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1988年発表の「生活収納家具」。やがては飽きて
しまう奇抜なデザインと壊れやすい余分な機能を
排除し、日本の住まいに定着するスタンダードな
システム収納をめざしました。以来20年、細部の
改良を重ねパーツの種類と扉のデザインを増やし
ながら、定番の収納として成長してきました。

「生活収納家具」の納入実績は延べ3万件以上で、
リピート率は約3割。おかげさまで多くのお客さ
まにご愛用いただいています。この冊子は、そう
したお客さまたちが実際に使っている収納をご紹
介させていただこうと、比較的最近の納入事例を
中心に編集しました。こうして室内の光景を眺め
ると、日本の住まいはずいぶん美しくなり、自分
らしいゆたかさを住空間に実現している人が増え
たことを実感します。
「日本の住まいに合った片づけやすい収納づくり」
が目標でした。美しい住空間と気持ち良い暮らし
づくりのお手伝いをすることをめざし、これから
もお客さま一人ひとりに合わせた「生活収納家具」
を提案していきたいと考えます。

生活のキャンバスとなる収納。一人ひとりの暮ら
しがいきいきと描かれた「収納百景」をどうぞご
覧ください。

ギャラリー収納・大谷竹男

生活を収納する家具
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001
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 5人
収納価格 802,095円（税込）

6 7

Mさんのリビングダイニング収納

高さを抑えてすっきりと空間をデザ
インしながら、収納量もしっかり確
保しています。テレビは46インチの
薄型大画面。飾る場所を あらかじ
め設けて、収納とテーブルを同色に
することで一体感をだし、すっきり
感を高めています。



002
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 1,085,175円（税込）

8 9

Tさんの大画面テレビ収納
〈45インチ〉

床材や太い梁に合わせて明るい「ナ
ラ」の木目を選びました。ロングボ
ードを活用した一面の壁面収納に、
45インチの大画面テレビをすっきり
と設置。容量たっぷりのスペースに、
本や雑誌、リビングで使うさまざま
な小物を収納しています。



003
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,085,175円（税込）

10 11

Uさんのリビングダイニング収納

50インチの薄型大画面テレビを天井
までの壁面収納に設置。テレビを囲
むようにガラス扉内に飾るスペース
を設けています。ダイニング側は、
あとから買い足しをして収納を充実
させました。テーブルの下には小型
のワインセラーが収まっています。



004
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 1,093,050円（税込）

12 13

Tさんの大画面テレビ収納
〈45インチ〉

薄型大画面テレビを収納の背板に壁
掛け式で設置。建具と同色にした奥
行きの浅い収納と共にすっきりとま
とめました。左側の扉を開けると下
段には、お子さまが自分で出し入れ
できる高さに、絵本や事典などのス
ペースを確保しています。



005
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 壁面 1,077,510円 間仕切り 158,550円（いずれも税込）

14 15

Hさんのリビングダイニング収納

42インチのテレビ収納とキッチン
収納を一体の壁面収納にまとめま
した。収納をひとつにすることで、
LDKを広く使えます。ソファの背
に間仕切りとなる低い収納を設け、
お子さま用のライブラリーとして
部屋を無駄なく利用しています。
（艶ホワイトの扉とミディアムウォルナッ
ト色のボックスの組み合わせは特注）



006
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 1,299,795円（税込）

16 17

Kさんのリビングダイニング収納

46インチの薄型大画面テレビを含め
てリビングダイニングの収納をまと
めて一面に設置。1箇所にまとめる
ことで、部屋を広く使えます。ロン
グボードには稼動棚板を活用して雑
貨や本、掃除機まで収納しています。



007
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 1,163,610円（税込）

18 19

Dさんのリビングダイニング収納

LDKの収納を一体の壁面収納にま
とめ、部屋を広く使えるようにしま
した。43インチのテレビの左側には
絵本や玩具を入れる子供専用のスペ
ースを。引き出しには紙おむつを入
れ、すぐに取り出せるようにしてい
ます。そのほか家族全員のさまざま
なものが整然と工夫して収納されて
います。



008
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 441,000円（税込）

20 21

Aさんのダイニング収納

腰壁の高さに合わせた低めのダイニ
ング収納。引き出しがたくさん付い
て、いろいろな物が見やすく出し入
れしやすいように工夫しています。
右側にはクローゼットを組み合わせ
て、外出や帰宅時に便利なようにコ
ートや上着を簡易に収納できるよう
にしています。
（No.40・103と同物件）



009
所在地 神奈川県逗子市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 318,150円（税込）

22 23

Oさんのリビングダイニング収納

部屋の間口にぴったりと設置した低
めの収納。天板と壁面は飾るスペー
スにして、季節や気分に合わせて飾
りを変えて楽しみます。引き出しに
はダイニングで使う食器や雑貨を整
理して収めています。引き出すと、
中身が全部見渡せて、出し入れが容
易です。





010
所在地 神奈川県逗子市
建物種類 集合住宅
家族人数 5人
収納価格 子供デスク 300,900円 壁面収納 1,113,525円（いずれも税込）

Sさんのリビング収納と子供デスク

リビングダイニングに集まるさまざ
まな物が天井までの一面の壁面収納
にすっきり収まっています。床面を
広く使い、ソファスペースをしっか
り確保。一角に子供デスクを設置し
て、両親やお姉さんが勉強を見たり
一緒に遊んだり。家族のふれあいを
デザインしています。
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011
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 819,000円（税込）

28 29

Oさんのリビングダイニング収納

リビングダイニングで使う家族全員
のさまざまな物をすっきりと収納。
リビング収納とダイニング収納が一
体になった壁面収納です。見せる、
隠す、オープンスペースを組み合わ
せた機能性。白い扉で圧迫感がない
ようにデザインしています。



012
所在地 広島県福山市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 529,410円（税込）

30 31

Yさんのリビングダイニング収納

広いLDの壁面収納。ミラー扉が、
部屋をさらに広く感じさせます。当
初の計画で予定していた通り、現在
はこの収納を手前に移動してユニッ
トを組み換えて、天井をフィラーで
ふざぎ完全に独立した子供部屋をつ
くりました。



013
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,355,550円（税込）

32 33

Kさんの大画面テレビ収納
〈47インチ〉

全体を梁下までつくり、壁面収納を
造り付けのように見せています。ス
ピーカーはネットの内側にすっきり
と。写真が趣味でたくさんあるアル
バムもすべて収納。そのほか食器か
らリビング雑貨まで収納しています
が、見せる収納のオープンスペース
がモダンな表情をつけています。
（No.29と同物件）



014
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 740,460円（税込）

34 35

Sさんのリビング収納

手持ちのKnoll社のテーブルと椅子
に合わせて、艶ホワイト色を選択。
絵画を飾るために、低めにプランし
ました。キッチン側は、コーヒーメ
ーカーとポットをスライド天版に、
分別用のゴミ箱はワゴンに収めてい
ます。トレーにはサプリメントなど
が見やすく置かれています。
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015
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 ダイニング 832,125円 TVボード 144,900円（いずれも税込）

Sさんのダイニング収納

低めに計画したダイニング側の収納
には、絵や思い出がこもったさまざ
まな小物が飾られます。デスクを組
み込んでパソコンを設置、ダイニン
グチェアを移動して使います。ソフ
ァーコーナーには間口に合わせたロ
ーボードを。42インチのテレビを置
き、オープンスペースにはAV機器
をそなえ、引き出しにはCDやDVD
が入っています。
（No.71と同物件）
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Hさんのリビングダイニング収納

向かい合うリビングとダイニングの
収納を色分けして、コーナーそれぞ
れの演出を。リビング側には机を組
み込んでワークスペースを設け、ト
レーや引き出しを活用しています。
ダイニング側は白の扉で圧迫感を無
くし、カウンター部だけは家具の色
調と合わせました。

016
所在地 兵庫県西宮市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人・ネコ1匹
収納価格 リビング 519,750円 ダイニング 438,900円（いずれも税込）
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017
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 壁面 582,960円 ソファ 577,500円 ラグ 182,811円（いずれも税込） 018

所在地 大阪府寝屋川市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 675,465円（税込）

Oさんのリビングダイニング収納

左右の窓を活かしたプラン。現在は
42インチのテレビを置いています
が、将来はさらに大きなテレビに買
い換えることを考慮しています。テ
レビの周囲にオープン棚を設け、家
族の写真をたくさん飾っています。
（No.69と同物件）

42 43

Iさんのリビング収納

ソファ、サイドテーブル、ラグ、ス
ツールなどをトータルにコーディネ
ート。パソコンデスクを兼ねた収納
にはオーディオを設置。上部は見せ
る棚としてディスプレイを楽しみ、
引き出しには200枚のCDが収納され
ています。



