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美しい暮らしと収納

ギャラリー収納では、2007年に実例ばかりを集めた
冊子『収納百景』を発刊しました。家具としての機能
性や品質をカタログのように説明しないこの冊子が、
果たして受け入れられるかどうか最後まで心配は残
りましたが、配布を開始すると、「とっても分かりや
すい」、「イメージが湧いてきた」、「ヒントが見つかっ
た」と、多くのお客さまから嬉しい声を寄せていただ
きました。

発刊から3年が経った2010年には、『収納百景2』の企
画が立ちあがりました。撮りためた実例の編集に再
び取り組み始めて考えたことは、お客さまとスタッフが
一緒に住まい方を考える中で培ってきた、収納プラン
のノウハウをまとめられないかというアイデアでした。
この冊子の第1章では、プランの実例と共に、そこ
に込められたさまざまなノウハウを紹介しています。

お客さまが思う理想の収納を形にし、5年後10年後
の暮らしの変化にも対応できるよう可変性を持たせ、
大切な予算をふまえながら一軒一軒丁寧にプランし
た実践的な内容です。第2章では、これらの実例す
べてに使われている「生活収納家具」の特徴を紹介し、
第3章では、私たち「ギャラリー収納」のショップと
サービスについて概要をまとめています。また、「美
しい暮らし」と題したショートコラムでは、私たちが
プランするときにいつも基本として考える事柄につ
いて触れています。

2年間にわたって編集を進めてきた収納百景第2弾。
そのタイトルは、『収納手帖』としました。皆さまに
お役立ていただける収納プランのハンドブックとな
れば幸いです。どうぞ、ご覧になってください。

ギャラリー収納　大谷竹男
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Chapter 1

Planning and
Interior Design
生活収納家具 プランニング編
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圧迫感のない白で、壁面収納のプランはいかがですか。

9

Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

「マンションのリビングダイニング、
　ひろびろと使いたい」

リビングの収納 ①

間口5.1mの壁面収納　￥1,065,225（クラス1）テーブル含む

都心のマンションの定番プランです。

家族で共有するリビングダイニングは、さまざまなものが多く集ま
る空間です。たくさんのものをすっきりと片づけるには、大容量
が確保できる壁面収納がおすすめです。わずかな床面積の利用
でも、天井まで有効に空間を活用できます。

淡い色使いとオープンスペースがポイントです。

白や淡色を選ぶことで、空間の圧迫感が抑えられます。こまごま
としたものが多く集まるリビングダイニングでは、奥行きが浅いほ
うが内部の一覧性が高まり機能的です。柱や梁の凹凸にあわせ
てぴったりの寸法でプランすることもポイントです。

東京都　O 邸

Living Dining
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ②

9 割かくして、1 割を見せる収納プランです。

「大きなテレビを組み込んで、
　収納量もいっぱいほしい」 テレビを家具に取り付けて、地震対策も万全です。

一枚扉のロングボードで大容量を確保。一枚だけガラス扉でプラ
ンして、飾るスペースを設けています。頑丈な耐震対策をほどこ
した家具の背板に、テレビを取り付けています。Living room

神奈川県 O 邸

間口6mの壁面収納 鏡面仕上げ　￥1,508,850（クラス3）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

はしご付きの本棚に、TV ボードを組み込んだプランです。

「本がインテリア
　リビングライブラリーをつくりたい」

リビングの収納 ③

はしごのカラーは
8 色から選べます。

スライド扉を取り付けて、一部を隠す
収納にすることもできます。

はしごは軽い力で左右に動かせます。
天井付近の本の出し入れも容易です。

天井まで壁一面を活用したリビングライブラリー

憧れのはしご付き本棚にTVボードを組み込んで、リビングルーム
の主役としてプランしました。大切な本をぎっしり並べても、余裕
を持たせてオープンスペースを残しても、美しい絵になります。収
納機能そのものがインテリアに活かされています。

デザインの主役は美しい収まりと本棚の機能性

壁面いっぱいに収めた本棚は、交差する棚板の水平ラインと仕切
りの垂直ラインが美しい意匠となります。写真のプランでは2cm
の厚みの本が2000冊以上収まります。はしごは、インテリアのア
クセントにもなります。

Living room

重い本を逞しく受け止めます。

はしご付きで
天井まで活用。
機能充実、
見た目美しく。

サイズ 
W6260 H2750 
D300

本体 ￥813,330
はしご ￥189,000
扉　　 ￥176,400
キャビネット ￥186,900

合計　　 ￥1,365,630
　　　　　　  （クラス 3）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

テレビボード専用設計のローボードはいかがですか。

「リビングをスタイリッシュに
　デザインしたいのですが」

リビングの収納 ④

Living room

インテリアに合わせて、他の収納と
トータルにデザインできます。

シンプルなものを厳選し、ものを少なくすることで、インテリア
はスタイリッシュになります。テレビボードは、ロータイプのボー
ドをおすすめします。LDK 空間であれば、他のコーナーの収納
家具と面材を揃えてトータルにデザインできます。

間口 2.4m　￥256,200（クラス3）  サイズは他にもあります。 天板の配線穴。カバーがスライドし
ます。

スリットガラスビューローとオープンで構成したプラン ￥258,300（クラス3）

引出しと一部オープンで構成したプラン  　　　　　　￥266,700（クラス3）

すべて引出しで構成したプラン  　　　　　　　　　   ￥277,200（クラス3）

リモコンや AV ソフトの収納に配慮
した引出し。



16 17

Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ⑤

コレクションに合わせてカスタマイズできる家具はいかがですか。

「3,000枚のCDを飾ってきれいに収納したい」

全16色を自由に選んでカラーカスタマイズ。

ものを収集する愉しみと、美しく収めて眺める愉しみをコンセプト
に開発されたコレクターズ・コレクションBOX「Bシリーズ」。1000
を超えるアイテムと16色のカラーを自由に組み合わせて、コレク
ションに最適な収納家具を自由にカスタマイズできます。

美しく収めて飾れば、コレクションが部屋の主役。

大切なコレクションに囲まれる空間をプランできます。写真のAV
リビングは、AV機器を機能的に設置できる同じシリーズの家具で
コーディネートしています。用途や目的を絞り込むことが、インテ
リアの個性を高めます。

吊り棚 ￥127,890　TVボード ￥121,380　
CDラック（裏面もアリ） ￥203,070

プランが考えやすいシンプルなシステムの B シリーズ。
吊り棚ユニットは、絵のように簡単に壁に掛けられます。

Living room
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

壁一面にすべてを収納する壁面収納を。

リビングの収納 ⑥

「マンションのLDK、
　家具を置くと狭くなりますか？」

Living Dining
窓からの光や照明に映える鏡面ホワイトの扉。

LDK に集まるたくさんのものをすっきり片づけるには、壁一面を
活用した壁面収納がおすすめです。圧迫感を抑える色は白か淡
色。鏡面の扉は、光の映り込みが空間を演出します。

高いところはカゴを活用。
カゴごと出し入れすると便利です。

小物は仕切り付き引出しにいれると
見やすく取り出しやすくなります。

本に合わせて棚板の高さを
調整して収納量アップ。

横浜市　H 邸
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

設計段階から空間デザインと一体で考えましょう。

「建築家と建てる家、収納はどうしよう？」
リビングの収納 ⑦

リビング、ダイニング、キッチン、玄関の一体でプランした収納。

住まい方から考えると、
収納も家具もプランが見えてきます。

新築やリフォームでは、早めの段階で収納についてご相談くださ
い。収納を考えることは、生活行為や動線の具体的な検証になり
ますから、建築プランとも密に関わってきます。身近な収納をプラ
ンすることが、空間デザインのヒントにもなります。

横浜市　O 邸

Living room
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ⑧

「細長いマンション空間、ソファも食卓も、
　ゆったり置きたい」

ひとつながりの壁面収納にテレビもテーブルも組み込めます。

Living Dining

白や明るい色調が広く見せるポイントです。

マンションに多い細長い LD で、広さに問題を感じたら、
奥行きの浅い壁面収納の設置をおすすめします。すっきり
ひろびろの定番プランです。

トップキャビネットには
クリスマス用品など
季節の品を。

引き出しには
箸やカトラリーを。

玩具や絵本、
子どものものは
ベースキャビネットに。

本や雑誌や薬箱など、
ミドルキャビネットには
よく使うものを。

 W4800
￥867,300

（クラス1）
テーブル含む
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寝かせる・立たせる・小部屋に入れる。

