）
上海ブルー二丁掛：W232×H54×T10mm（±1mm）　㎡必要枚数：約58枚（15mm目地の場合）　ケース入数：80～83枚（約1.4㎡）
上海ブルー三丁掛：W218×H80×T10mm（±1mm）　㎡必要枚数：約44枚（15mm目地の場合）　ケース入数：53～55枚（約1.23㎡）
満州レッド（古材）：W230×H60×T15mm（±3mm）　㎡必要枚数：約55枚（15mm目地の場合）　ケース入数：38～40枚（約0.71㎡）
大連ホワイト（古材）：W240×H53×T22mm（±3mm）　㎡必要枚数：約58枚（15mm目地の場合）　ケース入数：40～42枚（約0.71㎡）
素材：粗せっ器質、無釉　用途：屋内壁（上海ブルー二丁掛、三丁掛のみ屋内床にも対応）

共通情報

上海ブルー（古材）
¥6,100/㎡
（¥4,087/ケース）
WL-TL017-01-G141

上海ブルー二丁掛
¥4,900/㎡
（¥6,860/ケース）
WL-TL017-02-G141

上海ブルー三丁掛
¥4,900/㎡
（¥6,027/ケース）
WL-TL017-03-G141

満州レッド（古材）
¥6,200/㎡
（¥4,402/ケース）
WL-TL017-04-G141

大連ホワイト（古材）
¥6,200/㎡
（¥4,402/ケース）
WL-TL017-05-G141

古いレンガ壁を彷彿とさせる満州レッド。

Photo：Arts&Crafts
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W610×H1200/2430×T4mm
素材：ニレ材 /タモ材（表面）ベニヤ（下地）　仕上：無塗装/ツヤ消しウレタンクリア塗装　備考：Ｆ☆☆☆☆

共通情報

ウッドウォールパネル ニレ板目 クリア塗装 H2430／WL-WB011-01-G173

天然木ならではの、1枚ごとに異なる木目が魅力の化粧パネルです。
パネル状になっているので施工性が良く、リノベーションと好相性です。

ウッドウォールパネル

ウッドウォールパネル ニレ板目 無塗装 H2430（現場塗装）／WL-WB011-02-G173

端部が溝になっているので、ジョイント部分
が連続して繫がります。

コンクリート射体現しに木のアクセントを。

ニレ板目 無塗装 H2430
¥3,800/㎡（¥5,624/枚）
WL-WB011-02-G173

ニレ板目 クリア塗装 H2430
¥4,100/㎡（¥6,068/枚）
WL-WB011-01-G173

タモ柾目 無塗装 H1200
¥4,800/㎡（¥3,504/枚）
WL-WB011-04-G173
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W175×L905×T5.5mm
㎡必要枚数：7枚
ケース入数：20枚（3.16㎡）
素材：カラマツ
仕上：トップコート（表）無塗装（裏）
備考：F☆☆☆☆

共通情報

オーク
¥4,500/㎡
（￥10,935/ケース）
WL-WB012-05-G173

バーチ
¥4,000/㎡
（¥9,720/ケース）
WL-WB012-08-G173

チェリー
¥6,000/㎡
（¥14,580/ケース）
WL-WB012-06-G173

ウォルナット
¥6,000/㎡
（¥14,580/ケース）
WL-WB012-07-G173

反り防止のために裏に溝が
入っています。5mm厚の足場板 新品 無塗装（現場塗装）／WL-WB001-01-G038

足場板を5mmにスライスした板材です。薄いため、壁や天井、家具への貼り付けが容易。
観葉植物との相性が良く、緑の鮮やかさを引き立てます。

5mm厚の足場板

L910×W180×T5（±1）mm　㎡必要枚数：7枚　ケース入数：20枚（3.276㎡）　素材：スギ　仕上：なめらか表面、無塗装/鉄サビ風塗装　備考：新材

共通情報

スライスウッド バーチ／WL-WB012-08-G173

クリア
¥3,500/㎡
（¥11,060/ケース）
WL-WB009-01-G049

白マット
¥3,500/㎡
（¥11,060/ケース）
WL-WB009-03-G049

白かすれ
¥3,500/㎡
（¥11,060/ケース）
WL-WB009-02-G049

エイジング
¥3,500/㎡
（¥11,060/ケース）
WL-WB009-04-G049

短冊状のパネルになっています。

新品 無塗装
¥4,130/㎡
（¥13,530/ケース）
WL-WB001-03-G038

鉄サビ仕上げ
¥4,900/㎡
（¥16,060/ケース）
WL-WB001-01-G038

天然木を4mmにスライスした板材です。適度にラスティック感があり、
壁や建具、家具の仕上げ材としておすすめです。

スライスウッド

表情の異なる4種類のシートを表面に貼った、
5.5mm厚のラーチ合板です。
装飾に使いやすい短冊状のパネルになっています。

ラーチ合板パネル

W150×L900（±5）×T4mm
素材：オーク/バーチ/チェリー/ウォルナット
仕上：無塗装
㎡必要枚数：8枚
ケース入数：18枚（2.43㎡）

共通情報

5mmと薄いので施工しやすい。

キッチンに貼った事例。

ラーチ合板パネル エイジング／WL-WB009-04-G049
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ロールで購入いただきます。

アクセントクロスとして使うのがおすすめです。

木製家具との相性が良いです。

型押しやプリントでは表現できない、布ならではの奥行きや温かみがある壁紙です。
綿や麻でできた天然素材なので、通気性や調湿性があり、夏でもさらっと気持ちが良い空間をつくってくれます。

織物壁紙

共通情報
綿麻：W約950（有効W920）×L5/10m
ジュート：W915×L5.5m
素材：ジュート/綿麻（表面）紙（裏面）
備考：F☆☆☆☆（綿麻のみ。ジュートは家具用素材のためF☆☆☆☆の検査をしておりません。）

ジュートW915mm×L5.5m
¥2,120/㎡（¥10,670/ロール）
WL-WP014-03-G141

綿麻 W920mm
L5m：¥2,057/㎡（¥9,460/ロール）
WL-WP014-01-G141

L10m：¥2,057/㎡（¥18,920/ロール）
WL-WP014-02-G141

クロスフラワー・スクエアアイビー：W530×L10m
その他：W520×L10m
素材：紙
備考：不燃（クロスフラワーのみ準不燃）、F☆☆☆☆

共通情報

W約530×L10m
素材：紙
備考：不燃、F☆☆☆☆

共通情報

レリーフキャンバス壁紙 クロスフラワー／WL-WP013-01-G103

ペイント壁紙 テンテッドストライプ（アイボリー×ネイビー）／WL-WP007-03-G072

浮き彫りで柄が表現された、
めずらしい英国生まれの輸入壁紙です。
仕上げに上から塗装して楽しむことができます。

レリーフキャンバス壁紙

一枚一枚塗料を塗布して作られている輸入壁紙。
インクの刷毛目や、版画のような
ペタっとした塗料の乗りムラが魅力。

ペイント壁紙

クロスフラワー
¥1,972/㎡（¥10,450/ロール）
WL-WP013-01-G103

ダイヤリーフ
¥1,692/㎡（¥8,800/ロール）
WL-WP013-03-G103

アイリスエンブレム
¥1,692/㎡（¥8,800/ロール）
WL-WP013-05-G103立体的な表情をしています。

スクエアアイビー
¥1,972/㎡（¥10,450/ロール）
WL-WP013-02-G103

サークルリーフ
¥1,692/㎡（¥8,800/ロール）
WL-WP013-04-G103

テンテッドストライプ
（ホワイト×ブラック）

¥6,185/㎡（¥32,780/ロール）
WL-WP007-07-G072

テンテッドストライプ
（アイボリー×ネイビー）

¥6,185/㎡（¥32,780/ロール）
WL-WP007-03-G072

ブロックプリントストライプ
（ IV×LBL）

¥6,185/㎡（¥32,780/ロール）
WL-WP007-05-G072

ブロックプリントストライプ
（LGN×IV）

¥6,185/㎡（¥32,780/ロール）
WL-WP007-06-G072
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家族の集まるリビング・ダイニングと、

リラックスするための寝室をつなぐ扉。

大きなガラス入りのドアは、

家族の気配を感じられるのはもちろん、

光が入ってくることも気に入っている。

朝は寝室側から光が差し込み、一日が始まる。

夕方、リビングから西日が差し込んできたら、

子供たちの帰宅の時間だ。

DOORS &
WINDOWS

木製パインドア ガラスドア W813
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BRIWAXのウォルナットを塗った事例。

ペンキをベタ塗りした事例。

木製パインドア ガラスドア W813（現場塗装）／DW-DR004-08-G173

パイン材でできたドア。無塗装品での提供になるため、ステイン系塗料で木目を活かして着色したり、
ペンキで好きな色に塗り上げたり、仕上げ方によって十人十色の建具に変化します。

木製パインドア

共通情報
W661/735/813×H2032×T35mm
素材：パイン（節なし）/クリアガラス（ガラスドア）　仕上：無塗装

フラットドア 
W661：¥32,000
DW-DR004-01-G173

W735：¥33,000
DW-DR004-02-G173

W813：¥34,000
DW-DR004-03-G173

ルーバードア
W661：¥35,000
DW-DR004-04-G173

W735：¥36,000
DW-DR004-05-G173

W813：¥37,000
DW-DR004-06-G173

ルーバーフラットドア
W813：¥37,000
DW-DR004-09-G173

ガラスドア
W735：¥38,000
DW-DR004-07-G173

W813：¥39,000
DW-DR004-08-G173

ドアノブ、蝶番 セット
¥27,000/式

Option

ブロンズ
シルバー

ブラック

オーダーフラッシュドア ラワン（現場塗装）／DW-DR010-01-G191

ラワン、シナ、MDFの3種類の素材から選べる、サイズオーダーが可能なフラッシュ構造のドアです。
オプションでレバーハンドルとドアノブの取り付け加工も可能です。

オーダーフラッシュドア

共通情報
WHオーダー（mm単位）W～900×H～2400×T33～36mm
素材：ラワン /シナ /MDF　仕上：無塗装

白っぽく明るい色味のシナ。

ラワン
H～1800mm：¥19,000
1801～2100mm：¥22,000
2101～2400mm：¥28,000
DW-DR010-01-G191

シナ
H～1800mm：¥21,000
1801～2100mm：¥25,000
2101～2400mm：¥34,000
DW-DR010-02-G191

MDF
H～1800mm：¥20,000
1801～2100mm：¥24,000
2101～2400mm：¥32,000
DW-DR010-03-G191

ドアノブ
＋穴開け加工
¥16,800 / 式

表示錠付ドアノブ
＋穴開け加工
¥24,800 / 式

レバーハンドル
＋穴開け加工
¥16,500 / 式

表示錠付レバーハンドル
＋穴開け加工
¥19,800 / 式

Option
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レバーを押すだけでドアを開けることが可能。船舶ドアパーツ レバーハンドル フィン 空錠／PS-HD015-01-G141

半世紀以上も船舶向けにパーツを作り続けているメーカーのものです。
長く船上で使われ続けてきた性能の確かさはもちろん、機能から生まれたフォルムの美しさも魅力です。

船舶ドアパーツ

共通情報
フィン：φ60mm/W45×H135mm（台座）W118mm（レバー）　ホーン：φ60mm/W45×H135mm（台座）W108mm（レバー）　ノブ：φ60mm（台座）φ50×D69mm（ノブ）
バックセット：55mm（レバーハンドル）/70mm（ノブ）　対応扉厚：33～42mm
素材：真鍮（ハンドル）ステンレス（座）　仕上：クロームメッキ　付属：ビス、ストライク
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

スリム
¥17,930
PS-HD014-02-G141

ワイド
¥24,750
PS-HD014-01-G141

レバーハンドル
フィン  空錠
¥11,200
PS-HD015-01-G141

レバーハンドル
ホーン 空錠
¥12,430
PS-HD015-02-G141

レバーハンドル
ホーン 表示錠 
¥15,890
PS-HD015-05-G141

レバーハンドル
フィン 表示錠 
¥15,180
PS-HD015-04-G141

ノブ クローム 空錠 
¥15,890
PS-HD015-03-G141

ノブ クローム 表示錠
¥21,900
PS-HD015-06-G141

船舶で実際に使われている金物です。

表示錠内側のレバーの形が特徴的。

ドアノブ タモ
￥19,800
PS-HD010-01-G185

レバーハンドル タモ
￥25,300
PS-HD010-02-G185

もともとは病院や研究施設などで使われることを想定して作られた
「押す、引く」だけで開閉ができるドアハンドル。
用途に特化した機能美あふれたプロダクトです。

ワンタッチドアハンドル

無垢のタモ材からつくられた、木製のドアパーツです。
形はレバーハンドルとドアノブの2種類。
シンプルなドアの格を上げ、空間にぬくもりを与えます。

木のドアパーツ

ワイド：W64×H90mm（台座）W50×H100mm（ハンドル）
スリム：W30×H90mm（台座）W30×H100mm（ハンドル）
バックセット：64mm　対応扉厚：33～42mm
素材：アルミ合金鋳物（ハンドル）ステンレス（SUS304）（フロント、ストライク）
仕上：アルマイト（ハンドル）ヘアライン（フロント、ストライク）
付属：ビス、ストライク、取付型紙
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

ワンタッチドアハンドル ワイド／PS-HD014-01-G141

ドアノブ：φ58×D48mm　バックセット：64mm　対応扉厚： 33～41mm
レバーハンドル：φ52×T6mm（台座）W125×H25mm （レバー）
バックセット：51mm　対応扉厚：28～40mm
素材：タモ　仕上：蜜蠟ワックス塗装
付属：専用角芯（回転軸材）、空錠ケース、ストライク、丸座2枚（レバーハンドルのみ）

共通情報

木のドアパーツ レバーハンドル タモ／PS-HD010-02-G185

さりげない存在感で
すが、空間の印象を
変えてくれます。
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丸パイプ
250mm：¥4,890
350mm：¥5,910
500mm：¥7,540
700mm：¥8,560
1000mm：￥10,500
1400mm：￥13,200
PS-HD008-01-G092

台座付き平板
130mm：¥4,280
190mm：¥5,300
260mm：¥6,520
380mm：¥7,940
PS-HD008-05-G092

丸棒
250mm：¥4,890
350mm：¥5,910
500mm：¥7,540
700mm：¥8,560
1000mm：￥10,500
1400mm：￥13,200
PS-HD008-02-G092

台座付き丸棒
130mm：¥4,280
190mm：¥5,300
260mm：¥6,520
380mm：¥7,940
PS-HD008-06-G092

押し板
230mm：¥2,850
420mm：¥3,870
PS-HD008-07-G092

Photo：Akira Nakamura

空間に重厚な趣を与えてくれる、アイアンならではのずっしりとした存在感のドアハンドルです。
インドネシアの鉄工場でひとつひとつ手作りされており、サイズ展開も豊富です。

アイアンドアハンドル 

丸パイプ：L250/350/500/700/1000/1400(±5)×W50×D70mm（外寸）φ25mm（握り部）
丸棒：L287/387/537/737/1037/1437(±5)×W50×D52mm（外寸）φ13mm（握り部）
台座付き平板：L200/260/360/480(±5)×W43×D50mm（外寸）W20mm（握り部）
台座付き丸棒：L200/260/360/480(±5)×W43×D57mm（外寸）φ13mm（握り部）
押し板：L230/420(±5)×W63(±5)×T4mm（外寸）　素材：鉄　仕上：吹き付け塗装、艶消しコーティング　付属：ビス

共通情報

ニッケル空錠
¥3,300
PS-HD011-02-G141

ニッケル表示錠（右吊り）
¥3,850
PS-HD011-01-G141

ニッケル表示錠（左吊り）
¥3,850
PS-HD011-03-G141

ベント
¥4,950
PS-HD013-01-G141

ベジェ
¥4,400
PS-HD013-02-G141

ラウンドロック
¥4,070
PS-HD013-03-G141

飾り気のない工業製品的な
デザインが特徴のレバーハンドル。
40年以上支持され続けてきた
ロングセラーアイテムです。

ヘキサレバーハンドル

昭和の時代から製造され続けている
ステンレス製のドアノブ。
鈍い光沢が、ドアにさりげなく特徴を与えてくれます。

ステンレスドアノブ

空錠：W50×H81mm（台座）W108mm（レバー）
表示錠：W50×H102mm（台座）W108mm（レバー）
バックセット：60mm　対応扉厚：29～45mm
素材：亜鉛ダイカスト　仕上：ニッケルメッキ
付属：ビス、ストライク、取付型紙

共通情報

ヘキサレバーハンドル ニッケル表示錠（右吊り）／PS-HD011-01-G141

ベント：φ76mm（台座）φ48×D66mm（ノブ）　バックセット：51mm　対応扉厚：33～41mm　
ベジェ：φ76mm（台座）φ52×D64mm（ノブ）　バックセット：51mm　対応扉厚：33～41mm　
ラウンドロック：φ66mm（台座）φ48×D58mm（ノブ）　バックセット：57mm　対応扉厚：33mm　
素材：ステンレス　仕上：ヘアライン　付属：ビス、ストライク、取付型紙

共通情報

ステンレスドアノブ ベント／PS-HD013-01-G141

アイアンドアハンドル 丸パイプ／PS-HD008-01-G092
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木製室内窓 押し出しタイプ／DW-DR008-02-G164

部屋と部屋を光と風でつなぎ、空間に開放感をつくり出す室内窓。
異なる部屋で過ごす家族の気配を感じられるようになり、自然なコミュニケーションが生まれます。

木製室内窓

引き違いタイプ
D90mm：¥52,000
D110mm：¥53,000
D165mm：¥56,000
DW-DR008-01-G164

横長1連 押し出しタイプ
D90mm：¥61,000　D110mm：¥62,000
D165mm：¥66,000　DW-DR008-03-G164

横長はめ殺しタイプ サイズオーダー
¥33,000～
DW-DR008-06-G164

横長引き違いタイプ サイズオーダー
¥64,000～
DW-DR008-05-G164

横長2連 押し出しタイプ
D90mm：¥114,000　D110mm：¥117,000
D165mm：¥124,000　DW-DR008-04-G164

押し出しタイプ
D90mm：¥76,000
D110mm：¥77,000
D165mm：¥80,000
DW-DR008-02-G164

共通情報
引き違い /押し出し：W780×D90/110/165×H780mm　横長1連：W780×D90/110/165×H300mm　横長2連：W1690×D90/110/165×H300mm
Wオーダー（mm単位）　横長引き違い：W525～1690×D90/110/165×H300mm　横長はめ殺し：W300～1690×D90/110/165×H300mm
素材：スプルース、ガラス　仕上：無塗装
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報
WHオーダー（mm単位）W～1050×H～2200mm（外寸）W45×D45mm（木枠）T5mm（ガラス）
素材：ホワイトアッシュ、クリアガラス　仕上：無塗装　付属：戸車、上部アルミアングル
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

チェッカーガラス¥14,000/台
（正方形タイプの引き違い、
押し出しタイプのみ対応）

モールガラス（1連窓）¥7,000/台
（横長1連のみ対応）

モールガラス（2連窓）¥12,000/台
（横長2連のみ対応）

枠をブラウンに着色した事例。

クリアオイル塗装仕上げの事例。

ガラスの変更
シナ合板：¥1,530（写真上）
チェッカーガラス：¥8,660（写真下）
飛散防止フィルム：¥9,000（フラットガラスのみ）
クリアオイル塗装：¥3,060/枚

Option

サイズオーダー
¥71,100～/枚
DW-DR001-01-G027

木製ガラス引き戸 サイズオーダー／DW-DR001-01-G027

サイズオーダーができる室内用の木製ガラス引き戸です。適度な距離感で空間を仕切ったり、
開き方で間取りに変化をもたらします。動く壁として、家の中の様々なシーンに対応します。

木製ガラス引き戸

ガラス変更

Option
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障子紙は和紙の5倍の強度を持つ「タフトップ」。破れにく
く水にも強い素材です。

障子紙を貼り替えるように、布の張り替えが可能です。

カラーは5色から選択できます。

ピュアホワイト チーク キャラメル フォルナット パティーナグレー

ブロンズ ニッケル ホワイト ブロンズとホワイト

蝶番カラー

フラット58mm 流線型64mm 平行四辺形34mm

折れ戸タイプ・開き戸タイプ 引き戸タイプ

ルーバー

カラー

マグネットキャッチ

共通情報
WHオーダー（mm単位）　折れ戸：W520～900×H～3000×T36mm（1ユニットあたり）（1ユニット=パネル2枚1組）　開き戸 /引き戸：W260～900×H～3000×T36mm（パネル1枚あたり）
素材：シナ　付属：蝶番、マグネットキャッチ（引き戸タイプには戸車が付属します）
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

ウッドシャッター 折れ戸タイプ（両開き）（カラー：チーク／ルーバー：流線型64mm）／DW-DR005-01-G140

ウッドシャッター
羽を開け閉めして光や空気の流れをコントロールすることができる、木製可動ルーバー建具です。
開き戸、折れ戸、引き戸の3種類をご用意。サイズオーダーが可能です。

折れ戸タイプ
（両開き）

¥153,000～
DW-DR005-01-G140

開き戸タイプ
（片開き）

¥39,000～
DW-DR005-05-G140

折れ戸タイプ
（片開き）

¥78,000～
DW-DR005-04-G140

開き戸タイプ
（両開き）

¥78,000～
DW-DR005-02-G140

引き戸タイプ
¥51,000～
DW-DR005-03-G140

腰窓タイプ
H～900mm：¥22,000/枚
H901～1400mm：¥25,000/枚
DW-DR009-01-G164

掃き出し窓タイプ
¥38,000/枚
DW-DR009-02-G164

布張りありタイプ
H～1999：¥52,000/枚
H2000～2200：¥57,000/枚
DW-DR006-02-G027

布張りなしタイプ
H～1999：¥49,000/枚
H2000～2200：¥52,000/枚
DW-DR006-01-G027

格子の桟を極限まで細くした障子です。
「和」ではないモダンな空間にも合わせやすく、
サイズオーダーが可能です。

障子

布を張ってつくる引き戸です。
サイズオーダーができ、
布の張り替えも可能。
今ある障子や襖と取り替えられます。

布框戸

WHオーダー（mm単位）　腰窓：W600～950×H～1400×T27/30/33mm
掃き出し窓：W600～950×H～2200×T27/30/33mm
素材：秋田杉、タフトップ　仕上：無塗装
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