019
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 465,150円（税込） 020

所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 6人
収納価格 1,220,625円（税込）

Kさんのリビングダイニング収納

デスクを組み込んだリビング収納。
ロングボードには本、雑誌、絵本、
雑貨や子供の教材が収納されていま
す。家族みんなが自然と集まって、
それぞれ好きなことをしたり、一緒
に勉強したり遊んだり。コミュニケ
ーションを深めるプランです。

Sさんのリビングダイニング収納

腰窓手前にデスクを組み込んだサイ
ドボードを設置。天井までの収納に
は神棚と食器を収納し、バルコニー
側にはテレビ台を設置し、42インチ
の大画面テレビを置きました。テー
ブルとダイニングチェアも合わせて
コーディネートしています。
（No.61・94と同物件）
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021
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,109,325円（税込） 022

所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 516,075円（税込）

Tさんのリビングダイニング収納

自宅にオフィスを持っているため、
ダイニングテーブルは打ち合わせス
ペースとしても使われます。40イン
チのテレビを収めた壁面収納は、ガ
ラス扉以外は隠す収納でプランして
います。打ち合わせにも食事にも相
応しいよう、しっとり落ち着いた雰
囲気のデザインです。
（No.114と同物件）

Tさんのリビングダイニング収納

リビングダイニングに2人並んで使
えるデスクコーナーを設けました。
両親がパソコンを使ったり、子供が
勉強したり、子供のようすがいつも
うかがえたり、一緒に勉強を見てあ
げて親子の交流を日常の中で深める
デザインです。上着などを収納できる
ワードローブも組み合わせています。
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023
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 337,470円（税込） 024

所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人・ネコ1匹
収納価格 1,046,535円（税込）

Kさんのリビングダイニング収納

お手持ちのテーブルに合わせた淡い
色調を選択。収納をシンプルにして、
テーブル、椅子のデザインを活かし
ています。収納内部に13インチのテ
レビを収め、トレーにはレシートや
手紙、書類を収納。食事だけでなく
家事や趣味にも使いやすいダイニン
グになりました。

Nさんのリビングダイニング収納

圧迫感を抑える白の壁面収納に、や
さしい木目のテーブルを組み合わせ
ました。人数が増えたときはテーブ
ルを引き出し、向きを変えて使いま
す。テレビは42インチ、扉の中には
楽譜や書籍、カメラなど趣味のもの
を。ダイニング側のオープンスペー
スにはパソコンを置き、いつでもす
ぐに使えるようにしています。
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025
所在地 埼玉県和光市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 500,325円（税込） 026

所在地 兵庫県芦屋市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 273,000円（税込）

Tさんのリビングダイニング収納

家族で使うパソコンを置いたダイニ
ングの収納。カップやスペインの陶
器アート「リヤドロ」をきれいに飾
っています。引き出しには奥さまの
趣味の絵付け道具を置いて、ダイニ
ングテーブルを作業台にして趣味の
場として使っています。

Hさんのダイニング収納

設置スペース、使い勝手にあわせて
システム収納でプランしたカップボ
ード。サイズや内部の仕切り、扉の
選択までオーダー感覚でつくること
ができます。高さを抑え、スリット
ガラスにして、空間を圧迫しないよ
うにデザインしました。
（No.44・120と同物件）
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027
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,200,150円（税込） 028

所在地 神戸市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 864,675円（税込）

Mさんのリビング収納

リビングで仕事もするために、書類
やファイルが機能的に収められるよ
うにプランしました。一面の壁面収
納の一部にスリットガラスを採用す
ることで、圧迫感を抑えています。
モダンな建築空間とアンティークな
家具との調和を図る収納をデザイン
しました。

Kさんのダイニング収納

13.5帖のダイニングに、3方向から
使える収納を設置。キャビネットを
背中合わせに配置し、パソコン、電
話、書籍、文庫本、収納するものに
合わせて4タイプの奥行きを組み合
わせています。見やすく出し入れし
やすいたくさんの引き出しは、日常
の小物の収納に最適です。
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029
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 263,550円（税込） 030

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 東面 325,500円 南面 287,700円（いずれも税込）

Kさんのダイニング収納

ダイニング側に設置したパソコンデ
スク。ハイスツールを置き、スタイ
リッシュにまとめています。デスク
の左右にはスリムなキャビネットが
そなわり、小振りの引き出しには使
う物が取り出しやすいよう収納され
ています。
（No.13と同物件）

Tさんのリビングダイニング収納

2方全面の腰窓を活かし、低い収納
をL型に設置し、限られた空間に効
率よく収納を設けました。東面は引
き出しとトレーを活用して天板には
プレートを飾り、南面はガラス扉を
活用して食器やグラスを美しく見せ
ています。
（No.73と同物件）
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031
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 ローボード 346,500円 ダイニングテーブル・椅子4脚 279,300円

ラグ 74,550円（いずれも税込）

032
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,302,325円（税込）

Iさんのリビングダイニング収納

間口の広い壁面に、高さを抑えたカ
ウンター型の収納を設置。ワイドが
4mもあれば、高さが70cmでも収納
量はたっぷり確保できます。天板の
上には17インチのテレビを置き、壁
面と合わせて飾るスペースにして、
空間の演出を楽しめます。

Iさんのダイニング収納

大きなテーブルを部屋の中央に設置
してラグを敷き、ゆったりとくつろ
げるスペースにデザインしました。
収納はロータイプにして、壁面は飾
るスペースに。将来はテレビを置く
ことを考慮にいれ、配線の措置をと
っています。8段のトレーが、デザ
インのアクセントになっています。
（No.72と同物件）
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033
所在地 大阪府寝屋川市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 416,850円（税込） 034

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 699,300円（税込）

Kさんの和室の収納

和室に書斎コーナーを設けました。
座椅子に座ってパソコンを使うた
め、低い位置にプリンタ用のスライ
ド天板を組み込み、上部にはコピー
機が置けるよう奥行きを広くしてい
ます。2段のトレーは一時おきのス
ペースとして、書類が散乱しないよ
うにここにまとめて置きます。

Tさんの和室の収納

リビングスペースに面した和室なの
で、リビングと統一した色で、和室
の家具をプランしました。天井まで
のロングキャビネットは収納量たっ
ぷり。たくさんの引き出しがついた
キャビネットは使いやすく、天板は
飾るスペースになっています。
（No.42と同物件）

58 59



035
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 298,200円（税込）

Sさんのロフトの収納

主寝室と廊下に面したロフトに、見
せる収納を設置してホームギャラリ
ースをデザインしました。中央に置
き畳みを敷き、こもり感のある落ち
着いた雰囲気のなかで、くつろぎの
時間を楽しみます。引き出しには季
節の飾り物やお茶の道具が収納され
ています。
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036
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 98,700円（税込）

Cさんの和室のテレビ台

和室に32インチの薄型テレビを置く
ためのテレビ台を設置。すっきりと
した空間を確保するために、極力コ
ンパクトにプランしました。寝室と
しても使うため、深型の引き出しに
は、本や化粧品が収納されています。





037
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 631,260円（税込）
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Yさんの大画面テレビ収納
〈43インチ〉

左右の窓からの採光を活かしてテレ
ビ収納を設置。左右の空きスペース
には床置き型スピーカーや観葉植物
を置いています。CD、DVD、モデ
ルカーは見せる収納に、引き出しに
は子供のお気に入りのミニカーを入
れ、いつでも出し入れできるように
しています。



038
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 979,650円（税込）
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Yさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉

床や建具の色味と合わせた「ローズ
色」の扉を採用。薄型大画面テレビ
と、ご主人の天然石のコレクション
を見せて、書籍、折りたたみ椅子、
掃除機などさまざまなものは、隠す
収納ですっきりとした空間をデザイ
ンしています。



039
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 470,610円（税込）

68 69

Kさんの大画面テレビ収納
〈42インチ〉

お手持ちの家具や空間全体のカラー
と統一して白い扉を選びました。低
めの収納でテレビを囲うように設置
し、見せるスペースを家具の内側に
設けることで、全体をすっきりとデ
ザインしています。テレビ下の低い
引き出しには、お子さまがよく見る
DVDが入っています。



040
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 壁面 581,700円（税込）
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Aさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉
とデスク

テレビを囲むように、左右、上部に
飾るスペースを設けています。旅行
で集めた思い出の置物や食器がきれ
いに飾られています。また、庭を眺
める腰窓に向かってデスクを組み込
んだ巾2.6mのサイドボードを設置
し、読書や仕事ができるようプラン
しています。
（No.8・103と同物件）



041
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・イヌ1匹
収納価格 412,125円（税込）

72 73

Sさんの薄型テレビ収納〈32インチ〉

お手持ちのアンティークの家具とフ
ローリングに合わせて、ローズ色の
扉を選択。テレビの左側には家族全
員が自由に使えるデスクと本棚を設
け、右側はグラスや食器を飾る見せ
る収納でまとめました。低めのプラ
ンで圧迫感を抑えています。
（No.58と同物件）