モノの入れ方のコツは、無駄なスペースをつくら
ないこと、出し入れのしやすさを考えることです。
しまい方の向きを見直してみましょう。たとえば、
スプレー缶は立てずに寝かして並べると、わず
かな高さに収まって奥のモノが見えなくなる不都
合もありません。箱入りゲームは重ねるよりも
本のように立てて並べると出し入れ便利。細か
なものはトレーやボックスなどの小部屋を用意し
て、散乱と埋没を防ぎます。

“関連収納”という発想でモノとモノをつなぐ。

手紙をもらって返事を書くために「便せん」を用
意します。当然、「筆記具」も必要だし、愛用の「ポ
ケット辞書」も要ります。書き終わったら、「封筒」
に入れて「切手」を貼って送ります。このように、
手紙を書くという行為に必要なモノを関連づけ
て収納するのが“関連収納”の考え方です。趣
味の道具、家事の道具、おもてなしのセットなど、
関連収納の発想でモノをつないで収納しておく
と、使うときにあれこれ探すことがなく便利です。

動作にあわせた必然性で決定する。

使いたいと思ったとき、その場でモノが取り出せ
ることが理想的。使う場所の近くにモノの置き
場をつくり、最短の距離でモノが取り出せるよう
にします。使い終わってしまうときも、最短距離
で収納できるので、出しっぱなしのモノがぐんと
減ります。使用頻度の高いものは出し入れしや
すい場所に収納するなどして、ふだんの動作や動
線からモノの最適な収納場所を見つけましょう。

棚板、トレー、引き出しで最適な機能を備える。

使いやすい収納は、内部の機能性が重要なポイ
ントです。便利そうな多機能性よりも、ここには
これを入れるといった専用スペースを設けましょ
う。フレキシブルに動かせる棚板を細かく設けた
ワイシャツ専用棚。使う場所にそのまま持ってい
ける常備薬トレー。入っているモノがすべて見渡
せるアクセサリー専用トレーなど。どこに何があ
るのかを明快にしましょう。

1 モノの入れ方 3 モノの連鎖

2 モノの場所 4 専用スペース

ne point 美しい暮らし 
モノのしまい方編
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

場所をとらないリビングデスクを、ソファの背面に。

リビングの収納 ⑨

「ながらデスクがリビングにほしい」

低い間仕切りで＋αのスペースがうまれます。

ソファの背面の低い間仕切りが、収納とデスクコーナーという＋α
のスペースを生みだしています。ソファ側からは目立たず、インテ
リア性を損なうことがありません。テレビを見ながら、気軽に使
えるリビングデスクです。

Living room

東京都　K 邸
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納⑩

低い間仕切りで、広さを損なわずにスペースを分けられます

「リビングとダイニング、
　かっこ良くゾーニングしたい」

ダイニング側の引出しには、
カトラリーなどを収納します。

腰高の間仕切りで空間に表情と機能性を備えます。

ソファコーナーとダイニングテーブルの間に間仕切りを設けたゾー
ニングプランです。部屋の広さを損なわずに、食事とくつろぎのコー
ナーを分け、使いやすい収納をそれぞれのコーナーに持たせて
います。二重天板がプランのキーポイントです。

一時置き場になる
二重天板でものの
散乱を防ぎます。

背面も扉と同じ
仕上げに
しています。

天板の下が、ものの一時置き場。
上部はいつもすっきり片づきます。

Living Dining

W2400
￥570,360

（クラス 3） W2800
￥617,610

（クラス 2）

￥255,675
（クラス 3）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

お客さまのアイデアで両面から使えるデスクをリビングに。

「使いやすいデスクコーナーをつくりたい」
リビングの収納⑪

積木感覚で直感的にプランできるシステムです。

たたみコーナーとソファコーナーの境界に設けた、テレビボードと
一体のデスク。お客さまの発想とお部屋に合わせて、オーダーメ
イドのようにプランすることができます。

Living room

横浜市　W 邸
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ⑫

ワンちゃんのおうちも壁面にすっきり組み込めます。

「ペットのケージの置き場に、
　困っています」

聞き分けの良いバルくん。自分の居場所ができて嬉しそうです。

底板がない奥行きのあるベースキャビネットを活用。

ペットのケージを入れるのは、底板のないベースキャビネット。奥
行きを活かし、デスクを組み込んで、たとえば書斎コーナーとし
てプランするのはいかがでしょうか。

ケージの存在感を消して空間をすっきりと。

ケージを掃除したり他の部屋に移すときなど、出し入れは簡単。
収めれば、ケージの存在感は消えて、部屋がすっきり感じられます。
ケージのサイズに合わせたプランが可能です。

東京都　K 邸

Living room

ペットのケージスペースを組み込んだ書斎コーナー ￥323,400（クラス1）　
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

ダイニングテーブルは、趣味、くつろぎ、家事もできる多目的スペース。

リビングの収納 ⑬

「食事だけに使うのはもったいない」

ソファを置かずに、LD を広 と々プランしてみませんか。

多目的な収納と組み合わせて、食事以外のいろいろな役割を果た
すダイニングテーブルはいかがですか。収納と一体化したテーブ
ルで、LD スペースをさらに広く使えます。

CD は引出しに入れるとタイトルも見やすくなります。

テーブルを収納から離して使うことも可能。

Living Dining

手の届くところに
ふだん使いの食器や
ティーセットを

好きな雑誌も
読みたいときに
すぐ出せるように

テーブル
W1800×D900
￥144,900（クラス3）
椅子1脚
￥47,250（クラス3）

家電は前に出せる
スライド天板に
置きます。

￥795,900
（クラス 3）
可動帆立など
￥69,090
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ⑭

お客さまの発想でシンメトリーにデザインした低めの壁面収納。

「すっきりしたデザインの収納にしたい」

キッチン収納と一体の壁面収納で、
マンションのLDKを広くすっきりと。

リビングダイニングとキッチンの一体感がでるように。

キッチンからLDまでひとつながりの壁面収納。奥さまの発想
で左右シンメトリーになるようにデザインしています。中段はす
べてオープンスペースにして、ダイニング側はお花や照明を飾
り、キッチン側は家電やスパイスなどを並べ、機能的に美しく
収納しています。

奥まで目が届くように高さ160cmに抑えました

収納の高さも、奥さまのアイデアで低めに抑えてプランしまし
た。高さ160cmは、いちばん上のキャビネットの内部も、奥
まで見通せることを考慮した高さです。収納するものに合わせ
て、出し入れしやすいように機能的にプランされています。

お客様ご自身が模型を
つくりデザインと使い勝
手を検討されました。

横浜市　N 邸

Living Dining
間口4.2mのLD収納　￥913,500（クラス3）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bリビングの収納 ⑮

ソファはやめて、幅2m以上の大きなテーブルを置いてみませんか。

「リビングダイニングを
　ひろびろとプランしたい。」

2400×900mm　8人掛け　　￥195,300（クラス3）

1800×900mm　4人掛け　　￥144,900（クラス3）

2100×900mm　6人掛け　　￥173,250（クラス3）

1500×900mm　4人掛け　　￥132,300（クラス3）

1200×900mm　2人掛け　　￥119,700（クラス3）
ダイニングチェア　　
￥36,750（クラス1）

家族の人数分より大きなテーブルにしてみませんか。

ソファを置かずに、その分ダイニングテーブルを大きくするLD空
間はいかがですか。食事も、家事も、宿題も、くつろぎも、お客
さまのもてなしも。ひろびろダイニングでどうぞ。

アーム付きの椅子で食事のあとはくつろぎのスペースに。

大きめのダイニングテーブルに合わせるのは、大きな座面のアーム
チェア。安定した座り心地で、食事のあとはそのままくつろぎや団
らんの時間をお楽しみいただけます。

Living Dining

大阪市　I 邸
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収納家具のレイアウトで、空間の質を高めます。

収納家具の置き方によって、空間の美しさ、機
能が変わります。リビングや寝室の壁一面に壁
面収納を設置すれば、収納量がアップしてすっ
きり広々とした空間が得られます。LD 空間でリ
ビングとダイニングの間に間仕切りとなる収納
家具を置けば、ゾーニングを図りながら便利な
収納が集いの場に備わります。また、組み替え
可能な生活収納家具は、引っ越しや新築の際、
新居にあった収納を再構築できます。

8 割使って2割のゆとりを残しましょう。

やみくもに収納スペースを設けて、生活空間を圧
迫するのは本末転倒。モノの量を把握し、無駄
なものを増やさないことで、最適な収納量を設
定することがプランの基本。ただし、収納量には、
2 割ほどの余裕をみておきましょう。新しいモノ
が入るスペースです。新しいモノが増えたら、不
要なものを処分することが基本ですが、入れ替
え期間に対応するためのゆとりが必要です。収
納スペースは、8 割を使うことを目安にして、容量、
サイズをプランしましょう。

