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暮らしに合わせて自由自在に組み合わせる「生活収納家具」。

生活収納家具のメインシリーズです。ボックスタイプの分かりや
すいシステムは、積み木を並べるような感覚で、使う人が自由に
プランを考えることができます。壁面収納をはじめ、リビング収
納、ダイニング収納、子供部屋収納など、家中の収納をつくるこ
とができます。

オープンタイプの棚を構成するシステム家具です。水平方向の棚
板のラインが強調されるので、伸びやかなスケール感、直線の美
しさがインテリアに活かされます。F シリーズと共通のシステム
で、「見せる」と「隠す」を組み合わせられます。リビングの壁面
収納や本棚に。

モジュールが大きな単品家具で、存在感を活か
したコーディネート向き。ローボード、キャビネッ
ト、ベッドなどをラインナップ。TVボードやデス
クにも最適です。

床から天井まで、壁一面を本棚にして憧れのリ
ビングライブラリーを。オフィスの什器や店舗
のディスプレイにも最適。デスクや、はしごが
付けられます。

コレクションアイテムに最適な収納。 好きなも
のを美しく飾って楽しむ“私の収納”がコンセ
プトです。 使う人に合わせたカスタマイズで無
限大のプランを実現します。

狭いスペースでも収納量が確保できる、キャ
スターがついた可動式のワードローブ。集合
住宅で“納戸”や“サービスルーム”といわれる
小さな部屋が、機能的な集中収納スペースに
生まれ変わります。

F series

S series

B series

C series

Vseries

G series
ラインナップ

6つのシリーズ
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生活収納家具

表面材 一覧表
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Fシリーズ

日本の住まいと暮らしにフィットする定番のロングセラー。

F seriesの特徴

Fシリーズは、ボックスタイプのシステム収納。設置が簡単で、移動・組み替え・
買い足しが容易にできます。100,000以上のアイテムと36種類の表面材を
用意し、サイズは10cm刻みでプランできます。1cm刻みのセミオーダーにも
対応し、空間にぴったり収めることもできます。



12 13

良い収納の条件は、必要十分な収納量が確保されていることに加えて、ものの
出し入れがしやすい機能性が内部にそなわっていることです。しまい方、
使い方にあわせて収納内部の機能性を充実させるさまざまな収納パーツを  
用意しています。

求める機能に合わせて装着するさまざまな収納パーツ。

スライドハンガー付棚板

奥行きが浅くても、スライドハンガーを活用す
れば、衣類が収納できます。

耐震ラッチ

ラッチ内部のセンサ−が地震を感知すると、自
動的に扉をロック。開放による事故を防げます。

Fシリーズ

F seriesの機能性

ダブルエクステンション・オートクロージング  

重さ10kgの物を載せても軽くスライド（日本製）。
二段階で奥まで引き出せます。閉まり際で引出
しが自動で引き込まれます。

標

棚ダボ

細くて長いダボを採用。ダボ穴が目立つことな
く、側板の奥深くまで差し込めて棚板をしっか
り支えます。

標

ダンパー・ヒンジ

扉が閉まる衝撃を吸収して、不快な音などを和ら
げるダンパーと、耐久性に優れたヒンジを装着。

標 仕切り

引出しの最上段に仕切りを設置。日常のこまご
ましたものはもちろん、コレクションボックスと
しても。

標

フィラー

天井や壁とのすき間を、扉と同じ素材のフィラー
で埋めることができます。埃の侵入も防ぎます。

特 ルーバーフィラー（LED付）

天井とのすき間にルーバータイプのフィラーを
設置し、間接照明を取り付けます。

特

梁対応エンドパネル

梁下に収まる家具の上に浅い上置きを載せ、
側面にパネルを張れば、きれいに仕上がります。

特 一枚天板

キャビネット間の継ぎ目が気になる場合に。間
をあけたキャビネットに載せて、デスクにも。

特 一枚扉

上下別々のキャビネットを、大きな一枚扉で仕
上げることも可能です。

特シリコン製取手カバー 

M・P・T ラインの取手に装着可能。感触が柔
らかく、小さな子供の安全確保や、側面の壁を
傷から守るのに効果的です。

OP

カマチ付棚板

扉付きのユニットと組み合わせる際の、オープ
ンシェルフの棚板に最適。

OP トレー

頻繁に取り出す小物の収納には、棚板よりもそ
のまま纏めて取り出せるトレーが便利です。

OP

OP幅木コンセント

コンセントが家具で隠れてしまう場合、幅木に
コンセントを取り付けることが可能です。

OP

OP LED照明・ガラス棚

飾り棚として内部のものを見せたいときに効果
的です。

OP

扉内ミラー・ネクタイ掛け

扉の内側に取り付け可能です。

OP

ハンガーパイプ付棚板

ロングキャビネットを二段に分ければ、子供服、
スカートなどがたっぷり収納できます。

OP

標準仕様 　　オプション      特別仕様標 特OP
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装飾のない、シンプルなFラインのデザイン。
主張を抑え、空間との調和がはかりやすいのが特徴です。
とくに、壁面収納のプランでは、
扉が主張するとほかのインテリアアイテムと
デザインがぶつかり合ってしまいます。
Fラインは、自由なインテリアデザインを描くための
キャンバスとなる表面材です。

クラス 1

 FW 
ホワイト

 FF 
アイボリー

 FB 
ブラックアッシュ色

 FC 
クリアビーチ色

 FD 
ダークビーチ色

 FU 
ミディアムオーク色

 FM
ミディアムビーチ色

 FL 
ライトオーク色

 FR 
ダークオーク色

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装

チタン紙＋ポリウレタン塗装ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板 化粧板

ステンレスカラー アイボリー ブラック ステンレスカラー ステンレスカラー ブラウンステンレスカラー ブラウン ダークブラウン

写真の表面材：FW

クラス 2 クラス 3

Fシリーズ

F seriesの表面材［Fライン］

ポリウレタン塗装ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装ポリウレタン塗装

扉の種類

扉・引出前板 ※A

ガラス扉A

天板B

側板・背板C

幅木D

取手E

扉

ガラス扉

ミストガラス扉（op）

ミラー扉

オプション取手

突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

ステンレスカラーステンレスカラー

A

B

E

突板＋ポリウレタン塗装 チタン紙＋ポリウレタン塗装 チタン紙＋ポリウレタン塗装 チタン紙＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装 突板＋ポリウレタン塗装

C

D

※木目タイプの引出前板
　は横目になります。
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扉の周囲にめぐらされたアルミの縁取り。
エッジの効いたデザインが、Mラインの特徴です。
木目の表情と、落ち着いた雰囲気の濃色の
バリエーションが充実しています。
マンションなどのスタイリッシュでモダンな空間の
収納プランに最適です。