042
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 507,675円（税込） 043

所在地 神奈川県逗子市
建物種類 集合住宅
家族人数 5人
収納価格 371,700円（税込）

Tさんの薄型テレビ収納〈32インチ〉

ダイニングテーブルと同じ高さにな
るよう、窓を活かして高さ70cmで
プランした低めの収納を設置。隣接
する和室の引き戸を開け放しでひと
つながりの部屋として使うことが多
いため、和室の収納と扉のデザイン
を揃えました。
（No.34と同物件）

Oさんの大画面テレビ収納
〈70インチ〉

70インチの大型のテレビを主役にし
たリビングルームの収納です。映像
を楽しむために、収納もテーブルも
低く抑えて、空間の広がりを大切に
デザインしています。
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044
所在地 兵庫県芦屋市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 275,625円（税込） 045

所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 382,935円（税込）

Hさんの大画面テレビ収納
〈46インチ〉

引き出し、木扉が多くなるようにプ
ランして、テレビまわりに小物が散
乱しないように考慮したプランで
す。低い収納にシンプルにテレビを
置いて、ゆったりとテレビ番組や
DVDの映像が楽しめます。
（No.26・120と同物件）

Nさんの大画面テレビ収納
〈42インチ〉

腰窓の採光を活かしながらテレビ台
を設け、左右に天井までの収納で容
量を確保しています。右側のAV機
器は高めに設置し、操作がしやすい
ようにしています。トレーにはさま
ざまなリモコンが置かれ、左側は本
棚になっています。

78 79



046
所在地 川崎市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 360,150円（税込） 047

所在地 大阪市中
建物種類 集合住宅
家族人数 3人・イヌ1匹
収納価格 582,750円（税込）

Kさんの薄型テレビ収納〈32インチ〉

収納のカラーに合わせて、テーブル、
スツール、照明や小物などをウォル
ナット色で揃えたコーディネーショ
ンです。テレビのほか、パソコンス
ペース、ファクス、本棚をコンパク
トにまとめてデザインしています。

Tさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉

窓下の高さに合わせたセミオーダー
の巾5.7mのローボード。両サイド
にミニ冷蔵庫、コンセントスペース
を考えて空間をあけて設置しまし
た。天板が、窓下の壁の高さとぴっ
たりに収まっているので、すっきり
としたデザインになりました。
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048
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 883,050円（税込） 049

所在地 東京都府中市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 731,325円（税込）

Sさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉

ホワイト色でプランしたテレビを組
み込む壁面収納。愛用のAV機器や
スピーカーを操作しやすい場所に収
納し、レコードプレーヤーはスライ
ド天板に載せています。左側は出窓
からの採光を活かし、ご夫婦2人の
デスクも組み込まれています。

Kさんの薄型テレビ収納〈26インチ〉

高さを抑えて圧迫感を軽減したプラ
ン。左右対称にデザインし、収納す
るファイルをブルーに統一して、き
れいにディスプレイしています。キ
ッチン収納と同じダーク色の扉でシ
ックな雰囲気を演出しました。
（No.60と同物件）
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050
所在地 京都府宇治市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 605,325円（税込） 051

所在地 大阪市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 TV台 228,900円 ラグ 105,299円（税込）

Dさんの大画面テレビ収納
〈50インチ〉

上部に備え付けてあるスクリーンを
降ろしてもじゃまにならないよう
に、左右のロングボードは奥行きを
20cm浅くして組み合わせました。
家具と一体化するようにスピーカー
はネット仕上げにして、全体をすっ
きりとまとめています。

Mさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉

見える部分にはテレビとDVDプレ
ーヤーのみ。そのほかの物は、すべ
て引き出しに収納し、壁の表情を活
かした空間デザインとしました。ソ
ファの下まで敷いたシャギーのラグ
は、GALLERY EYEN DESIGN
COLLECTIONの製品です。
（No.66と同物件）
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052
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 524,475円（税込） 053

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 346,605円（税込）

Kさんの薄型テレビ収納〈26インチ〉

見せる・隠すにメリハリを持たせた
デザインです。左右の隠す収納には
日常雑貨をはじめ、ホットプレート
や掃除機を収納しています。テレビ
のスペースは余裕を持たせて、将来、
より大型の機器に買い換えることに
そなえています。

Mさんの薄型テレビ収納〈37インチ〉

テレビ収納とパソコンデスクを一体
にしたプラン。窓からの採光を遮ら
ないよう、デスクはカウンター型に
しています。プリンターはスライド
天板に乗せて使いやすく設置。配線
は家具の中を通しているので、ホコ
リが気になりません。
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054
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 271,425円（税込） 055

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 807,975円（税込）

Nさんの薄型テレビ収納〈32インチ〉

約500枚もの CDを引き出しに収め
ています。CDを頻繁に聴くので、
プレーヤは立って操作できる高さに
置きました。お手持ちのカップボー
ドと高さを揃えるよう、スピーカー
の大きさを考慮して、キャビネット
の高さを決めました。

Oさんの大画面テレビ収納
〈50インチ〉

トール部分は梁下に合わせ、テレビ
台は低くしてメリハリのあるデザイ
ンに。台輪をカットしたので「巾木
コンセント」を扉に取り付けました。
壁を見せることで、艶ホワイトの扉
への映り込みを抑えています。
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056
所在地 川崎市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 324,450円（税込）
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Kさんのダイニングキッチン収納

オープンキッチンに合わせて、主張
しすぎないホワイト色の扉を選択。
扉内には普段使いのものと使用頻度
の少ない食器とを分類して収納して
います。足元にはゴミ箱スペースを
組み込み、ダイニングキッチンの眺
めをすっきりとさせています。



057
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 401,100円（税込）

94 95

Iさんのキッチン収納

キッチンタイルの色に合わせて、チャ
コールグレーのボックスを選択しま
した。扉はサンドベージュで、2色使
いのキッチンとなりました。引き出
しを活用して、食器を見やすく出し
入れしやすいようにプランしました。



058
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・イヌ1匹
収納価格 434,175円（税込） 059

所在地 奈良県奈良市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 573,300円（税込）

Sさんのキッチン収納

可動棚板を活用して、たくさんの食
器を出し入れしやすく効率的に収納
しています。足元にはゴミ箱や土も
の野菜を保管するスペースを組み込
んで、キッチンをすっきりと使いや
すくデザインしました。
（No.41と同物件）

Kさんのキッチン収納

将来のことを考えて、キッチン家電
や食器が今後増えても対応できるよ
うに、壁面全体に収納を設置しまし
た。オープンタイプのキッチンです
が、収納をすっきりとさせて、
LDK全体の印象もすっきり快適な
デザインになっています。
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060
所在地 東京都府中市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 354,900円（税込） 061

所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 6人
収納価格 384,300円（税込）

Kさんのキッチン収納

建具との相性や、リビングダイニン
グ空間とのつながりを考えて、ダー
ク色の木の扉を採用しています。食
器をサイズ別に分類して、効率よく
収納。比較的コンパクトなプランで
すが、使いやすくデザインされてい
ます。
（No.49と同物件）

Sさんのキッチン収納

キャスター付きのワゴンに、ゴミ箱
や調味料・常温野菜などを収納し
て、床面をすっきりとさせています。
オープンスペースにはお手持ちの引
き出し付きのボックスを置き、カト
ラリーを収納。キッチン家電はスラ
イド天板に載せています。
（No.20・94と同物件）
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062
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 676,200円（税込） 063

所在地 大阪市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 299,670円（税込）

Mさんのキッチン収納

建具や冷蔵庫に合わせて、シックで
落ち着いた雰囲気の濃色の木目扉を
採用。分別ゴミ箱を作業台の下に収
め、スライド天板には炊飯器やポッ
トを置いて使いやすさをきめ細かく
プランしています。梁の出っぱりに
合わせて、最上段は奥行きを浅くし
ています。

Iさんのキッチン収納

戸建住宅のリフォーム時に、キッチ
ンの間口に合わせてプランした収納
は、造作家具のようなぴったりとし
た収まりになっています。床から天
井まで、空間を効率的に使って、機
能的で容量たっぷりの収納を実現し
ました。
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064
所在地 神戸市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人・ネコ2匹
収納価格 622,230円（税込） 065

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 561,120円（税込）

Tさんのキッチン収納

リフォームに合わせて設置した、キ
ッチンの壁面収納。ベースキャビネ
ットの奥行きを600mmにしたので、
ホットプレートなど大きなものも余
裕で収納できます。オプションで取
り付けたスライド棚が、一時置きの
スペースとして好評です。

Nさんのキッチン収納

オープンキッチンのため、ゴミ箱や
根菜類も壁面収納の中に収めるよう
考慮しました。お菓子やおつまみは
トレーに入れ、そのまま食卓へ。段
数の多い引き出しはパントリーとし
て活用し、お茶類、粉物、乾物、イ
ンスタント食品、布巾とラップ、と
いった分類をしています。
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066
所在地 大阪市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 233,100円（税込） 067 所在地 大阪市