人と空間の接点に収納家具を設置しましょう。

どこにどんな収納を設置するかを考えるには、ど
んなモノがあるのかを把握しながら、そのモノを
使うためにどんな動きをするのか、生活行為と動
線を照らし合わせることで、合理的な美しいレイ
アウトのヒントが見えてきます。家事に使う道具
は、その作業をする近くに。家族みんなが集まる
リビングには、家族みんなのモノを収納する家族
収納を。そんなふうに考えていくと、収納家具の
レイアウトプランが必然的に決まっていきます。

暮らしていれば、新しいモノが増えるのは自然なこ
とです。しかし、収納量には限りがあることも当
然です。モノがあふれて散らからないようにする
には、本当に必要なモノを吟味すること、要らな
いものは定期的に処分することが求められます。

【本当に必要なモノを買う】
買い物をするときは、本当に必要なものかどうか
をよく考えて、好きで納得のいくものだけを買う
ように心がけましょう。そして、買うときには、ど
こに収納するかをイメージするようにすると、無
駄な買い物を見直すきっかけになります。

【要らないモノは潔く処分】
要らないモノとは、使わないモノです。今年も去
年も着なかった衣類。読み返す気のない本や雑
誌。しまいっぱなしの引き出物など。捨てる、リ
サイクル品として処分するなど、定期的にモノを
見直すようにしましょう。

5 家具の置き方・並べ方 7 容量・サイズ

6 動線と生活行為

ne point 美しい暮らし 
家具レイアウト編

モノを増やさない・モノを捨てる
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bダイニングの収納 ①

手紙や書類を無造作に放り込める収納を備えましょう。

「テーブルの上が散らかるのを
　なんとかしたい。」

仮置き場としてのボックスファイルを。

オープンスペースを設け、ボックスファイルを並べました。DM、チ
ラシ、カタログ、週刊誌など、保管はしないけどすぐには捨てな
いもののために、一時的に片づける場所を設けました。

食器やカトラリーの収納に便利な引出し中心のプラン。

カトラリー、コーヒーセット、酒器、小皿などを出し入れしやすいよ
うにするには、引出し収納がおすすめです。細 し々たものを整然
と並べて、何がどこにあるか一目瞭然に収納できます。

高さを抑えた収納でテーブルからの眺めもすっきり。

Dining roo m

神奈川県 O 邸

間口3.2mのダイニング収納 ￥442,365（クラス3）　
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

さっと取り出す、さっと片づける、使いやすい機能を。

「ダイニングを  多目的に使いたい」
ダイニングの収納 ②

オープンスペースとトレーがプランの鍵です。

いつも使うものはオープンスペースに。関連するものをまと
めて置いて、使うときはトレーごと取り出すなど、何かを始
めるための動作ができるだけ少いのが機能的です。

突然のお客さまでもまごつかない
ティーセット。

毎日の晩酌をいい雰囲気にする
冷酒セット。

メガネ、ノート、ペンをまとめた
ダイアリーセット。

Dining room
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bダイニングの収納 ③

隠す壁面収納で、ファイルも食器もすっきり収めましょう。

「自宅が仕事場。
　ダイニングテーブルで仕事がしたい」

Dining room

隠す収納の内部に、使える機能性を備えています。

食事をするときには書類やファイルが見えないように。仕事をする
ときは食器が目に入らないように。ダイニングをワークスペースとし
て兼用するなら、隠す収納でプランします。

食器と書類が
同居している
ホームオフィス
ダイニング。

書類はファイルボックスを使い
整理分類して収納します。

文具や、メモ帳
サンプル品など
細かいものも

食器も収納

W2400 H1760
￥402,150

（クラス1）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

移動・買い足し・組み替えができるから、一生使えます。

「引っ越すとき、使っていた家具を
　処分するのはもったいない」

ダイニングの収納 ④

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。

Dining room

合計金額　￥243,600
（クラス1）

買い足し分　￥249,900
（クラス1）

買い足し分　￥334,530
（クラス1）
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

家電を使いやすく置くことと、トレー収納がポイントです。

「出し入れしやすいキッチン収納が欲しい」
キッチンの収納 ①

オープンキッチンの収納は見た目の美しさが大切です。

オープンキッチンのプランでは、LD のインテリアデザインと調和の
とれた美しさが求められます。毎日の食事のしたくや後片づけを機
能的におこなうことができると同時に、リビング空間の一部として
トータルにデザインのコーディネートを図ります。

動作と動線を検討したプランは機能美が備わります。

キッチン用品、食器、食材をすっきりと片づけられる収納量を確
保することが基本です。そして、どこに何を収納し、出し入れの
動作やキッチンの動線に配慮したプランとすることが重要です。
ものと行為と空間のバランスで、プランを考えます。

Kitchen

キッチン家電はオープンスペースに
整然と美しく配置します。

普段づかいのお茶セットは、
トレーに入れて出し入れしやすい位置に。

川崎市　E 邸
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V Bキッチンの収納 ②

可動棚を活かして、高さ別に分類するのがコツです。

「収納下手でも
　きれいに片づくって本当ですか」

Kitchen

ちょっとした工夫とコツで収納量が 30％アップ。

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。

たくさん詰め込むのではなく、使いやすさを考慮。

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。

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。

料理をするときスパイスは
トレーごと取り出します。

一見するときれいに
収納しているようで
も……。

びんは寝かせてし
まうのがコツです

箱類は立てて

カップとソーサーは
別々に重ねると
場所をとりません。

まだまだこんなに
入ります。
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

ゴミ箱も収納すれば、キッチンがすっきりします。

キッチンの収納 ③

「ゴミ箱の置き場、どうしよう？」

扉なし、底板なしのオープンボックスを活用します。

キッチンになくてはならないもので、置き場はとるけど目立たないよ
うに置きたいのがゴミ箱です。目立たせたくはないけれど、いつで
もすぐに使えるようでなくては困ります。生活収納家具の扉なし・
底板なしのオープンボックスは、ゴミ箱の収納に最適なユニットです。

ゴミ箱は、見えにくく使いやすい場所に収納します。

ゴミ箱の置き場は、調理する作業台かシンクの近くが使いやすい
場所になります。オープンキッチンの場合は、ダイニングやリビング
から死角になることも考慮。ゴミ箱の上部に余裕があれば、棚板や
トレーを組み込んで収納スペースとして活用します。

Kitchen

横浜市　A 邸

F S G V B
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

あなたの家事スタイルに合わせてプランできます。

「私にぴったりのキッチン収納が
　見つからない」

キッチンの収納 ④

Kitchen

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、扉つきのユニットを多く
組み込みます。引出しやワゴン、トレーなどを組み合わせるなど、
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ユニットを活
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
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

キッチンを直視しないように、ゆるやかに収納で仕切ってみませんか。

「ダイニングをキッチンから
　独立させたい」

ダイニングキッチンの収納 ①

壁のコンセントが隠れる場合は
コンセント付きの収納でプラン。

頻繁に使うものは
まとめて出し入れできるトレーに収納。

ゆったり食事ができるゾーニングプランです。

キッチンとのあいだに収納家具を置いてみませんか。キッチンとの
つながりを保ちつつ、ゆったりと食事ができるスペースになります。
窓の位置や仕切りの度合いに応じて収納の高さをプランします。

空間を広く使える収納一体型のテーブル。

スペースに制限がある場合は、省スペースでも収納量が確保でき
る壁面収納で食器棚をプランします。ダイニングテーブルを収納
と一体にすれば、さらにスペースを有効に使うことができます。

Dining Kitchen

W2200 H1154
￥477,750

（クラス 3）

 W2420 H2180
￥669,900（クラス 3）
テーブル含む
トレーなど
￥19,530
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

工事なしで、収納でかんたんに仕切ることができます。

「キッチンが丸見えは嫌なんです」
ダイニングキッチンの収納②

Dining Kitchen

シンクを直視しない高さの“収納型間仕切り”

ロータイプの収納で仕切ると、ダイニングとキッチンをゾーニング
しながら、それぞれの様子がうかがえます。高さの目安はシンク
を直視せず、配膳スペースにも活用できる高さです。

テーブルとキャビネット一体の“ハッチ型間仕切り”

キッチンの独立性を確保したい場合は、ダイニングテーブルとキャ
ビネットが一体になった間仕切り収納でプランします。ハッチ型に
しておけば、キッチンとダイニングでのコミュニケーションや配膳
がスムーズに行えます。

スペースが限られていても、家電製品の置き場は確保しましょう。 高さを活かして多くの収納量が確保できます。

使い勝手の良い
セミオープンキッチン

完全に
ふさがないから
会話もスムーズ

W1800 H1154 D420
￥351,960（クラス 3）
テーブル含まず

W2120 H1760 
D420（1600）
￥693,000（クラス 3）
テーブル含む
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