障子 腰窓タイプ／DW-DR009-01-G164

Photo：Atsushi ISHIDA

WHTオーダー（mm単位）W～1000×H～2200×T22～31mm
素材：スプルース　仕上：無塗装　付属：布固定ゴム紐、ゴム用ローラー
※布張りなしタイプにはお試し布がつきますが、布は張られていない状態で届きます
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

共通情報

布框戸（ぬのかまちど）布張りありタイプ／DW-DR006-02-G027
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共通情報
共通情報

T27mm（本体）　素材：パイン（節なし）
仕上：無塗装

W602/752/1209/1509×H2007×T35mm　素材：パイン（節なし）　仕上：無塗装
付属：ガイドレール、つまみ、取付金具、ビス
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください 断面形状。無垢材を組んで製作 ディテールもシンプルな構造。

フラット 
300×500：¥4,890
DW-DR007-01-G173

300×680：¥5,700
DW-DR007-02-G111

400×500：¥5,400
DW-DR007-03-G173

400×680：¥6,370
DW-DR007-04-G111

600×175：¥5,400
DW-DR007-05-G111

750×175：¥5,800
DW-DR007-06-G111

ルーバー 
300×450：¥6,820
DW-DR007-07-G111

300×680：¥8,250
DW-DR007-08-G173

300×900：¥10,390
DW-DR007-09-G173

375×900：¥11,200
DW-DR007-10-G173

400×450：¥7,640
DW-DR007-11-G111

木製パインキャビネットドア ルーバー 400×680／DW-DR007-12-G173木製パインルーバー折れ戸 両開き 1209×2007（現場塗装）／DW-DR011-03-G111

木製パインキャビネットドア木製パインルーバー折れ戸
無垢のパイン材を使ったキャビネットドアです。
豊富なサイズ展開で、収納の扉や室内小窓としてお使いいただけます。 

ルーバータイプの収納扉です。 パインの無塗装品なので、
オイル塗装で木目を活かしたり、ペンキで塗りつぶしたりと、お好みの雰囲気に仕上げることが可能です。

片開き 602×2007
¥39,000
DW-DR011-01-G111

片開き 752×2007
¥42,000
DW-DR011-02-G111

両開き 1209×2007
¥76,000
DW-DR011-03-G111

両開き 1509×2007
¥82,000
DW-DR011-04-G111

400×680：¥9,370
DW-DR007-12-G173

600×175：¥6,110
DW-DR007-13-G111

600×350：¥8,960
DW-DR007-14-G111

750×175：¥6,880
DW-DR007-15-G111

750×350：¥9,630
DW-DR007-16-G111
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キッチンに造作したカウンター収納。

引き出しの中には

カトラリーや食器が収められている。

把手は、指の掛けやすさ、

触れる面が少なくて汚れが目立ちにくいという

機能性を意識しながら、

空間に馴染むステンレス製を選んだ。

小さい脇役だが、凛とした

スマートさがあるところがお気に入り。

PARTS & 
HARDWARE

把手の金物 φ6ステンレス100
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ハンガーバー φ6 ステンレス W400／KB-AC008-17-G141

長さをオーダーできるハンガーバーです。素材は鉄、真鍮、ステンレスの3種類。
タオル掛けとしてはもちろん、S字フックを引っ掛けてキッチンツールを掛けたり、多用途に使えます。

ハンガーバー

φ6：W400/600/900×D50×H30mm（外寸）　Wオーダー（10mm単位）：W200～890×D50×H30mm　W15×H30mm（壁取付部）
φ9：W400/600/900×D50×H38mm（外寸）　Wオーダー（10mm単位）：W200～890×D50×H38mm　W19×H38mm（壁取付部）
仕上：無塗装、素地研磨（鉄のみクリアシリコン）　付属：ビス

共通情報

オーダーマルチバー φ12 鉄 D90 サイズオーダー／KB-AC008-39-G017

長さと奥行きが選べる金属製のバー。素材は鉄、ステンレス、真鍮の3種類。
ツールを掛けたり服を掛けたり、さまざまな場所と用途に使えます。

オーダーマルチバー

W400/600/900×D50×H50mm（外寸）　Wオーダー（10mm単位）：W400～1200×D50/70/90×H50mm
W25×H50mm（壁取付部）※在庫がなくなり次第W22に変わります。現状はWEBをご覧ください　仕上：無塗装、素地研磨（鉄のみクリアシリコン）　付属：ビス

共通情報

φ12 鉄 W400×D50：￥5,300
KB-AC008-29-G141

W600×D50：￥5,800
KB-AC008-30-G141

W900×D50：￥6,300
KB-AC008-31-G141

D50 サイズオーダー：￥7,100～
KB-AC008-05-G017

D70 サイズオーダー：￥9,200～
KB-AC008-38-G017

D90 サイズオーダー：￥9,700～
KB-AC008-39-G017

φ12 真鍮 W400×D50：￥7,700
KB-AC008-32-G141

W600×D50：￥8,500
KB-AC008-33-G141

W900×D50：￥9,300
KB-AC008-34-G141

D50 サイズオーダー：￥9,800～
KB-AC008-06-G017

D70 サイズオーダー：￥11,900～
KB-AC008-40-G017

D90 サイズオーダー：￥12,400～
KB-AC008-41-G017

φ12 ステンレス W400×D50：￥6,300
KB-AC008-35-G141

W600×D50：￥7,100
KB-AC008-36-G141

W900×D50：￥7,900
KB-AC008-37-G141

D50 サイズオーダー：￥8,500～
KB-AC008-07-G017

D70 サイズオーダー：￥10,600～
KB-AC008-42-G017

D90 サイズオーダー：￥11,100～
KB-AC008-43-G017

φ6 鉄 W400：￥3,400
KB-AC008-11-G141

W600：￥3,700
KB-AC008-12-G141

W900：￥4,000
KB-AC008-13-G141

サイズオーダー：￥4,900～
KB-AC008-01-G017

φ6 真鍮 W400：￥3,700
KB-AC008-14-G141

W600：￥4,400
KB-AC008-15-G141

W900：￥5,100
KB-AC008-16-G141

サイズオーダー：￥5,200～
KB-AC008-02-G017

φ6 ステンレス W400：￥3,500
KB-AC008-17-G141

W600：￥3,800
KB-AC008-18-G141

W900：￥4,100
KB-AC008-19-G141

サイズオーダー：￥5,000～
KB-AC008-04-G017

φ9 鉄 W400：￥5,100
KB-AC008-20-G141

W600：￥5,400
KB-AC008-21-G141

W900：￥5,700
KB-AC008-22-G141

サイズオーダー：￥6,500～
KB-AC008-08-G017

φ9 真鍮 W400：￥6,700
KB-AC008-23-G141

W600：￥7,400
KB-AC008-24-G141

W900：￥8,100
KB-AC008-25-G141

サイズオーダー：￥8,000～
KB-AC008-09-G017

φ9 ステンレス W400：￥5,500
KB-AC008-26-G141

W600：￥6,000
KB-AC008-27-G141

W900：￥6,500
KB-AC008-28-G141

サイズオーダー：￥6,800～
KB-AC008-10-G017
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W314/464/764×D70×H71mm（外寸）　素材：スチール　付属：ビス

共通情報

空間が引き締まる黒亜鉛メッキ仕上。

ハードな雰囲気の亜鉛メッキ仕上。

亜鉛メッキ仕上 W250
¥4,950
KB-AC010-01-G141

亜鉛メッキ仕上 W400
¥5,720
KB-AC010-02-G141

亜鉛メッキ仕上 W700
¥6,600
KB-AC010-03-G141

黒亜鉛メッキ仕上 W250
¥4,950
KB-AC010-04-G141

黒亜鉛メッキ仕上 W400
¥5,720
KB-AC010-05-G141

黒亜鉛メッキ仕上 W700
¥6,600
KB-AC010-06-G141

亜鉛メッキのマルチバー 亜鉛メッキ仕上 W700／KB-AC010-03-G141

非常階段や工事現場の囲いなどで使われる亜鉛メッキ仕上げを施した、ラフでタフな鉄のバーです。
亜鉛メッキと黒亜鉛メッキ仕上げの2種類の展開です。

亜鉛メッキのマルチバー

ホワイトスチールバー ストレート／KB-AC011-01-G026

塗膜が厚い特殊な塗装を施した白いスチールバーです。真鍮のマイナスネジがアクセント。
タオルはもちろん、キッチンツールを掛けるのにもおすすめです。

ホワイトスチールバー

ストレート：W309/459/759×D74×H50mm（外寸）　フォーク：W69×D306×H50mm　素材：スチール　仕上：粉体塗装　付属：ビス

共通情報

ストレート
W250：¥12,650
W400：¥13,200
W700：¥14,300
KB-AC011-01-G026

フォーク
¥11,550
KB-AC011-02-G026
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Sサイズ
¥3,740
KB-AC009-01-G141

Mサイズ
¥3,960
KB-AC009-02-G141

てぬぐいかけ表打ち
¥5,830
PS-HD001-10-G043

真鍮金物 てぬぐいかけ表打ち／PS-HD001-10-G043

使うほどに古色を帯びて
深みが増す真鍮製のタオル掛け。
作家さんの手によって
ひとつひとつ作られています。

真鍮金物

W80×D20×H92（外寸）φ80mm（輪っか）
素材：真鍮
仕上：クリアワックス
付属：ビス

共通情報

真鍮でできた小ぶりなタオルハンガー。
トイレや洗面所等の
小さな空間にぴったりのサイズ感です。

真鍮タオルハンガー

W216/366×D68×H18mm
素材：真鍮
仕上：素地研磨
付属：ビス

共通情報

真鍮タオルハンガー Mサイズ／KB-AC009-02-G141

船舶向けに長いあいだ作られている業務用金物から、水回りに使えるパーツを集めました。
海の上という環境の中から生まれた形、素材はまさに機能美。パーツでアクセントをつけたい時にぴったりです。

船舶サニタリーパーツ／船舶ハードウェア

ソープディッシュ：W95×D83×H65mm（台座）W99.5×D75×H16mm（石鹼置き）
ワイヤースポンジラック：W251×D125×H104mm（ワイヤー部分）W80×D125×H25mm（石鹼置き）　スイングタオルハンガー：W27×D363×H85mm
ダブルフック：W86×D28×H22mm　ラバータオルハンガー：W315×D43×H30mm　素材：真鍮（石鹼置き部分のみステンレス）　仕上：クロームメッキ

共通情報

ソープディッシュ
￥3,970
KB-AC014-03-G141

ダブルフック
￥1,530
PS-HB010-08-G141

スイングタオルハンガー
￥4,380
KB-AC014-01-G141

ラバータオルハンガー
￥1,530
PS-HB010-06-G141

ワイヤースポンジラック
￥6,520
KB-AC014-02-G141

塩分を含む海水や潮風による腐食をなるべく少
なくするため、真鍮とステンレスでできています。
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シングル
¥2,954
左：KB-AC013-01A-G141
右：KB-AC013-01B-G141

プレート付き
¥3,870
左：KB-AC013-03A-G141
右：KB-AC013-03B-G141

ダブル
¥3,870
KB-AC013-02-G141

ロング側面付け
¥3,870
左：KB-AC013-04B-G141
右：KB-AC013-04C-G141

ロング上面付け
¥3,870
KB-AC013-04A-G141

シングル
¥8,140
KB-AC005-01-G141

ダブル
¥9,020
KB-AC005-02-G141

タオル掛け 400
¥7,900
KB-AC015-05-G141

ペーパーストッカー
¥4,500
KB-AC015-06-G141

シングル
¥5,900
左：KB-AC015-01-G141
右：KB-AC015-02-G141

W149/275×D97×H25mm
素材：真鍮　仕上：素地研磨　付属：ビス

共通情報
シングル：W155×D102×H32mm　ダブル：W281×D102×H32mm　ロングバー：W343×D102×H32mm
素材：ステンレス（SUS304）（白皮）　仕上：無塗装　付属：ビス

共通情報

シングル：W150×D80×H80mm　棚付き：W250×D80×H50mm
タオル掛け：W400×D50×H50mm　ストッカー：W45×D80×H250mm
※タオル掛けはW200～600mmの間で10mm単位のオーダー可能 ￥8,900～
素材：ホワイトオーク　仕上：ウレタンオイル塗装　付属：ビス

共通情報
シングル：W179×D85×H67mm　ダブル：W310×D85×H67mm
プレート付き： W170×D85×H120mm　ロング側面：W330×D82×H99mm
ロング上面：W330×D110×H50mm
素材：鉄　仕上：吹き付け塗装、艶消しコーティング　付属：ビス

共通情報

真鍮ペーパーホルダー シングル／KB-AC005-01-G141

木のペーパーホルダー 棚付き 左／KB-AC015-03-G141アイアンペーパーホルダー シングル 左／KB-AC013-01A-G141

経年変化を楽しめる真鍮製の紙巻器です。
かんざしのような挽物のハンドルを
回してペーパーを交換します。

真鍮ペーパーホルダー
ステンレス製の紙巻器です。
ペーパーを交換する際の
バーがカシャッと嚙み合った時の感触は
やみつきになります。

ミニマルペーパーホルダー

木の優しい印象は残しながらも、ミニマルに。
そんなオーダーを叶えるべく
生まれた木製ペーパーホルダーです。

木のペーパーホルダー
いかつい存在感を放つアイアン製のペーパーホルダー
タオルやキッチンペーパーも掛けられる
ロングサイズもご用意。

アイアンペーパーホルダー

ハンドルをくるくると回してペーパーを交換。 切削痕がそのまま残された挽き物のハンドル。

シャープに見せるために、角の面取は最小限に。 付属の真鍮マイナスビスがアクセントに。

ミニマルペーパーホルダー シングル／KB-AC002-01-G141

シングル
¥3,520
KB-AC002-01-G141

ダブル
¥6,050
KB-AC002-02-G141

ロングバー
¥6,050
KB-AC002-03-G141

棚付き
¥6,900
左：KB-AC015-03-G141
右：KB-AC015-04-G141

※シングルとロング側面付けの写真は右向き
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ステンレスD200
￥3,400/本
PS-BK001-02-G141

ステンレスD150
￥2,900/本
PS-BK001-06-G141

ステンレスD60
￥2,800/本
PS-BK001-10-G017

真鍮D200
￥3,900/本
PS-BK001-03-G141

真鍮D150
￥3,400/本
PS-BK001-07-G141

真鍮D60
￥3,100/本
PS-BK001-11-G017

鉄D200
￥2,700/本
PS-BK001-01-G141

鉄D150
￥2,500/本
PS-BK001-05-G141

鉄D60
￥2,200/本
PS-BK001-09-G017

W25×D60/150/200×H60/150/200×T3mm
仕上：無塗装（鉄のみクリアシリコン）　付属：ビス

共通情報

棚受け金物 鉄D200／PS-BK001-01-G141

棚受け金物 鉄D200／PS-BK001-01-G141

装飾性を排除したシンプルな金属製の棚受け。東大阪の工場で1本1本手作りしており、
汎用的でどこにでもあるような形状ながら、ライン製造品にはない手のぬくもりが感じられる品です。

棚受け金物
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ブルーグレー150
¥930/本
PS-BK006-01-G141

ブルーグレー300
¥1,280/本
PS-BK006-03-G141

ホワイト150
¥930/本
PS-BK006-05-G141

ホワイト300
¥1,280/本
PS-BK006-07-G141

ホワイト200
¥970/本
PS-BK006-06-G141

ブルーグレー200
¥970/本
PS-BK006-02-G141

ブルーグレー400
¥1,570/本
PS-BK006-04-G141

ホワイト400
¥1,570/本
PS-BK006-08-G141

H340サイズ
¥4,890/本
PS-BK003-01-G141

H240サイズ
¥3,870/本
PS-BK003-02-G141

150サイズ：W21×D150×H150mm（外寸）　200サイズ：W25×D204×H204mm（外寸）
300サイズ：W28×D305×H305mm（外寸）　400サイズ：W28×D406×H406mm（外寸）
素材：鋼板　仕上：焼付塗装　付属：ビス

共通情報

W60×D220×H240/340×T1.5mm  素材：鉄
仕上：焼付塗装　付属：ビス

共通情報

メカニカル棚受け ブルーグレー300／PS-BK006-03-G141

鉄の方立 H240サイズ＋H340サイズ

折り畳みできる、
工業系フォルムの棚受けです。
珍しい400サイズも含む4つのサイズ展開。
ブルーグレーとホワイトの
2色をご用意しています。

メカニカル棚受け

鉄板を曲げてつくった棚の仕切り板です。
厚さ3mmと薄いため、
棚の中に入れる物の邪魔をせず、
本棚としてもディスプレイ棚としても
活躍します。

鉄の方立

100サイズ：φ13×D100mm / W13×H13×D100mm（パイプ）W19×H45×T4mm（壁取付部）
180サイズ：φ16×D180mm / W16×H16×D180mm（パイプ）W30×H54×T4mm（壁取付部）
素材：鉄　仕上：黒皮風塗装 /粉体塗装　付属：ビス

共通情報

まるで棚板が浮かんでいるかのような、軽やかな印象の棚をつくることができる棒状の棚受け。
形状は丸と角、サイズと仕上げは2種類用意しました。

棒棚受け

黒ムラ 角180
¥2,600/本
PS-BK005-04-G141

白ツヤ 角 180
￥2,600/本
PS-BK005-08-G141

黒ムラ 角100
¥2,100/本
PS-BK005-03-G141

白ツヤ 角 100
￥2,100/本
PS-BK005-07-G141

黒ムラ 丸100
¥2,100/本
PS-BK005-01-G141

白ツヤ 丸 100
￥2,100/本
PS-BK005-05-G141

黒ムラ 丸180
¥2,600/本
PS-BK005-02-G141

白ツヤ 丸 180
￥2,600/本
PS-BK005-06-G141

白ツヤタイプは、白い家具や白木と相性良いです。

1本でフックのように使うことも。
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ブラケット：L159/259×H43×T3mm（フックも含めた外寸）　
レール：W7.8×D11×H900/1200/1820/2400mm ※レールは10mm単位でのカットオーダー可能
素材：鉄　仕上：クリア塗装　付属：ビス

共通情報

ウォールディスプレイパーツ レール1820＋ブラケット250

壁一面を好きなもので飾るための可動棚パーツ。マットで渋い表情を持つ、
「サンセン材」と呼ばれる生地のままの鉄材を使った、空間に「見せ場」をつくるシェルフです。

ウォールディスプレイパーツ

ブラケット150
¥1,590/本
L：PS-BK007-01L-G207
R：PS-BK007-01R-G207

レール L900
¥1,300/本（1カット＋¥300）
PS-BK007-03-G207

レール L1820
¥2,000/本（1カット＋¥300）
PS-BK007-05-G207

レール L1200
¥1,500/本（1カット＋¥300）
PS-BK007-04-G207

レール L2400
¥2,800/本（1カット＋¥300）
PS-BK007-06-G207

ブラケット250
¥1,790/本
L：PS-BK007-02L-G207
R：PS-BK007-02R-G207

Wオーダー（10mm単位）W～2400×D185/285×T24mm
仕上：クリア塗装

大サイズ：W15×D320×H260×T8mm　小サイズ：W15×D220×H260×T8mm
雑誌サイズ大：W15×D320×H350×T8mm　雑誌サイズ小：W15×D220×H350×T8mm
素材：鉄（黒皮）　仕上：ツヤ消しウレタン塗装　付属：ビス

共通情報

共通情報

大サイズ
¥7,640/本
PS-BK002-01-G042

小サイズ
¥7,330/本
PS-BK002-02-G042

雑誌サイズ大
¥8,050/本
PS-BK002-03-G042

チーク×ラワン D185
W～900mm：¥13,390
W910～1800mm：¥19,940
W1810～2400mm：¥28,420
PS-CP002-02-G015

アッシュ×シナ D185
W～900mm：¥11,710
W910～1800mm：¥17,820
W1810～2400mm：¥25,970
PS-CP002-04-G015

ラワン×ラワン D185
W～900mm：¥9,680
W910～1800mm：¥13,750
W1810～2400mm：¥19,860
PS-CP002-06-G015

雑誌サイズ小
¥7,640/本
PS-BK002-04-G042

リングの棚受け 大サイズ／PS-BK002-01-G042

角丸棚板 チーク×ラワン D185mm／PS-CP002-02-G015

鉄をリング状に曲げた、
角のカーブが美しい棚受けです。
丁寧な職人の手仕事による、
マットな黒皮仕上げです。

リングの棚受け

幅のサイズオーダーが可能な、
縁が少し丸みを帯びた棚板です。
木口にはチークまたはホワイトオークが
貼付けられています。

角丸棚板

チーク×ラワン D285
W～900mm：¥15,540
W910～1800mm：¥22,820
W1810～2400mm：¥32,940
PS-CP002-01-G015

アッシュ×シナ D285
W～900mm：¥13,750
W910～1800mm：¥20,370
W1810～2400mm：¥30,050
PS-CP002-03-G015

ラワン×ラワン D285
W～900mm：¥11,710
W910～1800mm：¥16,300
W1810～2400mm：¥23,940
PS-CP002-05-G015

キッチン収納の棚として。
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陶器製なので熱に強く、拭き掃除もしやすいため、
キッチンのスパイスラックや小物置き場として重宝します。

陶器のラック

W450×D140×H70mm　素材：陶器
付属：ビス

共通情報

陶器のラック W450×D140×H70／SF-RK010-01-G244

Sサイズ
¥6,926
SF-RK008-01-G092

Mサイズ
¥8,963
SF-RK008-02-G092

鉄工場でひとつひとつ
手作りされているアイアンのラック。
素材は重厚な雰囲気ながら
手仕事が感じられる溶接跡など、
適度なゆるさが魅力です。

アイアンラック

Sサイズ：W480×D190×H150mm
Mサイズ：W480×D280×H200mm
素材：鉄　仕上：吹き付け塗装、艶消しコーティング　付属：ビス

共通情報

アイアンラック Sサイズ／SF-RK008-01-G092

Wオーダー（10mm単位）W～1200×D300×H200mm
素材：スチール（アーム）エキスパンドメタル（面材）
仕上：無塗装　付属：ビス

共通情報

スチールラック 角タイプ／SF-RK003-01-G056

金物職人によるハンドメイドの棚です。素材を加工しすぎることなく、
なるべくそのままの状態で組み合わせ、工業的で無骨な出で立ちに仕上げました。

スチールラック

角タイプ
W900mm：¥18,130
W1200mm：¥20,170
W～890mm：¥20,170
W910～1190mm：¥22,200
SF-RK003-01-G056