建物種類 集合住宅
収納価格 718,410円（税込）

Mさんのキッチン収納

まだ物が多くないため、将来の買い
足しを考慮しながら高さを低く抑え
た収納をプランしました。ゴミ箱や
家電も家具の中に収め、カウンター
の上は電子レンジのみ。広々とした
作業台が確保できて、作業の効率が
アップします。
（No.51と同物件）

ゲストハウスのキッチン収納

フローリングや建具の色と合った扉
を選択。見せるものは、オーブンレ
ンジとこれから購入予定のコーヒー
メーカーのみ。下段には炊飯器を収
納するワゴンを組み込んでいます。
容量たっぷりの食器収納スペースを
確保し、大勢集まってのホームパー
ティーに対応します。
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068
所在地 兵庫県川西市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・犬1匹
収納価格 550,200円（税込） 069

所在地 大阪府寝屋川市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 964,425円（税込）

Iさんのキッチン収納

オープンキッチンの壁一面に食器棚
を設置。見せたくないものは木扉の
中へ、普段使いの食器はスリットガ
ラスの中へ収納しています。コーヒ
ーメーカーを置くスペースは高めに
設定。下部は地板なしのオープンキ
ャビネットで、ゴミ箱や踏み台など
を置きます。

Oさんのキッチン収納

オープンキッチンの背面に、大容量
の壁面収納をプランしました。使い
勝手に合わせて、隠す収納、スリッ
トガラスの扉、トレー、引き出し、
オープンスペースを多様に組み合わ
せています。左側は冷蔵庫のスペー
スも確保されています。
（No.18と同物件）
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070
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 472,500円（税込） 071

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 315,210円（税込）

Mさんのキッチン収納

家電以外は隠す収納の中に収めて、
キッチン空間をすっきりとデザイン
しました。扉や引き出しの中は、た
くさんのものが整理して収納されて
います。天井までのホワイト色の収
納なので、壁のように存在感が抑え
られています。

Sさんのキッチン収納

右端のオープン棚には、頻繁に出し
入れするタオルをバスケットに入れ
て収納しています。家電を置くベー
スキャビネットは奥行きを広くし、
その上のオープンスペースにはラッ
プやパン切り台を置いています。薄
い引き出しには箸置きを飾るように
収納しています。
（No.15と同物件）
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072
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 465,150円（税込） 073

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 261,450円（税込）

Iさんのキッチン収納

独立したクローズ型のキッチンなの
で、来客時などの視線に気をつかわ
ず、オープンスペースを多く確保し
て使いやすさ優先でプランしました。
スライド式の天板や収納するものに
合わせて深さを変えた引き出しを上
手に活用したプランです。
（No.32と同物件）

Tさんのキッチン収納

右側のキャビネットは採光を活かし
て、窓をふさがないよう低くプラン
しました。キッチン家電はすべてオ
ープンスペースのスライド天板に載
せ、その他は隠す収納です。コンパ
クトながら収納量を確保した使いや
すい収納となりました。
（No.30と同物件）
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074
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・イヌ1匹
収納価格 各室 556,500円（税込）

Sさんの子供部屋の収納

シンメトリーにデザインした子供部
屋の収納。デスク前の扉はミストガ
ラスにして、お部屋を明るく見せて
います。薄い引き出しには化粧道具
を入れて、目の前に鏡を置いて立っ
たまま化粧ができます。ワードロー
ブにはスライドハンガーを使い、奥
行きを浅くして部屋を広く使えるよ
うにしました。
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075
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 746,130円（税込）

116 117

Kさんの子供部屋の収納
双子の子供の勉強部屋。広めのデス
クと内引き出し付きのワードローブ
を左右対称に設置。二人並んで絵を
描いたり工作を楽しみます。現在は、
まだ子供が小さいので、ご主人が書
斎としても使用しています。



076
所在地 大阪府箕面市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 1,361,220円（税込）

118 119

Hさんの子供部屋の収納

もともと応接室だった32畳の部屋を
収納で仕切り、子供部屋と主寝室に
しました。天井固定ができないので、
収納をL型に配置して安定させてい
ます。子供が小さいうちは姉弟で仲
良く使い、将来は姉の部屋になる予
定です。トレーを低い位置に設け、
文具や玩具を自分で整理整頓できる
ようにしています。



077
所在地 神奈川県鎌倉市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 826,350円（税込）

Nさんの子供部屋の収納

ワンルームで使用していた11畳の子
供部屋を収納で仕切り、独立した2
部屋にしました。兄の部屋は本棚を
中心にして一部に衣類掛けを設けて
います。妹の部屋は衣類の収納を充
実させて、デスク前には飾るスペー
スも設けています。
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078
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 左 262,500円 右 496,125円（いずれも税込）

Mさんの子供部屋の収納

姉の部屋は、ベッドの足元に本棚と
衣類の引き出しを設置し、廊下から
の目線を遮っています。ベッド脇に
はちょっとした作業に使い勝手のい
いコンパクトなデスクを置いていま
す。妹の部屋は、趣味のアニメソフ
トを壁一面に飾るように収納。引き
出しにはコミックスが取り出しやす
いように収納されています。
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079
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 544,320円（税込） 080

所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 421,890円（税込）

Nさんの子供部屋の収納

デスク、本棚、チェスト、ワードロ
ーブを一面にまとめて収納量はたっ
ぷりと。ミラー扉が組み込まれ、部
屋が広く感じられます。ワードロー
ブは2段吊りで、上段には普段着、
下段には制服と分けて収納。薄引き
出しにはアクセサリーが見やすく収
まっています。

Hさんの子供部屋の収納

デスクと本棚、ドレッサーを一面に
まとめて設置。収納を1カ所にまと
めることで部屋が広く使え、取り出
しやすく片づけやすい収納を実現し
ています。女の子の部屋らしく、ド
レッサーを組み込み、身だしなみも
万全です。
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081
所在地 神戸市
建物種類 戸建住宅
家族人数 5人
収納価格 1,154,580円（税込） 082

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 953,085円（税込）

Sさんの子供部屋の収納

二人の小学生の子供が共用する子供
部屋。お互いの気配を感じながら、
高めのキャビネットに囲われて勉強
に集中できる配置にしています。部
屋中央の仕切りユニットは、部屋入
り口から通路をつくるようにL型に
配置。通路側は2人で共有する収納
スペースです。

126 127

Kさんの子供部屋の収納

以前の住まいのダイニングや書斎に
使っていたシステム収納を引っ越し
先に移動し、キャビネットを買い足
して組み換えたプランです。1室を
姉妹で共用するため、それぞれに独
立性を持たせながらバルコニーから
の採光や通風を遮らないよう考慮し
ました。



083
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 898,905円（税込） 084

所在地 埼玉県上尾市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 980,280円（税込）

Cさんの子供部屋の収納
壁面のクローゼットとデスクを設置
しました。クローゼットは引き出し
を組み込んで、畳む・掛ける収納を
使い分けミラー扉は姿見に。デスク
の上部はオープン棚にして本を並べ
たり小物を飾っています。

Kさんの子供部屋の収納
ワードローブ、デスク、ベッドを揃
え、好きなピンクが映えるホワイト
の収納でプランしました。ミラー扉
で毎日の身だしなみをしっかりチェ
ック。窓下の引き出しは、デスクの
延長として広々使用できます。
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085
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 5人
収納価格 401,205円（税込）

130 131

Mさんの寝室の収納

デスクを組み込み、26インチの薄型
テレビを設置できるようにプランし
た壁面収納。ご主人が愛読する雑誌
が整然と並んでいます。ホワイト色
を選択し、足元から目線の高さまで
をオープン棚にすることで圧迫感を
軽減しています。



086
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 372,750円（税込）

132 133

Sさんの寝室の収納

部屋を広く使うために、奥行き
300mmの薄型収納を設置。中央に
は20インチのテレビを置けるように
して、左右には天井までの本棚を設
けました。動線スペースを確保しな
がら、収納量も十分なプランとなっ
ています。



087
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・イヌ1匹
収納価格 785,400円（税込）

134 135

Sさんの寝室の収納

梁の出っぱりに合わせて設置した壁
面収納。桐盆を組み込んで着物を、
上部には和装小物や雛人形を収納し
ています。ワードローブは2列ある
引き出しは、左がご主人、右が奥さ
まとそれぞれで分けて使用。ワード
ローブには、スーツ、ワイシャツ、
ネクタイが取り出しやすく収納され
ています。



088
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 609,525円（税込）

136 137

Oさんの寝室の収納

寝室に設けた37インチの薄型大画面
テレビとデスク。テレビとスピーカ
ーは収納の背板に壁掛け式で取り付
けてすっきりと。収納上部の幕板が
照明器具の目隠しとなり、間接照明
の大人っぽい雰囲気の空間をデザイ
ン。ベッドに寝ころびお好きな映画
を楽しみます。