ロングボードとオープンスペースを組み合わせたプランはいかがですか。

「玄関スペースに
　壁面収納はつくれますか」

玄関の収納 F S G V B

Entrance

飾るスペースを組み込んだ玄関収納。

お客さまを迎える玄関に設置した壁面収納。中央にはオープンス
ペースを設けました。扉の中は履物のほか、宅配便の受け取りで
使う印鑑や小物の収納に便利なトレーを設置しています。

意外にも多くのものが集まる玄関空間。

履物や傘のほかにも、玄関には多くのものが集まります。ゴルフ、
趣味の用品、掃除道具など。天井までの高さを有効に活用し、長
物にも対応する収納を確保します。

履物だけでなく、コート、スキー用品が収納
できるスライドハンガー付棚板や、開閉フィ
ラーが重宝します。

幅30cmの姿見になるミラー扉付玄関収納。 
￥449,400（クラス3）
スライドハンガー付棚板・トレーなど
￥28,350

東京都　K 邸

間口1.7mの壁面収納　￥552,930（クラス3）
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インテリアを描くキャンバスとして、
収納家具は主張を抑えて。

収納家具は住空間と一体となったものとしてとら
えましょう。美しいインテリアの下地として、デザ
インはシンプルにひかえめに。壁面収納なら、白や
淡い色のほうが、圧迫感が少なく仕上がります。ロー
ボードや腰高の収納なら、さらに圧迫感が軽減さ
れます。落ち着いた雰囲気にするなら、濃いめの
色調で。床や壁との調和を考えて、シンプルな表
情にすることが美しい空間デザインのためのポ
イントです。

低い収納の上部に飾るスペース、
現代版の床の間を。

低い収納をプランして、上部の壁面を残すと、飾
るスペースができます。現代版の床の間ともいえ
る、ホームギャラリー。収納の天板には、四季折々
の花を飾ったり、コレクションの陶器やガラス
製品、家族の大切な思い出を写した写真などを。
壁面は、絵を描けるスペースになります。作家の
作品でなくても、趣味で描いた絵や、お子さんが
描いた絵を額にいれて飾ってあげるのも楽しいイ
ンテリアのアイデアです。

隠す収納を基本にして、
ちょっと見せるバランス感覚。

飾りたいもの、どう飾るかイメージがあるときは、
それに合わせたオープンスペースやシェルフ、ガラ
ス扉でプランします。ポイントは、飾るスペースには、
飾るもの以外を置かないことです。たくさんのモノ
を収納して部屋をすっきりとさせるなら、隠す収納
でプランします。壁面収納なら、天井までの一枚
扉がおすすめ。隠す部分が 9 割で、1 割くらい
見せる収納を組み込むプランもおすすめです。

タテ、ヨコ、奥行きのラインを
そろえた直線美を。

モジュールとは、基準となる寸法のことです。日
本建築の「尺」や「間（けん）」もモジュールで、
畳や襖や障子などはモジュールがコーディネート
されて空間美を生みだしています。生活収納家具
をプランするときも、モジュールに当てはまるよ
うにキャビネットや扉の構成、奥行きの統一など
に配慮することで、水平、垂直に描かれる直線
にリズムが生まれ、美しい仕上がりとなります。

8 床・壁との調和 10 壁面を残す

9 見せる・隠す 11 モジュール

ne point 美しい暮らし 
空間デザイン編
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

ベッド、クローゼット、ドレッサーがトータルで揃います。

「すっきり片づいた寝室をつくりたい」
寝室の収納 ①

スタイリッシュなデザインで豊かな眠りの空間を。

ギャラリー収納の「生活収納家具」は、収納家具だけでなく、ベッ
ドやドレッサーもトータルでデザインコーディネートが可能です。
スタイリッシュなデザインで、毎日のリフレッシュのための豊かな
空間をプランします。

第二のリビングとしてゆとりのスペースを確保。

ワードローブには、ご夫婦の衣類をすっきり収納できるよう、十分な
容量を確保します。また、ヘッドボードやベッド下も収納スペースとし
て活用できます。美しく片づいた寝室で、睡眠前の落ち着いた豊か
な時間をすごしてください。

Bedroom

ベッドの下に備えた収納ボックスと、
引き出しが組み込まれたローテーブル。

ヘッドボックスにはベッドカバーや
リネン類のストックを収納。

ベッドカバーや
リネン類を
収納できる
ヘッドボックス。

ベッドの下には
サイドテーブルや
アンダーボックスを。

デザインのアクセン
トにもなる姿見の代
わりのミラー扉。

￥571,200
（クラス 3）
ベッド含む
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種類や丈に合わせて、効率的にしまえる収納が選べます。

「あふれた洋服、片づきますか？」
寝室の収納 ②

着物のための桐盆は、ウールやシルク
の収納にも適しています。

内部の工夫がワードローブのプランのポイント。

ワードローブは、容量を大きくするだけでなく、内部に多くの工夫
が必要となります。たとえば、丈の短いものは二段吊りに。たた
んだ衣類は棚に一段ずつ。小物はトレーに入れるなど。収納パー
ツを工夫することで収納量と使いやすさがアップします。

衣類のすべてを一覧できるオールシーズンプラン。

夏用冬用の境目がなくなってきた衣類やファッション用品。ワード
ローブはオールシーズンプランがおすすめです。効率的にしまえる
プランで収納量を高め、さまざまな衣類を出し入れしやすいように、
扉を開ければどこに何があるかがすぐに分かる一覧性の良さがポ
イントです。

Bedroom

ワイシャツは
クリーニングから
返ってきたら
そのままトレーへ。

季節ものや冠婚葬祭
の小物、コサージュ
などの飾りを
いっぺんに取り出せ
るトレー。

丈の短い衣類は
2段に吊って
収納量2倍。

￥727,650
（クラス 3）
トレー・棚板など
￥112,700
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ベッドの脇に居心地の良い“一坪書斎”がつくれます。

「憧れの書斎を寝室につくれませんか？」
寝室の収納 ③

デスクの背面には姿見も組み込んで、
気持ち良く身支度ができます。

部屋の中央にコンパクトなL型デスクを設置。

ベッド脇のスペースに L 型のデスクを設置。仕事に、趣味
に、居心地の良い自分だけの空間ができます。家具を設置
するだけ。特別な工事など無しで、書斎がつくれます。

デスクの背面にクローゼットコーナーを。

デスクの背面には、引出しを多く組み込んだ衣類の収納を設けま
した。造りつけの収納と壁に囲まれたクローゼットスペースがで
き、ベッド、書斎と合わせて 3 つのゾーンが寝室に備わりました。

Bedroom

神奈川県 O 邸

ベッド

書斎

クローゼット

L型デスク　 ￥273,420（クラス3）
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デスク、本棚、ベッドのサイズ 6畳の場合4.5畳の場合

寝室の収納 ④

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。

寝室の書斎コーナーのレイアウト例

Bedroom
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寝室の一角に、プラスαで書斎を設けることができます。

「お父さんの書斎、つくる場所がないんです」
寝室の収納 ⑤

ヘッドボードの裏側にもう一つの空間を。

ヘッドボードに間仕切りとなる収納を設置して、寝室の一角に書
斎を設けることができます。壁面収納のワードローブのならびにデ
スクと本棚を組み合わせたプランを連続して設置。書斎のために
一部屋を充てたり、建築工事をしなくても、憧れの書斎を容易に
つくることができます。

ヘッドボードとワードローブの間は、
クローゼットスペースになります。

ヘッドボードの
裏側は引き出しに
なっています。

（左ページ参照）

Bedroom

W4200
￥770,700

（クラス 3）
可動帆立など
￥40,320

チェスト＋ベッド
W2400 H1154 D420
￥803,250（クラス 3）
ベッド含む
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B寝室の収納 ⑥

プライベートな空間に、楽しい時間を生み出すプランを考えましょう。

「寝室を寝るだけのスペースにするのは
　もったいない」

たとえば、眺めも美しいワインギャラリー。

ボトル、オープナー、ワイングラスと簡単な食器。居ながらにして、
必要なものがすぐに使えるワインバーを寝室に設けてみませんか。
ワンルームや狭い寝室でも、豊かな時間がすごせます。

わずかなスペースで十分。吊り棚も簡単設置。

コレクターズコレクションBOX「Bシリーズ」は、趣味の品々を機能的
に収納すると同時に、美しく飾って楽しむための家具です。コンパ
クトに設置でき、壁面に吊り棚を自分で取り付けることも可能です。

Bedroom

ガラス蓋トレーは見た目に美しく、埃を防ぎます。

棚板を交差させて構成したワインラック。
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「細長い寝室に収納は置ける？」