クラス 2

MT 
ホワイトアッシュ色

MW 
ホワイト

MH 
ダークウォールナット色

MY 
チャコールグレー

MJ 
ウォールナット色

MS 
ローズ色

MN 
ミディアムウォールナット色

MF 
アイボリー

MK 
プレビューオーク色

MP 
メイプル色

MG 
グラビスウッド色

ME 
ヴェンゲ色

ポリエステル化粧板 ポリエステル化粧板ポリエステル化粧板 GM シート GM シート GM シートオレフィンシート オレフィンシートオレフィンシート

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

ポリウレタン梨地塗装 GM シート＋
ポリウレタン塗装

GM シート＋
ポリウレタン塗装

GM シート＋
ポリウレタン塗装

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋ 積層突板＋ 積層突板＋ポリウレタン塗装 ポリウレタン梨地塗装ポリウレタン塗装 GM シート GM シート GM シートオレフィンシート オレフィンシートオレフィンシート

化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板化粧板 GM シート GM シート GM シート化粧板 化粧板化粧板

ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ライトブラウンステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ダークブラウンステンレスカラー

クラス 3

ステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー  ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ライトブラウンステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ダークブラウン

Fシリーズ

F seriesの表面材［Mライン］

写真の表面材：MH

扉・引出前板 ※
（アルミフレーム）

（アルミフレーム）

A

ガラス扉A

天板B

側板・背板C

幅木D

取手E

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

ライトブラウン ダークブラウン

扉

ミストガラス扉（op）

ミラー扉

ガラス扉

スリットガラス扉（op）

オプション取手

扉の種類

A

B

E

C

D

※木目タイプの引出前板
　は横目になります。 GM シート

GM シート

GM シート＋

GM シート
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Pラインは、UV塗装による鏡面仕上げの表面材です。
艶やかな扉に奥行きを感じさせる
深みのある表情がそなわります。
ものの映り込みは、見る角度によって
インテリアの眺めに変化をもたらし、
窓からの光や照明の映り込みも、
インテリアの眺めをさまざまに演出します。

クラス 4

PO 
鏡面ピュアホワイト

PW 
鏡面ホワイト

PE 
鏡面ベージュ

PP 
鏡面サンドベージュ

PS 
鏡面ダークブラウン

PR 
鏡面ブラウン

PY 
鏡面チャコールグレー

UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装

UV 塗装 UV 塗装 ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

UV 塗装 UV 塗装

化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板

写真の表面材：PW

扉

ミストガラス扉（op）

ミラー扉

ガラス扉

スリットガラス扉（op）

オプション取手

Fシリーズ

F seriesの表面材［Pライン］

扉の種類

扉・引出前板A

ガラス扉A

天板 ※B

側板・背板C

幅木 ※D

取手E

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラーアルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー

A

B

E

C

D

（アルミフレーム）

UV 塗装について

紫外線を当てて塗料を硬化させるのが
UV塗装です。低公害・省資源を目的に
開発された塗料で、透明感の高い光沢
に加え、硬い塗膜（3H）による耐摩耗性
や防汚性などの特長がそなわります。

※ PE,PP,PR,PS,PYの天板と幅木は、扉と同色のUV塗装にすることも可能です。
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落ち着いた雰囲気、ナチュラルな印象の
マット仕上げのデザインがTラインです。
ホワイト、中間色、チャコールグレーまで、
7 色のカラーバリエーションをそろえます。
インテリアデザインの上質なベースとなるような、
大人しいながら存在感のある質感をそなえています。

写真の表面材：TE

Fシリーズ

F seriesの表面材［Tライン］

クラス 3

TO 
ピュアホワイト

TW 
ホワイト

TE 
ベージュ

TP 
サンドベージュ

TS 
ダークブラウン

TR 
ブラウン

TY 
チャコールグレー

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 GM シート MJ 色＋
ポリウレタン塗装

GM シート MJ 色＋
ポリウレタン塗装

GM シート MJ 色＋
ポリウレタン塗装

GM シート MJ 色＋
ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装

GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 化粧板

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

化粧板 化粧板

扉

ミストガラス扉（op）

ミラー扉

ガラス扉

スリットガラス扉（op）

オプション取手

扉の種類

扉・引出前板A

ガラス扉A

天板 ※B

側板・背板C

幅木 ※D

取手E

GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 ポリウレタン塗装

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ライトブラウン ダークブラウン ダークブラウン

アルミシルバー ステンレスカラー ライトブラウン ダークブラウンステンレスカラー ステンレスカラー ダークブラウンアルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ライトブラウン ダークブラウン ダークブラウン

A

B

E

C

D

（アルミフレーム）

※ TE,TP,TR,TSの天板と幅木は、扉と同色のポリウレタン塗装にすることも可能です。

GM シート MJ 色＋GM シート MJ 色＋GM シート MJ 色＋

GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色 GM シート MJ 色



22 23実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

エレガント&シンプルをテーマにした
優美なデザインが特徴です。
金属の質感を生かした取っ手は、
扉のモールと連続したラインを描き
豊かな表情を収納にそなえます。
磨きタイプとへアラインタイプがあり
 4 タイプから選べます。

クラス 4

EO 
エレガンスピュアホワイト

ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装

化粧板

写真の表面材：EO   取手：クローム

Fシリーズ

F seriesの表面材［Eライン］

ポリウレタン塗装

扉・引出前板

取手

A

E

ガラス扉A

天板B

側板・背板C

幅木D

クローム

ステンレスヘアライン

ゴールド

ゴールドヘアライン

A

B

E

C

D



24 25実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

F シリーズと組み合わせ可能。オープンシェルフの定番システム。

Sシリーズは、8000アイテム×35色の自由な組み合わせが可能なボックス
システム。高さの規格が細かく設定され、日本の住宅建築やマンションの
間取り寸法はもちろん、さまざまなオフィスプランにも活用されています。
使いやすさと美しさにこだわったデザインが特徴です。

Sシリーズ

S seriesの特徴



26 27

出し入れがしやすく、飾るたのしみがあるオープンシェルフ。Sシリーズの
収納パーツは、収納家具の美観をそこなうことなく、求められる機能性を
アップさせます。細かな仕切りやワインラックなど、機能パーツを装着した
箇所は、そのままデザインのアクセントにもなります。

オープンシェルフをもっと便利に使いやすく。

可動帆立

帆立を取り付けることで、本、ファイル、書類など
の整理分類に、より使いやすい壁面を構成するこ
とができます。

Sシリーズ

S seriesの機能性

アジャスター

床のゆがみに応じて調整することはもちろん、奥
行きが浅いプランでは、後方に倒し気味に設置し
ます。

標

背板二重仕上げ

背板を二重にし、配線をすっきりと収納。TV を
壁掛けタイプにできるので、地震の転倒にも備え
られます。

OP

帆立と棚板の組み合わせ

帆立と棚板を使って、ワインラックを組むこともでき
ます。ストックする量に合わせて、棚を増やすこと
ができます。

OPOP

書類プレート

両サイドに帆立を取り付けて、金具を差し込む
だけで簡単に取り付けが可能。すぐ使う書類の
収納に便利です。

OP

標準仕様 　　オプション標 OP



28 29実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

Sシリーズの表面材は、
Fシリーズと共通のラインナップをそろえます。
装飾のない、シンプルなFラインのデザイン。
主張を抑え、空間との調和がはかりやすいのが特徴です。
とくに、壁面収納のプランでは、
収納自体が主張するとほかのインテリアアイテムと
デザインがぶつかり合ってしまいます。
Fラインは、自由なインテリアデザインを描くための
キャンバスとなる表面材です。