経年変化で浮かび上がる錆がかっこいい。

職人の手仕事を感じる溶接痕や傷、鉄そのまま
の仕上がり。

合板の壁との相性も良いです。 元はサニタリーパーツとして生まれたラック。
つや消しクリア塗装：￥4,070

Option

W450×D140×H70
￥3,900
SF-RK010-01-G244
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スチール
ボルト締めタイプ
¥16,810
PS-HB002-01-G056

W600
￥14,850
SF-RK009-01-G239

W750
￥15,300
SF-RK009-02-G239

W900
￥17,400
SF-RK009-03-G239

W1200
￥18,900
SF-RK009-04-G239

W1500
￥19,800
SF-RK009-05-G239

W1800
￥23,500
SF-RK009-06-G239

W287×D30×H116mm　素材：スチール（上面のみラバー貼付）　付属：ビス

共通情報
W600/750/900/1200/1500/1800×D300×H240mm　素材：ステンレス（パイプ）アルミダイカスト鋳造（ブラケット）　付属：六角レンチ

共通情報

自転車フック スチール ボルト締めタイプ／PS-HB002-01-G056ハンガーラック W900／SF-RK009-03-G239

鉄のフラットバーで作られたフックです。
職人さんにより手作りされており、
黒皮の表情が自転車を引き立てます。
使わない時は折りたたむことができます。

自転車フック
ラックとしてものを置いたり、
ハンガーバーとして掛けたり吊るしたり。
さまざまな場所に設置できる
ステンレスパイプのハンガーラックです。

ハンガーラック

アルミフック TYPE 1
¥1,430
PS-HB003-01-G141

アルミフック TYPE 2
¥1,320
PS-HB003-02-G141

ラウンドフック
¥3,080
PS-HB003-03-G141

アルミフック　TYPE 1：W32×D80×H100mm　TYPE 2：W20×D77×H100mm　素材：アルミニウム　仕上：アルマイト　付属：ビス
ラウンドフック　φ100mm×D60　素材：アルミニウム、スチール、桜の木　仕上：素地研磨、ワックス塗装（アルミ部分）無塗装（木部）

共通情報

インダストリアルフック TYPE 2／PS-HB003-02-G141

金属製の壁付けフックです。
少し大ぶりなサイズ感と
インダストリアルな素材感で
存在感があります。

インダストリアルフック

家の中に自転車のスペースを。 階段室や玄関にディスプレイ。

アルミ W495
¥17,600
SF-RK002-03-G141

アルミ W695
¥22,000
SF-RK002-04-G141

スチール
W600：¥41,800
W900：¥49,500
SF-RK002-01-G026

アルミ：W495/695×D210×H72.5mm　 スチール：W600/900×D310×H160mm
素材：アルミ/スチール（アーム）ステンレス（金網）　仕上：粉体塗装（スチールタイプのアーム）　付属：ビス　

共通情報

ステンレスの菱形金網を採用したワイヤーラックです。
昔の電車の吊り棚のようなデザイン。
アルミは便利なフック付き。
スチールはよりエッジィな佇まいです。

ワイヤーラック

ワイヤーラック アルミ W495／SF-RK002-03-G141
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φ6 鉄 W100
¥1,600
PS-HD006-04-G141

φ9 鉄 W150
¥2,900
PS-HD006-07-G141

φ6 ステンレス W100
¥1,600
PS-HD006-05-G141

φ9 ステンレス W150
¥2,900
PS-HD006-09-G141

φ9 ステンレス サイズオーダー
¥5,900
PS-HD006-10-G017

φ6 真鍮 W100
¥1,600
PS-HD006-06-G141

φ9 真鍮 W150
¥3,000
PS-HD006-11-G141

φ9 真鍮 サイズオーダー
¥6,010
PS-HD006-12-G017

φ9 鉄 サイズオーダー
¥5,600
PS-HD006-08-G017

100サイズ：W106×D27×φ6mm（外寸）　150サイズ：W159×D40×φ9mm（外寸）
サイズオーダー：Wオーダー（10mm単位）W169～909×D40×φ9mm（外寸）（ビス穴の中心からビス穴の中心のサイズをオーダー）
仕上：無塗装（鉄のみクリアシリコン）　付属：ネジ、ワッシャー

共通情報

把手の金物 φ6 鉄 W100／PS-HD006-04-G141

余計なものを全て削ぎ落とした、シンプルな金属製取っ手。6φと9φの2種類の太さがあり、
9φは長さのオーダーが可能。引き出しや建具を引き立てます。

把手の金物

角棒 J型フック
シングル：¥611
PS-HB009-04A-G141

ダブル：¥916 
PS-HB009-04B-G141

丸棒 L型フック
D25：¥509
PS-HB009-03A-G141

D50：¥713
PS-HB009-03B-G141

D90：¥916
PS-HB009-03C-G141

丸棒 O型フック
¥713
PS-HB009-02-G141

平板 J型フック
シングル：¥611
PS-HB009-05A-G141

ダブル：¥916
PS-HB009-05B-G141

丸棒 J型フック
上面用：¥611
PS-HB009-01B-G141

壁面用：¥611
PS-HB009-01A-G141

平板 J型フック：W9×D35×H70/120mm　角棒 J型フック：W6×D45×H60/120mm
丸棒 L型フック：φ20×D25/50/90×H30/23mm
丸棒 J型フック：φ20×D40/41×H61/50mm　丸棒 O型フック：φ20×D35×H48mm
素材：鉄　仕上：吹き付け塗装、艶消しコーティング　付属：ビス

共通情報

インドネシアの鉄工場で
ひとつひとつ手作りしているアイアンのフックです。
ハンドメイド品ならではの素朴さが魅力。

アイアンフック

つまみ六角柱
¥2,728
PS-HD001-02-G043

フック
¥5,500
PS-HD001-03-G043

φ20つまみ網目
ローレット
¥2,728
PS-HD001-12-G043

つまみすな目
ねじれ六角錐
¥3,960
PS-HD001-14-G043

φ15つまみ網目
ローレット
¥2,728
PS-HD001-11-G043

つまみすな目
ねじれ五角錐
¥3,960
PS-HD001-13-G043

つまみ円柱
¥2,145
PS-HD001-01-G043

つまみ六角柱：W15×D23×H17.3mm　つまみ円柱：φ15×D23mm
φ15 つまみ網目ローレット：φ15×D23mm　φ20 つまみ網目ローレット：φ20×D13mm
つまみすな目ねじれ五角錐：W14×D22×H15mm
つまみすな目ねじれ六角錐：W13×D22×H15mm　フック：W20×D24×H40mm
とって浮六角：W55×D19×H13.9mm　とって角棒コの字：W98×D28×H8mm
とって六角棒コの字：W98×D28×H9.2mm　とって幅広コの字：W98×D19×H20mm
素材：真鍮　仕上：クリアワックス　付属：ネジ /ビス

真鍮金物 とって浮六角／PS-HD001-05-G043

作家さんが手作業でひとつひとつ仕上げた、
真鍮製の取っ手やフックです。
使うほどに古色を帯びて深みが増していきます。

真鍮金物
とって浮六角
¥5,500
PS-HD001-05-G043

とって六角棒コの字
¥5,830
PS-HD001-07-G043

とって角棒コの字
¥5,830
PS-HD001-06-G043

とって幅広コの字
¥5,830
PS-HD001-08-G043
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ダークグレー
￥2,700
PS-HD016-02-G141

ホワイト
￥2,700
PS-HD016-01-G141

φ32×D30mm　素材：陶器、釉薬　対応扉厚：18～43mm（標準30mm）
用途：開き戸、引き戸用　付属：ネジ

共通情報

陶器のつまみ ダークグレー／PS-HD016-02-G141

素焼きのマットな質感と
表情豊かな釉薬を組み合わせた陶器製のつまみ。
器のように触れて眺めて楽しめる、
鑑賞性も兼ね備えた実用品です。

陶器のつまみ

特大サイズ
￥2,420
PS-HD002-06-G141

大サイズ（A ネジ穴中央）
￥1,650
PS-HD002-01-G141

大サイズ（B ネジ穴片側寄せ）
￥1,650
PS-HD002-02-G141

小サイズ（2個1セット）
￥2,420/セット
PS-HD002-03-G141

ミニサイズ 四角タイプ
￥1,210
PS-HD002-04-G141

ミニサイズ 丸タイプ
￥1,210
PS-HD002-05-G141

大サイズ：W80×D20×H30mm（A：開き戸、引き戸用 /B ：折れ戸用）　小サイズ：W40×D20×H30mm（両開き、折れ戸の補助用）
ミニサイズ：W20×D20×H20mm/φ20×D20mm（家具、両開き、折れ戸の補助用）　特大サイズ：W150×D20×H30mm（開き戸、引き戸用）
素材：タモ　仕上：蜜蠟ワックス塗装　付属：ネジ

共通情報

木のつまみ ミニサイズ 丸タイプ／PS-HD002-05-G141

余計な装飾が削ぎ落とされたデザインが
特徴の木製のつまみです。
何年も使い続けるうちに、
風合いが出て手に馴染んでいきます。

木のつまみ

台座付き平板
70mm：¥816
110mm：¥1,018
150mm：¥1,223
200mm：¥1,527
250mm：¥1,834
PS-HD012-01-G092

台座付き丸棒
70mm：¥816
110mm：¥1,018
150mm：¥1,223
200mm：¥1,527
250mm：¥1,834
PS-HD012-04-G092

台座付き角棒
100mm：¥816
140mm：¥1,018
180mm：¥1,223
230mm：¥1,527
280mm：¥1,834
PS-HD012-03-G092

平板
70mm：¥713
110mm：¥916
150mm：¥1,120
200mm：¥1,425
250mm：¥1,732
PS-HD012-02-G092

丸棒 T型
50mm：¥611
70mm：¥713
90mm：¥816
PS-HD012-05-G092

台座付き平板：W100/140/180/230/280(±5)×W20×D25mm（外寸）　台座付き丸棒：W100/140/180/230/280(±5)×W20×D30mm（外寸）
台座付き角棒W100/140/180/230/280(±5)×W20×D30mm（外寸） 　平板：W100/140/180/230/280(±5)×W9×D25mm（外寸）　丸棒 T型：W50/70/90(±5)×W20×D28mm（外寸）
素材：鉄　仕上：吹き付け塗装、艶消しコーティング　付属：ビス

共通情報

アイアン把手 台座付き平板／PS-HD012-01-G092

ひとつひとつ手作業で作られているアイアンの取っ手。手作業ならではのラフさが魅力。
豊富なバリエーションで、家具や収納扉、建具など、さまざまな場面に使えます。

アイアン把手

手作りならではの質感。 つまみやすいサイズ感。

存在感があるので、引き
出しの面材を気張らなく
ても、全体の意匠性を
グッと高めてくれます。
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木の手摺 ウォルナット＋ブラケット（ウォルナット） 鉄の手摺 黒皮 L2010～3000／ET-SH003-11-G250

手摺：Lオーダー（mm単位）L400～2100/～2400×D30×H40mm　ブラケット：W50×D55×H40mm　仕上：クリアオイル塗装、面取り加工　付属：ビス（ブラケットに付属します）

共通情報

ウォルナット
L400～1200mm：¥6,900
L1201～1800mm：¥8,900
L1801～2100mm：¥11,000
ET-SH002-01-G067

メープル
L400～1200mm：¥6,900
L1201～1800mm：¥8,900
L1801～2400mm：¥11,000
ET-SH002-02-G067

チーク
L400～1200mm：¥6,900
L1201～1800mm：¥8,900 
L1801～2400mm：¥11,000 
ET-SH002-05-G067

オーク
L400～1200mm：¥6,900
L1201～1800mm：¥8,900 
L1801～2400mm：¥11,000
ET-SH002-07-G067

ブラケット（ウォルナット）
¥2,550/個
ET-SH002-03-G067

ブラケット（メープル）
¥2,550/個
ET-SH002-04-G067

ブラケット（チーク）
¥2,550/個
ET-SH002-06-G067

ブラケット（オーク）
¥2,550/個
ET-SH002-08-G067

木の質感をそのまま活かした手摺です。樹種は4種類、
同材のブラケットもご用意しました。長さはオーダーが可能です。

1cm単位でオーダーできる、鉄の手摺です。ミニマルな見た目は、空間の引き締め役に。
仕上げは「黒皮」と「焼付塗装」から選べます。

木の手摺 鉄の手摺

Lオーダー（10mm単位）
L500～3800×D73×H64.5mm（バー）
φ50mm（ブラケット座）
素材：鉄
仕上：ワックス/焼付塗装
付属：ビス

共通情報

女性でも握りやすい、約38mmのバー。 厚みは約9mm。
鉄製なのにとても軽やか。

左から黒皮、黒塗装、白塗装。

黒皮
L500～1000
¥25,000～
ET-SH003-09-G250

黒皮
L1010～2000
￥33,000～
ET-SH003-10-G250

黒皮
L2010～3000
￥47,000～
ET-SH003-11-G250

黒皮
L3010～3800
￥61,000～
ET-SH003-12-G250

白塗装
L500～1000
￥34,000～
ET-SH003-05-G250

白塗装
L1010～2000
￥43,000～
ET-SH003-06-G250

白塗装
L2010～3000
￥63,000～
ET-SH003-07-G250

白塗装
L3010～3800
￥81,000～
ET-SH003-08-G250

黒塗装
L500～1000
￥34,000～
ET-SH003-01-G250

黒塗装
L1010～2000
￥43,000～
ET-SH003-02-G250

黒塗装
L2010～3000
￥63,000～
ET-SH003-03-G250

黒塗装
L3010～3800
￥81,000～
ET-SH003-04-G250
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一文字タイプ　¥4,900～
PS-HB008-01-G192
W100～1900mm

コの字型 -棚下吊タイプ　¥9,480～
PS-HB008-06-G192
W100～1900×H100mm

E型 -天井吊タイプ　¥17,880～
PS-HB008-09-G192
W1000～3800×H101～1000mm

F型 -棚下吊タイプ　¥11,570～
PS-HB008-12-G192
W1000～3800×H100mm

F型 -天井吊タイプ　¥14,250～
PS-HB008-13-G192
W1000～3800×H101～1000mm

L型-棚下吊タイプ　¥7,190～
PS-HB008-10-G192
W100～1900×H100mm

コの字型 -天井吊タイプ　¥12,160～
PS-HB008-07-G192
W100～1900×H101～1000mm

T型 -床固定タイプ　¥10,540～
PS-HB008-04-G192
W1000～3800×H101～1900mm

水平T型 -壁固定タイプ　¥9,800～
PS-HB008-05-G192
W100～1900×D100～1900mm

T型 -棚下吊タイプ　¥9,280～
PS-HB008-02-G192
W1000～3800×H100mm

T型 -天井吊タイプ　¥10,620～
PS-HB008-03-G192
W1000～3800×H101～1000mm

E型 -棚下吊タイプ　¥13,860～
PS-HB008-08-G192
W1000～3800×H100mm

L型 -天井吊タイプ　¥8,530～
PS-HB008-11-G192
W100～1900×H101～1000mm

WHDオーダー（mm単位）　φ22mm（パイプ）φ76mm（フランジ）
素材：鉄（パイプ）鋳物（エルボ、フランジ）　仕上：溶剤焼付塗装、粉体焼付塗装　付属：L型六角レンチ、ビス
▶ 価格表はP206をご覧ください
▶ 図面はWEBサイトをご覧ください

※全てのタイプにホワイトもあります

共通情報

アイアンハンガーパイプ L型-天井吊タイプ／PS-HB008-11-G192

「見せる収納」が絵になる、アイアンのハンガーパイプ。
衣類はもちろん、グリーンを吊るすのにもおすすめです。13種類の形状でサイズオーダーが可能。

アイアンハンガーパイプ

左上／クローゼットの中にもこ
だわりを。　右上／グリーンを
吊るしてインテリア性をUP。
左下／家事室に付ければ、花粉
症対策にも。　右下／洗濯機
の上の一時干しに。

無骨なブラックは空間のアクセントに。 パイプとフランジやエルボを組み立てて使用します。

パーツごとの販売もしています。
パイプ　¥960/本～
フランジ　¥1,340/個～
エルボ　¥1,330/個～
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軀体現しにした天井では、

照明器具の選定だけでなく、

露出配線もデザインの一部になるから気が抜けない。

天井のボードを解体してみたら、 
軀体の状態があまりよくなかったので 

モルタルでキレイに仕上げ直し。

鋼管ボックスに合う無骨なレセップで

無機質なギャラリーのような

雰囲気をつくりだした。 

LIGHTING &
SWITCHES

工業系レセップ ソケットフラット

140



無骨でインダストリアルな雰囲気を持つ、裸電球用のレセップです。
レトロで渋いねずみ色と、ブラックとホワイトの3色展開。リノベーション空間におすすめです。

工業系レセップ

ソケット01：H58×φ90mm　ソケット02：H90×φ90mm　素材：アルミダイキャスト、磁器
ブラック・ホワイト：H62×φ90mm　フラット：H45×φ90mm　素材：鋼板、磁器
仕上：メラミン焼付塗装　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）（フラットはそれぞれ200Wまで対応）
口金：E26　取付：直付（天井・壁）

共通情報

工業系レセップ ソケット01／LT-BR001-01-G141

E17 山型
¥1,870
LT-BR013-01-G141

手にすっぽり収まるミニサイズ。

空きスペースのないキッチンにもコンパクトに。天井と壁に複数使いでも絵になります。

ソケット01
¥2,400
LT-BR001-01-G141

ソケットブラック
¥2,500
LT-BR001-13-G141

ソケット02
¥2,900
LT-BR001-02-G141

ソケットホワイト
¥2,500
LT-BR001-14-G141

ソケットフラット
¥2,500
LT-BR001-15-G141

コンパクトなサイズ感です。

Mサイズ E26
ホワイト
¥2,650
LT-BR015-01-G141

Lサイズ E26
ホワイト
¥3,150
LT-BR015-04-G141

Mサイズ E26
グレー
¥2,650
LT-BR015-02-G141

Lサイズ E26
グレー
¥3,150
LT-BR015-05-G141

Mサイズ E26
ブラック
¥2,650
LT-BR015-03-G141

Lサイズ E26
ブラック
¥3,150
LT-BR015-06-G141

あかりを邪魔せず、空間デザインの邪魔もしない。
「控えめ」デザインで使い勝手のいい直付け照明です。

モデストレセップ

E17規格の電球に対応する、
コンパクトで味わいのある磁器レセップです。
キッチンや洗面所、廊下やクローゼットなど、
小さな灯りがほしい場面で活躍します。

ミニ磁器レセップ

H55/70×φ55/70mm　素材：磁器
仕上：素地（ホワイト）焼付塗装（グレー、ブラック）
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～100W）
電球形蛍光灯（～100W型）
LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：直付（天井・壁）

共通情報

モデストレセップ Mサイズ E26ブラック／LT-BR015-03-G141

H40×φ70mm　素材：磁器　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
口金：E17　取付：直付（天井・壁）

共通情報

ミニ磁器レセップ E17 山型／LT-BR013-01-G141
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ラージブラック
¥12,500
LT-BR004-03-G141

スモールブラック
¥8,960
LT-BR004-02-G141

スモールホワイト
¥8,960
LT-BR004-01-G141

レトロブラケットライト 水平アーム ブラック×ブラック／LT-BR003-04-G141

小粋な佇まいで壁面を飾る、レトロな趣のブラケットライト。屋外にも屋内にも使用可能で、
外玄関のほか、廊下、階段、洗面室、トイレなどの小空間での使用もおすすめです。

レトロブラケットライト

斜め：D380×H210mm（外寸）φ230mm（シェード）φ90mm（座径）　水平：D320×H175mm（外寸）φ230mm（シェード）φ90mm（座径）
素材：鋼鈑 /ガラス（シェード）アルミダイキャスト（ベース）鋼管（パイプ）　用途：屋内用、屋外用（防雨型）
適合電球：水銀灯（～100W型）白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）　口金：E26　取付：直付（壁）　付属：ビス

共通情報

斜めアーム
乳白×ブラック
¥9,600
LT-BR003-03-G141

斜めアーム
クリア×ブラック
¥9,600
LT-BR003-07-G141

斜めアーム
ブラック×ブラック
¥8,600
LT-BR003-01-G141

斜めアーム
乳白×ホワイト
¥9,600
LT-BR003-08-G141

斜めアーム
クリア×ホワイト
¥9,600
LT-BR003-09-G141

水平アーム
ブラック×ブラック
¥8,600
LT-BR003-04-G141

水平アーム
乳白×ブラック
¥9,600
LT-BR003-06-G141

水平アーム
乳白×ホワイト
¥9,600
LT-BR003-11-G141

水平アーム
クリア×ホワイト
¥9,600
LT-BR003-12-G141

水平アーム
クリア×ブラック
¥9,600
LT-BR003-10-G141

円状に細かく刻まれたラインが特徴。

Aシェードφ195
¥7,800
LT-BR014-01-G141

Cシェードφ185
¥9,000
LT-BR014-02-G141

細いブラックのアームが下向きに壁を照らす、
シンプルなブラケット照明。
壁面に陰影をつくり、空間に奥行きを生み出します。
シェードはへら絞りでつくられたアルミ製です。

アルミニウムブラケットライト

壁際を印象的に照らし看板まわりを演出する、
シンプルなブラケットライト。
インパクトのあるラージサイズと、
水回りや玄関にもおすすめのスモールサイズを展開。

看板灯

Aシェード：D275×H195mm（外寸）φ195mm（シェード）φ115mm（座径）
Cシェード：D265×H235mm（外寸）φ185mm（シェード）φ115mm（座径）
素材：アルミ（シェード）スチール（アーム）
仕上：素地（シェード）塗装（アーム）　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：直付（壁）　付属：ビス

共通情報

アルミニウムブラケットライト Aシェードφ195／LT-BR014-01-G141

スモール：D215×H190mm（外寸）φ165mm（シェード）φ90mm（座径）
ラージ：D400×H310mm（外寸）φ210mm（シェード）φ90mm（座径）
素材：アルミ（シェード）アルミダイキャスト（ベース）真鍮（スモールのパイプ）
鋼管（ラージのパイプ）　用途：屋内用、屋外用（防雨型）　適合電球：水銀灯（～100W型）
白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：直付（壁）　付属：ビス