L型のプランで収納量を確保、部屋が使いやすくなりました

寝室の収納 ⑦ F S G V B

Bedroom

何がどこにあるか、ご主人にも分かりやすい収納。

ベッドコーナーを間仕切る収納とワードローブをL型に組
み合わせて、収納量を確保。寝室に、クローゼットコーナー
ができました。天井までの一枚扉と引出し収納は整理分
類がしやすく、どこに何があるか、ご主人にも分かりやす
く収納できるようになりました。

東京都　K 邸
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ワードローブの中に桐盆を設置することもできます。

和室の収納 ①

「システム収納は、着物をしまえますか？」

地震対策は、
家具を壁面に密着させて
固定することが大切。

和室の収納にシステム収納は最適です。

お持ちの衣類に合わせて、洋服と和服の両方の収納を自由にプラ
ンできます。桐盆をワードローブの内部に設けることもでき、大切
な着物の収納も万全です。

部屋に合わせてしっかりとした地震対策を。

畳の上にロングボードを設置する場合は、収納の固定にはとくに
気を配りましょう。設置場所の状況に合わせて、壁固定、ワイヤー
取付など最適な安全対策を施すことが重要です。

神奈川県 O 邸

Tatami room

間口1mの桐盆付きワードローブ　 ￥148,050（クラス3）
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シンプルなデザインだから和室にも似合います。

和室の収納 ②

「モダンな和の空間をつくりたい」

畳と障子と収納の直線美が調和します。

装飾をできるだけ排したシンプルなデザインは、和室・洋室にか
かわらず、さまざまな空間に似合います。加えて、システム収納の
外観を構成する直線は、畳、障子、ふすま、柱など和室を構成
する建具や部材に備わる直線美と相性良く調和します。

小さな収納も得意なシステムです。

収納家具で、床の間のようなしつらいをプランすることも可能です。
壁面いっぱいのプランだけでなく、小さくて低めの収納や文机な
ど、コンパクトな構成も得意です。ぎゅうぎゅう詰めにせず、ゆと
りを持たせた使い方が和室でのおすすめです。

Tatami room

窓の採光を活かし、文机を組み込んだ和室の収納。
￥416,850（クラス 3）

畳と障子は日本が誇る
システムデザインです。

空間に合わせて
調和が図れる
シンプルなデザイン。　

W2000 H795 D300
￥161,700（クラス 3）
可動帆立など
￥25,830

W1000 H436 D400
￥33,600（クラス 3）
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子供の自主性や考える力を育みます。

片づける習慣を身につけることは、お部屋をき
れいにするだけでなく、さまざまな能力を育みま
す。ぜひ、お子さま専用の収納を用意してあげ
ましょう。子供部屋には学習用品、図書、玩具、
衣類が整理分類して片づけられる収納を。リビ
ングの収納にも、玩具や絵本を収納する子供専
用スペースを設けましょう。そして、ご両親が良
きお手本となり、家族みんなで、美しい暮らし
のための収納を心がけましょう。

「好き」にこだわると、暮らしが美しくなる。

衝動買いを控えようと考えていても、いつの間に
か埃をかぶっているモノがあることに気がついて、

「何で買ったんだろう？」と思うことはありません
か。モノとのつき合いで大切なことは、「好き」だ
という気持ちにこだわることです。好きなモノは、
置き方や飾り方に悩むこともありません。一つの
嗜好で選ばれたモノは、自ずと統一感のあるイン
テリアとなります。好きなモノと、丁寧につき合っ
て暮らしましょう。

モノが集まる。家族が集まる。会話が生まれる。

家族みんなのさまざまなモノが集まるリビングに
は、十分な収納量を確保して、それぞれの専用
スペースを設けましょう。すっきり片づいたリビ
ングには、自然と家族が集まります。そこに自分
の好きなモノが置いてあれば、リビングですごす
時間が長くなり、家族共有の本棚があれば、本
を介したコミュニケーションも生まれます。気持
ち良くすごせる空間があるから団らんが生まれる。
収納にはそんな役割も備わります。

片づくと招きたくなる、招くと片づけたくなる。

美しく片づいた住まいを維持していくコツのひと
つは、人を招くことです。無理をしなくても、お部屋
がすっきり片づけば、誰かを招きたくなるものです。
お客さまが訪ねてくる機会が増えれば、住まいを
美しく整えることが自然と楽しくなります。モノ
をしまい込むことが収納の目的ではなく、住まい
の環境を整えて、自分らしい理想の暮らしを楽し
むことに収納の本質があると考えます。美しい暮
らしのための収納生活を身につけましょう。

12 子供の躾と収納 14 モノの吟味

13 団らんとコミュニケーション 15 人を招く

ne point 美しい暮らし 
ライフスタイル編
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大人と子供を分けないで、大人になっても使えるものを。

「子供部屋の家具、どんなデザインがいいの？」
子供部屋の収納 ①

デスク、ベッド、ワードローブをトータルでプラン。

大人の目線から見た子供らしいものは、子供が成長したら、らし
くないものになってしまいます。大人になっても使える、大人が見
ていいと思うものを子供部屋に選んでみませんか。

お子さん自身が選んだダークグレー色のデザイン。

写真の子供部屋の家具は、じつはお子さん自身が選んだデザイン
です。子供部屋にダークカラーはありえないと考えるのは、大人
の勝手な思い込みかもしれませんね。

ヘッドボードの背面は引出し収納。衣類の出し入れも自分でするようにします。神奈川県 O 邸

C hild's room
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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。

「子供が二人、一部屋か二部屋か、
　どうしよう？」

子供部屋の収納 ②

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
うようにします。

Child's room

お買い足し  

￥357,000（クラス1）×2 買い足し分 ￥195,300（クラス1）

￥359,100
（クラス1）

￥140,700
（クラス1）

￥134,400
（クラス1）

￥432,600
（クラス1）
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「主寝室を子供二人で使いたい」その１

圧迫感を軽減し、窓からの光を活かしています。

間仕切りの収納を低めに抑えて天井との間に空間を設けていま
す。完全に塞がないことで圧迫感が軽減され、おたがいに気配
を感じあえるようにプランしています。

神奈川県 K 邸

上部に抜けをもたせて完全に分断しないことがポイントです。

Child's roo m
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リフォーム工事なし。収納家具の設置だけで仕切れます。

「主寝室を子供二人で使いたい」その２
子供部屋の収納 ④

個別スペースと共用スペースをつくってみました。

部屋の中央に収納を設置して、一つの部屋を二つに仕切ります。
それぞれを個室スペースとして、デスク、ベッド、ワードローブを
設置。通路となる部分が共用スペースです。

共用のスペースにはドレッサーを設置。

Child's room

神奈川県 K 邸
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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。

「まだ要らないけどいつか要る。
　いつ買ったらいいの？」

子供部屋の収納 ⑤

Child's room

金額　￥97,650（クラス 3） 買い足し分　￥173,250（クラス 3） 買い足し分　￥231,000（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。



96 97

Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

移動、買い足し、組み替えができて無駄がない定番システムです。

「今使っている家具に足せますか？」
子供部屋の収納 ⑥

二人で使っていた部屋（右）を弟さんがひとりで、
お兄さんが別室（上2点）に移動しました。

長く使えるから、結局お得なシステムです。

18年前、結婚したときに買ったクローゼット。9年後の引っ越しで

デスクを買い足し、二人の子供部屋の収納に組み替えました。そ
して、お子さまが成長して、それぞれが広い部屋を使うようになっ
たので、再び買い足し・組み替えを行いました。ロングセラー商
品のメリットです。

Child's room

東京都 T 邸



98 99

Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

面材は優しい表情で、オフィス家具の機能性を備えています。

「オフィス家具を使わずに、
　オフィスをデザインしたい」

ワークスペースの収納 ①

Work space

職住接近スタイルの、働く収納。

収納、デスク、ミーティングテーブルをトータルでコーディネート。
自宅に仕事場を設けるとき、フローリングと相性の良いデザインで
ワークスペースをプランすることができます。

書類プレートや帆立を細かく動かし
て、ファイルや資料を分類して収納。

インデックスカードが差し込めるトレー。

案件やクライアン
トごとにトレーで分
類しています。

可動の板で
資料を分類。

ワークスペースと
打ち合わせコーナー
を仕切ります。

打ち合わせコーナーも
つくれます。

W4620 H2231 
￥1,250,550（クラス 3）
トレー・可動帆立など
￥170,205
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「ふつうのデスクは低すぎます」