089
所在地 神奈川県鎌倉市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 テレビ台側 1,086,330円 衣類チェスト側 485,100円 鏡台デスク 126,000円（いずれも税込）

138 139

Oさんの寝室の収納

ワードローブ、デスク、32インチテ
レビ用の台を一面に設置。造り付け
家具のような仕上がりでまとめてい
ます。反対側の壁面にはチェスト2
台を並べて置き、夫婦で1台ずつ使
っています。もともと作りつけてあ
ったミラーの前にはデスクを置き鏡
台に。第2のリビングとしてくつろ
げる寝室となっています。



090
所在地 神奈川県逗子市
建物種類 集合住宅
家族人数 5人
収納価格 ドレッサー 189,000円 クローゼット 259,770円（いずれも税込）

Sさんの寝室の収納とドレッサー
大きめのドレッサーは、横長の鏡が
ホテルのような贅沢な気分を演出し
空間を広く感じさせます。引き出し
にはアクセサリーや化粧用品を収
納。ベッド脇は間仕切りとなる収納
を設け、可動棚を上手に使って衣類、
リネン、バッグ、靴などを収納して
います。
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091
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 ご主人の寝室 405,300円 奥さまの寝室 296,100円（いずれも税込）

Sさんのご夫婦
それぞれの寝室の収納
ご主人の寝室にはデスクと32インチ
のテレビを置く本棚を設置。プリン
タは足元のスライド天板に、ベッド
下には寝具やリネンを収納。奥さま
の寝室には鏡台とチェストを兼ねた
収納に26インチのテレビを設置して
います。引き出しにはアクセサリー
などを収納。椅子の張り地やカラフ
ルな小物が映える空間をデザインし
ました。
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ゲストハウスの寝室の収納

ベッドヘッドには収納が付いてい
て、リネン類の収納に役立ちます。
ツインルームには、ベッドヘッドと
高さを揃えたデスクも組み込んでい
ます。シングルルームには、ナイト
テーブルを兼ねたテレビボードを設
置。ラグを敷いてやわらかい雰囲気
をデザインしています。

144 145

092 所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
収納価格 ツイン 709,800円 シングル 391,650円（いずれも税込）



093
所在地 川崎市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 ヘッドボード背面 134,400円 衣類収納 207,900円（いずれも税込） 094

所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 6人
収納価格 508,200円（税込）

Kさんの寝室の収納

ベッドのヘッドボードの背面に収納
を設置。入り口からの視線を遮り、
本や鞄、小物を置くスペースとして
活用しています。壁面にはチェスト
とオープン棚を利用して、日常着を
収納する家具としています。

Sさんの寝室の収納

ヘッドボックス付きのシングルベッ
ド2台と、間にナイトテーブルを設
置。ヘッドボックスにはベッドリネ
ン、テーブルには読みかけの本や眼
鏡などちょっとした物が置けます。
すっきりとデザインした寝室です。
間仕切りの戸を開けるとリビングダ
イニングとひとつながりになるた
め、同色の家具で統一しました。
（No.20・61と同物件）
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095
所在地 神奈川県鎌倉市
建物種類 集合住宅
家族人数 3人
収納価格 410,130円（税込） 096

所在地 兵庫県芦屋市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 734,619円（税込）

Sさんの寝室の収納

ベッドの足元の壁面に、23インチの
薄型テレビを置くテレビ台と本棚を
兼ねた壁面収納を設置。ファイル、
ファイルボックスを活用し、本をサ
イズ別にまとめるなどして、見ばえ
良く収納しています。引き出しには、
衣類、手袋やベルトなどの小物が整
理して収められています。

Hさんの寝室の収納

ベッドとナイトテーブルをシンメト
リーに配置しました。ダーク色の家
具を選んだので、空間が重くなりす
ぎないよう、ナイトテーブルは極力
低く抑えました。シンプルでしっと
り落ち着いた雰囲気の寝室となりま
した。
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098
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 584,850円（税込）

Iさんの寝室の収納

ベッドの脇にはテレビを置けるよう
にローボードを、窓側にはナイトテ
ーブルを設置しました。夜はやわら
かい照明のあかりの中でゆったりと
くつろぐ第2のリビングとしてプラ
ンした寝室の収納です。

Aさんの玄関の収納

玄関を入って、リビングダイニング
に通じる通路に収納を設けました。
ガラスの扉の中には書籍を整然と並
べ、見せる収納でギャラリーのよう
に演出しています。リフォーム時の
納入だったので、収納の奥行きに合
わせて壁の位置を調整しました。
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097
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 収納・ベッド 460,950円 ラグ 83,930円（いずれも税込）





101
所在地 東京都
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 669,900円（税込）

156 157

Hさんの書斎の収納

造り付けの棚に合わせて「メープル
色」でプランしたデスクとトールキ
ャビネット。デスクは大きめの天板
を。キャビネットにはオーディオ機
器、模型、自転車などご主人の多彩
な趣味の道具やコレクションが整然
と収められています。



102
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 372,750円（税込）

158 159

Sさんの書斎の収納

ご夫婦で共用するL型のデスク。足
下を広くとって、落ち着いてゆった
りと作業できるようプランしていま
す。棚はオープンにして圧迫感を軽
減。トレーにはステーショナリーな
どさまざまな小物が見やすく取り出
しやすいよう収納されています。



103
所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 252,000円（税込）

160 161

Aさんのリビングデスク

腰窓に向かって、リビングのサイド
ボードと一体になったリビングデス
クを設置。庭を眺めながら、光や風
がたっぷり入り込んでくる気持ち良
い空間で読書や仕事ができるようプ
ランしています。
（No.8・40と同物件）



104
所在地 東京都
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 706,125円（税込）

162 163

Hさんのリビング書斎コーナー

デスクを組み込んだ本棚。「艶チャ
コールグレー」の扉で床、壁、ソフ
ァの色味とコントラストをつけ、シ
ックで落ち着いた空間をデザインし
ました。木製トレーには奥さまの書
道の道具が収納され、トレーごと持
ち運べるようになっています。



105
所在地 茨城県つくば市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 438,375円（税込）

164 165

Tさんの書斎の収納

ご主人の仕事場となる部屋の収納。
デスクをフロア側に置くことで、壁
面の収納量を十分に確保できまし
た。書類、プリンタ、ファクスなど、
座ったままで手が届いて使いやすい
ように工夫されています。



106
所在地 千葉県市川市
建物種類 戸建住宅
家族人数 3人
収納価格 壁面収納 502,950円 デスク 345,450円（いずれも税込）

Iさんのパソコンルーム

夫婦で使うパソコンルーム。デスク
の間に共用のテーブルを設置。壁面
収納には20インチのテレビをデスク
組み込み、ミニカーや食玩などのコ
レクションも分類して収納されてい
ます。第2のリビングとしても活用
し、将来は子供部屋にすることを考
慮しています。
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107 所在地 大阪市
建物種類 オフィスビル
収納価格 本棚・テーブル 601,650円 デスク4席＋2席 1,080,450円 個室のデスク 363,825円

オフィス全体 6,596,625円（いずれも税込）

W社のオフィスの収納

オフィスの移転に合わせて、既存家
具を組み替えてデスクや収納をオフ
ィス全体に設置しました。木目の家
具を使うことで、オフィス全体がや
さしい空間となり、ワークスペース
の雰囲気が一新しました。

168 169



108 所在地 東京都
建物種類 オフィスビル
収納価格 2,123,415円（税込）

170 171

G社のオフィスの収納

打ち合わせスペースを囲むように、
オープン棚とロングボードをL型に
設置。見せるもの、隠すものに分け
て収納しています。入り口脇の間仕
切り収納はカウンターの高さとし
て、目線を通し広々とした空間をつ
くっています。



109
所在地 兵庫県川西市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人・イヌ1匹
収納価格 560,175円（税込） 110

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 519,750円（税込）

Iさんの書斎コーナーの収納

書棚とパソコンデスクを組み合わせ
た書斎コーナー。家族みんなの本が
並ぶホームライブラーとして、リビ
ングの中心的な存在となっていま
す。仕事をするときは、LDと間仕
切る戸を閉めて集中できる環境にし
ます。

Aさんの書斎の収納

腰窓を活かして、L型にプランした
書斎のデスクと収納。梁の形状に合
わせてフィラーで隙間をふざぎ、天
井ぴったりに収めています。デスク
の左側にはワードローブを組み込
み、白の扉で全体をすっきりデザイ
ンしています。
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111
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 615,300円（税込） 112

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 1,369,200円（税込）

Kさんの書斎の収納

リビングに面した書斎のため、文庫
本から旅行雑誌、仕事関係の書籍や
書類などが収納されています。デス
ク周りには可動棚板を活用してパソ
コンのほかプリンタやスキャナなど
が効率よく置かれています。トレー
には筆記具とメモ用紙がセットされ
ています。