クラス 1

FW 
ホワイト

FF 
アイボリー

FB 
ブラックアッシュ色

FC 
クリアビーチ色

FD 
ダークビーチ色

FU 
ミディアムオーク色

FM 
ミディアムビーチ色

FL 
ライトオーク色

FR 
ダークオーク色

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 突板＋
ポリウレタン塗装

チタン紙＋
ポリウレタン塗装

チタン紙＋
ポリウレタン塗装

チタン紙＋
ポリウレタン塗装

突板＋
ポリウレタン塗装

突板＋
ポリウレタン塗装

突板＋
ポリウレタン塗装

化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板

写真の表面材：FC

クラス 2 クラス 3

Sシリーズ

S seriesの表面材［Fライン］

棚板B

側板・背板C

ディティール 棚の断面図

B

C



30 31実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

Sシリーズの表面材は、
Fシリーズと共通のラインナップをそろえます。
エッジの効いたデザインが、Mラインの特徴です。
木目の表情と、落ち着いた雰囲気の濃色の
バリエーションが充実しています。
マンションなどのスタイリッシュでモダンな空間の
収納プランに最適です。

クラス 2

MW 
ホワイト

MY 
チャコールグレー

MS 
ローズ色

MF 
アイボリー

MP 
メイプル色

ME 
ヴェンゲ色

ポリウレタン塗装 ポリウレタン梨地塗装ポリウレタン塗装

化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板 化粧板

Sシリーズ

S seriesの表面材［Mライン］

写真の表面材：MH

棚板B

側板・背板C

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

オレフィンシート＋
ポリウレタン塗装

化粧板 化粧板 GM シート化粧板 GM シート GM シート

クラス 3

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

GM シート＋
ポリウレタン塗装

GM シート＋
ポリウレタン塗装

GM シート＋
ポリウレタン塗装

ディティール

MW  MF  MY MP  MS  ME  MT  MN  MH  
MK  MJ  MG  

B

C

棚の断面図　

MT 
ホワイトアッシュ色

MH 
ダークウォールナット色

MJ 
ウォールナット色

MN 
ミディアムウォールナット色

MK 
プレビューオーク色

MG 
グラビスウッド色

オレフィンシート＋ 積層突板＋ 積層突板＋

GM シート



32 33実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

PY 
鏡面チャコールグレー

Sシリーズの表面材は、
Fシリーズと共通のラインナップをそろえます。
Pラインは、UV塗装による鏡面仕上げの表面材です。
艶やかな表面材に奥行きを感じさせる深みのある表情がそなわります。
ものの映り込みは、見る角度によってインテリアの眺めに
変化をもたらし、窓からの光や照明の映り込みも、
インテリアの眺めをさまざまに演出します。

クラス 4 クラス 2

PO 
鏡面ピュアホワイト

PW 
鏡面ホワイト

PE 
鏡面ベージュ

PP 
鏡面サンドベージュ

PS 
鏡面ダークブラウン

PR 
鏡面ブラウン

MY ※
チャコールグレー

写真の表面材：PW

Sシリーズ

S seriesの表面材［Pライン］

UV塗装 UV塗装 UV塗装 UV塗装 UV塗装 ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー色

UV塗装 UV塗装UV塗装 UV塗装 ポリウレタン梨地塗装

棚板B

化粧板 化粧板 化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

側板・背板C

UV塗装 UV塗装

ディティール

［ Fシリーズとの組合せ例 ］  Fシリーズの天板とSシリーズの棚板の表面材を合わせると統一感が出ます。

MY色の棚板の場合（クラス2）Pラインの棚板の場合（クラス4）　PE  PP  PR  PS  PY
● F シリーズの天板は扉と同色の UV 塗装に変更可能です。

※Fシリーズの天板
（チャコールグレー色）と

　合わせる場合、表面材は
　MYを選んでください。

UV 塗装について

紫外線を当てて塗料を硬化させるのが
UV塗装です。低公害・省資源を目的に
開発された塗料で、透明感の高い光沢
に加え、硬い塗膜（3H）による耐摩耗性
や防汚性などの特長がそなわります。

B

C

棚の断面図



34 35実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

TY 
チャコールグレー

写真の表面材：TR

Sシリーズ

S seriesの表面材［Tライン］

クラス 3

TO 
ピュアホワイト

TW 
ホワイト

TE 
ベージュ

TP 
サンドベージュ

TS 
ダークブラウン

MJ ※

ウォールナット色
TR 
ブラウン

GMシートMJ色＋
ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装

棚板B

化粧板 化粧板 GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色化粧板

側板・背板C

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

Sシリーズの表面材は、
Fシリーズと共通のラインナップをそろえます。
落ち着いた雰囲気、ナチュラルな印象の
マット仕上げのデザインがTラインです。
ホワイト、中間色、チャコールグレーまで、
 7 色のカラーバリエーション。
インテリアデザインの上質なベースとなるような、
大人しいながら存在感のある質感をそなえています。

ディティール 棚の断面図

B

C

［ Fシリーズとの組合せ例 ］  Fシリーズの天板とSシリーズの棚板の表面材を合わせると統一感が出ます。

MJ色の棚板の場合（クラス3）Tラインの棚板の場合（クラス3）　TE  TP  TR  TS 
● F シリーズの天板は扉と同色のポリウレタン塗装に変更可能です。

※Fシリーズの天板
（ウォールナット色）と

　合わせる場合、表面材は
　MJを選んでください。

ポリウレタン塗装 GMシートMJ色＋

GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色 GMシートMJ色



36 37実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

グレード感の高いスタイリッシュな収納家具です。

Gシリーズは、単体でご利用いただく家具です。ローボード、キャビネット、カウンター
キャビネットのほか、ベッド、テーブル、デスクなど、450アイテム×26種類の表面材
を組み合わせたプランが可能です。グレード感の高いスタイリッシュなインテリアを
デザインできます。