立ち仕事が多いワークアトリエには、カウンターを。

ワークスペースの収納 ②

Work space

使いやすさにこだわって、上はオープン、下はクローズ。

奥さまのワークスペース。長時間座って仕事をするわけではない
ので、ハイチェアで機敏に立ち座りできるというのがご希望でし
た。カウンターを組み込んだ本棚は、上部は出し入れしやすいオー
プンタイプ、ベースキャビネットより奥行きを浅くプランしました。

15年前に購入してキッチンで使っていた
キャビネットを一部活用。

以前のお住まいで使われていたガラス扉つきキャビネットを利用し
ています。どんな空間とも調和がとれるシンプルなデザインは、キッ
チンにも、プライベートルームにもなじみます。ロングセラーの定
番システムなので、買い足しや組み替えに柔軟に対応します。

横浜市　N 邸

間口2.4mのアトリエ収納　 ￥467,250（クラス1） 

カウンターの
端に設けた
コンセントスペース
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畳2帖のスペースがあれば、“一坪書斎”がつくれます。

ワークスペースの収納 ③

「書斎がほしい。でも、わが家は狭い」

楽しいこと、好きなものに包まれるコックピット空間。

わざわざ一部屋を充てなくても、たとえばリビングの一角に家具
で間仕切りを立てて、畳 2 帖のスペースに書斎をつくることがで
きます。好きなものに囲まれたコックピット空間。本や趣味のもの
を集約して収納できるので、リビングに置くものを減らしてすっき
りさせるメリットも。

Work space

F S G V B

￥603,750（クラス 2）
トレー・
可動帆立など
￥71,400
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本棚、引出しを組み合わせて、資料と道具を機能的に配置。

「快適な環境の、
　ホームオフィスをつくりたい」

ワークスペースの収納 ④

開放感のある気持ち良いワークスペースを。

マンションの一室をワークスペースとして活用。たくさんの書籍や
書類とさまざまな仕事道具を機能的に収納できる本棚を、壁面に 
L 型に設置しました。お客さまのアイデアで、ひろびろとしたリビ
ングに向かってデスクを置き、開放感のある空間にしました。

仕事に合わせて機能性を最適化したプラン。

お客さまのお仕事はパッケージデザイナーです。ご要望を細かく
うかがい、さまざまな素材サンプルや大判の用紙、多種多様なデ
ザイン用品を機能的に出し入れできる収納にしています。

大阪市　K 邸

機能的に美しくととのえられた仕事場から美しいデザインが生みだされます。

Work space
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

収蔵する、眺める、出しやすい。暮らしを楽しむ本棚を。

「身近に置きたい大切な本が溢れています」
ワークスペースの収納 ⑤

たくさんの本がインテリアの主役です。
読書家の皆さんにとって、本は宝物。また、趣味で集めたた
くさんの本や雑誌もかけがえのないものです。しまい込むので
はなく、ぜひ、インテリアの主役として飾って楽しみましょう。
リビングライブラリーとして、壁一面のはしご付き本棚を。工
事なしで設置できます。

ゆとりを持たせて飾るスペースを。

びっしりと本を並べなくても、お部屋の一壁面に本棚を設置する
プランをご提案します。水平・垂直に整然と直線を描く棚板は、
それだけでも美しいインテリアの眺めになります。本を収納する
だけでなく、飾るスペースとしていかがでしょうか。テレビ台も組
み込めます。

Work space
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B店舗空間の収納

ライブラリーをショップインテリアの主役に。

「仕事と情報の交流空間をつくりたい」

Shop space

ネットワークにつながった場で、人と情報が交流しています。

東京・世田谷区の住宅街にオープンしたガレージカフェ。

ノート PC やタブレット端末を持ったお客さんが集います。

情報と空間を共有するガレージカフェの壁面収納。

WEB技術が専門のKさんが、ネットワーク環境を整備したガレー
ジカフェを開設。デザインや技術のライブラリーを壁一面に設けて、
情報と空間を共有する場を提供しています。

東京都　オープンソースカフェ
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Chapter 1    生活収納家具　プランニング編F S G V B

デスク、本棚、キャビネット。オフィスをまるごとデザインします。

「オフィスビルのワンフロアでも
　プランできますか？」

オフィスの収納

通路の本棚の裏側は集中して仕事にとりくむ執務デスク。

デスク、本棚、ソファコーナー等をトータルコーディネート。

たくさんの図書や資料が、機能的に美しく収納されています。

質の高い仕事のための心地よいオフィス空間。

大阪のビジネス街に立つオフィスビルのワンフロア。事務所開設に

あたり、お客さまが望まれたのは、柔軟な発想や思考を深めるた

めのクリエイティブな空間でした。

大阪市　A 法律事務所

Office
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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。

F series

S series

B series

Vseries

G series

ラインナップ

5 つのシリーズ
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Fシリーズ Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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。9000アイテムと27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。
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

ダブルエクステンション  

重さ10kgの物を載せても軽くスライド。
二段階で奥まで引き出せるので、中の
ものが取り出しやすくなっています。

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備わっている
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。

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
に優れたブルム社のヒンジを装着。

アジャスター

建物の床には、ゆがみがつきもの。
床面のゆがみを正すアジャスターを
装備しています。

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とりつけることが可
能です。

重量物用棚板

蔵書や重い食器などの収納に。芯材
には単板積層材を使用。反りにくく
安心です。

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。

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。

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。

扉内ミラー・ネクタイ掛け

扉の内側に取り付け可能です。

LED照明

飾り棚として内部のものを見せたい
ときに効果的です。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

トレー

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

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。

Fシリーズ

F seriesの機能性

標

標 標

標 標

特

特 特 特

OP OP OP

OP

OP OP OP

OP OP

標準仕様 　　オプション      特別仕様標 特OP
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

FW
（ホワイト）

クラス 1

写真の表面材：FF

ディティールクラス 2 クラス 3

FD
（ダークビーチ色）

FB
（ブラックアッシュ色）

FU
（ミディアムオーク色）

FF（アイボリー） FL
（ライトオーク色）

FC
（クリアビーチ色）

FR
（ダークオーク色）

FM
（ミディアムビーチ色）

扉 ガラス扉 ミストガラス扉

ミラー扉 オプション取手

装飾のない、シンプルなデザイン。
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。

Chapter 2    生活収納家具　商品説明編Fシリーズ

F seriesの表面材［Fライン］
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

MW
（ホワイト）

MP
（メイプル色）

クラス 2 クラス 3

MJ
（ウォールナット色）

MY
（チャコールグレー）

ME
（ヴェンゲ色）

MH
（ダークウォールナット色）

MF
（アイボリー）

MS
（ローズ色）

 MN
（ミディアムウォールナット色）

MG
（グラビスウッド色）

MK
（プレビューオーク色）

ミラー扉 オプション取手

スリットガラス扉扉 ガラス扉

ミストガラス扉

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。

ディティール

Fシリーズ

F seriesの表面材［Mライン］

写真の表面材：MW

MT
（ホワイトアッシュ色）
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

クラス 3

CS
（鏡面ダークブラウン）

CP
（鏡面サンドベージュ）

CE
（鏡面ベージュ）

CY
（鏡面チャコールグレー）

扉 スリットガラス扉

ミストガラス扉 ミラー扉 オプション取手CR
（鏡面ブラウン）

ディティール

ガラス扉

Cラインは、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備わりま
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。

Fシリーズ

F seriesの表面材［Cライン］

写真の表面材：CR

●本体の色は、CW はホワイト、
   その他はチャコールグレーになります。

CW
（鏡面ホワイト）
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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、2000アイテム×27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
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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。

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。

可動帆立

棚板に帆立を組み合わせることで、
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。

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。

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。

トレーとインデックス

名刺やポストカード、PCメディアな
どの整理分類に便利です。インデック
スを差し込めば、検索機能がさらに
高まります。（特許第3065964号）

Sシリーズ

S seriesの機能性

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。

標OP

OP

OPOP

OP

標準仕様 　　オプション標 OP
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FW
（ホワイト）

クラス 1

ディティール

クラス 2 クラス 3

FB
（ブラックアッシュ色）

FF（アイボリー）

F ライン M ライン C ライン

MW
（ホワイト）

MP
（メイプル色）

クラス 2 クラス 3

MJ
（ウォールナット色）

MY
（チャコールグレー）

ME
（ヴェンゲ色）

MH
（ダークウォールナット色）

MF
（アイボリー）

MS
（ローズ色）

 MN
（ミディアムウォールナット色）

MG
（グラビスウッド色）

MK
（プレビューオーク色）

クラス 3

CS
（鏡面ダークブラウン）

CP
（鏡面サンドベージュ）

CE
（鏡面ベージュ）

CY
（鏡面チャコールグレー）

CW
（鏡面ホワイト）

CR
（鏡面ブラウン）

F ライン

M ライン

C ライン

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。シンプルなデザインのFライン、
エッジを効かせたフォルムのMライ
ン、鏡面に仕上げたCライン。室内
空間の仕上げ材や家具との相性、
インテリアのお好みで、27種類か
らお選びいただけます。