共通情報

看板灯 スモールブラック／LT-BR012-02-G141
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Aシェード
ブラック
¥2,900
LT-BR007-11-G141

Cシェード
ブラック
¥2,900
LT-BR007-13-G141

Fシェード
ホワイト
¥2,900
LT-BR007-08-G141

Aシェード
ホワイト
¥2,900
LT-BR007-10-G141

Cシェード
ホワイト
¥2,900
LT-BR007-12-G141

Cシェード
シルバー
¥3,900
LT-BR007-15-G141

Fシェード
ブラック
¥2,900
LT-BR007-09-G141

Fシェード
シルバー
¥3,900
LT-BR007-14-G141

可変型アーム
¥4,900
LT-BR007-03-G141

側壁型アーム
¥4,300
LT-BR007-04-G141

二又型アーム
¥9,400
LT-BR007-16-G141

A型アーム
¥4,300
LT-BR007-02-G141

B型アーム
¥4,300
LT-BR007-05-G141

C型アーム
¥4,300
LT-BR007-06-G141

L型アーム
¥4,300
LT-BR007-01-G141

シェード
Aシェード：H45×φ280mm
Cシェード：H80×φ305mm
Fシェード：H130×φ305mm
φ46mm（シェード取付穴径）
素材：鋼板

共通情報

アーム
A型：D300×H130mm（外寸）　B型：D330×H130mm（外寸）φ90mm（座径）
C型：D390×H215mm（外寸）　L型：D320×H200mm（外寸）φ90mm（座径）
可変型：D300×H200mm（直角に曲げた時）（外寸）φ90mm（座径）　側壁型：D133×H127mm（外寸）φ100mm（座径）
二又型：W585×D295mm（可動部を伸ばした時）φ90mm（座径）　素材：アルミ（ベース）、鋳鉄（パイプ）
用途：屋内用、屋外用（シェードを合わせた場合のみ屋外使用可）
適合電球：水銀灯（～100W型）白熱灯（～200W）電球形蛍光灯（～200W型）LED電球（～200W相当）
口金：E26　取付：直付（壁）

共通情報

アームとシェードを自分の好みで組み合わせることができる、リノベーション空間にぴったりな照明器具です。
アームもシェードも全て金属製で、重厚感が感じられます。

工業系照明

リノベーション空間にぴったり。

Photo：来田猛（写真提供：straight design lab）

可変型アームとFシェードホワイトの組み合わせ。

シェードの組み立ては、穴にはめてキャップを留めるだけ。
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クリア×
ブラック
¥4,900
LT-BR010-01-G141

クリア×
ホワイト
¥4,900
LT-BR010-03-G141

クリア×
シルバー
¥4,900
LT-BR010-05-G141

ラージクリア
¥6,200
LT-BR001-05-G141

フロスト×
ブラック
¥4,900
LT-BR010-02-G141

フロスト×
ホワイト
¥4,900
LT-BR010-04-G141

フロスト×
シルバー
¥4,900
LT-BR010-06-G141

カプセルのような細長い球状の
ガラスグローブをまとった、
シンプルな形状の直付け照明。
屋外や水回りでも使えます。

カプセルライト

ラージ以外：H166×φ93mm　ラージ：H185×φ140mm（外寸）φ110mm（座径）　素材：アルミダイキャスト、ガラス
仕上：塗装　用途：屋内用、屋外用（防湿防雨型）　適合電球：白熱灯（～40W）電球形蛍光灯（～40W型）LED電球（～40W相当）
※密閉型器具対応の電球に限る（ラージはそれぞれ100Wまで対応）　口金：E26　取付：直付（天井・壁）

共通情報

クリア×ブラック
¥7,800
LT-BR011-01-G141

ボール（小）
¥5,060
LT-BR005-01-G141

円筒（角）
¥4,840
LT-BR005-04-G141

ボール（中）
¥6,160
LT-BR005-02-G141

円筒（丸）
¥5,060
LT-BR005-05-G141

楕円
¥6,270
LT-BR005-06-G141

ボール（大）
¥6,380
LT-BR005-03-G141

クリア×ブラック
¥5,900
LT-BR012-01-G141

クリア×ホワイト
¥7,800
LT-BR011-03-G141

クリア×ホワイト
¥5,900
LT-BR012-03-G141

乳白×ブラック
¥7,800
LT-BR011-02-G141

乳白×ブラック
¥5,900
LT-BR012-02-G141

乳白×ホワイト
¥7,800
LT-BR011-04-G141

乳白×ホワイト
¥5,900
LT-BR012-04-G141

パリのカフェで使われていそうな、
ガラスボールが壁から垂れさがった
珍しい形状の直付け照明です。
外部使用が可能です。

ボールアームライト
飽きのこないシンプルな形状の直付照明。
玄関やトイレなどの小空間におすすめ。
洗面室や浴室など水回りにも使えます。

ミルクガラス照明

球状のガラスグローブが付いた
シンプルな直付け照明。
防湿防雨型なので
屋外や水回りでも使用可能です。

ボールライト

W175×D280×H260mm（外寸）φ90mm（座径）
素材：アルミダイキャスト（本体）鋳鉄（アーム）ガラス（グローブ）
仕上：塗装　用途：屋内用、屋外用（防湿防雨型）
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）
LED電球（～60W相当）※ 密閉型器具対応の電球に限る
口金：E26　取付：直付（壁）

共通情報 ボール小：H148×φ127mm　ボール中：H206×φ178mm
ボール大：H234×φ203mm　円筒：H197×φ107mm　楕円：H187×φ228mm
（どのサイズも座径φ105mm）
素材：ガラス、アルミ　仕上：粉体塗装　用途：屋内用、屋外用（防雨型）
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
※密閉型器具対応の電球に限る
口金：E26　取付： 直付（天井・壁）　付属：ゴムパッキン、白熱電球（60W）、ビス

共通情報

ボールアームライト クリア×ブラック／LT-BR011-01-G141

H220×φ175mm（外寸）φ93mm（座径）　素材：アルミダイキャスト、ガラス
仕上：塗装　用途：屋内用、屋外用（防湿防雨型）
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）
LED電球（～60W相当）※密閉型器具対応の電球に限る
口金：E26　取付：直付（天井・壁）

共通情報

ボールライト 乳白×ブラック／LT-BR012-02-G141

アーム部分は少しざらっとした見た目。 洗面室のアクセント
としても使えます。

付属のゴムパッキンを使えば、水回りで
も設置可能です。

小空間のさりげない演出に。

乳白ガラスの方が柔らかい灯りに。
ラフな仕上げのリノベーション空間
にぴったり。
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クリア×ゴールド
¥11,000
LT-BR002-01-G141

フロスト×ブラック
¥11,000
LT-BR008-02-G141

クリア×シルバー
¥11,000
LT-BR002-02-G141

クリア×ホワイト
¥11,000
LT-BR008-03-G141

クリア×ブラック
¥11,000
LT-BR008-01-G141

クリア×
ゴールド（大）
¥12,210
LT-BR002-11-G085

クリア×
ブラック
¥11,800
LT-BR009-01-G141

クリア×
ゴールド（小）
¥11,770
LT-BR002-12-G085

フロスト×
ブラック
¥11,800
LT-BR009-02-G141

クリア×
シルバー（大）
¥23,760
LT-BR002-15-G085

クリア×
ホワイト
¥11,800
LT-BR009-03-G141

クリア×
シルバー（小）
¥23,320
LT-BR002-16-G085

フロスト×
ホワイト
¥11,800
LT-BR009-04-G141

フロスト×ホワイト
¥11,000
LT-BR008-04-G141

マリンデッキライト クリア×シルバー／LT-BR002-02-G141

実際の船舶で使われているデッキライト。あかりを灯すと、航路を示すコンパスを思わせる
十字の影が浮かび上がります。外部でも使用可能。

マリンデッキライト

ゴールド・シルバー：H180×φ113mm　ブラック・ホワイト：H186×φ114mm　素材：真鍮、ガラス
仕上：無塗装（ゴールド）/クロームメッキ（シルバー）/塗装（ブラック、ホワイト）　用途：屋内用、屋外用（防湿防雨型）
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）※ 密閉型器具対応の電球に限る　口金：E26　取付：直付（天井・壁）

共通情報

実際の船舶で使われているブラケットライト。海上の過酷な環境で使われることを想定した造りで、
高い防水性と耐久性を備えています。外壁や玄関で使用が可能です。

マリンブラケットライト

マリンブラケットライト フロスト×ブラック／LT-BR009-02-G141

ゴールド：W114×D145×H183/210mm（外寸）W62×H82mm（座径）
シルバー：W114×D217×H183/210mm（外寸）W62×H82mm（座径）
ブラック・ホワイト：W116×D147×H250mm（外寸）φ90mm（座径）　素材：真鍮、ガラス
仕上：無塗装（ゴールド）/クロームメッキ（シルバー）/塗装（ブラック、ホワイト）
用途：屋内用、屋外用（防湿防雨型）　適合電球：白熱灯（～60W）
電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）（大サイズはそれぞれ100Wまで対応）
※密閉型器具対応の電球に限る　 口金：E26　取付：直付（壁）

共通情報

真鍮シェード：¥5,390（ゴールドにのみ対応）

Option

ゴールドにはオプションで真鍮シェードを付けられます。
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亜鉛
¥8,580
LT-PD006-01-G035

陶器
¥7,480
LT-PD004-01-G035
（白マット・白ツヤ
灰ツヤ・黒マット・黒ツヤ）

素焼
¥8,580
LT-PD004-04-G035

ガラス
¥13,200
LT-PD004-05-G035

クルミ
¥11,880
LT-PD004-08-G035

ヒノキ
¥10,780
LT-PD004-07-G035

真鍮緑青
¥11,880
LT-PD006-06-G035

鉄
¥7,480
LT-PD006-03-G035

鉄サビ
¥8,580
LT-PD006-04-G035

真鍮
¥10,780
LT-PD006-05-G035

青銅緑青
¥11,880
LT-PD006-08-G035

アルミ
¥10,780
LT-PD006-02-G035

青銅
¥10,780
LT-PD006-07-G035

素材そのままの表情を楽しめるソケット型ペンダントライト。素材は14種類を展開、コードの長さはオーダーが可能です。
1点1点手作業で作られており、シンプルな形状の中に味わいが潜んでいます。

ソケットランプ／ソケットランプMETAL

ソケットランプMETAL 鉄／LT-PD006-03-G035

ソケットランプ サクラ／LT-PD004-02-G035

H75×φ55mm　コード長：1000mm（標準）　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：白熱電球（38W）

共通情報

コード加工：短縮 ¥550/台　延長 ¥550/台＋¥110/10cm
引掛けシーリング増改アダプタ3口：¥660

Option

サクラ
¥10,780
LT-PD004-02-G035
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クリア×ブラック
¥8,600
LT-PD002-01-G141

乳白×ブラック
¥8,600
LT-PD002-02-G141

クリア×ホワイト
¥8,600
LT-PD002-03-G141

乳白×ホワイト
¥8,600
LT-PD002-04-G141

ガラスボール照明 乳白×ブラック／LT-PD002-02-G141

シンプルな形ながらさりげなく空間のアクセントになる、
ガラスボールのペンダント照明です。本体カラーとガラスタイプを選ぶことができます。

ガラスボール照明

H246×φ175mm　コード長：1500mm　素材：アルミダイキャスト、ガラス
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）※ 密閉型器具対応の電球に限る
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：コード吊具（コードと同色）シーリングカバー

共通情報

リノベーション空間にもハマります。

クリアの場合は電球にもこだわると面白い。

濃紺×
蛍光イエロー
¥12,650
LT-PD008-01-G101

シルバー×
ブラック
¥6,380
LT-PD012-01-G141

ゴールド×
ブラウン
¥6,380
LT-PD012-02-G141

ブラック×
レッド
¥6,380
LT-PD012-03-G141

グレー×
蛍光オレンジ
¥12,650
LT-PD008-02-G101

グレー×
蛍光イエロー
¥12,650
LT-PD008-04-G101

深緑×
蛍光ピンク
¥12,650
LT-PD008-03-G101

ひとつひとつ、丁寧
に編まれています。

開いて使うことも
できます。

コードを手編みのニットで包み込んだ裸電球照明。
コードを結ぶことで自分なりのアレンジが楽しめます。

手編みロープ照明

工事現場で使われている電球ガードを使用した、
室内用のペンダント照明。
インダストリアルな空間に良く似合います。

ガード照明

H60×φ38mm　コード長：約1200mm
素材：陶器（ソケット）アクリル100%（太組紐）
ポリエステル100%（細組紐）
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）
電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング

共通情報

W130×D130×H190mm　コード長：約950mm
素材：スチール　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング
付属：白熱電球（60W）

共通情報
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E17 お皿型 真鍮素地
¥13,750
LT-PD010-01-G148

E17 お皿型 黒染め
¥14,850
LT-PD010-02-G148

E17 お皿型 緑青
¥16,500
LT-PD010-03-G148

E17 お皿型 アルミ
￥12,100
LT-PD010-10-G148

E17 お椀型 真鍮素地
¥27,500
LT-PD010-04-G148

E17 お椀型 黒染め
¥28,600
LT-PD010-05-G148

E17 お椀型 緑青
¥29,700
LT-PD010-06-G148

ゴールド
¥14,960
LT-PD009-01-G085

シルバー
¥14,960
LT-PD009-02-G085

E26 お皿型 真鍮素地
¥29,700
LT-PD010-07-G148

E26 お皿型 黒染め
¥29,700
LT-PD010-08-G148

E26 お皿型 緑青
¥34,980
LT-PD010-09-G148

E26 お皿型 アルミ
￥26,400
LT-PD010-11-G148

E17 ねじりコード
（ブラウン）

¥4,600
LT-PD011-01-G141

E26 ねじりコード
（ブラウン）

¥5,800
LT-PD011-05-G141

E26 スイッチ付き
¥7,800
LT-PD011-03-G141

E17 ねじりコード
（ブラック）

¥4,600
LT-PD011-02-G141

E26 ねじりコード
（ブラック）

¥5,800
LT-PD011-06-G141

シェードのないシンプルなペンダントライト。
真鍮製のソケットは、経年変化で古美色へと変化します。
目立ちすぎない小ぶりなサイズで、さりげなく空間を飾ります。

真鍮ソケットコード

E17 ねじりコード：H60×φ32mm　E26 ねじりコード：H65×φ46mm　コード長：約840mm
E26 スイッチ付き：H90×φ47mm　コード長：約970mm
素材：真鍮　用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
口金：E17/E26　取付：引掛シーリング

共通情報

ソケットに付いたスイッチでON/OFF。

丁寧な手仕事により、美しい鎚目模
様が広がります。

集魚灯用ソケットを使ったペンダントライトです。
真鍮製のシェードと木製パーツの組み合わせが、
落ち着いた雰囲気を醸し出します。

船舶シェードランプ

H150×φ260mm　コード長：約1100mm　素材：青銅鋳物（ソケット）真鍮（シェード）　仕上：クリア塗装/クロームメッキ
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）　口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：コードリール

共通情報

船舶シェードランプ シルバー／LT-PD009-02-G085

鍛金作家がひとつひとつ金槌で打ち出した、鎚目模様が美しいペンダントランプ。経年するほどに趣が増していきます。

鎚目模様のシェードランプ

E17 お皿型：H60×φ200×T0.8mm（真鍮、黒染め）/1mm（緑青、アルミ）　E17 お椀型：H120×φ155×T0.8mm　E26 お皿型：H95×φ355(±5)×T0.8mm（真鍮、黒染め、緑青）
/T1mm（アルミ）　コード長：約840mm　素材：真鍮（お皿型の緑青、黒染めタイプのシェードは銅）/アルミ　仕上：無塗装/緑青加工/黒染め
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）　口金：E17/E26　取付：引掛シーリング

共通情報
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乳白
¥11,000
LT-PD017-01-G141

クリア
¥11,000
LT-PD017-02-G141

硝子シェードに金物と木のパーツを合わせたペンダントライト。
手吹き硝子の表情と渋めの装飾が空間を飾ります。

硝子の吊照明

H185×φ235mm　コード長：640mm　素材：ガラス、スチール
仕上：真鍮ブロンズ鍍金　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：シーリングカバー、コードリール（取外し不可）

共通情報

硝子の吊照明 クリア／LT-PD017-02-G141

ブラック×ブラック
¥6,400
LT-PD014-01-G141

乳白×ブラック
¥7,400
LT-PD014-03-G141

クリア×ホワイト
¥7,400
LT-PD014-04-G141

クリア×ブラック
¥7,400
LT-PD014-02-G141

ホワイト×ホワイト
¥6,400
LT-PD014-06-G141

乳白×ホワイト
¥7,400
LT-PD014-05-G141

小ぶりなシェードのペンダントライト。
普遍的で飽きのこないデザインが魅力です。
複数灯使いもおすすめです。

レトロペンダントライト 

H119×φ230mm　コード長：1500mm
素材：鋼板 /ガラス（シェード）アルミダイキャスト（ソケット）
仕上：メラミン焼付塗装　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：コード吊具（コードと同色）シーリングカバー

共通情報

レトロペンダントライト クリア×ブラック／LT-PD014-02-G141

付属の木製コードリールで吊り下げる高さを調整できます。

Aシェードφ195
¥6,100
LT-PD016-01-G141

Cシェードφ185
¥6,500
LT-PD016-03-G141

Bシェードφ340
¥8,200
LT-PD016-02-G141

Fシェードφ320
¥9,200
LT-PD016-04-G141

素のままのアルミを生かした姿形のペンダントライト。
へら絞り加工による光沢が渋い、
ニュートラルな存在感の照明です。

アルミニウムライト

Aシェード：H80×φ195mm　Bシェード：H110×φ340mm
Cシェード：H115×φ185mm　Fシェード：H180×φ320mm
コード長：700mm　素材：アルミ（シェード）スチール（ソケット）　仕上：素地（シェード）塗装（ソケット）
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：シーリングカバー、コードリール（取外し不可）

共通情報

コードの高さ調整ができるアルミ製
のコードリールが付いています。

形状がシンプルなので複数灯使いで
も映えます。

ラージホワイト
¥7,400
LT-PD003-01-G141

ラージブラック
¥7,400
LT-PD003-02-G141

スモールホワイト
¥6,200
LT-PD003-03-G141

スモールブラック
¥6,200
LT-PD003-04-G141

ひとつ天井から吊るすだけで空間のアクセントになる、
でも主張し過ぎない。
そんなアノニマスな存在感のシェードランプです。

ゼネラルシェードランプ

スモール：H200×φ305mm　ラージ：H250×φ405mm　コード長：1500mm
素材：鋼板（シェード）アルミダイキャスト（ベース）
仕上：メラミン焼付塗装　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：コード吊り具（コードと同色）シーリングカバー

共通情報

ゼネラルシェードランプ ラージブラック／LT-PD003-02-G141
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単色
ランプカバー付き
サックスグレー
¥28,600
LT-PD013-03-G141

単色
ランプカバー付き
ブラック
¥28,600
LT-PD013-01-G141

シルバー
バルブ型
ブラック
¥30,800
LT-PD013-02-G141

シルバー
バルブ型
サックスグレー
¥30,800
LT-PD013-04-G141

海外の古い工場で使われていたような照明を
雰囲気はそのままに、使いやすいスケール感と
重さで日本仕様にしました。

ファクトリーランプ

ランプカバー付き：H360×φ360mm
バルブ型：H400×φ360mm
コード長：750mm　素材：スチール　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：シーリングカバー、白熱電球（100W）

共通情報

ファクトリーランプ シルバー バルブ型 ブラック／LT-PD013-02-G141

ランプカバー付きを下から覗いた様子。 チェーンは2ヶ所にカラビナが付いています。

TYPE-A（シルバー）
¥14,300
LT-PD007-01-G141

TYPE-A（ブラック）
¥14,300
LT-PD007-05-G141

TYPE-B（シルバー）
¥14,300
LT-PD007-02-G141

TYPE-B（ブラック）
¥14,300
LT-PD007-06-G141

TYPE-BALL（アルミ）
¥16,500
LT-PD007-03-G141

TYPE-BALL（真鍮）
¥17,600
LT-PD007-04-G141

DRUM small
コード長500mm：¥8,800
コード長1000mm：¥9,200
LT-PD005-01-G092

CONE
コード長500mm：¥6,800
コード長1000mm：¥7,200
LT-PD005-03-G092

ENRO
コード長500mm：¥9,800
コード長1000mm：¥10,200
LT-PD005-05-G092

ARECIBO
コード長500mm：¥9,800
コード長1000mm：¥10,200
LT-PD005-04-G092

CORONA
コード長500mm：¥8,400
コード長1000mm：¥8,800
LT-PD005-06-G092

DRUM large
コード長500mm：¥9,800
コード長1000mm：¥10,200
LT-PD005-02-G092

ベース部分が金属製のシーリングライトです。
引掛シーリングに対応しているので電気工事不要で取り付けができます。

メタルシーリングライト

TYPE-A：H200×φ233mm（外寸）φ90mm（グローブ）
TYPE-B：H200×φ226mm（外寸）φ90mm（グローブ）
素材：スチール、ガラス　仕上：焼付塗装（ベース）砂消し加工（グローブ）
TYPE-BALL：H248×φ100mm（外寸） φ175mm（グローブ）
素材：アルミ/真鍮、ガラス　仕上：素地研磨
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～60W）電球形蛍光灯（～60W型）LED電球（～60W相当）
※ 密閉型器具対応の電球に限る（TYPE-A、Bのみ白熱灯は40Wまで対応）
口金：E26　取付：引掛シーリング　付属：角形引掛シーリング

共通情報

メタルシーリングライト TYPE-A（ブラック）／LT-PD007-05-G141

廃材シェードランプ DRUM small／LT-PD005-01-G092

※写真はシルバー

廃材となったドラム缶を再利用して作られたシェードランプ。
同じ物はふたつとない個性的な照明です。

廃材シェードランプ

DRUM small：H80×φ220mm
DRUM large：H90×φ360mm
CONE：H200×φ280mm
ARECIBO：H150×φ340mm
ENRO：H130×φ360mm
CORONA：H40×φ280mm
シェードカラー：ホワイト/ シルバー/メタルグレイ
（DRUMタイプにはメタルグレイはなし）
コード長：500/1000mm　素材：鉄　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）
LED電球（～100W相当）　口金：E26　取付：引掛シーリング