Gシリーズ

G seriesの特徴



38 39

高品位な機能性が、使い心地に感じられます。

梨地塗装

50ミクロンの粒子を混合して、傷のつきにくい仕
上げを施しています。しっとりとした手触り、独特
な落ち着きのある質感がそなわります。

Gシリーズ

G seriesの機能性

標準仕様 　　オプション標 OP

ソフトクロージング

引出しを閉めるとき、閉まり際が静かにショック
を吸収するように収まっていきます。

標

標

ソフトダウンステイ

扉が開ききる際にゆっくりと静かに開きます。収納
されている物にも、接合部にも負担のかからない
構造です。

標 仕切り

10cm間隔で、仕切りを設定。カトラリーやCDなど
大きさの違うさまざまな物を、ムダなく収納する工
夫です。（上部の内引出しはオプションです）

標

カウンターレッグ

ステンレスフラットバー製のロの字型カウンター脚。
構造的な強度と安定性があり、シンプルですっき
りしたフォルムに仕上がります。

標 内引出し

リモコンやカトラリーなど、すぐに取り出したいも
のを見やすく収納するのに便利です。

OP

LED照明  

飾り棚として、扉の内部のものを見せたいときに
効果的。ライティングによりインテリア性が高ま
ります。

OP配線穴

カバーがスライドする配線穴。形状はとてもシンプル
で、家具そのもののデザイン性を損ないません。

OPスリットガラス

ブラウンの横縞でスタイリッシュなスリットガラス。
内部がはっきりと見えず、グレード感が高まります。

OP



40 41実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

引出前板の周囲にめぐらされたアルミの縁取り。
エッジの効いたデザインが、Mラインの特徴です。
木目の表情と、落ち着いた雰囲気の濃色の
バリエーションが充実しています。
マンションなどのスタイリッシュでモダンな
空間の収納プランに最適です。

仕様

Gシリーズ

G seriesの表面材［Mライン］

写真の表面材：MJ

引出し

下開き扉ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ライトブラウンステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ダークブラウン

下開き扉
スリットガラス（op）

A'

A

B

E

クラス 2

MT 
ホワイトアッシュ色

MW 
ホワイト

MH 
ダークウォールナット色

MY 
チャコールグレー

MJ 
ウォールナット色

MS 
ローズ色

MN 
ミディアムウォールナット色

MF 
アイボリー

MK 
プレビューオーク色

MP 
メイプル色

MG 
グラビスウッド色

ME 
ヴェンゲ色

ポリエステル化粧板 ポリエステル化粧板ポリエステル化粧板 GM シート GM シート GM シートオレフィンシート オレフィンシートオレフィンシート

ポリウレタン梨地塗装
サンドベージュ

ポリウレタン梨地塗装
ダークブラウン

ポリウレタン梨地塗装
ベージュ

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

積層突板＋
ポリウレタン塗装

ポリウレタン梨地塗装
チャコールグレー

ポリウレタン梨地塗装
サンドベージュ

ポリウレタン梨地塗装
ダークブラウン

ポリウレタン梨地塗装
ベージュ

ポリウレタン梨地塗装
サンドベージュ

ポリウレタン梨地塗装
ベージュ

ポリウレタン梨地塗装
ダークブラウン

化粧板 化粧板 化粧板化粧板 化粧板化粧板 GM シート GM シート GM シート化粧板 化粧板化粧板

ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ライトブラウンステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ダークブラウンステンレスカラー

クラス 3

引出前板A

下開き扉A'

天板B

側板・背板C

取手E

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

（アルミフレーム）

（アルミフレーム）

C

積層突板＋オレフィンシート GM シート



42 43実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

Pラインは、UV塗装による
鏡面仕上げの表面材です。
艶やかな光沢が表面材に奥行き感を与え、
深みのある表情をそなえます。
ものの映り込みは、見る角度によって
インテリアの眺めに変化をもたらし、
窓からの光や照明の映り込みも、
インテリアの眺めをさまざまに演出します。

クラス4

写真の表面材：PW

Gシリーズ

G seriesの表面材［Pライン］

仕様

引出し

下開き扉

下開き扉
スリットガラス（op）

PO 
鏡面ピュアホワイト

PW 
鏡面ホワイト

PE 
鏡面ベージュ

PP 
鏡面サンドベージュ

PS 
鏡面ダークブラウン

PR 
鏡面ブラウン

PY 
鏡面チャコールグレー

UV塗装 UV塗装 UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装

UV塗装UV塗装 UV塗装

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板 化粧板

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー

引出前板A

下開き扉A'

天板B

側板・背板C

取手E

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラーステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー

A

A'

B

E

（アルミフレーム）

C

UV 塗装について

紫外線を当てて塗料を硬化させるのが
UV塗装です。低公害・省資源を目的に
開発された塗料で、透明感の高い光沢
に加え、硬い塗膜（3H）による耐摩耗性
や防汚性などの特長がそなわります。



44 45実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

落ち着いた雰囲気、ナチュラルな印象の
マット仕上げのデザインがTラインです。
ホワイト、中間色、チャコールグレーまで、
 7 色のカラーバリエーションをそろえます。
インテリアデザインの上質なベースとなるような、
大人しいながら存在感のある質感をそなえています。

クラス 3

写真の表面材：TO

Gシリーズ

G seriesの表面材［Tライン］

仕様

引出し

下開き扉

下開き扉
スリットガラス（op）

TO 
ピュアホワイト

TW 
ホワイト

TE 
ベージュ

TP 
サンドベージュ

TS 
ダークブラウン

TR 
ブラウン

TY 
チャコールグレー

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装 ポリウレタン塗装

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板
チャコールグレー色

化粧板 化粧板

引出前板A

下開き扉A'

天板B

側板・背板C

取手E

アルミシルバー ステンレスカラー ライトブラウンステンレスカラー ステンレスカラー ダークブラウン ダークブラウン

アルミシルバー ステンレスカラー ステンレスカラー ステンレスカラー ライトブラウン ダークブラウン ダークブラウン

A

A'

B

E

（アルミフレーム）

C
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憧れのリビングライブラリーを工事なしで設置できます。はしごを取り付けられるので、
天井まで壁一面を有効に活用できます。専用の棚板は、重量のある書籍を並べても
たわみにくく、美しく収納できます。店舗の什器として、機能性と意匠性を兼ね備えた
プランも可能です。床から天井まで壁一面に設置するオープンタイプの本棚です。

Vシリーズ

V seriesの特徴
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強固な構造は、美しいデザインにもあらわれます。

ダボビス・ダボストッパー

重いものにもびくともしない強固なダボビスと、
棚板にはそれを支える樹脂製のストッパーを内
蔵。固定棚板と同様の強度を備えます。

スライド扉

大きなスライド扉を設置できます。基本はオープ
ン棚で、一部を隠す収納でプランすることもでき
ます。

カウンターテーブル

天板を直角に取り付けられるカウンターテーブル。
デスクとしても使用できます。

テレビボード

 Gシリーズのキャビネットを設置して、テレビボード
を組み込むことができます。

Vカット

独自に開発したVカット技法でエッジを仕上げていま
す。衝撃によるシートの損傷や剥がれといった弱点
を補い、天然木のような仕上がりとなっています。

可動棚板

棚板も底板もすべて可動棚なので、Gシリーズや
デスクを組み込んだり、台輪内部の配線が思いの
ままにプランできます。

デスク

壁一面の書棚に向かって、学習、読書、趣味の場
として。天板を棚板と並行に取り付けるデスクです。

パネル工法

プランの自由度が高いパネル方式です。天井いっぱ
いまで設置することができます。棚板と側板が同じ
厚みで、すっきりとしたデザインに仕上がります。

はしご

スライドするはしごを取り付ければ、天井に近い
高い所の本も、楽に出し入れできます。

Vシリーズ

V seriesの機能性

標準仕様標

標

標

標 標

特

特 特 特

OP

OP OP

オプション
特別仕様
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Vシリーズの表面材は 7 色展開です。
どんな空間にも合わせやすいホワイトと、
淡い色から濃い色までバリエーションをそろえた
木目タイプを用意しています。
はしごは 8 色から選べます。（P.53 参照）