Sシリーズ

S seriesの表面材

MT
（ホワイトアッシュ色）

写真の表面材：FC

●Cラインの棚板以外の部分（背板・側板）の色は、CWはホワイト、   その他はチャコールグレーになります。

FD
（ダークビーチ色）

FU
（ミディアムオーク色）

FL
（ライトオーク色）

FC
（クリアビーチ色）

FR
（ダークオーク色）

FM
（ミディアムビーチ色）
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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×18種類の表面材を組み合わせたプランが可能。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
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

高品位な機能性が、使い心地に感じられます。

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。

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。

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。

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。

梨地塗装

80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
きのある質感が備わります。

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。

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。

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。

Gシリーズ

G seriesの機能性

標準仕様 　　オプション標 OP

標

標

標 標

OPOP

OPOP
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

MW
（ホワイト）

MP
（メイプル色）

クラス 2 クラス 3

MJ
（ウォールナット色）

MY
（チャコールグレー）

ME
（ヴェンゲ色）

MH
（ダークウォールナット色）

MF
（アイボリー）

MS
（ローズ色）

 MN
（ミディアムウォールナット色）

MG
（グラビスウッド色）

MK
（プレビューオーク色）

ディティール

引出し ガラスビューロー

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。

スリットガラス
ビューロー

Gシリーズ

G seriesの表面材［Mライン］

写真の表面材：MJ

MT
（ホワイトアッシュ色）
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

CW
（鏡面ホワイト）

 CE
（鏡面ベージュ）

 CP
（鏡面サンドベージュ）

 CR
（鏡面ブラウン）

CS
（鏡面ダークブラウン）

CY
（鏡面チャコールグレー）

ディティール

引出し ガラスビューロー スリットガラス
ビューロー

クラス 3

C ラインは、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備わりま
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。

Gシリーズ

G seriesの表面材［Cライン］

写真の表面材：CW

●本体の色は、CW はホワイト、
   その他はチャコールグレーになります。
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

クラス 3

 MJ
（ウォールナット色）

 MS
（ローズ色）

 ME
（ヴェンゲ色）

 MP
（メイプル色）

 MO
（ホワイト）

 MG
（グラビスウッド色）

 MK
（プレビューオーク色）

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揃えた木目タ
イプを用意しています。はしごは
8色から選べます。

Vシリーズ

V seriesの表面材

写真の表面材：MK
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

スライド扉　ポリウレタン塗装　鏡面仕上げ　 はしご

CP
（鏡面サンドベージュ）

CY
（鏡面チャコールグレー）

 CE
 （鏡面ベージュ）

 CW
 （鏡面ホワイト）

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

 CS
 （鏡面ダークブラウン）

 CR
 （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た
いときには、スライド扉が用意さ
れています。また、スライドレール
を取り付けて、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
無垢材を用意しています。

Vシリーズ

V seriesのオプション
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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、眺めて愉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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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

一人ひとりのコレクションを愉しむための機能。

集めて、収蔵して、眺める愉しみ。コレクションを存分に愉しむ
ためのさまざまな機能パーツを用意しています。部屋の一角に設
けたコレクションキャビネットや吊り棚から、一部屋まるごとコレ
クションルームの収納にすることもできます。充実した内部パーツ
で、自分だけの収納機能をつけることができます。

置き台輪の高さは3タイプ

ユニットを載せる台 輪の高さは、
6cm、18cm、36cm の 3 タイプを
用意しています。ユニットの構成や
インテリアに合わせて選べます。

フラップ扉とガラス棚

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。

LEDライト

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、
載せてあるものがぐっと引き立てら
れます。

プッシュラッチ

ユニットの扉は、プッシュラッチ式
です。指一本、軽い力で容易に開閉
できます。

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。

縦棚・横棚の精密なつくり

三次元トメ加工の精密なつくりで、
棚の交差部やパネルの接合部が美し
く仕上がります。製作はすべて国内
自社工場で行っています。

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
納サイズ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。

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。

Bシリーズ

B seriesの機能性
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収蔵と鑑賞を同時に愉しむ。美しく収納するトレー。

3 タイプのトレー

トレーの仕切り

トレー内部の収納パーツ

美しく収める、出し入れする、眺め
て楽しむ。コレクション収納にとっ
て、トレーはカギとなるアイテムで
す。モノに合わせて上手に活用して
ください。

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。

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。

ノーマルトレー

3 × 3

4 × 4

ウエイブ レクタングル ホール フェルト張り

ガラストレー

3 × 4

4 × 5

蓋付きトレー

3 × 5

5 × 5

Bシリーズ

B seriesのトレー
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壁面を彩るカラフルなラインナップ。

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）

Bシリーズのカラーリングは、質感の良い塗装仕
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
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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16mm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。

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

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。

900

700

500

300

100

ー100

ー800

ー500

ー700

ー900

耐震性能

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。
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

建具・キッチン・造り付け収納と同一の仕上げができます。

スペシャルカラーシステム

TD

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をプランすることがで
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〈 http://www.dnp.co.jp/kenzai/ 〉でご覧になれます。

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*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、

システムキッチンに合わせる

造り付け収納に合わせる

お手持ちの品に合わせる

建具に合わせる

キャビネットの面材と
色をそろえたキッチン収納

造り付け収納とシステム収納が
まったく同一の仕上がりに

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
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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。ギャラリー収納では、そんなプロダ

クトを集 めた GALLERY EYEN DESIGN 
COLLECTION を取り扱っています。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
です。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。

design : O&M DESIGN
size : W400 D200 H400 (1 piece)
material : fabric, urethane foam
price : ¥39,900 (1 set)

最高級の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。

design : O&M DESIGN
size : W550 D430 H660 SH385
material : ash / walnut, leather  
price : ash ¥47,250 / walnut ¥50,400

デンマークの椅子づくりのノウハウがふんだんに使わ
れています。お子さまのお祝いに喜ばれます。彫刻
作品のような豊かな木の量感が表現されています。

design : O&M DESIGN
size : W278 D609 H482
weight : 6kg
material : beech, leather
price : ¥52,500

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

ポーズスツール

モクバ
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Chapter 2    生活収納家具　商品説明編

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です。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
部は長時間座っていても疲れにくく、あぐらを
かいて畳感覚での使用も可能です。2 つのモ
ジュールサイズが選べて、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
size  ：W960 D960 H630 SH380
price：93,450 円（1 ベース） 143,850 円（背付 1セット） 
　　　159,600 円（コーナー背付 1セット）

80 シリーズ
size  ：W800 D800 H580 SH350
price：78,750 円（1 ベース） 120,750 円（背付 1セット） 
　　　136,500 円（コーナー背付 1セット）

オリジナルアイテム

システムソファTrio

●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　￥634,200　 サイドテーブル（BT table） ￥157,500

トリオ
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Chapter 3    生活収納家具　販売・製造・設置・アフターサービス

老舗と海外ブランド店がひしめく大人の街で、家中の収納を体感。

生活収納家具の専門ショップ

ギャラリー収納 銀座

お部屋の図面があれば、そ
の場でプランを描き、お見
積りいたします。ご家族そ
ろってお越しください。

三原橋交差点から汐留方面に向かってすぐ、昭
和通りに面しているアクセスしやすいショップで
す。銀座の中心、銀座四丁目の交差点からも歩
いて 3 分の距離です。広い店内には、家一軒分
の収納を展示しています。実際に触れながら、
ご自身の手で使い勝手をお確かめください。経験
豊富な収納コンサルタントがご相談を承ります。
どうぞ、お声掛けください。

収納のプロが、丁寧にご相談を承ります。

〒104-0061　東京都中央区銀座5-12-5  白鶴ビル1F　
 Tel.03-3524-0811　Fax.03-3524-0813
営業時間 11：30am 〜 7：00pm

（日曜・祝日 〜 6：00pm） 無休　

銀座のシンボルといえば
和光の時計塔。

木村屋の酒種あんぱんは、
明治天皇献上の逸品。

銀座四丁目交差点は、
いつも賑わう銀座の中心。

休日は歩行者天国で
にぎわう中央通り

みゆき通りは、明治天皇
御行幸がその名の由来。

明治出店のうなぎの老舗・
竹葉亭銀座店。

古き銀座の面影を残す
三原小路のあづま稲荷。

ガルリカフェ ルグランの
一押しは和栗モンブラン。

独特な雰囲気の個性派
映画館・銀座シネパトス。

ギャラリー収納 銀座は
三原橋交差点のすぐそば。

江戸情緒たっぷりの足袋
と手拭の老舗・大野屋。

人気絶大、フランクミュラー
ウォッチランド東京。

B
A

C

D

E
F

G

H

I
L

J K

A B C D

E F G H

I J K L

ショップ周辺の銀ブラ Pickup
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Chapter 3    生活収納家具　販売・製造・設置・アフターサービス