共通情報

ARECIBOはシェードの上が空いており、上にも
明かりが抜ける仕様になっています。

使われなくなったドラム缶を再利用しています。
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グリップ ブラック
¥9,900
LT-OT004-01-G141

グリップ シルバー
¥9,900
LT-OT004-05-G141

グリップ サックスグレー
¥9,900
LT-OT004-07-G141

ウォール ブラック
¥9,900
LT-OT004-02-G141

ウォール シルバー
¥9,900
LT-OT004-06-G141

ウォール サックスグレー
¥9,900
LT-OT004-08-G141

滑車タイプ
￥16,280
LT-OT002-01-G086

ロングアーム
¥9,070
LT-BR001-03-G141

実用主義なデザインと
レトロなねずみ色のボディが特徴の、
壁付けタイプのアームライト。
コンセント式で電気工事不要。

工業系タスクライト

ハンガーを吊るすように気軽に場所が移動できる、
新しい発想の照明器具です。
コード長が2.5mもあり、明かりの高さも調節できます。

ハンガーライト

H880mm（外寸）H180×φ130mm（シェード）　約480＋350×φ17.3mm（アーム）　素材：鋼管（本体）スチール（可動部）磁器（ソケット）
仕上：メラミン焼付塗装（本体）クロームメッキ（可動部）　用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～100W）電球形蛍光灯（～100W型）LED電球（～100W相当）
口金：E26　取付：コンセントプラグ　スイッチ：ロータリースイッチ（ON/OFF切り替え）

共通情報

工業系タスクライト ロングアーム／LT-BR001-03-G141

Photo：Arts & Crafts

W160×H270mm（外寸）φ49mm（滑車）　コード長：約2500mm　素材：オーク、スチール、真鍮　仕上：パウダーコーティング（オーク、スチール部分）
用途：屋内用　適合電球：白熱灯（～40W）電球形蛍光灯（～40W型）LED電球（～40W相当）　口金：E17　取付：コンセントプラグ式　付属：白熱電球（25W）

共通情報

ハンガーライト 滑車タイプ／LT-OT002-01-G086

インダストリアルアームライト ウォール サックスグレー／LT-OT004-08-G141

米軍ハウスにありそうな、メカニックなアームが特徴的なライト。デスクなどに挟めるグリップタイプと、
壁にビスで固定するウォールタイプがあります。電気工事の要らないコンセント式。

インダストリアルアームライト

グリップタイプは机や棚などの
板に挟んで使います。

ウォールタイプもコンセント式
です。

スイッチでON/OFF。コードは
全て黒。

グリップ：W150×H715mm（外寸）
φ150×H160mm（シェード）180+320mm（アーム）
ウォール：W150×H660mm（外寸）
φ150×H160mm（シェード）180+320mm（アーム）
コード長：約1800mm　素材：スチール　用途：屋内用
適合電球：白熱灯（～40W）電球形蛍光灯（～40W型）
LED電球（～40W相当）　口金：E17　取付：コンセントプラグ
付属：白熱電球（40W）　スイッチ：中間スイッチ

共通情報

シェード上部にスイッチがあります。
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筒型 LED
ダイクロハロゲン BK
¥8,600
LT-OT007-11-G141

筒型 LED
ミニクリプトン BK
¥6,000
LT-OT007-05-G141

丸型 LED
一体型 BK
¥6,600
LT-OT007-09-G141

ソケット型 LED
ミニクリプトン BK
¥5,600
LT-OT007-13-G141

ソケット型 LED
ミニクリプトン WH
¥5,600
LT-OT007-14-G141

筒型 LED
ダイクロハロゲン WH
¥8,600
LT-OT007-12-G141

ソケット型 LED
ダイクロハロゲン BK
¥7,800
LT-OT007-15-G141

ソケット型 LED
ダイクロハロゲン WH
¥7,800
LT-OT007-16-G141

筒型 LED
ミニクリプトン WH
¥6,000
LT-OT007-06-G141

丸型 LED
一体型 WH
¥6,600
LT-OT007-10-G141

筒型 ミニクリプトン：H218mm（全高）L150×φ80mm（ソケット）　ソケット型 ダイクロハロゲン：H150mm（全高）L65×φ36mm（ソケット）　
丸型 一体型： H140mm（全高）L92×φ75mm（ソケット）　筒型 ダイクロハロゲン：H185mm（全高）L128×φ65mm（ソケット）
ソケット型 ミニクリプトン：H165mm（全高）L70×φ42mm（ソケット）
素材：アルミダイキャスト（丸形のみ樹脂とアクリル）　用途：屋内用　口金：E17（ミニクリプトン）/E11（ダイクロハロゲン）　首振り：90°　回転：360°　付属：LED電球（電球色）
※丸型LED一体型は電球のお取り換えはできません

共通情報

E26 ソケット
H41×φ43mm
適合電球：白熱灯
（～60W）
電球形蛍光灯
（～60W型）
LED電球
（～60W相当）
口金：E26

共通情報
E17 ソケット
H36×φ34mm
適合電球：白熱灯
（～40W）
電球形蛍光灯
（～40W型）
LED電球
（～40W相当）
口金：E17

吊りフック
H42mm（全高）W19×H18mm（ボディ）
11mm（フック内寸）
フック耐荷重：5kgまで

引掛シーリング：W54×D25×H20mm

コンセント：W54×D25×H25mm

素材：樹脂

E26 ソケット（BK）
¥1,180
LT-PS010-01-G141

引掛シーリング （BK）
¥610
LT-PS004-03-G141

コンセント（BK）
¥510
LT-PS010-07-G141

E17 ソケット （BK）
¥950
LT-PS010-03-G141

吊りフック（BK）
¥150
LT-PS010-05-G141

E26 ソケット（WH）
¥1,180
LT-PS010-02-G141

引掛シーリング（WH）
¥610
LT-PS004-04-G141

コンセント（WH）
¥510
LT-PS010-08-G141

E17 ソケット （WH）
¥950
LT-PS010-04-G141

吊りフック（WH）
¥150
LT-PS010-06-G141

ライティングレール用のプラグ。裸電球、ペンダントライト、
フックを掛けたりとレールの活用の幅が広がります。

ライティングレールプラグ

レールダウンライト 100W相当 ブラック
／LT-OT008-03-G141

100W相当 ホワイト
¥6,600
LT-OT008-01-G141

100W相当 ブラック
¥6,600
LT-OT008-03-G141

100W相当
ダークシルバー
¥6,600
LT-OT008-02-G141

レールダウンライト

H80×φ75mm（ソケット部）　 素材：アルミ　用途：屋内用
備考：100W相当のLED電球一体型　※電球のお取り換えはできません

共通情報

マットな質感にプレーンなデザインの、ダウンライトのように
存在感控えめなライティングレール用の照明です。

スポットライト ソケット型 LEDミニクリプトン BK／LT-OT007-13-G141

ライティングレール用のスポットライト。住宅用に使いやすい、コンパクトなタイプを揃えました。

スポットライト

光の色を「暖色」と「白色」で切り替える
ことができます。

サイズ感はこのくらい。
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チーク×黒レール
1m 標準穴タイプ：¥24,500
1m センター穴タイプ：¥25,500
2m 標準穴タイプ：¥38,800
2m センター穴タイプ：¥39,800
LT-PS003-01-G015

オーク×白レール
1m 標準穴タイプ：¥24,500
1m センター穴タイプ：¥25,500
2m 標準穴タイプ：¥38,800
2m センター穴タイプ：¥39,800
LT-PS003-02-G015

家具のような存在に。

レールとセット
での販売です。

ブラック1.6m
¥11,000
LT-PS004-01-G141

ホワイト1.6m
¥11,000
LT-PS004-02-G141

イラストのような耳付
きローゼットに取り付
けが可能です。

左記のタイプの場合は、
天井に木ネジで固定す
れば設置が可能です。

従来の白熱電球の造りを細部まで再現したLED電球です。
本物のフィラメントと見間違う発光部のつくり込みは秀逸。
17種類のバリエーションがあり、デザインを楽しめます。

ビンテージLED電球

 ビンテージLED電球 LEDシャンデリア（E17）15W相当／LT-BB002-01-G141

並べても明るすぎない
控えめな明るさ。

LED
ボール35（E17）
15W相当
¥3,520
LT-BB002-18-G141
H60×φ35mm
口金：E17
全光束：150lm
色温度：2200K
備考：調光対応

LED
ボール50（E17）
15W相当
¥3,960
LT-BB002-19-G141
H75×φ50mm
口金：E17
全光束：150lm
色温度：2200K
備考：調光対応

LED
シャンデリア（E17）
15W相当
¥3,520
LT-BB002-01-G141
H95×φ35mm
口金：E17
全光束：130lm
色温度：2200K
備考：調光対応

LED
カプセル（E26）
25W相当
¥1,980
LT-BB002-09-G141
H110×φ45mm
口金：E26
全光束：250lm
色温度：2700K

LED
オーソドックス（E26）
25W相当
¥1,980
LT-BB002-08-G141
H108×φ60mm
口金：E26
全光束：250lm
色温度：2700K

LED
ボール125（E26）
35W相当
¥2,860
LT-BB002-14-G141
H172×φ125mm
口金：E26
全光束：350lm
色温度：2700K

LED
チューブ（E26）
25W相当
¥2,860
LT-BB002-13-G141
H310(±5)×φ30mm
口金：E26
全光束：250lm
色温度：2700K

LED
ボール200（E26）
50W相当
¥14,080
LT-BB002-17-G141
H298×φ200mm
口金：E26
全光束：650lm
色温度：2700K

LED
サンマ球（E26）
50W相当
¥12,100
LT-BB002-15-G141
H233×φ110mm
口金：E26
全光束：650lm
色温度：2700K

LED
集魚球（E26）
50W相当
¥14,080
LT-BB002-16-G141
H330×φ160mm
口金：E26
全光束：650lm
色温度：2700K

LED
一般電球型（E26）
60W相当
￥1,848
LT-BB002-20-G141
H102×φ60mm
口金：E26
全光束：800lm
色温度：2700K
備考：調光対応

LED
エジソン（E26）
25W相当
¥1,980
LT-BB002-10-G141
H140×φ64mm
口金：E26
全光束：250lm
色温度：2700K

LED
エジソン（E26）
60W相当
¥3,190
LT-BB002-06-G141
H138×φ64mm
口金：E26
全光束：800lm
色温度：2700K

LED
ボール95（E26）
25W相当
¥2,200
LT-BB002-11-G141
H140×φ95mm
口金：E26
全光束：250lm
色温度：2700K

LED
ボール95（E26）
30W相当
¥6,380
LT-BB002-04-G141
H140×φ95mm
口金：E26
全光束：400lm
色温度：2200K
備考：調光対応

LED
ボール95（E26）
60W相当
¥3,190
LT-BB002-07-G141
H140×φ95mm
口金：E26
全光束：800lm
色温度：2700K

LED
ボール125（E26）
30W相当
¥7,150
LT-BB002-05-G141
H175×φ125mm
口金：E26
全光束：400lm
色温度：2200K
備考：調光対応

引掛シーリング用のローゼットにDIYで取付けられる
電気工事不要のライティングレールです。

簡易取付式ライティングレール

無機質なレールを木で包んで柔らかな雰囲気に。
ライティングレールを家具のような存在に変えるアイテムです。

木製ライティングレールカバー

サイズ：W1605×D33×H68mm　素材：鋼、アルミ　用途：屋内用
仕様：回転調整45度可能、レール片側300mmスライド可能
取付可能照明重量：6kgまで（片側3kgまで）
取付可能照明電力：6Aまで
（白熱電球の場合は合計600Wまで、電球形蛍光灯の場合は合計375Wまで）

共通情報

簡易取付式ライティングレール ブラック1.6m／LT-PS004-01-G141

W1165/2165×D100×Ｈ32mm
素材：チーク/オーク
仕上：クリア塗装
付属：ライティングレール、フェードインキャップ、エンドキャップ

共通情報

木製ライティングレールカバー チーク×黒レール／LT-PS003-01-G015
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白熱ボール125
（E26）40W

¥1,925
LT-BB004-07-G141

1.

白熱カプセル
（E26）40W

¥1,540
LT-BB004-02-G141

4. 白熱ボトル
（E26）40W

¥1,540
LT-BB004-05-G141

5. 白熱ボール95
（E26）40W

¥1,540
LT-BB004-04-G141

6.

白熱オーソドックス
（E26）40W

¥1,540
LT-BB004-01-G141

7.

3.白熱エジソン
（E26）40W

¥1,540
LT-BB004-03-G141

2.白熱チューブ
（E26）40W

¥1,925
LT-BB004-06-G141

まるでアートのようなフィラメントの光が楽しめる白熱電球です。
ガラスグローブも個性的な形をしています。

白熱アート電球

ボール125：H178×φ125mm　チューブ：H300×φ30mm
エジソン：H142×φ64mm　カプセル：H105×φ45mm
ボトル：H160×φ75mm　ボール95：H135×φ95mm
オーソドックス：H105×φ60mm
口金：E26　全光束：485lm　定格電圧：110V　定格消費電力：40W

共通情報

1

2

3

4
5

6 7

φ60（E26） 35W相当
ゴールド 2200K電球色
¥4,620
LT-BB007-03-G141

φ60（E26）40W相当
ゴールド2600K電球色
¥4,620
LT-BB007-04-G141

φ60（E26） 35W相当
シルバー 2200K電球色
¥4,620
LT-BB007-01-G141

φ60（E26） 40W相当
シルバー 2600K電球色
¥4,620
LT-BB007-02-G141

φ95（E26） 40W相当
ゴールド 2200K電球色
¥6,930
LT-BB007-07-G141

φ95（E26） 40W相当
ゴールド 2600K電球色
¥6,930
LT-BB007-08-G141

φ95（E26） 40W相当
シルバー 2200K電球色
¥6,930
LT-BB007-05-G141

φ95（E26） 40W相当
シルバー 2600K電球色
¥6,930
LT-BB007-06-G141

φ60（E26）35W相当
コッパー 2200K電球色
¥4,620
LT-BB007-09-G141

φ60（E26）40W相当
コッパー 2600K電球色
¥4,620
LT-BB007-10-G141

φ95（E26） 40W相当
コッパー 2200K電球色
¥6,930
LT-BB007-11-G141

φ95（E26） 40W相当
コッパー 2600K電球色
¥6,930
LT-BB007-12-G141

ガラスグローブの半分をミラー加工したLED電球です。
光源が目に入りにくく、反射した光が空間を優しく照らします。

ミラーLED電球

φ60：H105×φ60mm　φ95：H140×φ95mm
口金：E26　全光束：420lm（2200K）/
500lm（2600K）
定格電圧：100V（50/60Hz）
定格消費電力：5.5W
入力電流：0.07A　定格寿命：15,000時間
色温度：2,200K（暖系電球色）/2,600K（電球色）
演色性：88Ra　備考：調光対応

共通情報

ミラーLED電球 φ95(E26)40W相当 ゴールド 2200K電球色／LT-BB007-07-G141

左が2600K電球色、
右が2200K暖系電球色。

フィラメントが主役の電球。

まぶしくなく使いやすいシリカ電球のLED版です。
白熱球そっくりのシンプルでノーマルな形状。
調光にも対応しています。

フロストLED電球

口金：E17/E26
定格電圧：100V（50/60Hz）
定格寿命：15,000時間
色温度：2,200K（暖系電球色）/2,600K（電球色）
演色性：88Ra
備考：調光対応

共通情報

フロストLED電球 φ60(E26)35W相当 アイス 2200K電球色／LT-BB008-01-G141

φ60(E26)35W相当
アイス 2200K電球色
LT-BB008-01-G141

φ60(E26)40W相当
アイス 2600K電球色
LT-BB008-02-G141

¥4,180
H105×φ60mm
全光束：
420lm（2200K）
500lm（2600K）
定格消費電力：6.0W

φ60(E26)35W相当
スノー 2200K電球色
LT-BB008-03-G141

φ60(E26)40W相当
スノー 2600K電球色
LT-BB008-04-G141

¥4,180
H105×φ60mm
全光束：
420lm（2200K）
500lm（2600K）
定格消費電力：6.0W

φ50(E17)25W相当
アイス 2200K電球色
LT-BB008-07-G141

φ50(E17)30W相当
アイス 2600K電球色
LT-BB008-08-G141

¥3,960
H75×φ50mm
全光束：
250lm（2200K）
300lm（2600K）
定格消費電力：3.5W

φ35(E17)20W相当
アイス 2200K電球色
LT-BB008-05-G141

φ35(E17)25W相当
アイス 2600K電球色
LT-BB008-06-G141

¥3,520
H60×φ35mm
全光束：
190lm（2200K）
220lm（2600K）
定格消費電力：3.0W

実際に漁船で使用されている集魚灯電球を
一般家庭電源用にアレンジしたもの。
特徴的なカタチが室内で映えます。

大型集魚灯電球

口金：E26/E39
全光束：1,150lm
定格電圧：100V
定格消費電力：100W
定格寿命：1,500時間

共通情報

大型集魚灯電球 白熱イカ球 (E39)100W／LT-BB005-03-G141

写真提供：HOUSE YUIGAHAMA

白熱サンマ球 (E26)
100W
￥2,750
LT-BB005-01-G141
H254×φ110±2mm

白熱集魚球 (E26)
100W
￥6,600
LT-BB005-02-G141
H297(±10)×φ165(±2)mm

白熱イカ球 (E39)
100W
￥12,100
LT-BB005-03-G141
H410×φ200(±3)mm
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プレートMINI
¥4,347
LT-PS002-01-G141
W70×H70×T3mm

プレート01-1縦
¥4,893
LT-PS002-02-G141
W70×H120×T3mm

プレート01-2縦
¥6,107
LT-PS002-03-G141
W70×H120×T3mm

プレート02-2
¥7,207
LT-PS002-07-G141
W116×H120×T3mm

プレート02-3
¥8,413
LT-PS002-08-G141
W116×H120×T3mm

プレート02-4
¥9,627
LT-PS002-09-G141
W116×H120×T3mm

プレート01-1横
¥4,893
LT-PS002-04-G141
W120×H70×T3mm

プレート01-2横
¥6,107
LT-PS002-05-G141
W120×H70×T3mm

プレート01-3横
¥7,313
LT-PS002-06-G141
W120×H70×T3mm

プレート03-3
¥9,513
LT-PS002-10-G141
W162×H120×T3mm

プレート03-6
¥13,147
LT-PS002-12-G141
W162×H120×T3mm

プレート03-5
¥11,933
LT-PS002-11-G141
W162×H120×T3mm

プレート04-4
¥11,607
LT-PS002-13-G141
W208×H120×T3mm

プレート04-7
¥15,233
LT-PS002-14-G141
W208×H120×T3mm

プレート04-8
¥16,447
LT-PS002-15-G141
W208×H120×T3mm

プレート06-11
¥20,953
LT-PS002-20-G141
W300×H120×T3mm

プレート06-6
¥14,907
LT-PS002-19-G141
W300×H120×T3mm

プレート06-12
¥22,167
LT-PS002-21-G141
W300×H120×T3mm

プレート05-5
¥13,253
LT-PS002-16-G141
W254×H120×T3mm

プレート05-10
¥19,307
LT-PS002-18-G141
W254×H120×T3mm

プレート05-9
¥18,093
LT-PS002-17-G141
W254×H120×T3mm

ON、OFF切り替え時に鳴るパチッとした音と確かな手応えが気持ち良い、照明用のスイッチです。
職人の仕事によって作られており、工業製品にはないゆらぎと風合いが、冷たい金属にあたたかな表情を与えています。

トグルスイッチ

素材：アルミ（プレート）ステンレス（ボルト）　用途：照明用
付属：片切・3路両用トグルスイッチ、取付用ボルト、リングターミナル（圧着端子）、ターミナルキャップ（絶縁キャップ）

共通情報

トグルスイッチ プレート06-6／LT-PS002-19-G141

軀体壁に合わせて無骨な印象に。

Photo：Akira Nakamura

使うほど味わい深く、壁から存在感を放ちます。
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※写真は一部になります。詳細はWEBサイトをご覧ください

プレート1 （ST-WH）
¥660
LT-PS008-13-G141
W70×H115mm

プレート4（ST-WH）
¥2,057
LT-PS008-16-G141
W207×H115mm

プレート2（ST-WH）
¥990
LT-PS008-14-G141
W116×H115mm

プレート3（ST-WH）
¥1,232
LT-PS008-15-G141
W162×H115mm

ダブルコンセント （WH）
¥418
LT-PS008-OP09-G141

片切スイッチ＆
コンセント （WH）
¥1,980
LT-PS008-OP10-G141

片切スイッチ （BK）
¥440
LT-PS008-OP11-G141

3路スイッチ （BK）
¥748
LT-PS008-OP12-G141

4路スイッチ （BK）
¥3,080
LT-PS008-OP13-G141

ダブルコンセント （BK）
¥440
LT-PS008-OP14-G141

片切スイッチ （WH）
¥418
LT-PS008-OP01-G141

3路スイッチ（WH）
¥748
LT-PS008-OP02-G141

4路スイッチ （WH）
¥2,970
LT-PS008-OP03-G141

片切＆片切スイッチ （WH）
¥1,870
LT-PS008-OP04-G141

片切＆3路スイッチ （WH）
¥3,190
LT-PS008-OP05-G141

3路＆3路スイッチ （WH）
¥4,180
LT-PS008-OP06-G141

プレート2口（ST-WH）
¥660
LT-PS008-20-G141
W70×H115mm

プレート4口（ST-WH）
¥990
LT-PS008-21-G141
W116×H115mm

プレート1-2口（ST-WH）
¥990
LT-PS008-22-G141
W116×H115mm

100年以上の歴史を持つ、アメリカの定番スイッチ。メカっぽさとマイナスビスが男心をくすぐります。
どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。

アメリカンスイッチ

ラフな壁に馴染みます。 キッチン空間に、他のパーツと相性良くシルバー。 左スチール、右プラスチック。

素材：スチール　用途：照明用　付属：ビス　※プレートとスイッチ、コンセントは別売りです

共通情報

※プレートはスチール
素材のホワイト以外に、
プラスチックのホワイ
ト、スチールのブラッ
クとシルバーがござい
ます。詳細はWEBサ
イトをご覧ください
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ホワイト
¥6,380
LT-PS007-01-G141