クラス 3

MO 
ピュアホワイト

MP 
メイプル色

MS 
ローズ色

ME 
ヴェンゲ色

MJ
ウォールナット色

MK 
プレビューオーク色

MG 
グラビスウッド色

写真の表面材：MK

Vシリーズ

V seriesの表面材

オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート GM シートGM シート GM シート

棚板B

オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート GM シートGM シート GM シート

側板・背板C

オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート オレフィンシート GM シートGM シート GM シート

台輪D

D

C

B

オレフィンシート

オレフィンシート

GM シート

GM シート

GM シート
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スライド扉　ウレタン塗装　鏡面仕上げ　 はしご

PP
鏡面サンドベージュ

PY
鏡面チャコールグレー

PE
鏡面ベージュ

PW
鏡面ホワイト

PO
鏡面ピュアホワイト

E22-30B EN-95 E32-50L E27-50H

PS
鏡面ダークブラウン

PR
鏡面ブラウン

E09-50T E07-30L E15-30F EN-10

Vシリーズはオープンタイプの本棚ですが、
一部に隠す収納を設けられる、スライド扉
が用意されています。また、スライドレールを
取り付け、はしごを備えれば、高い天井まで
プランした本棚でも、全面有効に使えます。
はしごには、オレンジ、レッド、グリーン
など、インテリアのアクセントとなる鮮やかな
カラーもラインナップしています。踏板は
ウォールナットとタモの無垢材があります。

Vシリーズ

V seriesの扉・はしご
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デスク・カウンターテーブル天板　ポリウレタン塗装　梨地仕上げ　

ベージュ サンドベージュ ダークブラウン チャコールグレー

天板を本棚に直角に設置できるカウンターテーブルや、
書棚に向かって並行に設置するデスクを組み込む
ことができます。本に囲まれた書斎や、本が主役の
リビングライブラリーのデスクコーナーなど、居心地
の良い趣味の空間をつくり出します。

Vシリーズ

V seriesのデスク・カウンターテーブル
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Cシリーズ

C seriesの特徴

小さな納戸スペースを有効に使う可動式ワードローブ。

キャスターがついた可動式のワードローブです。図書館のスライドする書棚のように
動かして使うことで、狭いスペースを有効に活用して十分な収納量が確保できます。
集合住宅で“納戸”や“サービスルーム”といわれる小さな部屋が、機能的な集中収納
スペースに生まれ変わります。
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収納するものに合わせて内部パーツが選べます。

キャスター

床を傷つけない重量物用キャスター。衣類がつ
まったワードローブもスムーズに動かせます。

背面仕上げ

背面も仕上げています。壁面に沿って設置するだ
けでなく、間仕切りとしても使えます。

バッグ収納

バッグの収納に適したオープン棚。形崩れしない
ように、バッグを立てて収納できます。

ハンドルバー

ワードローブを動かすときにつかむハンドルバー
は、洋服を選ぶときにハンガーを掛けるのに便利
です。

革ハンドル

ハンドルバーがつかないタイプのワードローブに
は、革のハンドルが左右についています。

深い引き出し

厚手のセーターや毛布、ベッドリネンなど、かさ
張るものを収納しやすい深型の引き出し。

コーナーダンパー

動かすときにワードローブのエッジが家具や壁に
当たらないように、ダンパーを取り付けています。

引き出しスライド棚

ネクタイやストールを並べて収納。どれを着用し
ようか選びやすく、出し入れしやすいスライド棚
です。

シャツ収納

ブティックの什器ように、ワイシャツやブラウス
を一着ずつ、きれいにしまえるシェルフ。

Cシリーズ

C seriesの機能性
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Cシリーズの表面材は 3 タイプ。
明るい木目のオーク色。
落ち着いた雰囲気のウォールナット色。
深い色みのダーク色。
部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

クラス 3

MK 
プレビューオーク色

MJ 
ウォールナット色

MG
グラビスウッド色

Cシリーズ

C seriesの表面材

GM シート GM シート GM シート

棚板B

GM シート GM シート GM シート

側板・背板C

GM シート GM シート GM シート

引出前板D

D

C

B

実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。

GM シート

GM シート

GM シート
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百人百様のコレクションアイテム。愛蔵の品物を大切に保管すると同時に、
眺めて楽しむための収納家具がBシリーズです。基本ユニットと収納パーツを
組み合わせて、一人ひとりのコレクションに合わせたプランが可能。カラーは、
16色を用意しています。マイ・コレクション専用、趣味の収納をプランしてみませんか。

Bシリーズ

B seriesの特徴
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フロアユニット、吊り棚、トレーで構成するコレクション収納。

さまざまなアイテムをあなたしだいで組み合わせて、「私の収納」を自由にプランできる
Bシリーズ。そのシステムの基本となるのは、「フロアユニット」、「吊り棚」、「トレー」
の三つのアイテムです。これらの組み合わせと、棚板や収納パーツの装着により、
無限大のカスタマイズを実現します。

Bシリーズ

B seriesの商品構成

［ワインギャラリー］

ワインを楽しむ方のためのワインギャラリー。フロアユニットの下半分は棚板を縦横に交差させてラックに。
内蔵のLED照明でデキャンタをライティング。トレーにはオープナーやカトラリーが並びます。
ワイナリーの焼印が入ったコルク栓もコレクション。吊り棚のユニットにはガラス棚、ガラス扉を設置。

吊り棚

壁に絵を描けるように、ディスプレ
イの効果が高い吊り棚。壁面に簡単
に設置することができます。

フロアユニット

基本タイプのボックスユニットは、
ベース（台輪）の上に設置。トレー、
棚板、扉、引き出しなどを組み合わ
せて装着することで、収納とディス
プレイを自在にプランできます。

トレー

コレクショングッズに最適なトレー。
仕切りや収納パーツを組み合わせて、
収集品を整然と並べることができ、
トレーごと取り出して眺めて楽しむ
ディスプレイ効果をそなえています。
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LED照明