明るく広い店内で、収納計画をお客さまと一緒に考えます。

生活収納家具の専門ショップ

ギャラリー収納 横浜

マンションの購入やお引っ越しなど、住ま
いの計画のスタート段階で、収納プラン
を考えはじめましょう。

〒220-0004　横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル1F　
 Tel.045-290-1651　Fax.045-290-1652
営業時間 11：30am 〜 7：00pm

（日曜・祝日 〜 6：00pm） 無休

横浜駅から徒歩 5 分、アクセス便利なショップで
す。明るく広い店内に、家中の収納をさまざまに
プランして設置しています。実際に触れながら、
いろいろなタイプの収納家具をご覧いただけます。
収納がほしいと思っているけれど、どこに、どん
な収納があったらいいのか分からないという方に
は、良いヒントが見つかるかもしれません。ご来店、
お待ちしています。

ヨコハマの中心、横浜駅西口の路面店です。

J I

K

H G

B

D
E F

A

C

L

国内最大級の売場面積を
誇る横浜タカシマヤ。

駅に直結した専門店街、
相鉄ジョイナス。

崎陽軒のこだわりがつ
まった、シウマイ弁当。

駅近くの帷子川のほとり
にはカモメも集まります。

港を眺める高層ホテル、
横浜ベイシェラトン。

ホテルメイドの味わい、
ドーレのブレッド

横浜駅西口のランドマー
ク、横浜天理ビル。

点在する巨大モニュメン
トが楽しめる彫刻通り。

おいしいコーヒー豆とグッ
ズの専門店、珈琲問屋。

九つ井の蕎麦は、職人に
よる古式手打ちです。

おいしい焼き魚のランチ
なら割烹、和互へ

ショップの前には気持ち
良い広場があります。

A B C D

E F G H

I J K L

ショップ周辺 ヨコハマ Pickup
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Chapter 3    生活収納家具　販売・製造・設置・アフターサービス

本町駅直結でアクセス便利。御堂筋沿いの関西地区の拠点です。

生活収納家具の専門ショップ

ギャラリー収納 御堂筋

マンション空間を想定した商
品展示など、リアルな収納体
験ができるショップです。私
たちにご相談ください。

ギャラリー収納 御堂筋は、地下鉄本町駅と直結
した御堂筋沿いにあります。スタッフの顔ぶれは
出店した当時から変わらず、以前ご来店いただ
いたことのある方にとっては顔なじみの面々です。
初めての方にも、長期に渡って暮らしのアドバイ
ザーとして、住む人の立場に立った収納のマネジ
メントをいたします。どうぞ、ご来店ください。

銀杏並木を見渡す、開放的なショップです。

〒541-0054　大阪市中央区南本町3-6-14  イトゥビル1F
 Tel. 06-6243-5571　Fax. 06-6243-5572
営業時間 11：30am 〜 7：00pm

（日曜・祝日 〜 6：00pm） 無休

K

B

L

C A

D

E

I

F

G

J
H

本願寺津村別院は通称・
北御堂と親しまれています。

四季折々の表情を見せる
御堂筋のイチョウ並木。

うどんすきと和食で有名
な美々卯。

創業370年以上の千鳥屋
を代表する千鳥饅頭。

上質なエリートホテル、
セントレジス大阪。

大阪のお好み焼き店舗数
は約3500店で日本一。

330年の歴史を持つせん
ば心斎橋筋商店街。

せんば自由軒の名物は
インディアンカレー。

東西1kmに800店が
並ぶ船場センタービル。

大阪ハードロックカフェは
東京に次ぐ国内 2 号店。

ショップ&レストランが
集まる本町ガーデンシティ。

御堂筋は大阪市内を
南北に貫く目抜き通り。

A B C D

E F G H

I J K L

ショップ周辺 御堂筋 Pickup
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Chapter 3    生活収納家具　販売・製造・設置・アフターサービス

使いごこちを確かめながら、「わが家の収納」をイメージしてください。

家中の収納を展示しています。
ギャラリー収納店内のご案内

ダイニング　リビングコーナーとの間に腰高の収納を設け
てゾーニングしたダイニングプランです。〈御堂筋〉

収納とインテリアの図書コーナー　収納をはじめインテリ
ア、家具、建築に関する書籍と雑誌を並べています。〈銀座〉

キッチン　調理の道具とキッチン家電、食器などを使いや
すくおさめたキッチン収納〈銀座〉

リビング　G シリーズ、F シリーズ、S シリーズ、ソファで構成したリビング。家族が集まるリビングは、収納量を多く確
保しましょう。家族の本棚を１ヶ所にまとめると、本を通して家族とコミュニケーションが取れます。〈銀座〉

書斎　コックピットのようなこもり感。わずかなスペースで
も居心地の良い一坪書斎がつくれます。〈銀座〉

ダイニング　L 字型のデスクは、家事をしたりお子さんの
勉強を見たり、お母さん視線のプランです。〈横浜〉

リビングダイニング　壁一面を活用した壁面収納。収納量、
使いやすさ、美しさを兼ね備えるプランです。〈横浜〉

子供部屋　広さ 5 畳を想定したプラン。さまざまな収納を
工夫して設置しています。〈横浜〉

寝室　快適さにこだわったプラン。リラックスできる美しい
寝室を。〈御堂筋〉

子供部屋　一つの部屋を収納で二つに仕切った子供部屋。
小さいときは一室を二人で使っていた想定です。〈銀座〉
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収納プランのご相談 Chapter 3    生活収納家具　商品説明編

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。

システム収納はプランが難しそう。

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、収納コンサルタントにご相談ください。

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。問題が起きないよう、担当のコンサルタントがお宅に
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。

まず、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、収納コン
サルタントが丁寧に対応いたします。
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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

生活収納家具はどこで製造していますか？

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、和歌山にあるギャラリー収納の本社、大谷
産業株式会社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ているホル
ムアルデヒドや、人体に害のある成分が含まれていない、最も安
全な「F ☆☆☆☆」適合の合板を使用しています。塗料・接着剤
にもトルエン、キシレンは含まれていません。 本社マネージャー
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Chapter 3    生活収納家具　販売・製造・設置・アフターサービス

お客さまのオーダーごとにラインが流れていきます。 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。

家具製作の流れ

どんなふうに生産していますか？

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。

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
精度とスピート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。

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。

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。
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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

どんなふうに納品されますか？

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て、それぞれのお客さまのお宅にうか
がいます。担当するのは全員、生活収納家具のセッティング
専門のスタッフです。正確でスピーディーな設置を行い、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。



184 185

編集後記

F series・S series

V series

G series

B series

カタログ

ギャラリー収納が、多くのお客さまと会話を重ねプラ
ンをする中で培ってきた収納のノウハウを一冊にした、

「収納手帖」はいかがでしたでしょうか。
1988年の発売以来、生活収納家具は5万件以上の
納入実績がありますが、一つとして同じプランはあり
ません。最良の答えは、一人ひとりちがいます。しかし、
どう考えたら最良の答えにたどり着くことができるのか、
自分がたどるべきいくつかの正しい道筋の見いだし方
が、収納プランのノウハウだと私たちは考えています。
この冊子を見て、「こんなふうに考えればいいんだ」と
思ったら、それが、自分にとって正しい収納のノウハウ。
そんな気づきのためのハンドブックとして、「収納手帖」
をお役立ていただけることを願っています。
最後になりましたが、取材撮影、写真提供にご協力
くださった皆さまに、心から感謝の気持ちを申しあげ
ます。ありがとうござました。

生活収納家具のメイン商品。「Fシリーズ」は、ボッ
クスタイプ。「Sシリーズ」は、オープンシェルフタ
イプ。組み合わせてプランすることも可能。家中
の収納をプランすることができます。
●A4判・20ページ

床から天井まで壁一面に設置された本棚に、好
きな本を並べる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。
はしごが付けられます。
●A4判・12ページ

モジュールが大きめの単品家具。単体の家具と
しての存在感を活かしたコーディネートが向いて
います。ローボードやキャビネット、ベッドなどを
取り揃えています。TVボードやデスクにも最適。
●A4判・16ページ

「Bシリーズ」は、コレクションをもっと楽しく美
しく収納する、シリーズです。基本ユニットとパー
ツの組み合わせで、カスタマイズは自由自在。使
う人に合わせた「私の収納」がプランできます。
●A4変形スクエア判・24ページ
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