ブラウン
¥6,380
LT-PS007-02-G141

空間にさりげないアクセント。

裏側の様子。片切・3路両用のスイッチです。

鉄 1口用
¥1,400
LT-PS009-01-G141

アルミ 1口用
¥1,480
LT-PS009-04-G141

真鍮 1口用
¥1,800
LT-PS009-07-G141

鉄 2口用
¥1,400
LT-PS009-02-G141

アルミ 2口用
¥1,480
LT-PS009-05-G141

真鍮 2口用
¥1,800
LT-PS009-08-G141

鉄 3口用
¥1,400
LT-PS009-03-G141

アルミ 3口用
¥1,480
LT-PS009-06-G141

真鍮 3口用
¥1,800
LT-PS009-09-G141

鉄 2連 3口用
¥1,980
LT-PS009-19-G141

アルミ 2連 3口用
¥2,200
LT-PS009-20-G141

真鍮 2連 3口用
¥2,600
LT-PS009-21-G141

陶器スイッチ ホワイト／LT-PS007-01-G141

アルミ、鉄、真鍮の金属の質感がダイレクトに伝わる、無垢板を切りっぱなした存在感のあるスイッチプレート。
既存スイッチにもドライバーひとつで付け替えができます。

メタルスイッチプレート
フランスのアンティーク品で見かけるような丸型の陶器スイッチです。
日本製なので取り付けが安心です。

陶器スイッチ

W70/115×H123×D7mm（外寸）T3mm（金属板）　1口用開口部：W28.6×H23.3mm　2口用開口部：W28.6×H23.3mm　3口用開口部：W28.6×H69.3mm
素材：鉄 /アルミ/真鍮　仕上：黒皮風塗装（鉄）/バイブレーション（アルミ）/ヘアライン（真鍮）　付属：取付用マグネット
既存プレート交換 対応機種：パナソニック：フルカラーシリーズ／東芝：E’sシリーズ／明工社：MLカラー／JIMBO：NKシリーズ

共通情報

φ55×D45mm　素材：陶器、真鍮　用途：照明用　付属：片切、3路両用トグルスイッチ

共通情報

シングル
片切
3路対応
WH/GY/BK

¥1,700

ダブル
片切
3路対応
WH/GY/BK

¥2,600

トリプル
片切
3路対応
WH/GY/BK

¥3,400

調光器＆
片切
3路対応
WH/GY/BK

¥19,600

ダブル
コンセント
WH/GY/BK

¥440※それぞれに
ホワイト、グレー、
ブラックの色があります

3口用に使える
スイッチ＆コンセント
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食べること、人を呼ぶことが大好き。

だから、大きなテーブルが欲しかった。

気に入るデザインで欲しいサイズのものが

既製品では見つからず、

パーツを組み合わせて作ることに。

スチールを曲げただけのテーブル脚は

チェアの脚とお揃いの素材。

天板は無垢材をサイズオーダーした。

使い込んで味が出てくるのが楽しみだ。

FURNITURE,
CURTAINS & PAINT

スチールプレート脚 H680 4本セット/フリーカット無垢材 ナラ（節・白太有）
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天板置き型 H150～500
¥32,000～
PS-TB005-01-G089

天板置き型 H510～800
¥32,000～
PS-TB005-03-G089

天板はめ込み型 H150～500
¥32,000～
PS-TB005-02-G089

天板はめ込み型 H510～800
¥32,000～
PS-TB005-04-G089

脚元にはアジャスターが付きます。 天板はめ込み型に突き板合板の天板を合わせて。 天板の木口を見せたいときは置き型を。

アングルフレーム脚 天板はめ込み型 H510～800／PS-TB005-04-G089

Lアングル材でできたテーブル脚です。幅・奥行き・高さのサイズオーダーが可能。
表面には錆や腐食を防ぐための黒皮と呼ばれるコーティングがされており、鉄らしい表情を楽しめます。

アングルフレーム脚

WDHオーダー（10mm単位）　W150～1800×D150～900×H150～800mm　部材サイズ：40×40×T3mm
素材：鉄（黒皮）　仕上：無塗装　付属：アジャスター、ビス

 価格表はP207をご覧ください

共通情報

スチール製の角パイプを溶接して組んだテーブル脚です。幅・奥行き・高さそれぞれのサイズをオーダーすることが可能。
サイズ次第でダイニングテーブル、ローテーブルなど様々な使い方ができます。

角パイプフレーム脚

WDHオーダー（10mm単位）W150～2400×D150～1200×H150～1200mm
部材の太さ：25×25mm/32×32mm（部材の角パイプは2種類から選択可能）
素材：スチール角パイプ　仕上：無塗装（溶接部分は2種類から選択可能）　付属：アジャスター、ビス

 価格表はP207をご覧ください

共通情報

角パイプフレーム脚 H510～800／PS-TB001-02-G089

接合部（溶接部）の仕上を選ぶことができます。

A.
さっぱり
サンダー処理仕上げ

B.
こってり
溶接跡残し仕上げ

H150～500
¥25,500～
PS-TB001-01-G089

H510～800
¥25,500～
PS-TB001-02-G089

H810～1200
¥25,500～
PS-TB001-03-G089

2台並べて使った事例。
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高さオーダー
4本セット
¥18,500
PS-TB004-01-G017

H680
4本セット
¥28,800
PS-TB006-01-G136

鉄製のテーブル脚。脚が1本ずつの独立したパーツに分かれており、高さのサイズオーダーが可能なので、
デスクにはもちろんのこと、ローテーブルや、サイドテーブルなどにもおすすめです。

アイアントラス脚

Hオーダー（10mm単位）H350～900mm（全長）　W150×D150mm（天板取付部）φ16mm
素材：鉄　仕上：焼付塗装　付属：ビス

共通情報

アイアントラス脚 高さオーダー 4本セット／PS-TB004-01-G017

取付用のビスも付属します。

脚の先にはゴムキャップがつきます。 アジャスターに変更も可能。

天板への取付部分。ビス穴合計6カ所です。

アジャスターが付きます。アジャスターの厚さは約6mm。

オフィスのミーティングテーブルに使用した事例。

スチールプレートを曲げて作ったテーブル脚です。黒皮スチールの無骨な表情と、
シャープで美しいシルエットを併せ持ち、様々なテイストの天板にフィットしてくれます。

スチールプレート脚

H680mm（全長）W150×D150mm（天板取付部）T1.6mm（プレート）
素材：鉄（黒皮）　仕上：無塗装　付属：アジャスター、ビス

共通情報

スチールプレート脚 H680 4本セット／PS-TB006-01-G136

クリア塗装：¥7,700

Option

アジャスターの取り付け：¥5,500

Option
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丸ノコでカットした断面。

無機質な表情が魅力のモルタルの天板。サイズオーダーが可能です。
独自開発したモルタルでひび割れしにくく、30mm厚の合板に2mmの仕上げで軽量化も実現しました。

モルタル天板
ヒノキの間伐材で作った組み立て式のテーブルです。使いやすい定番サイズと、
サイズオーダー品をご用意したので、使い方にフィットするテーブルが出来上がります。

ヒノキ卓

WDオーダー（10mm単位）：W～1800、D～900mm（W+Dの2辺合計2500mmまで）T32mm
素材：モルタル（表面）ランバー（芯材）　仕上：クリア塗装

共通情報
サイズオーダー：WDオーダー（mm単位）W300～1800×D300～800×H300～740mm
50×50mm（部材の太さ）T20mm（天板）　素材：ヒノキ　仕上：無塗装　付属：ネジ、六角レンチ

共通情報

モルタル天板 グレー／PS-TT010-02-G199ヒノキ卓  W1500×D800×H720mm（一部現場塗装）／SF-FN002-03-G068

ライトグレー
¥97,000
PS-TT010-01-G199

W1200×D600×H720
¥22,000
SF-FN002-01-G068

グレー
¥97,000
PS-TT010-02-G199

W1500×D600×H720
¥24,240
SF-FN002-02-G068

W1500×D800×H720
¥29,330
SF-FN002-03-G068

W1800×D800×H720
¥33,000
SF-FN002-04-G068

サイズオーダー
¥15,400～

ダークグレー
¥97,000
PS-TT010-03-G199

少しだけ色を塗ってオリジナル仕様に。

心地よいデスクとして。

天板だけの販売しています。
ヒノキ板：¥8,800～

脚だけの販売しています。
ヒノキ脚：¥12,650～

アジャスターの取り付け：¥4,400

Option
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ミリ単位でサイズオーダーできる集成材です。多様な樹種から選ぶことができ、
塗装や加工のオプションなどを追加することが可能。テーブル天板や棚板に使うことができます。

フリーカット集成材
ミリ単位でサイズオーダーできる無垢材です。12種類の多様な樹種展開。
天然の木目の表情を楽しんでください。テーブル天板におすすめです。

フリーカット無垢材

ウォルナット
¥11,980※
PS-TT003-01-G049

ナラ
¥7,910※
PS-TT003-02-G049

ラジアタパイン
¥5,570※
PS-TT003-04-G049

レッドパイン
¥5,350※
PS-TT003-05-G049

タモ
¥6,360※
PS-TT003-03-G049

WDオーダー（mm単位）
チーク・ユーカリ・ノースパイン（節有）：W100～3000×D100～1000×T20/25/30mm
ウォルナット：W100～2100×D100～1000×T20/25/30/35/40mm
ナラ（節・白太有）：W100～2100×D100～1000×T20/25/28mm
他樹種：W100～3000×D100～1000×T20/25/30/35/40mm
備考：奥行きが130mmを超える場合には、
100～180mm程度の無垢材を接いだ「幅はぎ材」となります

共通情報

※W 600×D 500×T 25 mm
の場合の価格　詳細な価格は
WEBサイトをご覧ください

※W600×D500×T25mmの場合の価格　詳細な価格はWEBサイトをご覧ください

片面塗装・裏捨て塗り：
ツヤ消しウレタンクリア/微ツヤウレタンクリア
両面塗装：
ツヤ消しウレタンクリア/微ツヤウレタンクリア
面取り加工：2、3、6mmR
角丸加工：10、20、30mmR
※サイズにより価格は異なります。
詳細はWEBサイトをご覧ください

Option

左／面取り加工の様子。
右／角丸加工の様子。

片面塗装・裏捨て塗り：自然塗料クリア/ウレタンクリア/セラウッドクリア
両面塗装：自然塗料クリア/ウレタンクリア/セラウッドクリア
面取り加工：1、3、5、10、15mmR
角丸加工：10、20、30mmR
※サイズにより価格は異なります。詳細はWEBサイトをご覧ください

Option

チーク
¥18,490※
PS-TT009-01-G165

ウォルナット
¥14,440※
PS-TT009-02-G165

ブラックチェリー
¥11,080※
PS-TT009-03-G165

ホワイトオーク
¥10,090※
PS-TT009-04-G165

タモ
¥9,480※
PS-TT009-05-G165

ナラ（節・白太有）
¥7,190※
PS-TT009-06-G165

ポプラ
¥6,270※
PS-TT009-07-G165

杉
¥5,660※
PS-TT009-08-G165

ホワイトアッシュ
¥8,870※
PS-TT009-10-G165

メンピサン
¥7,640※
PS-TT009-11-G165

ユーカリ
¥10,550※
PS-TT009-12-G165

ノースパイン（節有）
¥5,730※
PS-TT009-13-G165

WDオーダー（mm単位）
ウォルナット・ナラ・レッドパイン：W50～4000×D50～600×T25/30/36/40mm
タモ・ラジアタパイン：W50～4000×D50～1000×T25/30/36/40mm

共通情報

左／無塗装を購
入して自分で塗っ
ても。 右／厚め
にすれば重厚感
たっぷり。
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W600
3段：¥20,900
4段：¥26,400
5段：¥35,200
SF-FN015-05-G163

6段：¥42,900
SF-FN015-08-G163

W900
4段：¥30,800
5段：¥38,500
SF-FN015-01-G163

6段：¥49,500
SF-FN015-06-G163

W1200
4段：¥35,200
5段：¥41,800
SF-FN015-02-G163

6段：¥52,800
SF-FN015-07-G163

TVボード
W600サイズ：¥19,800
W900サイズ：¥22,000
W1200サイズ：¥24,200
SF-FN015-03-G163

拡張パーツ
棚板
W600サイズ：¥2,200/枚
W900サイズ：¥3,300/枚
W1200サイズ：¥4,400/枚
SF-FN015-04-G163

ハンガーパーツ
W900サイズ：¥2,640/本
W1200サイズ：¥2,860/本

キャスター
2個1セット：¥9,900/セット

ウォルナット板目
¥28,320
PS-TT005-01-G024

チェリー板目
¥28,320
PS-TT005-02-G024

ゼブラ柾目
¥28,320
PS-TT005-03-G024

チェスナット板目
¥35,440
PS-TT005-05-G024

ローズウッド板目
¥35,440
PS-TT005-06-G024

チーク板目
¥35,440
PS-TT005-08-G024

ホワイトオーク板目
¥28,320
PS-TT005-13-G024

メキシカンレインツリー板目
¥35,440
PS-TT005-14-G024

美しい銘木をスライスした突板を合板に圧着した板材です。
本物の木の質感をお手頃価格で手に入れることができます。
お好みのサイズにカットも可能。

突板合板

ホワイトボードとして使えるテーブルの天板です。
メモ書きや、ミーティングに活躍します。サイズはオーダーが可能。

ホワイトボード天板

サイズ：W1800×D900×T24mm
素材：積層合板（芯材）（裏面は反り防止用に異なる樹種を捨て貼りしています）
仕上：無塗装、面取り加工なし、サンディング処理なし

共通情報

突板合板 ウォルナット板目（現場塗装）／PS-TT005-01-G024

WDオーダー（10mm単位）
レギュラー：W～1800×D～900×T32mm
ラージ：W～2400×D～1200×T32mm
素材：メラミン化粧板（表面）ラワン合板（芯材）バッカー材（裏面、反り防止用）
仕上：無塗装

共通情報

ホワイトボード天板 レギュラーサイズ／PS-TT007-01-G091

カットサービス：1カットにつき¥1,100
両面を同じ樹種で仕上げる：¥4,050～7,110（樹種によって変動）

Option

合板の断面表し。

打ち合わせが盛り上がること間違いなし。

レギュラーサイズ
¥32,000
PS-TT007-01-G091

ラージサイズ
¥42,000
PS-TT007-02-G091

耐久性と機能性を併せ持つスチール製シェルフ。ボルトを一切使わない構造で組み立てが簡単。
棚板は重さ150kgまで耐えます。棚板やハンガーパーツなどの拡張パーツもあり、アレンジは無限大。

メタルシェルフ

W600タイプ：W680×D415×H665/1056/1580/1840mm（外寸）
W900タイプ：W980×D415×H1056/1580/1840mm（外寸）
W1200タイプ：W1280×D415×H1056/1585/1840mm（外寸）
TVボード：W680/980/1280×D415×H388mm（外寸）
棚板：W598/898/1198×D390×H550mm
ハンガーパーツ：W898/1198mm
キャスター：φ100×H130mm
素材：スチール
仕上：亜鉛メッキ
付属：手袋、あて木

共通情報

メタルシェルフ W600／SF-FN015-05-G163

上／ハンガーパーツ使用例。  
右／パーツ同士を爪に引っ
かけるだけの簡単組み立て。
棚板は置くだけの仕様。
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テーブル150 kano
¥96,560
SF-FN004-01-G092

テーブル180 kano
¥131,190
SF-FN004-04-G092

チェア kano
¥25,260
SF-FN004-07-G092

スツール kano
¥19,250
SF-FN004-10-G092

スツール sleeper
¥19,250
SF-FN004-11-G092

スツール oldie
¥19,250
SF-FN004-12-G092

テーブル150 sleeper
¥96,560
SF-FN004-02-G092

テーブル180 sleeper
¥131,190
SF-FN004-05-G092

チェア oldie
¥25,260
SF-FN004-09-G092

テーブル150 oldie
¥96,560
SF-FN004-03-G092

テーブル180 oldie
¥131,190
SF-FN004-06-G092

テーブル：W1500/1800×D700/800×H720mm　 チェア：W420×D450×H740mm（外寸）420mm（座面の高さ）
スツール：W270×D270×H420mm　素材：チーク/硬質ウッド、鉄
仕上： コーティング処理　付属：脚元保護キャップ

共通情報

ナローデスク
メラミン天板
￥54,900～
SF-FN016-05-G222

ミーティングテーブル
メラミン天板
￥157,800
SF-FN016-07-G222

ワイドデスク
バーチ天板
￥90,400～
SF-FN016-04-G222

コラボテーブル
メラミン天板
￥58,500～
SF-FN016-01-G222

コラボテーブル
バーチ天板
￥53,000～
SF-FN016-02-G222

ナローデスク
バーチ天板
￥51,400～
SF-FN016-06-G222

ミーティングテーブル
バーチ天板
￥143,800
SF-FN016-08-G222

ワイドデスク
メラミン天板
￥98,000～
SF-FN016-03-G222

インド洋の島々で使われてきた素材を再利用してつくられた家具です。
独特の味わいと深みのある質感を楽しめます。

廃材家具
デジタルファブリケーションによる新しい形のサイズオーダー家具。ミリ単位でサイズを指定でき、
部屋にぴったりのレイアウトが可能になります。空間に合わせやすいニュートラルなデザインでオフィスにおすすめです。

CNCオーダー家具

廃材家具 チェア oldie／SF-FN004-09-G092

オフィス空間に。

WDオーダー（1mm単位）Hオーダー（10mm単位）
ナローデスク：W600～1180×D450～750×H650～750mm　ワイドデスク：W1181～2400×D450～750×H650～750mm
ミーティングテーブル：W1400～2400×D900～1200×H650～750mm
Wオーダー（1mm単位）Hオーダー（10mm単位）
コラボテーブル：W650～1160×D563～1005×H650～750mm

素材：メラミン化粧板（メラミンタイプの天板）/ホワイトバーチ積層合板　仕上：無塗装　メラミン天板カラー：ホワイト/ダークグレー
付属：組立用ボルト、六角レンチ、組立用ナット（コラボテーブルのみナットは付属しない）

共通情報
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STOOL：φ280×H390mm
TRASH：φ310×H450mm
素材：鉄
仕上：クリアコーティング
カラー：シルバー、ホワイト

共通情報

底面にはラバーが貼られています。

直置きタイプ
¥38,700
SF-FN012-01-G015
W395×D595×H625mm

台輪（だいわ）タイプ
¥41,250
SF-FN012-03-G015
W395×D595×H700mm

キャスタータイプ
¥41,760
SF-FN012-02-G015
W395×D595×H657mm

オフィスにも書斎にも使える木製のキャビネットです。
直接、天板を載せることもでき、自分だけのデスクがつくれます。

ラーチのサイドキャビネット

自らもサーファーである作り手によるサーフボードラック。
ロングもショートもどちらでも壁掛け可能。

サーフラック

ラーチのサイドキャビネット キャスタータイプ／SF-FN012-02-G015

W1027×D24×H112mm（ベース）W250×D24×H1027mm（ラック）
素材：ロシアンバーチプライウッド、ラバー
仕上：無塗装
付属：ビス、ボードアンカー

共通情報

サーフラック 壁掛けタイプ／SF-RK006-01-G003米松テレビボード 幅サイズオーダー／SF-FN007-01-G008 壁掛けタイプ
¥30,000
SF-RK006-01-G003

引き出しの内部含めて全てラーチです。開けた中にも文字が書かれています。 ※写真はシルバー

W321×D517×H80/220mm（引き出し内寸）
素材：ラーチ合板、鉄　仕上：無塗装

共通情報

クリア塗装：¥8,050/式

Option

かつてドラム缶だった廃材を再利用してつくられた蓋付きの収納。
スツールタイプもありリビングなどに置いて使えます。

廃材収納&スツール

DRUM STOOL
￥7,028
SF-FN011-01-G092

DRUM TRASH
￥7,028
SF-FN011-02-G092

分厚い無垢材を使ったテレビ台です。
長さや高さをカスタムでき、
組み立ても積み上げるだけなので簡単です。

米松テレビボード

Wオーダー（1ｍｍ単位）W1500～2500×D400×H195mm（全体）T65mm（板厚）
W260×D350×T65mm（脚用板材）
素材：米松
仕上：油性ウレタン手塗り

共通情報

幅サイズオーダー
W1500～2000mm：￥85,000
W2001～2500mm：￥98,000
SF-FN007-01-G008
※天板と脚用板材4枚セット

脚用板材追加（2枚1セット）
￥16,000/セット
SF-FN007-02-G008
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長いサイズの
場合はボンド
で接着し連結
する仕様。

パイプ 連結タイプ
1810～2500mm：¥7,700
2510～3600mm：¥10,450
3610～4000mm：¥12,100
DW-CB007-02-G138

パイプ
～920mm：¥3,300
930～1250ｍｍ：¥3,850
1260～1800mm：¥5,500
DW-CB007-01-G138

チーク シングル
～900mm：¥14,120
910～1800mm：¥18,420
1810～2400mm：¥23,830
2410～3600mm：¥36,840
3610～4800mm：¥47,660
DW-CB002-02-G015

チーク ダブル
～900mm：¥21,070
910～1800mm：¥25,370
1810～2400mm：¥31,120
2410～3600mm：¥50,740
3610～4800mm：¥62,240
DW-CB002-04-G015

ラーチ シングル
～900mm：¥8,150
910～1990mm：¥11,200
2000～3980mm：¥22,400
DW-CB002-01-G015

ラーチ ダブル
～900mm：¥14,260
910～1990mm：¥17,320
2000～3980mm：¥34,630
DW-CB002-03-G015

アッシュ シングル
～900mm：¥12,220
910～1800mm：¥16,300 
1810～2400mm：¥21,390 
2410～3600mm：¥32,590
3610～4800mm：¥42,780
DW-CB002-06-G015

アッシュダブル
～900mm：¥18,840 
910～1800mm：¥22,920 
1810～2400mm：¥28,000 
2410～3600mm：¥45,830 
3610～4800mm：¥56,020 
DW-CB002-07-G015

ラワン シングル
～900mm：¥10,700 
910～1800mm：¥14,300
1810～2400mm：¥18,840 
2410～3600mm：¥28,520 
3610～4800mm：¥37,690 
DW-CB002-08-G015

ラワン ダブル
～900mm：¥15,280 
910～1800mm：¥18,840
1810～2400mm：¥23,430 
2410～3600mm：¥37,690 
3610～4800mm：¥46,850
DW-CB002-09-G015