Kさんの書斎の収納

木扉で隠す収納にした本棚、洋服収
納、デスクスペースを一体のL字型
にまとめたプランです。洋服収納は
2段吊り、引き出し、ワイヤーバス
ケットが組み込まれ、本棚は十分な
収納量を確保しています。一部をセ
ミオーダーにして、家具と壁・天井
の間はフィラーで隠し、ぴったりき
れいな収まりになっています。
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113
所在地 神奈川県厚木市
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人・イヌ1匹
収納価格 349,650円（税込） 114

所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 480,900円（税込）

Nさんの書斎の収納

書斎にプラモデルや車の雑誌など、
趣味のための収納を設置して『男の
隠れ家』を実現しました。ヴェンゲ
色で落ち着いた雰囲気にデザイン
し、ガラス扉内には見せたい本の表
紙を見せて収納し、ギャラリーのよ
うに演出しています。

Tさんのホームオフィスの収納

住まいの中に設けられたオフィスス
ペース。本や資料が一目瞭然で、取
り出しやすく片づけやすいオープン
シェルフを設置しました。椅子にす
わったまま少ない動作で出し入れし
やすいようプランされています。
（No.21と同物件）
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115
所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 262,185円（税込） 116

所在地 横浜市
建物種類 戸建住宅
家族人数 4人
収納価格 591,990円（税込）

Gさんのワークスペースの収納

夫婦で共用するデスクをL字型に設
置。壁側はパソコンスペースで、足
元にはプリンタをスライド天板に載
せて収納しています。窓に向かうデ
スクは主にアイロン掛けに活用。天
板は木目を選び、あたたかみのある
雰囲気にしています。

Iさんの書斎の収納

夫婦二人で同時に使えるよう、広め
の天板のデスクを設置しました。パ
ソコンを増設するためのスペースや
配線に配慮した計画がされていま
す。プリンタをスライド天板に、ス
ピーカーは書籍と一緒に収納してす
っきりまとめています。
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117
所在地 東京都
建物種類 戸建住宅
家族人数 2人
収納価格 551,775円（税込） 118

所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 デスク 191,625円 本棚 435,750円（いずれも税込）

Sさんの書斎の収納

壁面いっぱいにプランせず、窓を活
かし、さらに飾るスペースも設けま
した。パソコンのプリンターは未使
用時にすっきりと収納できるようス
ライド天板に置き、オープン棚には
書籍やCD、オーディオのコンポー
ネント機器が置かれています。

Oさんの書斎の収納

もともと新築で入居したときに設置
した本棚に、CDを収納するための
ユニットを追加し、パソコンデスク
と本棚を増設しました。二人並んで
もゆったりと作業に集中でき、部屋
の広さも十分に確保されています。
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119
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 オーディオ部 1,077,195円 デスク部 508,725円（いずれも税込） 120

所在地 兵庫県芦屋市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 523,950円（税込）

Nさんの書斎の収納

変形の部屋のかたちを活かして、造
作に近いプランニングでつくった夫
婦共用の書斎。文具はトレーに整理
し、書類や手紙は可動帆立を利用し
て細かく分類できます。オーディオ
コーナーは、LP1000枚、CD500枚
を収納し、今後増えることにも対応。
配線もすっきり機能的に収まってい
ます。

Hさんのリビングルームの本棚

リビングの一角にデスクを置いて書
斎コーナーを設け、オープン棚で壁
面収納を設置しました。見た目を考
えてぎゅうぎゅうに本を詰め込ま
ず、飾るスペースをつくり余裕を持
たせてリビングの雰囲気を落ち着い
たものにしています。
（No.26・44と同物件）
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121
所在地 東京都
建物種類 集合住宅
家族人数 2人
収納価格 439,950円（税込） 122

所在地 横浜市
建物種類 集合住宅
家族人数 4人
収納価格 壁面収納 567,000円 デスク部 215,355円（いずれも税込）

Oさんの書斎の収納

夫婦で共用する書斎。パソコン2台
を設置することを前提として計画し
ました。デスク天板をすっきり広く
使えるよう、パソコンのコード類が
机の上に露出しないようにしていま
す。書類や書籍もすっきりと収納さ
れています。

Mさんのピアノルームと
デスクコーナー

4.5畳の部屋にピアノを置き、壁面
収納を設置して衣類、雑貨、書籍を
収納。圧迫感を感じないよう、扉は
薄い木目を選択しています。収納の
裏側はスペースが確保されていて、
デスクと本棚をL字型に設置した書
斎コーナーになっています。
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123
所在地 大阪市
建物種類 集合住宅
家族人数 1人
収納価格 523,425円（税込） 124 所在地 東京都

建物種類 オフィスビル
収納価格 壁面収納 1,437,450円 カウンター 658,350円（いずれも税込）

Tさんの書斎の収納

一覧できて出し入れしやすいオープ
ンな収納。見やすい、見て美しい収
納にするために、隠す部分も設けて
います。一時書類を目の前のオープ
ンスペースに置くとき、内容ごとに
分類できるよう帆立で細かく仕切っ
ています。

N社の応接室の収納

応接室にショーケースを兼ねた書棚
を設置。収納に合わせてソファやテ
ーブルを選び、モダンで重厚な雰囲
気の空間をデサインしています。入
り口近くには適度に目線を遮るカウ
ンターを収納の扉と同色でつくりま
した。
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188 189