コレクションをライティングする照明は、LEDを使
用しています。わずかな電力でコレクションを照ら
し、発熱も抑えます。

ガラス棚板

コレクショングッズをより美しく見せるガラスの棚
板。傷に強いのが特徴です。下からも透過する光
が当たり、コレクションがぐっと引き立てられます。

コレクショントレー

ユニットにトレーを組み込むことができます。
ガラストレーや蓋付きトレーなど、中身に合わ
せてさまざまな種類のトレーが選べます。

フルエクステンションの引出し

引出しの奧のものまでよく見えて、出し入れがし
やすくなっています。引出し内部も美しく仕上げて
います。

ジョイント

背面は金属の留め金具で強度を高めています。ユ
ニットの連結にはポリカーボネイトの透明ネジを
使用し、美しくジョイントしています。

美しい塗装仕上げ

質感の良い塗装によるカラーリング。シート張り
にくらべて、エッジや接合部などのディティールが
格段に美しく見えます。「F☆☆☆☆」塗料を使用。

一人ひとりのコレクションを楽しむための機能。

Bシリーズ

B seriesの機能性

縦棚・横棚の組み合わせ

縦棚・横棚を組み合わせて、ワインラックを構成
することができます。収納量に合わせて棚をふやす
ことができます。

吊り棚の強度

壁面に専用金具を取りつけて、吊り棚を簡単に
設置できます。石膏ボードにも取り付け可能。

下開き扉とガラス棚

ユニットの幅いっぱいの、大きなものの出し入れ
が容易にできます。一枚ガラスなのでコレクショ
ンの見栄えを損ないません。
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基本カラー 5 色

オプションカラー 11 色

トレー素材

BW
ホワイト

BU
水縹色

BJ
ウォールナット

BN
ピンク

BY
チャコールグレー

BV
茄子紺色

BC
メイプル

BK
臙脂色

BP
サンドベージュ

BB
鉄紺色

BD
赤茶色

BE
ベージュ

BG
千歳緑

BA
琥珀色

BS
ダークブラウン

BM
苔色

BR
璃寛茶

BL
イエローグリーン

部屋のキーカラーに合わせて 16 色から選べます。
Bシリーズのカラーリングは、ボックス本体から扉、引出前板、
棚板まで、質感の良いポリウレタン塗装仕上げです。
エッジやパネルの接合部のディティールが美しく見えます。
安全な「F☆☆☆☆」の塗料を使用しています。
カラフルな色使いがインテリアのアクセントになります。

Bシリーズ

B seriesの表面材

実際の色は印刷と異なりますので、サンプル等でお確かめください。
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上質なデザインを追求した限定アイテムです。

時間をかけてデザイナーとじっくりつくり上げたものがあります。
そして世の中には、知られないままになっている、いいデザインがあります。
そんなプロダクトを集めたのが、GALLERY EYEN DESIGN COLLECTION。
上質なデザインを追求した少品種少量生産の限定アイテムです。

お子さまの創造力と運動能力を育む遊具クッション。
何ができるかな。大人も一緒に楽しんでください。
カバーは取外してクリーニングできます。

デザイン：O&M DESIGN
サイズ ： W400 D200 H400 （1ピース）
素材 ：ファブリック, ウレタンフォーム
価格 ：¥38,000（1セット）

本革を使用した本格的なデンマークデザイン。Ｘ型に
交差するフレームの接合部が外からは見えない美しい
仕上がりです。

デザイン：O&M DESIGN
サイズ ： W550 D430 H660 SH385
素材 ：アッシュ /ウォールナット, レザー
価格 ：〈アッシュ〉
  スツール ¥45,000
  トレーテーブル ¥54,000
  ベース ¥18,000
  〈ウォールナット〉
  スツール ¥48,000
  トレーテーブル ¥59,000
  ベース ¥20,000

彫刻作品のような豊かな木の量感が表現されている、
デンマークの椅子づくりのノウハウを活かした木馬。
お子さまのお祝いに喜ばれます。

デザイン：O&M DESIGN
サイズ ： W278 D609 H482
重量 ： 6kg
素材 ：ビーチ, レザー
価格 ：¥50,000

Mokuba

Pause stool

DEMI

オリジナルアイテム

GALLERY EYEN 
DESIGN COLLECTION

デミ
ギャラリーアイン デザインコレクション

ポーズスツール

モクバ

※表示の価格は税別です。

ウォールナット アッシュ
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空間を選ばず収納家具と相性の良いシステムソファです。

正方形モジュールのシートを自由にレイアウトできる
システムソファ。背部クッションも自由に動かせる
ので、ベッドのようにらくらくと寝ころぶことも
できます。硬質ウレタンの座部は長時間座っても
疲れにくく、あぐらをかいて、畳感覚での使用も
可能です。2 つのモジュールサイズから選べます。
カバーは４色、取外してクリーニングできます。

96シリーズ
サイズ：W960 D960 H630 SH380
価格 ：¥89,000 （1ベース） 
  ¥137,000（背付1セット） 
  ¥152,000（コーナー背付1セット）

80シリーズ
サイズ：W800 D800 H580 SH350
価格 ：¥75,000 （1ベース）
  ¥115,000（背付1セット） 
  ¥130,000（コーナー背付1セット）

●ドイツ、COR社より
　1970年に発売されたソファです。
　国内ライセンス生産で復刻された製品を
　ギャラリー収納で販売しています。

30cm 以上もある硬質ウレタン。
底づき感のない上質な座り心地が
得られます。

Trio96シリーズ　セット価格 ￥604,000　サイドテーブル（BT table） ￥150,000

※表示の価格は税別です。

ベージュ

グリーン ブラック

ブラウン

オリジナルアイテム

SYSTEM SOFA Trio
システムソファ トリオ
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建具・キッチン・造り付け収納と同一の仕上げができます。

TD

トータルデザイン収納［TD］は、内装仕上げで定番となっている      
大日本印刷（株）のオレフィンシート「WSサフマーレ」全229色*から
お部屋に合わせた色味・木目を自由に選んで、ギャラリー収納の
生活収納家具を仕上げるシステムです。マンションの購入、新築、
リフォームの際、ドアや建具、内装壁、キッチンキャビネット、

造作家具と同一仕上げのシステム収納家具がプランできます。

＊大日本印刷（株）のラインナップに準じて増減します。
　詳しくは〈 ht tp : //www.dnp .co . j p/ kenza i/ 〉でご覧になれます。

建具に合わせる

システムキッチンに合わせる
キャビネットの面材と
色をそろえたキッチン収納

造り付け収納に合わせる
造り付け収納とシステム収納が
まったく同一の仕上がりに

お手持ちの品に合わせる
電子ピアノの本体に合わせた
チェストタイプの収納

ドアと色をそろえたリビングルームの壁面収納

トータルデザイン収納

各種の情報
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震度 6 強でも倒れない安全性を実証しました。