コの字金物
¥510/個
DW-CB002-05-G015
※450mm前後に1個が目安です

ブラケット
シングルS：¥1,650/個
シングルL：¥1,980/個
ダブル：¥2,750/個
DW-CB007-03-G138

リングランナー
￥240/個
DW-CB007-04-G141

ハトメタイプでないカーテンはリングラン
ナーをお使いください。

ブラケットはレール固定用ビスが飛び出
た仕様。

鉄の質感を活かした、シンプルで無骨なカーテンレールです。
長さのオーダーが可能で、パイプは最長で4mまで対応。多目的レールとしてもご使用いただけます。

アイアンカーテンレール
木のアクセントが窓辺を引き立てるカーテンレール。
樹種は4種展開、シングル・ダブルともにお好みの長さにサイズオーダーできます。

木製カーテンレール

パイプ：Lオーダー（10mm単位）L～4000×φ17.5mm
ブラケット シングルS：W20×D67×H75mm
ブラケット シングルL：W20×D125×H75mm
ブラケット ダブル：W20×D125×H75mm
リングランナー：φ38mm（外径）φ27mm（内径）
素材：鉄（黒皮）　仕上：無塗装（リングランナーのみ焼付塗装）
仕様：エンドキャップ付（パイプ）
付属：ビス（ブラケット）

共通情報

Lオーダー（10mm単位）　ラーチ： L～3980×D80/110×H24mm
チーク・アッシュ・ラワン： L～4800×D100/120×H24mm　レール長さ：本体よりマイナス40mm
素材：ラーチ合板 /チーク無垢材、ラワン合板 /アッシュの無垢材、シナ合板 /ラワンの無垢材、ラワン合板
仕上：クリア塗装　仕様：エンドキャップ、マグネットランナー付き
※ラワン合板には色の個体差があります

共通情報

木製カーテンレール ラーチ シングル／DW-CB002-01-G015
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空間を引き立てる、綿100％天然素材の気持ちの良いレースカーテン。
裁縫が難しい生地ですが、腕のある職人さんの手によってひとつひとつ丁寧に仕上げられています。

ガーゼカーテン

WHオーダー（10mm単位）W～2900×H～2500mm　75mm（上部芯地）25mm（耳幅）70mm（裾折り返し）
素材：綿100%　スタイル：フラット/ギャザー　仕様：ウェイトなし、アジャスターなし

 価格表はP207をご覧ください

共通情報

ガーゼカーテン フラットスタイル／DW-CB004-01-G114

国内の工場で職人さんが丁寧に織り上げた、麻100%のカーテン。
わざとシワを入れて、素朴で味のある表情に仕上げています。「耳」と呼ばれる生地の端を生かしていることもポイント。

リネンカーテン

Hオーダー（10mm単位）　W約1100/1600/2100/2600/3200×H～2500mm　75mm（上部芯地）70mm（裾折り返し）
素材：麻100%（リトアニア産）　スタイル：フラット　仕様：ウェイトなし、アジャスターなし

 価格表はP207をご覧ください

共通情報

リネンカーテン フラット スタイル／DW-CB005-01-G114

上部芯地の裏側。天井付けは上の段、正面付
けは下の段にフックがつきます。

カーテンの両サイドは「耳」と呼ばれる生地の端
部を生かした仕様。ほつれそうでほつれません。

お部屋の間仕切りや収納の目隠しにもおすすめ。 わざと長めの丈でも絵になります。

ひとつひとつ手作業で作られています。 上部芯地の裏側。天井付けは上の段、正面付
けは下の段にフックがつきます。

柔らかな光が心地よい透け加減。 肌触りも気持ちよいガーゼ。

ギャザー
スタイル
¥4,990～
DW-CB004-02-G114

フラット
スタイル
¥4,990～
DW-CB004-01-G114

フラット
スタイル
¥11,710～
DW-CB005-01-G114
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カラー

オールドカーキ

ベージュ

帆布に特殊加工を施してヴィンテージな風合いに仕上げた、遮光性の高いカーテンです。
カーテンに優雅さを求めない、男前な部屋におすすめです。

帆布カーテン

Hオーダー（10mm単位）
W約1050/1550/2100/2550/3200×H～2500mm（ハトメ）/H～3000mm（フラット）
75mm（フラット）（上部芯地）10mm（耳、裾折り返し）
素材：綿100%（8号国産帆布）　スタイル：フラット/ハトメ（φ40mm）
仕様：ウェイトなし、アジャスターなし

 価格表はP208をご覧ください

共通情報

帆布カーテン ハトメ スタイル（オールドカーキ）／DW-CB008-02-G114

上部芯地の裏側。天井付けは上の段、正面付
けは下の段にフックがつきます。 端部の縫い代を細くして、「ただの布」感を表現。カラーはホワイト・生成り・グレーの3色。

ハトメ スタイル
¥12,020～
DW-CB008-02-G114

フラット スタイル
¥7,940～
DW-CB008-01-G114

ハトメ スタイル
¥5,900～
DW-CB010-02-G114

フラット スタイル
¥5,900～
DW-CB010-01-G114

シーチングカーテン ハトメ スタイル（生成り）／DW-CB010-02-G114

綿100%のシーツ生地カーテン。肌触りが良く、通気性に優れた綿の平織り生地です。
洗いざらしの自然なシワがお部屋にリラックス感を生み出す、気取らないカーテンです。

シーチングカーテン

WHオーダー（10mm単位）W～3300×H～2500mm
70mm（ハトメ）/75mm（フラット）（上部芯地）10mm（耳、裾折り返し）
素材：綿100%
スタイル：フラット/ハトメ（φ10mm）
仕様：ウェイトなし、アジャスターなし

 価格表はP208をご覧ください

共通情報
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PT202 PT215 PT222 PT230

桐カラー

NC300 NC301 NC302

レッドシダーカラー

ツヤがなくマットな仕上のため、照
明や陽の光の反射を和らげます。

量産型ポストもこの通り（ブラック×コッパー混色）。

ドア枠に塗って雰囲気のある入口に（シルバーグレー）。

立体感を出す塗装方法でよりリアルな質感に（ブラック）。

カラー全7色

1.ブラック
2.チャコールグレー
3.シルバーグレー
4.ブロンズグリーン
5.モスグリーン
6.コッパー
7.ダークブルー

1. 4.

2. 5.

3. 6.

7.

1L缶（ブラック）
¥9,240
PT-OT001-03-G044

1L缶（カラー）
¥9,240
PT-OT001-01-G044

2L缶（ブラック）
¥17,160
PT-OT001-04-G044 

2L缶（カラー）
¥17,160
PT-OT001-02-G044

レッドシダー ギアタイプ
¥44,110～
DW-CB009-01-G179

レッドシダー ギアワンタッチタイプ
¥53,240～
DW-CB009-02-G179

桐 ギアタイプ
¥41,690～
DW-CB009-03-G179

桐 ギアワンタッチタイプ
¥51,040～
DW-CB009-04-G179

ウッドブラインド レッドシダー ギアワンタッチタイプ（NC302）／DW-CB009-02-G179

軽量な桐とレッドシダーの天然木でつくられたブラインド。木目が生きたマットな質感です。
操作は2タイプあり、どちらも1本の紐で昇降も角度調節も行い、操作がしやすいのが特徴です。

ウッドブラインド

WHオーダー（5mm単位）
レッドシダー ギアタイプ：W350～2800×H530～3100mm　レッドシダー ギアワンタッチタイプ：W655～2800×H530～3100mm
桐 ギアタイプ：W350～2600×H530～3100mm　桐 ギアワンタッチタイプ：W655～2600×H530～3100mm
羽根 W45×T3mm（レッドシダー）/W50.8×T3mm（桐）　素材：レッドシダー/桐　操作：ギアタイプ /ギアワンタッチタイプ

 価格表はP208をご覧ください

共通情報

バランス：サイズによって価格は異なります。詳細はWEBサイトをご覧ください。

Option

専用薄め液：¥449（1L缶 に対して、1個の専用薄め液が適量です。）

Option

アイアン塗料 1L缶（ブラック）／PT-OT001-03-G044

塗るとアイアン風の味わい深い質感になる塗料。金属のほか、木、プラスチックにも使用可能。
もともとは門扉などに使われるロートアイアンの補修用塗料なので、下地材不要で屋外でも塗装できます。

アイアン塗料

塗装面積：約5㎡（1L缶）/10㎡（2L缶）（2度塗り想定）
種類：油性塗料

共通情報
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ナチュラル 200ml缶
¥1,280
PT-WP005-01-G141

ナチュラル 1L缶
¥3,250
PT-WP005-08-G141

チェリー 200ml缶
¥1,280
PT-WP005-02-G141

チェリー 1L缶
¥3,250
PT-WP005-09-G141

マホガニー 200ml缶
¥1,280
PT-WP005-03-G141

マホガニー 1L缶
¥3,250
PT-WP005-10-G141

エボニー 200ml缶
¥1,280
PT-WP005-04-G141

エボニー 1L缶
¥3,250
PT-WP005-11-G141

ドリフトウッド
200ml缶
¥1,280
PT-WP005-05-G141

ドリフトウッド
1L缶
¥3,250
PT-WP005-12-G141

ミディアムウォルナット
200ml缶
¥1,280
PT-WP005-06-G141

ミディアムウォルナット
1L缶
¥3,250
PT-WP005-13-G141

ダークウォルナット
200ml缶
¥1,280
PT-WP005-07-G141

ダークウォルナット
1L缶
¥3,250
PT-WP005-14-G141

クリア
¥3,300
PT-WP002-01-G141

ラスティックパイン
¥3,300
PT-WP002-02-G141

ウォルナット
¥3,300
PT-WP002-03-G141

チーク
¥3,300
PT-WP002-04-G141

ジャコビアン
¥3,300
PT-WP002-05-G141

ダークオーク
¥3,300
PT-WP002-06-G141

木部用オイルの定番品。
全7種のカラーは
混ぜ合わせることができ、
自分好みの色を
つくりだせるのが魅力です。

ワトコオイル

木製家具用ワックスです。
木目を綺麗に引き立たせながら
自然な艶を出すだけでなく、
お好みの色に着色もできます。

BRIWAX

塗装面積：約2㎡（200ml缶）/
10㎡（1L缶）（1度塗り想定）
種類：油性塗料

共通情報

ワトコオイル ダークウォルナット 1L缶／PT-WP005-14-G141

塗装面積：約4㎡（1度塗り想定）
種類：家具用ワックス
備考：F☆☆☆☆

共通情報

BRIWAX チーク／PT-WP002-04-G141

上がドリフトウッド、
下がそれにナチュ
ラルを混ぜたもの。

家具に最適な塗料です（チーク）。 壁に貼った木材にラスティックパインを塗装。バター状の塗料です。

カラーは黒と暗緑の2色展開。壁をメモ書きにできます。

黒板塗料と組み合わせて使うことができます。ダークグレーの粘性が高い塗料です。

200ml缶 1L缶

0.9kg缶
¥2,420
PT-IP001-01-G021

0.5L缶
¥5,660
PT-IP003-01-G021

1L缶
¥8,490
PT-IP003-02-G021

4.0kg缶
¥6,050
PT-IP001-02-G021

2.5L缶
¥19,800
PT-IP003-03-G021

5L缶
¥35,830
PT-IP003-04-G021

塗った面を黒板にする塗料。
コミュニケーションツールとしてはもちろん、
仕上材としてもマットでいい具合の質感です。

黒板塗料

塗ったところをマグネットが
付くようにできる塗料。
下地材として他の仕上げ塗料やクロスなどと
組み合わせることができます。

マグネット塗料

塗装面積：2.6～3.7㎡（0.9kg缶）/12～17㎡（4.0kg缶）（2度塗り想定）
種類：油性塗料

共通情報

黒板塗料 4.0kg缶（黒）／PT-IP001-02-G021

塗装面積：約0.8㎡（0.5L缶）/1.6㎡（1L缶）/
4.2㎡（2.5L缶）/8.4㎡（5L缶）（3度塗り想定）
種類：水性塗料
備考：F☆☆☆☆

共通情報

マグネット塗料  1L缶／PT-IP003-02-G021
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キッチン機器対応表 コンロ

ガスコンロ IHコンロ

グリルレス グリルレス グリル付きグリル付き

ホーロートップ
（WH）

 1口 グリルレス

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○
○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

ホーロートップ
（WH） 2口
グリルレス

ホーロートップ
（BK） 2口
グリルレス

ステンレストップ 
2口タテ
グリルレス

ステンレストップ 
2口ヨコ
グリルレス

ステンレストップ 
4口

グリルレス

ガラストップ
（BK） 3口

W600 グリルレス

プラスドゥ 3口 
W750 両面グリル
付き（SUS）

ホーロートップ
（BK） 3口 W600 
片面グリル付き
（SV）

ガラストップ（BK） 
3口 W600
両面グリル付き
（SV）

ガラストップ
（BK） 1口 IH
グリルレス

ガラストップ
（WH） 2口 IH
グリルレス

クリアブラック
IHヒーター

2口タテ グリルレス

クリアブラックIH
ヒーター 3口 

W600 グリルレス

ガラストップ（BK）
2口IH＋ラジエント
W600両面グリル
付き（SV）

ガラストップ（WH）
3口 IH W600
両面グリル付き
（SV）

オーダーキッチン
天板（P50）
D500～600

木製システム
キッチン（P52）

オーダー
フレーム

キッチン（P54）

ステンレス
フレーム

キッチン（P56）

キャビネット
キッチン（P57）

ミニマルキッチン
（P58）

W900/1200
×D500

W1200×D600

W1500/1800
×D600

木製／ホワイト
ミニマルキッチン
（P60/61）

W1200×
D500/550

W1500/1800×
D500/550

W1200×D600

W1500×D600

W1800/2100
×D600

D600～

¥25,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥61,000 ¥61,000 ¥99,000 ¥119,000 ¥158,000 ¥45,000 ¥79,000 ¥28,000 ¥76,000 ¥66,000 ¥210,000 ¥72,000 ¥135,000

（※1）天板下部に必ず天板の荷重を支える造作をお願いします。別売りの「壁付けブラケット」のみでの固定はお控えください。

（※1） （※1） （※1） （※1）（※1）
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価格表

D500～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1600
¥80,000
¥89,000

¥100,000
¥115,000

W1610～1850
¥88,000
¥99,000

¥111,000
¥129,000

W1000～1500
¥69,000
¥84,000
¥95,000

¥111,000

W1860～2100
¥94,000

¥105,000
¥119,000
¥138,000

W2260～2400
¥103,000
¥115,000
¥130,000
¥151,000

W2110～2250
¥99,000

¥111,000
¥126,000
¥146,000

W2410～2550
¥106,000
¥120,000
¥137,000
¥157,000

コンロ＆角丸400シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥101,000
¥107,000
¥122,000
¥147,000

W2110～2250
¥107,000
¥112,000
¥129,000
¥155,000

W1250～1800
¥82,000
¥97,000

¥110,000
¥132,000

W2260～2400
¥110,000
¥116,000
¥133,000
¥160,000

W2560～2700
¥117,000
¥124,000
¥142,000
¥172,000

W2410～2550
¥113,000
¥122,000
¥140,000
¥166,000

W2710～3000
¥124,000
¥131,000
¥151,000
¥183,000

コンロ＆角丸650シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥104,000
¥115,000
¥130,000
¥149,000

W2110～2250
¥109,000
¥121,000
¥136,000
¥157,000

W1350～1800
¥84,000

¥103,000
¥118,000
¥135,000

W2260～2400
¥113,000
¥125,000
¥141,000
¥163,000

W2560～2700
¥119,000
¥133,000
¥150,000
¥174,000

W2410～2550
¥116,000
¥129,000
¥145,000
¥169,000

W2710～3000
¥126,000
¥141,000
¥159,000
¥186,000

コンロ＆角丸750シンク
D（奥行） W（幅）

D500～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1600
¥78,000
¥87,000
¥99,000

¥114,000

W1610～1850
¥87,000
¥97,000

¥109,000
¥127,000

W570～1500
¥67,000
¥82,000
¥94,000

¥109,000

W1860～2100
¥92,000

¥103,000
¥117,000
¥136,000

W2260～2400
¥101,000
¥113,000
¥128,000
¥150,000

W2110～2250
¥97,000

¥109,000
¥124,000
¥144,000

W2410～2550
¥104,000
¥118,000
¥135,000
¥155,000

角丸400シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥100,000
¥105,000
¥121,000
¥145,000

W2110～2250
¥105,000
¥111,000
¥127,000
¥153,000

W820～1800
¥81,000
¥95,000

¥108,000
¥130,000

W2260～2400
¥108,000
¥115,000
¥132,000
¥159,000

W2560～2700
¥115,000
¥122,000
¥140,000
¥170,000

W2410～2550
¥112,000
¥118,000
¥136,000
¥164,000

W2710～3000
¥122,000
¥129,000
¥149,000
¥181,000

角丸650シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥102,000
¥114,000
¥128,000
¥148,000

W2110～2250
¥108,000
¥119,000
¥135,000
¥155,000

W920～1800
¥83,000

¥101,000
¥116,000
¥133,000

W2260～2400
¥111,000
¥124,000
¥139,000
¥161,000

W2560～2700
¥117,000
¥131,000
¥148,000
¥172,000

W2410～2550
¥114,000
¥128,000
¥144,000
¥167,000

W2710～3000
¥124,000
¥139,000
¥158,000
¥184,000

角丸750シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1600
¥95,000

¥105,000
¥117,000
¥133,000

W1610～1850
¥100,000
¥111,000
¥124,000
¥142,000

W1120～1500
¥82,000
¥99,000

¥113,000
¥128,000

W1860～2100
¥109,000
¥120,000
¥134,000
¥154,000

W2260～2400
¥117,000
¥130,000
¥145,000
¥167,000

W2110～2250
¥113,000
¥126,000
¥141,000
¥162,000

W2410～2550
¥120,000
¥133,000
¥150,000
¥172,000

コンロ＆スクエア520シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥115,000
¥127,000
¥141,000
¥161,000

W2110～2250
¥120,000
¥133,000
¥148,000
¥169,000

W1360～1800
¥94,000

¥114,000
¥129,000
¥147,000

W2260～2400
¥123,000
¥136,000
¥152,000
¥174,000

W2560～2700
¥130,000
¥144,000
¥161,000
¥185,000

W2410～2550
¥126,000
¥140,000
¥157,000
¥179,000

W2710～3000
¥136,000
¥151,000
¥170,000
¥196,000

コンロ＆スクエア760シンク
D（奥行） W（幅）

D500～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1800
¥53,000
¥60,000
¥71,000
¥88,000

W1810～2100
¥63,000
¥71,000
¥84,000

¥102,000

W600～1500
¥42,000
¥49,000
¥61,000
¥75,000

W2110～2250
¥68,000
¥77,000
¥91,000

¥110,000

W2410～2550
¥75,000
¥85,000

¥100,000
¥121,000

W2260～2400
¥71,000
¥81,000
¥95,000

¥115,000

W2560～2700
¥78,000
¥89,000

¥104,000
¥127,000

W2710～3000
¥85,000
¥96,000

¥114,000
¥138,000

コンロ

D（奥行） W（幅）

D500～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1800
¥52,000
¥59,000
¥70,000
¥86,000

W1810～2100
¥61,000
¥69,000
¥82,000

¥100,000

W600～1500
¥40,000
¥47,000
¥60,000
¥73,000

W2110～2250
¥66,000
¥75,000
¥89,000

¥108,000

W2410～2550
¥73,000
¥83,000
¥98,000

¥119,000

W2260～2400
¥70,000
¥79,000
¥94,000

¥113,000

W2560～2700
¥77,000
¥87,000

¥102,000
¥125,000

W2710～3000
¥83,000
¥95,000

¥112,000
¥136,000

フラット

D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥121,000
¥134,000
¥149,000
¥168,000

W2110～2250
¥126,000
¥139,000
¥155,000
¥176,000

W1430～1800
¥100,000
¥121,000
¥136,000
¥154,000

W2260～2400
¥129,000
¥143,000
¥159,000
¥181,000

W2560～2700
¥135,000
¥150,000
¥168,000
¥192,000

W2410～2550
¥133,000
¥147,000
¥163,000
¥187,000

W2710～3000
¥142,000
¥158,000
¥177,000
¥203,000

コンロ＆スクエア826シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1510～1600
¥93,000

¥103,000
¥115,000
¥131,000

W1610～1850
¥99,000

¥110,000
¥122,000
¥140,000

W690～1500
¥81,000
¥98,000

¥111,000
¥126,000

W1860～2100
¥107,000
¥119,000
¥133,000
¥152,000

W2260～2400
¥116,000
¥128,000
¥144,000
¥165,000

W2110～2250
¥112,000
¥124,000
¥139,000
¥160,000

W2410～2550
¥119,000
¥131,000
¥148,000
¥170,000

スクエア520シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥113,000
¥125,000
¥140,000
¥159,000