見せる収納と隠す収納を
上下で分割したLDの壁面収納。
136 デッドスペースになりがちな

カウンター下を活用した収納。
137 棚板の高さを調節して、

本とCDを効率よく収納しています。
138

和室に設置した低い収納。
右側には文机を組み込んでいます。
140

幅140cmのオープン棚に
たくさんのCD、レコードを収納。
142

ダイニングの壁面いっぱいの収納。
ガラス扉を使い、シンメトリーに設置。
143

ちょっとした隙間に組み込んだ、引き出しいっぱいのキャビネット。
小型のミュージックプレーヤーを乗せ、引き出しにはCDなどが収納されています。
139

リビングとダイニングを収納で間仕切ったプラン。両面から使用できます。
リビング側には、多段の引き出し収納をそなえました。
141

リビングに壁面収納を設けて、子供の遊び場を広く確保しました。
高さ2.36mの内部には、LDKで使うさまざまなものがたっぷり収納できます。
144

大きな開口から採光を活かした
LDルームの低めのローボード。
125 L字型に2面に設置した壁面収納。

白い扉で圧迫感を軽減しています。
126 LDルームとキッチンの動線上に

設置した電話台を兼ねるキャビネット。
127

梁の凸凹に合わせてぴったり収めた
ダイニングの壁面収納。
128 天井までぴったり合わせた

落ち着いた雰囲気の壁面収納。
129 高い・低いを組み合わせた収納。

低い部分の壁は絵を飾るスペースとして。
130

収納量たっぷりの本棚は両面から
使え、間仕切りにもなっています。
131 木目を活かし落ち着いた雰囲気で

プランした低めのキャビネット収納。
132 カウンターの下に設けた

奥行きの浅いダイニング収納。
133

中央のオープン部に、手持ちの
テーブルを組み込んだダイニング収納。
135間口、天井にぴったり合わせ、見せる・隠すを組み合わせた収納。

引き出しにはモザイク絵のようにきれいに箸置きを収納するなどして楽しんでいます。
134



190 191

大画面テレビを組み込んだ
壁面いっぱいのLDルームの収納。
156

見える楽しさと一覧できる便利さ。
たくさんのCDはガラス扉の中へ収納。
158

大画面テレビを中央に据えて、
シックにまとめたリビングの壁面収納。
160

落ち着いた色合いの扉を選び、
LD空間をシックにデザインしました。
162

家族全員の物が集まるリビングの収納は、使いやすさと収納量がポイント。
可動棚板やトレーを活用して、使う人や物の種類ごとに上手に分類します。
155

オープン棚や天板を活かし、飾ることを楽しんでいるダイニング収納。
細かく仕切りを設けて、グラスやカップやワインボトルを工夫して収納しています。
157

さまざまなAV機器を組み込んで、映像と音楽を楽しむリビング収納。
上下をオープンスタイルにして、中段を隠す収納でプランしています。
159

間口と天高ぴったりの壁面収納にパソコンデスクを組み込みました。
大画面の映像を楽しむために、隠す収納で周囲はすっきりとデザインしました。
161

パソコンを置いて、ワークデスク
にも使えるようにしたダイニング収納。

仏壇の下にスライド天板を設置。
蝋燭立てや香炉を置いています。

全体を黒でまとめたコーナーに
仏壇を設置したリビングの収納。

収納家具に合わせて作られた
仏壇を扉のなかに組み込んでいます。

CDやビデオは使う場所のそばに
置くと出し入れしやすくて便利です。

LDルームに収納量たっぷりのロングボードを設置しました。
散らかりがちな子供の玩具が、すっきりと片づきました。

絵を飾るスペースを確保しながら、壁面利用したLDルームの収納。
引き出しを多くそなえて、日常雑貨や食器をたくさん収納しています。

大きな開口を活かして、窓下に
すっきりとプランしたダイニングの収納。

趣味で集めた鉄道模型。
トレーごと取り出して楽しみます。

リモコン類をまとめて収納。
使うときはトレーごと取り出せます。

146
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192 193

飾るスペースを十字にプラン。
フロアの色と合わせた壁面収納です。
164

コンパクトにシンプルにまとめた
リビングコーナーのローボード。
166

スピーカーをぴったり収めた
AVボード。左奧はパソコンコーナー。
168

ゆったりとリクライナーに座り、
趣味の映画を楽しむホームシアター。
170

壁一面にプランしたLDルームの壁面収納。椅子に合わせて白の扉を選択。
テレビの両側には、たくさんのものがすっきりと収納されています。
163

窓枠やフローリングのカラーと統一を図ったLDルームのローボード。
低く、左右に長く配置して、空間にスケール感を持たせました。
165

パソコンやAV機器を設置するリビングダイニングの収納。
オープンタイプを基本として、空間を圧迫しない余裕のあるプランにしました。
167

壁面をふさがないように低くプランしたリビングのローボード。
右側にパソコンデスクを設置。手が届く場所に、書類などを収納しています。
169

北欧調にプランした壁面収納。
見せるスペースにはプレートを飾ります。
171

引き出しを使った低い収納で、
キッチンとLDを仕切っています。
177

オープンスペース、引き出し、
扉を組み合わせた白い壁面収納。
173

オープンキッチンの壁面収納。
冷蔵庫もプランに組み込みました。
179 オープンスペースにはキッチン家電。奥行きの深い引き出しには食器。

ゴミ箱や踏み台は、地板のないオープンキャビネットに収納しています。
180

容量たっぷりのキッチン収納。隠す収納と見せる収納を組み合わせて、
ガラス扉にはたくさんのワイングラスを見ばえよく並べています。
178

書籍やコミックスを引き出しに。
背表紙がよく見えて便利です。
172

棚板を組み合わせて、
ワインラックを設けた収納プランです。
175奥行きと高さを効率的に活用して、

たくさんの本を収納しています。
174 梁下ぴったりの壁面収納。

中央の大きなオープンスペースが特徴。
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194 195

家電を機能的に組み込んで
コンパクトにまとめたキッチン収納。
181

広いLDKのリビングスペースと
キッチンを収納で仕切ったプランです。
184冷蔵庫とストッカーの間に設置したキッチンの収納。

家電のスペースを中段に設け、引き出しには食器やカトラリーを収納しています。
183

ミラー扉付きのワードローブと
引き出しを組み込んだ子供部屋の収納。

たくさんの絵本を入れられる、
子供部屋の収納付きベッド。

ローテーブルがセットされた、
子供部屋の収納付きベッド。

189188

デスク、本棚、チェストを
組み合わせた子供部屋の収納。

すっきり片づいて広くなった
自分の部屋に友だちを招きます。

186185

190

ダーク色のベッド、チェスト、
ラグを組み合わせた寝室のプラン。

ワークスペースをL字にプラン。
明るく爽やかな書斎コーナー。

独身時代に買ったデスクを
結婚後、新居の寝室で使っています。

深さの浅い引き出しに、
化粧品やソープを収納しています。

ベッド脇にナイトテーブルとして
使えるローボードを設置しました。

ドレッサーと多くの引き出しを
組み込んだ寝室のキャビネット。

天井までの壁面に設置した
オープンタイプのブックシェルフ。

ひとつながりのリビングと寝室の
収納を同色にして統一感を持たせました。

ベッドサイドに設置した、奥行きの浅いワードローブ。
スライドレールを活用すれば、スーツやジャケットも収納できます。

192191 193

198

195

196 197

199 200

窓からの採光を活かして
収納をL字にセットした学習机。
187

オープンキッチンに設置したトールキャビネット。トレーには
ティーセットが収納され、そのまま LDスペースに持ち運んでお茶を楽しみます。
182

引き出しと開き戸を組み合わせた、幅2mの寝室の収納。
小物や、畳んだ衣類の収め方を工夫して、十分な収納量を確保しています。
194



196 197

廊下の突き当たりに設置した、
天井までの細身の壁面収納。
203 玄関を入ってすぐの通路に設置した、奥行きの浅いオープンシェルフ。

スペースを有効に活用し、家族のライブラリーをつくりました。
204

収納とデスクを一体化したシックで
重厚な雰囲気のワークスペース。
205 ワゴンは作業台にもなります。

コンパクトで使いやすい書斎です。
206

リネン類や本が片づく、
ベッドヘッドに収納が付いたベッド。
201

将来、ホームオフィスとして
使えるよう配慮したダイニング。
219置き家具のようにキャビネットと

デスクを設置した和室の書斎。
218

たくさんのファイルや書類を
すっきりと収めたSOHOの収納。
212

部屋のコーナーにL字にプランした
夫婦で使う書斎スペース。
214

キャスター付きのワゴンを
左右に2台設置したデスクコーナー。
216

引き出しとオープンの書棚で
使いやすくプランしたデスクコーナー。
217毎日着る服はオープンスペースに

収納するようにしたワードローブ。
210腰窓下に設置したデスクコーナー。

たっぷりの収納と広い天板が特徴。
209デスクと打ち合わせコーナーを

兼用するマンションのSOHO。
208

電卓や文具を見やすく収納した
ダイニング収納の引き出し。
207

L字にレイアウトした収納で、デスクコーナーを仕切ったプラン。
集中できる雰囲気と、作業のしやすさを考慮しました。
211

ホームオフィスの収納プラン。デスク右脇の多段のトレーは、
書類を分類して、使うときはトレーごと取り出して作業ができます。
213

引き出し収納をベースにしたオープンシェルフの本棚。
文庫や新書などは引き出しに入れて、効率よくたくさんの本が収納できます。
215

たくさんのシューズがすっきりと片づく、収納量たっぷりの玄関収納。
扉の裏側にミラーが付いていて、出かける前の身だしなみチェックに役立ちます。
202



村松 「生活収納家具」は、お客さま一人ひと
りと私たち収納プランナーがじっくり話し合
ってプランを詰め、邸別に工場で部材を生産
し、それをお客さまの住まいにセッティング
して完成となる収納家具です。収納機能は置
き家具と同じですが、設置場所への適合性や、
使う人ならではの使い勝手とデザイン性は造
り付けの家具と同様です。この完成形をお客
さまに引き渡す仕上げをしてくれるのが矢島
さんたちの仕事ですね。

矢島 この仕事をはじめる前、「家具を運ぶ仕
事」だと思っていましたが、実際にたずさわっ
て、村松さんが言ったことを実感しています。
お客さまもセッティングのようすをじっくり
見ていらっしゃいますね。いろんなことを訊
かれるし。はじめはプッレシャーを感じまし
たが、いまは完成させることを嬉しいと感じ
てやっています。一邸一邸の収納が、みんな
自分の作品だと思える仕事です。

村松 私たちがプランをする図面上はゆがみ
も曲がりもない世界ですが、実際の建築空間
では、一つのキャビネットをまっすぐに設置

198

収納プランと配送セッティングの現場から

収納プランニング 村松澄子（ギャラリー収納 銀座）
配送セッティング 矢島道明（東通ファニシング*）

199

するだけでも技術が要ることですよね。

矢島 キャビネットをまっすぐに連ねて、そ
こに扉の目地をきちんと通せるようになった
ら一人前ですね。

村松 セッティングの現場では、その場に行
ってみないと分からないさまざまなことがあ
るのではないですか。

矢島 部屋の間口にぴったりのプランで、柱
や壁にゆがみがあると設置が非常に困難なこ
とがあります。しかも、造作のように取り付
けたままでいいのならやりようがあることで
も、将来的にまた移動もできるように収める
にはさらにむずかしかったりします。しかし、
どんな現場でもぴったりと収めるのが私たち
の役目ですから。

村松 お客さまと詰めたプランが、思い通り
に完成するかどうか。私たちがいちばん頼り
にしているところです。最近はパソコンや電
気製品が多いですから、配線の処理なども現
場対応してもらうことが多いですね。

矢島 現場ではいろんなことがありますよ。
新築マンションなどは、引越業者と搬入業者
が一斉に集まりますから搬入経路を確保する
なんていうことも重要ですし、行ってみたら
足の踏み場がないほどの工事中の現場もあっ
たりします。

村松 地震対策の壁固定なども、セッティン
グの際にお客さまからお申し出があって、現
場で対応していただくことがありますよね。

矢島 プランになくても設置しているときに
お客さまに頼まれたり、壁固定するはずだっ
たのに戸境壁で工事に規制があって側面で留
めることになったり。

村松 「生活収納家具」が完成品としてちゃん
とお客さまの住まいに届けられてきたのは、
納品現場で矢島さんたちの技術とノウハウが
発揮されてきたからですね。これまでの20年
間でセッティングに関するクレームは1件も
なく、唯一のクレームは現場でボスがスタッ
フを叱るようすが厳しすぎるという電話があ
っただけだとか。