くさび

収納と天井のすき間が少ない場合は、くさびを打
ち込んで収納を固定します。

壁固定

背板が 16m m厚のソリッド仕上げだから、収納
本体をビスで壁に固定することができます。

上下ジョイント

左右だけでなく、上下のユニットどうしも、すべ
て連結金具で固定します。

アジャスター

奥行の浅い棚の場合など、後方に倒し気味に調節
すると安定します。

ワイヤー

天井との間隔が広く、くさびが打てない場合は、
収納の上部をワイヤーで壁に固定します。

ギャラリー収納の生活収納家具は、家具自体の安定性に     
優れるとともに、設置場所に応じた最適な転倒防止対策を
用意しています。近畿職業能力開発大学校との共同実験では、
震度6強を超える地震を再現するなかで、耐震性・安全性が
実証されました。

固定せずに壁と収納の間を
2cmあけた場合だけ家具が転倒

家具の耐震実験
震度7の地震

（関西淡路大震災の揺れ）を再現

転倒防止対策と安全性

耐震ラッチ

ラッチ内部のセンサ−が地震を感知すると、自動
的に扉をロック。開放による事故を防ぎます。

各種の情報



78 79

収納のプロがお客さまの声に耳を傾けてプランを一緒に考えます。

収納プランのご相談

収納をなんとかしたいけど、
何から考えたらいいですか？

部屋の図面と実際の寸法に
誤差があって困ることはありませんか？

ショップでの相談は、
どんなことを話すのですか？

設置工事は、
どれくらい時間がかかりますか？

収納相談は、いろいろ用意しないと
いけませんか？

プランが決まってから、
どれくらいで納品になりますか？

プラン図や見積りは、
どれくらい時間がかかりますか？

何年後かに買い足しをしたいと
思ったとき、まだ商品はありますか？

ギャラリー収納には、住まいの収納が一軒分レイアウトされていて、家中
の収納を体感できます。実際に家具に触れながら、収納プランナーにご
相談ください。

寸法の誤差や図面では確認できないことがいろいろあります。場合によって
は、担当の収納プランナーがお宅に伺い、採寸、柱や梁やコンセント位置
の確認などを行います。

収納するものとライフスタイルを確認しながら、部屋のどこに、どんな収納
を設置するかを決めます。レイアウトが決まったら、収納内部のプランを細
やかに検討します。

まずは電話で相談の予約をしてください。間取図、マンションのカタロ
グ、不動産のチラシなど、お部屋の寸法が分かる図面をご用意いただくと、
具体的な検討ができます。

ギャラリー収納の生活収納家具は、お客さま一人ひとりに合わせてプラン
するため、すべて受注生産になります。プランが決まってから、約 1ヶ月
でお届けいたします。

お部屋の寸法がわかる図面があれば、専用ソフトを活用してその場でプ
ランを描くことができます。作図と同時に価格も表示されるので、予算と
照らし合わせながら検討できます。

生活収納家具は、1988 年に発売されたロングセラー商品です。日本の住
まいに合った定番収納として、いつでも買い足しや組み替えに対応できる
ようつくり続けていきます。

専門のセッティングスタッフがうかがいます。プランの規模やアイテム数に
よりますが、通常 3 〜 4 時間程度です。何ヵ所かを設置する場合でも、お
おむね1日で完了します。

マンションの購入、新築、リフォームをお考えの皆さま。
収納のことなら何でもご相談ください。プランのことも
ご予算のことも、収納プランナーが丁寧に対応いたします。

各種の情報
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和歌山の自社工場で一邸一邸、丁寧に製造しています。 安全な「F ☆☆☆☆」適合の材料を使用。

本社工場

必要なとき・必要なものを・必要なだけつくる。
無駄のないパターンメイドシステムで合理的に製作。

「生活収納家具」は、ギャラリー収納の本社、大谷産業株式会社
（和歌山市）の自社工場で生産しています。高品質なものづくり体制の
改善を重ね、納期、価格についてもお客さまのメリットを追求しています。

安全な住まいと暮らしのために、
最高等級の合板、塗料、接着剤を採用。

「生活収納家具」は、シックハウス症候群の原因とされるホルムアルデ
ヒドや、人体に害のある成分の含有率が、最も安全な「F☆☆☆☆」
適合のMDF等を使用しています。塗料・接着剤にもトルエン、キシレンは
含まれていません。

各種の情報
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精度の高い加工マシンと手仕事を組み合わせた生産体制です。

検品・梱包
各工程で検品を重ねながら組み上がった製品
は、最終的な検品の後にクリーニングして梱
包されます。

板材側面の加工
精度とスピードは機械の良さを活かしながら、細部は手仕事で仕上げます。

出荷
大型トラックの専用便で専門の配送センターに
出荷。そこからお客さまのお宅へ納品されます。

パーツの組み立て
組み立てる順番にでき上がってくるパーツを、
表面に傷がつかないよう組み上げます。

お客さまのオーダーごとにラインが流れていきます。

家具製作の流れ

オーダーシート受付
ギャラリー収納各店から随時送られてくるプラ
ン。作業効率と納期に配慮し、製作プランを
立てます。

邸別オーダーシート
プラン図を解析して、パーツリストを作成。邸別に製作図を作成します。

ボードの製作
板材の切断は、効率の良さとムダを出さない
歩留まりの良い木取りを考えながら作業を行い
ます。

細部の加工
機械による精度の高い加工を行いながら、つ
ねに人の目と手で仕上がりをチェックし、高品
質を保持します。

各種の情報
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専門スタッフが配送から設置まで責任をもって行います。

配送・セッティング

専門スタッフが耐震性に配慮した
万全のセッティングを行います。

大型トラックで配送センターに送られてきた製品は、ただちに
小型トラックに積み替え、お客さまのお宅にうかがいます。
生活収納家具のセッティング専門のスタッフが担当し、正確で
スピーディーな設置を行います。設置場所に最適な耐震対策を
施し、万全の安全性を確保します。

生活収納家具専門の
セッティングスタッフがうかがいます。

ぐらつきのない精度の高い組み立て。
地震対策もしっかりと施します。

梱包材は持ち帰ってリサイクルします。
破損の少ないものは無駄なく再利用します。

セッティングに要するのは３〜４時間程度。
複数のセットでもおおむね 1 日で完了します。

納品前にあらかじめ搬入経路などを確認し、迅速な搬入を行います。荷
下ろしの際の駐車スペース、集合住宅の場合は近隣へも配慮し、スムー
ズな納品を心がけています。

床の微妙なゆがみを読み取り、水平、垂直を割り出し、安定性の高い設
置を行います。設置場所に合わせて、壁固定、くさび、ワイヤーなどの
手法で地震対策を施します。

配送スタッフ

梱包材は、スタッフが持ち帰るのでゴミが残りません。持ち帰った梱
包材は、破損具合をチェックして保管。状態の良いものは再び梱包材
として有効利用しています。

多くのアイテムをお客さまのお宅で開梱し組み上げる作業です。通常は
3 〜 4 時間で作業を完了します。何ヵ所か設置する場合でも、おおむ
ね 1日で完了します。

各種の情報
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可動棚を活かして、高さ別に分類するのがコツです。