W2110～2250
¥118,000
¥131,000
¥146,000
¥167,000

W820～1800
¥93,000

¥113,000
¥127,000
¥145,000

W2260～2400
¥121,000
¥135,000
¥151,000
¥172,000

W2560～2700
¥128,000
¥142,000
¥159,000
¥183,000

W2410～2550
¥125,000
¥139,000
¥155,000
¥178,000

W2710～3000
¥135,000
¥149,000
¥168,000
¥194,000

スクエア760シンク
D（奥行） W（幅）

D550～600
D610～650
D660～750
D760～900

W1810～2100
¥119,000
¥132,000
¥147,000
¥166,000

W2110～2250
¥125,000
¥137,000
¥153,000
¥174,000

W920～1800
¥98,000

¥119,000
¥135,000
¥152,000

W2260～2400
¥128,000
¥141,000
¥157,000
¥179,000

W2560～2700
¥134,000
¥149,000
¥166,000
¥190,000

W2410～2550
¥131,000
¥145,000
¥162,000
¥185,000

W2710～3000
¥140,000
¥156,000
¥175,000
¥201,000

スクエア826シンク
D（奥行） W（幅）

オーダーキッチン天板

※単位：mm
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アングルフレーム脚

D150～300

D310～600

D610～900

W610～1200

¥32,000 

¥37,000 

¥37,000 

W1210～1800

¥37,000 

¥42,000

¥42,000

W150～600

¥32,000 

¥32,000 

¥32,000 

H510～800

D（奥行き） W（幅）

D150～300

D310～600

D610～900

W610～1200

¥32,000 

¥32,000 

¥37,000 

W1210～1800

¥37,000 

¥37,000 

¥42,000

W150～600

¥32,000 

¥32,000 

¥32,000 

H150～500

D（奥行き） W（幅）

角パイプフレーム脚

D150～400

D410～600

D610～800

D810～1000

D1010～1200

W610～1200

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

¥30,000 

¥30,000 

W1210～1800

¥30,000 

¥30,000 

¥33,000 

¥33,000 

¥33,000 

W150～600

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

W1810～2400

¥33,000 

¥33,000 

¥45,000

¥45,000

別途見積

H150～500

D（奥行き） W（幅）

D150～400

D410～600

D610～800

D810～1000

D1010～1200

W610～1200

¥25,500 

¥30,000 

¥30,000 

¥30,000 

¥33,000 

W1210～1800

¥30,000 

¥33,000 

¥33,000 

¥45,000

¥45,000

W150～600

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

¥25,500 

¥30,000 

W1810～2400

¥45,000

¥45,000

¥45,000

別途見積

別途見積

H510～800

D（奥行き） W（幅）

D150～400

D410～600

D610～800

D810～1000

D1010～1200

W610～1200

¥30,000 

¥30,000 

¥33,000 

¥33,000 

¥45,000

W1210～1800

¥33,000 

¥45,000

¥45,000

¥45,000

別途見積

W150～600

¥25,500 

¥25,500 

¥30,000 

¥30,000 

¥30,000 

W1810～2400

¥45,000

別途見積

別途見積

別途見積

別途見積

H810～1200

D（奥行き） W（幅）

カーテン

H～1000

H1010～1200

H1210～1400

H1410～1600

H1610～1800

H1810～2000

W660～1600

 ￥9,570

￥10,600

￥11,600

￥12,630

￥13,650

￥14,670

￥15,690

W1610～2250

￥14,160

￥15,690

￥17,210

￥18,740

￥20,270

￥21,800

￥23,320H2010～2200

W～650

￥4,990

￥5,500

￥6,000

￥6,520

￥7,030

￥7,540

￥8,050

W2260～2900

￥18,130

￥20,170

￥22,200

￥24,240

￥26,280

￥28,310

￥30,350

※片開き・両開きを選択できます

H（丈） W（巾）

ガーゼカーテン （フラットスタイル・ギャザースタイル）

フックの数

適正採寸サイズ※

H～1000

H1010～1500

H1510～2000

1.5巾（約W1600）

13個

W910～1350

￥22,920

￥30,050

￥37,180

￥44,300

2巾（約W2100）

18個

W1360～1800

￥22,920

￥30,050

￥37,180

￥44,300H2010～2500

1巾（約W1100）

9個

W～900

￥11,710

￥15,280

￥18,840

￥22,400

2.5巾（約W2600）

24個

W1810～2250

￥34,120

￥44,810

￥55,500

￥66,200

3巾（約W3200）

27個

W2260～2700

￥34,120

￥44,810

￥55,500

￥66,200

リネンカーテン （フラットスタイル）

※1枚売りになります（両開きの場合は、採寸サイズ÷2を2枚注文ください）

H（丈） W（巾）

アイアンハンガーパイプ

W1001～1500

¥5,640

W1501～1900

¥6,400

W101～1000

¥4,900

W（幅）

一文字タイプ

H100

H101～1000

W1501～1900

¥10,040

¥11,380

W1901～3000

¥12,240

¥13,580

W1000～1500

¥9,280

¥10,620

W3001～3800

¥13,760

¥15,100

T型-棚下吊タイプ（上段）＆天井吊タイプ（下段）

H（高さ） W（幅）

H100

H101～1000

W1501～1900

¥14,620

¥18,640

W1901～3000

¥16,820

¥20,840

W1000～1500

¥13,860

¥17,880

W3001～3800

¥18,340

¥22,360

E型-棚下吊タイプ（上段）＆天井吊タイプ（下段）

H（高さ） W（幅）

H100

H101～1000

W1501～1900

¥12,330

¥15,010

W1901～3000

¥14,530

¥17,210

W1000～1500

¥11,570

¥14,250

W3001～3800

¥16,050

¥18,730

F型-棚下吊タイプ（上段）＆天井吊タイプ（下段）

H（高さ） W（幅）

H100

H101～1000

W1001～1500

¥10,220

¥12,900¥12,160

W1501～1900

¥10,980

¥13,660

W101～1000

¥9,480

コの字型-棚下吊タイプ（上段）＆天井吊タイプ（下段）

H（高さ） W（幅）

H100

H101～1000

W1001～1500

¥7,930

¥9,270¥8,530

W1501～1900

¥8,690

¥10,030

W101～1000

¥7,190

L型-棚下吊タイプ（上段）＆天井吊タイプ（下段）

H（高さ） W（幅）

H101～1000

H1001～1500

H1501～1900

W1501～1900

¥11,300

¥12,040

¥12,800

W1901～3000

¥13,500

¥14,240

¥15,000

W1000～1500

¥10,540

¥11,280

¥12,040

W3001～3800

¥15,020

¥15,760

¥16,520

T型-床固定タイプ

H（高さ） W（幅）

D101～1000

D1001～1500

D1501～1900

W1001～1500

¥10,540

¥11,280

W1501～1900

¥11,300

¥12,040

¥12,800

W101～1000

¥9,800

水平T型-壁固定タイプ

D（奥行） W（幅）

  -

  -   -
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図面

(※1)(※2)

(※3)

22 22

40
0 46

0

70

165 560

水栓開口φ36

600～900

60

100

1650～3000

排水40A（立上げ50A接続）

35

19
0

(※
1)

(※1)

(※1)の最小寸法は［70mm］
(※2)の最小寸法は［60mm］
(※3)水栓穴のサイズは
φ10～50mmの間でミリ単位で変更指定可能

(※1) 100
(※1)

(※1)

70

143

20
0

55

375

123～317

560165 750

40
0

60
0～

90
0

自
由
設
定

590150 750

1650～3000

自
由
設
定

天板開口図

※単位：mm

P050　オーダーキッチン天板

P052　木製システムキッチン

※コンロ＆角丸750シンク（オプション：ステンレストップ4口グリルレス）の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください

※壁付け型 W2250食洗機なしの図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください

2222
SP12ﾁﾘ2

2250

φ36 90
31

0

450

天
板
奥
行
65
0

80
41

0
16

0

70

天板幅2250

760 676 560 184

872

PUSH

60
56

9

4

19
8 415

77
5

SP12 ﾁﾘ2750

85
0

600

650 650

85
0

77
5

60
56

9
20

615 2

648 648

扉厚 21 扉厚 214

85
0

77
5

60

56
9

4

15

19
8

4

32
5

100

60
0

PUSH

※各カーテンは、採寸サイズでご確認ください。採寸方法はWEBサイトをご覧ください

シーチングカーテン （フラットスタイル・ハトメスタイル）

H～1000

H1010～1200

H1210～1400

H1410～1600

H1610～1800

H1810～2000

H2010～2200

H2210～2400

W860～1650

¥11,000

¥12,020

¥13,040

¥15,070

¥16,090

¥17,110

¥19,150

¥20,170

¥21,190

W1660～2500

¥16,090

¥17,110

¥19,150

¥21,190

¥23,220

¥25,260

¥27,300

¥29,330

¥30,350H2410～2500

W～850

¥5,900

¥6,420

¥6,930

¥7,440

¥7,940

¥8,450

¥8,960

¥9,980

¥11,000

W2510～3300

¥19,860

¥22,400

¥24,950

¥27,500

¥30,050

¥32,590

¥35,040

¥37,560

¥40,070

※片開き・両開きを選択できます

H（丈） W（巾）

ハトメの数

適正採寸サイズ※

H～800

H810～1700

H1710～2500

1.5巾（約W1550）

8個

W760～1100

￥19,150

￥29,330

￥39,520

2巾（約W2100）

12個

W1110～1400

￥22,200

￥32,390

￥42,570

1巾（約W1050）

6個

W～750

￥12,020

￥17,110

￥22,200

2.5巾（約W2550）

14個

W1410～1700

￥28,320

￥43,590

￥59,890

3巾（約W3200）

18個

W1710～2100

￥32,390

￥46,650

￥63,960

※1枚売りになります（両開きの場合は、採寸サイズ÷2を2枚注文ください）

H（丈） W（巾）

帆布カーテン （ハトメスタイル）

フックの数

適正採寸サイズ※

H～600

H610～1500

H1510～2400

1.5巾（約W1550）

13個

W910～1300

￥14,060

￥25,260

￥36,460

￥47,670

2巾（約W2100）

18個

W1310～1750

￥14,060

￥25,260

￥36,460

￥47,670H2410～3000

1巾（約W1050）

9個

W～900

￥7,940

￥14,060

￥20,170

￥25,260

2.5巾（約W2550）

24個

W1760～2100

￥19,150

￥36,460

￥53,780

￥69,060

3巾（約W3200）

27個

W2110～2650

￥19,150

￥36,460

￥53,780

￥69,060

H（丈） W（巾）

帆布カーテン （フラットスタイル）

※1枚売りになります（両開きの場合は、採寸サイズ÷2を2枚注文ください）

ウッドブラインド

レッドシダー価格表

W1205～1400 W1605～1800 W2205～2400

H530～1000
￥44,110 ￥63,800  ￥77,000  ￥113,410 

H1205～1400

H1805～2000

￥50,490 ￥74,030  ￥89,870 ￥132,880

￥59,950 ￥89,430  ￥109,230 ￥162,030
￥59,400 ￥83,380  ￥100,320 ￥147,840

￥68,640 ￥98,450  ￥119,240 ￥176,880

￥53,240 ￥73,370  ￥87,780  ￥128,480

H（丈） W（巾） W350/655～800

桐価格表

上段：ギアタイプ（W350～） 　下段：ギアワンタッチタイプ（W655～） ※全サイズの価格はWEBサイトをご覧ください

W1205～1400 W1605～1800 W2205～2400

H530～1000
￥41,690 ￥59,180 ￥70,950 ￥102,190

H1205～1400

H1805～2000

￥46,860 ￥67,320 ￥81,180 ￥117,150

￥54,560 ￥79,640 ￥96,580 ￥139,810
￥55,990 ￥77,220 ￥92,180 ￥132,440

￥63,470 ￥89,210 ￥107,250 ￥154,880

￥51,040 ￥69,190 ￥82,280 ￥117,480

H（丈） W（巾） W350/655～800

上段：ギアタイプ（W350～） 　下段：ギアワンタッチタイプ（W655～） ※全サイズの価格はWEBサイトをご覧ください
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P054　オーダーフレームキッチン

※壁付け型 シンクLの図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください
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水栓開口φ37

シンク断面 コンロ断面
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シンク断面 コンロ断面
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30

260

水栓開口φ36

5702550

770170 860 600 150
2550

85
0
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0

65
0

P056　ステンレスフレームキッチン

※W2550×D650の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください
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325 加熱機器開口

シンク断面

天板開口図
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自
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100 450100
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ガス接続口
347
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壁付用ブラケット
3箇所(壁固定)

60

100

24
5

P058　ミニマルキッチン

※壁付け W1500×D600の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください

可動棚

シンク断面 コンロ断面

加熱口

コーナーR30以下(4つ角共)

398ガス
接続口

天板開口図

285

加熱機器開口

165

72
46

0

コーナーR30以下（4つ角共）
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315 150
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50

4
43

10 2 365 4 365 4 365 4 365 210
1496
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0
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0
85

0
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10 10738 738
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5
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85
0

17
4

35
6

70
60

0

100 424
1500

511

水栓開口φ36
312

600 600

175ガス接続口
R1/2

100

P057　キャビネットキッチン

※W1500の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください
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300 水栓開口φ36
45

天板開口図
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由
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P070　ミニマルシンク

75
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48
0

16
0

80
0

75
0
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6
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80
0

610

47
2

610 472

P071　アイアンスタンドシンク

※壁付け W600×D500の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください ※他の仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください
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P072　ワークカウンター洗面台

ミラー
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P073　ミニマル洗面台

※W1650の図面　他のサイズのものに関してはWEBサイトをご覧ください

※W690～990/ボックスミラーの図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください
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※W1800×D600の図面
他のサイズ、仕様のものに関してはWEBサイトをご覧ください

P060–061　木製、ホワイトミニマルキッチン
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ご利用規約

ご注文について
WEBショップの注文カートよりご注文
ください。ご注文後、倉庫在庫品に関
してはご入金確認後、翌営業日に発送。
受注生産品に関してはご入金確認後に
製作を開始し、発送手配を行います。

納期・配送について
各商品の納期は、商品購入ページをご
確認ください。建具や家具などの大型
商品は、必ずサイズをご確認いただき、
事前に搬入経路を確保してからご注文
ください。お届けの際に搬入不可能な
状況が発覚した場合、当店では責任を
負いかねます。また、通常商品は宅配
便を使用しますが、大型商品の場合は
路線便という業務用の配送形態となり
ます。日時指定不可、軒先渡しとなりま
すのでご了承ください。

送料について
商品の送料はお客様負担となります。各商品ごとに送
料や発送元が異なります。詳細はWEBサイトより各
商品の購入ページの送料表をご覧ください。商品を複
数ご注文いただき、発送元が異なる商品が含まれる場
合、送料は各商品ごとに生じますのであらかじめご了
承ください。

返品・交換について
お客様都合による返品・交換は、原則としてお断りして
おります。ただし、商品不良や破損、当店の不手際に
よる不備が発生した場合は、返品・交換を承ります。
返品・交換を希望される場合は、必ず商品到着後5日
以内に当店までご連絡ください。商品不良や破損が生
じている場合は、商品状態および梱包状態のわかる写
真をメールにてご送付ください。梱包不備や配送事故
等の原因を判断するため、外箱と梱包材は処分せずに
保管をお願いいたします。上記の場合、返品時に発生
する送料は当店で負担いたします。

空間づくりのアイデア集
住居や店舗、オフィスなどの豊富な事例を、設
計の工夫、使っている素材、作り手、施工の技
などについての情報添えて紹介しています。

toolbox商品の使用事例紹介
toolboxの商品を導入してくださったお客様
からいただいた事例写真を紹介しています。
商品を検討する際の参考としてご覧ください。

toolbox商品の施工ノウハウ
DIYからプロの技まで、toolbox商品を使った
施工ノウハウを紹介しています。必要な道具、
所要時間、スタッフの体験談をお伝えします。

会員登録をしていただくと、以下のサービスをご利用いただけます。

注文履歴の閲覧／商品のお気に入り登録／お届け先の複数登録／見積書発行
法人様の場合、会員登録をしていただくと、支払い時に「請求書後払いサービス」をご利用いただけます。

カートページにて、お届け先の都道府県を選択すると、送料
が自動計算され、見積書を発行することも出来ます。出力・
PDF保存をして活用ください。「別途見積もり」と表示され
た場合は、個別にお問い合わせください。そのままご注文
いただいた場合には、送料を確定した上で、改めてご請求メ
ールを送付させていただきます。

WEB SHOP
商品のご注文・お問い合わせはWEBショップから。

カタログ未掲載のアイテムも全てご覧いただけます。

www.r-toolbox.jp

toolboxでは商品の販売やサービスの提供以外に、

空間づくりのアイデアやイメージを膨らませるためのコンテンツをご用意しています。

法人・リピーターの方に便利なサービス

ログイン・マイページ機能 送料確認・見積書発行サービス

お問い合わせ

contact@r-toolbox.jp
営業時間　平日：10:00～17:00（土・日曜・祝日休業）

お支払方法

・銀行振込

対象：法人・個人事業主様（申込書不要）
支払いサイト：月末締め翌月末請求書払い
※請求書は（株）ネットプロテクションズより発行されます

・クレジットカード

・請求書後払いサービス
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SHOWROOM

こんな暮らしがしたい。
自分の家について、思い描くイメージを現実にする「素材」と「アイデア」を揃えた
ショールーム。

展示商品はおよそ1000点。
どれも綺麗に展示するだけではなく「これ何だろう？」と、思わず手にとってしまうような
仕掛けを施し、予期せぬ素材との出会いを意図的につくりだしています。また、気になっ
た素材と素材を実際に並べ、コーディネートを試すことができる作業スペースも用意。

来るまでは、イメージでしかなかった「理想」も、素材の選択肢の多さを知り、自由なアイ
デアに触れ、どうすれば実現できるか「自分だけの答え」を見つけることができるはずです。

理想の答えが見えてくる

FRONT

toolboxスタッフが常在して
いるカウンターになります。
商品についてわからないこと
はもちろん、家づくりについて
のご相談など、お気軽に声を
かけていただけたら嬉しいです。

LIBRARY

スタッフが愛読している、家づくり
やデザインに関する本が置いてあ
ります。スタッフがどんなものを普
段読んでいるのか「少し覗いてみた
い」という方も、実際に情報収集し
たい方も、一休みの場所としても自
由にお使いください。

FITTING STAND

ショールーム内にある気に
なった素材と素材を集め、
自由にコーディネートが試
せるデスク。完成させたコ
ーディネートはそのままお
持ち帰りいただくこともで
きるので、一緒に家づくり
をする方とのイメージの共
有にもご活用ください。
※お持ち帰りいただけるのは
素材サンプルのみになります

所在地
東京都新宿区下落合3-14-16

交通アクセス
JR山手線 目白駅 徒歩10分
西武池袋線 椎名町駅 徒歩11分
西武新宿線 下落合駅 徒歩14分

営業時間
火～土曜：13時～17時※予約制
（日・月・祝日 休業）
※営業時間は変更となる可能性がございます
　最新情報はURLからご確認ください

URL
www.r-toolbox.jp/ex/showroom/

Information
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ASSY（アシー）とは、アッセンブリーが語源の「組み合わせ済みの部品」と

いう意味。リビング、キッチン、寝室といった部屋ごとに、仕上げ材、設備、

パーツをセットアップ済み。そのため、あとは間取りを考えるだけ。仕上が

りをイメージしやすく、定額制は予算のコントロールもスムーズ。難しいこ

とはASSYにまかせて、こだわりたい部分に集中することができます。

家族構成やライフスタイルに合わ

せてオーダーメイドでプランニング。

工事は既存の大部分を解体すると

ころから始めるので、ゼロから自由

な間取りづくりが可能。設計料は、

パッケージ料金に含まれます。

FREE PLANNING

内装材は部屋単位でセットアップ

済み。床・壁・天井はラワンの木質、

軀体コンクリート現しをメインに、

素材感があるものを選定。扉・設備・

パーツは toolboxアイテムから厳

選してパッケージ化しました。

MATERIAL & PARTS

ASSYのエッセンスをバランスよ

く取り入れた標準モデルと、パー

ツや仕上げの要素を最大限詰め込

んだオールインモデルの FULL 

CUSTOM（フルカスタム）。２つ

のパッケージをラインナップ。

MODEL RANGE

リノベーション費用は住戸面積で

決まります。80㎡で105,000円/㎡

を基準に1㎡毎にプラスマイナス

40,000円の価格設定。対象建物

は、鉄筋コンクリート造のマンショ

ン。築年数は問いません。

FIXED PRICE

標準モデル価格

     │  60㎡  │   ¥7,600,000

     │  70㎡  │   ¥8,000,000

     │  80㎡  │   ¥8,400,000

設計施工パートナー：株式会社住環境ジャパン

※施工対応エリア：東京・神奈川・埼玉・千葉　※個人オーナー様向けのパッケージサービスもございます
※ASSYでは上記エリア以外での設計・施工パートナーを募集中。ご興味のあるリノベーション会社様はお問い合わせください
※価格はすべて税別表記です

間取りは自由設計・費用は住戸面積で決まる定額制
中古マンション向けパッケージリノベーション
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完成した瞬間に家づくりが終わるのではなく、
暮らし初めてからも “家づくり” が続いていく
ような住宅をつくりたいと生まれた「ZERO-

CUBE TOOLS」。家づくりと言っても、大げ
さなものではなくて、有孔ボードにフックを掛
けてみたり、電球を付け替えてみたり、観葉植
物を置いてみたり。暮らしのなかで生まれた「こ
うしたいな」を日常生活のなかで実践していく
こと。「DIY」が身近な存在として、気軽に自然
に行われるような住宅のかたちを目指しました。

住むが一生の

趣味になる。

シンプルな箱型の駆体をベースにしたセミオーダー型デザ
イン住宅「ZERO-CUBE」を提供する「LIFELABEL」との
コラボレーション。スケルトン（駆体）を「ZERO-CUBE」。
インフィル（内装・設備）を「toolbox」が担当します。
商品のお問い合わせはこちら　https://tools.lifelabel.jp/
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3つの床仕上から選べる面積ごとの定額制

オフィス向け改装パッケージ

居心地のよいオフィスで過ごすために

短期間で叶う、オフィスに求める普遍的

な「ちょうどいい」を追求しました。すっ

きりした白い壁に、開放感を出した天井

とスポットライト、床は選べる3つの仕

上げから決まる面積ごとの定額制。デ

スクや、ミーティングルームなど、豊富

な toolboxアイテムの内装オプションで、

カスタマイズをすることもできます。

Skelton base

フローリングプラン
￥42,000/㎡

土間プラン
￥38,000/㎡

カーペットプラン
￥38,000/㎡

& Tools

※施工対応エリアは東京都内に限ります　※価格はすべて税別表記です

いつの時代も人間は環境や欲望に対して素直に家をつくってきた。
では今から、私たちはどんな家に住みたいのか。
 ─馬場正尊（まえがきより）

家に人柄が滲み出ているような、住み手主導の家づくりを体現している11組にインタビュー。

世間の常識や他人からの評価を気にしない、これからの「マイホーム」が見えてくる。

INDEX

　はじめに
　自由に生きるための家を探しに

マイホームに暮らす
　1.自給自足な家
　2.シェアオフィスを併設した家
　3.生活を削ぎ落とした家
　4.蓄えられた家
　5.引き継いだ家
　6.移動できる移動しない家
　7.撮影スタジオな家
　8.家づくり自体が目的の家

マイホームをつくる
　1.自宅ではない用途を加えることで
　　邸宅を手に入れる
　2.チームだからこそ生まれてしまう
　　「予想外」さえも楽しむ
　3.急ぐことをやめ
　　「間に合わせない」を選択

　インタビューを振り返って
　おわりに

マイホーム
自分に素直に暮らしをつくる

全国の書店にて販売中

¥2,000＋税

著：toolbox
出版：株式会社美術出版社

toolboxのWEBサイト
からも購入いただけます

toolbox
の書籍
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