矢島 そのことでこれまでたった1件しか電話
がないというのは、少なすぎるかも知れませ
んね（笑）。

村松 この道14年のベテランの矢島さんから
見て、お客さまや住まいについて変化を感じ
ることはありますか？

ギャラリー収納では収納プランニングの専門スタッフが
ご相談を承り、その場で図面を描きコスト計算を行うの
で具体的な検討ができます。
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収納プランと配送セッティングの現場から

矢島 リビングに必ずパソコンが置かれるよ
うになったとか、テレビが薄くなって画面が
大きくなったとか、時代の流れで置かれるモ
ノが変わってきたことは明白ですね。それと、
大きなプランが増えたように思います。とく
に最近のマンションは、収納が減っていませ
んか？ 自分らしい住まいづくりのために、
自分らしい収納を自分でしっかりプランする
という流れがあるんじゃないですか。

村松 新築マンションにはオプションの収納プ
ランもありますが、それでは納得できないと
いう方が多くなっているということは、お客さ

まに接していて感じるときがあります。「衣」
「食」が足りると人々の関心は「住」へ向かう
と言われますから、収納に関心が高い方という
のは生活全般について関心が高く、自分らし
いこと、自分がほんとうにいいと実感できるも
のを選ぶという方々が増えたと思います。暮
らす人と物と空間がどう関わり合うか、そうい
う意識を持つ人が増えてきたことは確かです。

矢島 お客さまたちのそういったこだわりや
思いを形にするのが、収納プランナーである
村松さんたちの役目ですよね。プランの段階
で図面を見て説明を聞いて十分に納得してそ

れぞれ完成を思い描いているのでしょうが、
実際に収納が設置されると皆さん驚かれます
からね。お客さんのセンスがどんどん良くな
っていることは感じますが、具体的に空間を
つくることはやっぱりプロが導いてあげるこ
となんでしょうね。

村松 雑誌や本を見て、住まいをこんな風に
したいと写真を持って来店されるお客さまは
多いです。こんな感じがいい、というイメージ
は皆さんしっかり持っていらっしゃいます。
しかし、その部屋でどんな物をどんなふうに
使ってどんな生活行動をするのか、お客さま
の中でまだ具体的になっていない暮らし方の
要望を引き出して、それを収納の形に描き直
すことが私たちの役目かなと思っています。

矢島 お客さまや空間に合わせてプランに個
性がそなわるのは当然として、プランナーの
方たちの個性を感じるときもありますよ。際
立ってプランが違うということではありませ
んが、細部の収め方だったり微妙なことで、
これは誰の担当だっていうことがだいたい分
かってきますから。

村松 私のプランはいつもギリギリぴったり
すぎると言われたことがありますものね。矢島
さんだから大丈夫と思ってやってるんですよ。
普段の業務では、メンテナンスや買い足しで
お求めいただいたお客さまと再会することは
ありますが、今回の取材を通じて感じたのは、
みなさん本当に自分らしく収納を使っていた
だいているのだなということです。納品した
ときが完成と言いましたが、本当の完成はお
客さまが使われて生きている収納として満足
していただける住空間がデザインされている
ことなのだなと感じました。形でなく、暮ら
しをデザインすることが収納プランの鍵だと、
あらためて思いました。

矢島 これからも、「生活収納家具」だからこ
そできるプランを立ててください。私たちも、
家具とプランが好きでいられるから、責任と
やりがいを持ってセッティングの仕事に取り組
めます。何があってもちゃんと収めます。

＊東通ファニシングは、「生活収納家具」の搬入セッティン
グを専従で行っているギャラリー収納のグループ会社です。

ギャラリー収納の「生活収納家具」
は、プランが決まって工場に部材の
発注を行い、2～4週間で搬入・セッテ
イングとなります。専門のスタッフ
が、地震にも安心の設置を1日で行い
完成となります。
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ギャラリー収納 銀座
東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビル1F
〒104-0061
Tel.03-3524-0811 Fax.03-3524-0813
営業時間11：30am～7：00pm
（日曜・祝日～6：00pm）無休

「ギャラリー収納」 「スタジオ収納」パートナーショップ

ギャラリー収納 青山
東京都港区南青山5-7-23 始弘ビル1F
〒107-0062
Tel.03-3406-6281 Fax.03-3406-6548
営業時間11：30am～7：00pm
（日曜・祝日～6：00pm）無休

ギャラリー収納 横浜
横浜市西区北幸1-3-23
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ1F
〒220-8501
Tel.045-290-1651 Fax.045-290-1652
営業時間11：00am～7：00pm
（日曜・祝日～6：00pm）無休

ギャラリー収納 御堂筋
大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル1F
〒541-0054
Tel.06-6243-5571 Fax.06-6243-5572
営業時間11：30am～7：00pm
（日曜・祝日～6：00pm）無休
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新潟［ハーズ・ショップ］
新潟市中央区笹口2-9-10
〒950-0911
Tel.025-240-0555 Fax.025-240-0556
http://www.harzshop.co.jp/

富山［米三］
富山県富山市中央通り1-5-10
〒930-0044
Tel.076-424-3231（代）Fax.076-424-3267
http://www.komesan.co.jp/

浜松［リビングサーラ 浜松店］
浜松市東区西塚町200
ガスビルサーラ2F 〒435-0044
Tel.053-464-2781 Fax.053-464-2780
http://www.living-sala.co.jp/

名古屋［エム・ディー・ファニチャーマクデン］
名古屋市中区橘1-4-13
〒460-0016
Tel.052-322-3901 Fax.052-322-6268
http://www.mdfurniture.jp

岐阜［ラヴファミリー］
岐阜県岐阜市早田東町10丁目47-1
ロイヤルマンション1F 〒502-0843
Tel.058-294-3839 Fax.058-233-6154
http://www.lovefamily.co.jp/

近江八幡［SHOP・アウラ］
滋賀県近江八幡市江頭町480-1
GATOUJYU SQ 〒523-0016
Tel.0748-32-1251 Fax.0748-32-1253
http://www.shop-aula.co.jp/

京都［アルク・ファニチャーポイント］
京都市中京区御池通高倉東入北側
御所八幡町221番地 〒604-0825
Tel.075-255-6100 Fax.075-255-6110
http://www.arc-kyoto.co.jp/

高知［カーサ・シモダ（CASA shimoda）］
高知県南国市大ソネ乙862-1
〒783-0005
Tel.088-864-3131 Fax.088-864-1505
http://www.cc-style.com/

北九州［リビングウェイ］
北九州市小倉北区馬借3-1-15
〒802-0077
Tel.093-511-1020 Fax.093-531-5723
http://www.living-way.net/

福岡［ユーハウス・イング］
福岡市南区玉川町5-6
〒815-0037
Tel.092-554-8700 Fax.092-554-9900
http://www.u-house.net/
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取材を通じて、「生活収納家具」を実際に使って住
まわれている空間をたくさん拝見することができ
ました。まさに百人百様の収納百景。嬉しかった
のは、お客さまと一緒にプランした収納が、自分
らしくいきいきと使われているようすを確認でき
たことです。また、今回の取材で数年ぶりに再会
したお客さまもいらっしゃいましたが、プランを
一緒に考えた当時のことをよく憶えてくださって
いて、納品後に収納をどのように活用されてきた
かなど親しくお話することができました。皆さま
の好意的なご協力に感謝し、あらためてお礼を申
しあげたいと思います。そしてこの冊子が、これ
から収納を考える方たちのために「日本の住まい
に合った片づけやすい収納づくり」のお役に立つ
ことを願います。

編集後記
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GALLERY

ギャラリー収納の、暮らしデザイン
ブック。日々の暮らしの中で、アー
トや季節の花を愉しむ。そんな『美』
を愛でるゆとりのある暮らしには、
収納が大きな意味を持ちます。美し
い暮らしをデザインする収納の役割
をご紹介しています。
●A4判・84ページ

PRICE LIST & 
PLANNING TEXT

生活収納家具の全アイテムを掲載す
るリストブックです。ボックスタイ
プの「Fシリーズ」、オープンシェル
フタイプの「Sシリーズ」、大きなモ
ジュールで単体で使える「Gシリー
ズ」の3冊。実際にプランを考える
際に活用します。

WEBサイト
「ギャラリー収納」と「生活収納家具」
の総合情報サイトです。ショップと
製品についての詳しい情報のほか、
部屋ごとの納入事例写真を数多く
公開しています。また、収納を考
えるときに役立つカタログやプラン
ニングマニュアルなどの「E-BOOK」
がご覧になれます。

カタログとWEBサイト
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