ちょっとした工夫とコツで
収納量が 30％アップ。

たくさん詰め込むのではなく、
使いやすさを考慮。

ものの高さをそろえると無駄にしていた
スペースが活かされます。

一見するときれいに
収納しているようでも……。

カップとソーサーは別々に重ねると場所をとりません。料理をするときスパイスはトレーごと取り出します。箱類は立ててびん
は寝かせてしまうのがコツです。

まだまだこんなに入ります。

キッチンの収納 ①

スペースを無駄なく有効に使う収納方法

一見、きれいにすき間なく収納している
ように見えても、高さ別にものを分類し
て、棚板の間隔を詰めて入れ直すと、余っ
ていたスペースがあらわれます。

スペースを埋めるために、無理にものを
重ねたり、前後に詰め込んでしまうと、
出し入れが不便になります。高さをそろ
えると同時に、ものの出し入れにも考慮
しましょう。

あなたの家事スタイルに合わせてプランできます。

1. クローズタイプ

雑多な小物を極力見せたくない場合は、
扉つきのキャビネットを多く組み込みます。
引出しやワゴン、トレーなどを組み合わせ、
使い勝手を良くする工夫も盛り込みます。

3. カウンタータイプ

シンク側に作業スペースがとれない場合
は、作業台になるオープンスペースを設
けておくと便利です。天板下のトレーに
は、作業台で使うキッチンツールを収納
します。　

2. 家電収納タイプ

家電製品を使うことの多い方は、スライ
ド天板つきのキャビネットを活用し、使用
頻度に準じて家電の置き場を決めていき
ます。家電のサイズ、配線や熱を逃がすス
ペースを予め考慮してプランします。

4. オープンタイプ

ものの出し入れがしやすい、使いやすさ
優先のプランは、扉のないオープン棚の
組み合わせが最適。帆立や棚板で細かく
仕切ると、小物を整理分類して収納する
のに便利です。 

1 2

3 4

間口180cmのキッチン収納プラン例
キッチンの収納 ②



90 91

小さいうちは一部屋で使い、大きくなったら間仕切りとして二部屋に。

はじめは仲良く並んで
二人でワンルーム。

二人のデスクとワードローブを壁一面
に並べて配置。ベッドも 2 台並べて置
き、一つの空間を二人で一緒に仲良く
使うようにプランします。

収納を移動したり、
買い足して二部屋に。

子供が大きくなったら、ワードロー
ブと本棚を買い足し、部屋の中央に
移動して一室を二つの空間に間仕切
ります。ベッドとデスクを壁際に配置
し、それぞれの個室として使います。

お買い足し  

￥340,000（クラス1）×2

買い足し分 ￥186,000（クラス1）

※表示の価格は税別です。

家具を移動して部屋を間仕切る
子供部屋の収納 ①

子供の成長に合わせて、いつでも買い足し、組み替えができます。

金額　￥93,000（クラス3） 買い足し分　￥165,000（クラス3） 買い足し分　￥220,000（クラス3）

小学生のときの机が、
社会人になっても使えます。

最初はデスクだけを購入。本や洋服が
増えてきた頃にキャビネットとワード
ローブを買い足し、さらに成長して本
棚とトップキャビネットを追加。買い替
えのむだがありません。

買い足して子供とともに成長する収納
子供部屋の収納 ②
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移動・買い足し・組み替えができるから、一生使えます。 マンションの柱や梁の凹凸を利用して収納量が増やせます。

積み木のように構成できる
ボックスシステムのメリット。

住まいが変わる。家族構成が変化する。
生活スタイルが変わる。暮らしに合わせ
てフレキシブルに対応できるのが、無駄
がなく合理的です。将来の変化を見越
してプランします。

合計金額　￥232,000
（クラス1）

買い足し分　￥238,000
（クラス1）

買い足し分　￥318,600
（クラス1）

移動・組み替え・買い足しで変化する収納 収納の裏にも収納、壁面収納を二重でプラン
リビングダイニングの収納 リビングの収納

※表示の価格は税別です。

BOOK
ライブラリー

CDライブラリー

T Vボード

T Vボード裏のCDライブラリー。

大きな柱の出っぱりとT Vボードの間のスペースを活
用したBOOKライブラリー。
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部屋の広さや、ドア、窓、収納の位置により多様にプランできます。 マンションの納戸部屋が、機能的に使いやすく生まれ変わります。

書斎の収納 納戸部屋の収納

家具を置くだけで
寝室に書斎をつくるプラン例

可動式のワードローブで
集中収納ルームを

下の写真の平面図
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大切なコレクションの見せ方を収納でデザインします。

コレクション収納

飾る楽しさ、眺めのいい収納

コレクションを美しく見せるためのガラス
のショーケース。LED照明を組み込んだ
フロアユニットに、ガラスの棚板と下開き扉
を組み合わせています。宝飾店やアート
ギャラリーのディスプレイのように、飾って
あるものがぐっと引き立ちます。部屋のあ
かりを落として、大切なコレクションを眺
めるひとときをお楽しみください。

小さくて数の多いコレクションにとって、
トレーは重要なアイテムです。Bシリーズ
のトレーは、ノーマル、側面からもコレク
ションが見えるガラストレー、ほこりを防
ぐ蓋付きの3タイプ。コレクションに合っ
た仕切り、収納パーツを組み合わせれば、
眺めて楽しいトレーになります。

奥行きの浅い吊り棚を、絵を飾るように壁
面に設置します。インテリアとのカラーコー
ディネートを考えて、吊り棚自体が空間の
アクセントとなるように。お気に入りのアイ
テムを並べて、飾る楽しさと眺める楽しさ
を味わいながら、大切なコレクションをイン
テリアデザインの主役にしてください。

縦横に棚板を組み合わせて、コレクション
一つひとつにスペースを与えます。棚は
29mmピッチで動かせるので、コレクション
に合わせて小間サイズをさまざまに設定で
きます。

トレー内部の収納パーツ

コレクションアイテムの形やサイズ、材質に合った
最適な収納方法をカスタマイズするためのトレー用
収納パーツです。コレクションを大切に保管し、美
しく見せます。

トレーの仕切り

3×3から5×5まで、6タイプの仕切りを用意してい
ます。小間を設けることで、収納することがそのま
まディスプレイになります。
自分で眺めるとき、誰かに見てもらうとき、大切な
コレクションアイテムを美しく演出します。

ウエイブ レクタングル ホール フェルト張り

3 × 3

4 × 4

3 × 4

4 × 5

3 × 5

5 × 5

 ライトアップ

ガラスの棚と照明で
宝飾店のように飾る。

仕切って眺める

集める美しさ。
標本箱のように飾る。

 壁に掛ける

コレクションを
絵画のように飾る。

 可動棚板

コレクションに合わせて
小間分けする。

ノーマルトレー

蓋付きトレー

ガラストレー
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