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　木の枝を折ることで山道などを歩く際に目印とした「枝折（しおり）」。
　転じて、本をどこまで読んだかという目印や、手引書のことを
　　　“栞（しおり）”と呼ぶようになりました。

　お客様の満足を一番に考え、気くばり・心くばりの利いた　「おもてなし」のために、
　快適で安らぎのある空間づくりや、格別な時間を過ごすために必要な、
　家具や備品などしつらいの商品を取り揃えました。

　本書がおもてなしの道しるべへとなるべく想いを込めた、製品をお届けいたします。

ホテル・旅館 おもてなしカタログ
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涼しげな佇まいで心和ませる手水桶と柄杓 温かみのある柔らかな光でお出迎え

お
も
て
な
し
の
演
出
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国土の３分の 2を森林が占める日本は、世界に誇れる
森林大国です。その豊かな恵みを生かした木のしつらいは、
日常を超えた癒しの空間を創り出します。
また、製造に型を必要としない木製品の特徴を生かし、
スペース等に合わせた設計での別注品なども小ロットでの
対応を行っています。独自性のあるおもてなしにお役立て
ください。

お部屋でくつろぎのひと時を

天然素材のぬくもりが懐かしい風景を描き出します

優しい風合いの木のルームキーホルダー 充実のアメニティをすっきりと

森の圀ニッポンの
木のぬくもりと温かさ

く に

ロビーには老眼鏡入をご用意して 大切なアクセサリー類も優しく保ちます

畳廊下に対応した車輪のワゴンでお運びします 安全を確保する消火器も和の装いにかがまずともお履き物を履ける配慮を
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サウナにはメガネ入れもあつらえてロッカーキーもナチュラル志向で浴場へのご移動には湯かごが便利

木の香、かおる安らぎの浴槽

柔らかな安らぎの光でお部屋を包みこんで

居心地の良い空間を創りだす、天然素材の力

光と風と水と

特集・おもてなしの演出 004



ご注文方法
1. ご注文に際してはコード、商品名、サイズ、数量、希望納期などを
　明確にお申しつけください。
　同一商品でもサイズ・形状・色違いがありますので、この点もはっ
　きりとお知らせください。
　また、開店用品の場合は希望納期を明確にお知らせください。
　ファックスでのご注文が確実です。

サイズ表記　約３3×18×Ｈ3ｃｍ

外寸

幅 奥行 ＊単位は全てｃｍで表示してあります。
＊Ｈ→高さ　 φ→直径　ｔ→厚み

角丸ティッシュケース

コード 商品名 サイズ

約26.5×14×Ｈ8.5ｃｍ

3. 当社では可能な限り特別注文品の生産に応じております
　のでお気軽にご相談ください。
　特別注文品をご希望される場合は簡単な図面または、商品
　見本をご提供ください。

4. 掲載商品は 2019 年現在のものです。
　改良の為予告なく、外観・仕様などを変更することがあり
　ます。
　また、経済状勢の変化により、価格などについても予告なく
　変更したり、生産を中止することがあります。
　どうぞご了承ください。

2. 価格・商品の納期は別途お問合せください。
　価格表をご用意しております。
　多くの商品が手造り加工の為、ご注文の商品によっては納期を
　いただく場合があります。また、カタログ掲載商品の中には
　受注見積生産品があります。これらの商品についてはご注文
　の都度、納期、見積り金額を取り決めさせていただきます。

5. カタログ等に関する情報はホームページをご参照ください。

用美 ヤマコー

https :// yamaco. j p

検索

（58540）

CONTENTS
客室007 浴場045

008 008 008 012

017 029 031 031

039 039

033 035 037 038

040 043

046 047 049

053 055

052

057 061

目次/ご注文方法005



商標登録 第２６４２５２１号
国際登録番号　第1006663号

（店装備品）
商標登録 第２５１３２８９号   第２３４７７３１号

建設許可番号（般-25） 第700252号
古物商許可番号　　第531190301300号

積重

両面

ノック

屋内

搬入

組立

運賃
運賃
運賃
運賃

ネジ・ビスは使わない、はめ込み式のノックダウン構造。

収納性のよい積み重ね仕様です。（スタッキング仕様）

表裏両面使用できます。（リバーシブル仕様）

屋内以外の場所では設置をさけてください。

組立てに簡単な工具が必要な組立仕様です。

搬入・設置費を別途ご請求いたします。

通常の運賃のご請求とは別に、この運賃マークが付いている大型
商品は、別途運賃をご請求させていただきます。右表「大型什器・
備品運賃表（税別）を、ご確認ください。運賃マークは、商品別に
色分けがしてあります。表内の金額がご請求額となります。

●マークの説明 

●取扱い説明書および警告書を必ずお読みください。その内容を無視したご使用によって生じる
　問題については責任を負いかねます。
●期間内に運送会社と交渉する必要がありますので、どのような運送事故も商品到着後 3 日以内
　に購入先へご連絡ください。その後での苦情には応じかねますのでご了承ください。
●商品の色調は、印刷上実物と多少の違いが生じる場合がありますので予めご了承ください。
●当社は、製造物賠償責任保険（PL保険）に加入しております。

ご注意

●大型什器・備品運賃表〈１台当り〉 （税別）

エリア
中部３県

関東・甲信越・
北陸・近畿

中国・四国

東北・九州

北海道
沖縄

都道府県
愛知･岐阜･三重

東京･神奈川･千葉･埼玉･茨城･
栃木･群馬･山梨･静岡･長野･
新潟･富山･石川･福井･滋賀･
京都･大阪･奈良･和歌山･兵庫

鳥取･岡山･島根･広島･山口･
香川･徳島･愛媛･高知

福島･宮城･山形･岩手･秋田･
青森･大分･福岡･宮崎･熊本･
佐賀･長崎･鹿児島

北海道

沖縄本島

※離島または海外など該当外は別途ご相談 （単位　円）

運賃 運賃 運賃 運賃

この色の商品は運賃別途お問合せください。運賃

エントランス＆ホール062

063 064 065 067

068 069 070 071

食事処082

売店112

075 076 078 079 110 110 111

080 081

083 085 091 095

097 097 099 100

113 114 115 117
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ミディアム ブラウンナチュラル

BS・竹 ダストボックス 小

約15×15×H15cm
04（50312） ナチュラル　

BS・竹 ダストボックス 中

約15×15×H20cm
05（50311） ナチュラル　

BS・竹 ダストボックス 大

約18×18×H25cm
06（50310） ナチュラル　

BS・竹 ハーフティッシュボックス

約13×13×H6cm
01（50314） ナチュラル

BS・竹 サニタリーボックス

約14×14×H14.5cm
03（50315） ナチュラル　     

BS・竹 ティッシュボックス

約25.5×14×H7.5cm
02（50313） ナチュラル

BS・竹 トレー　小

約23×10×Ｈ1.5cm
08（50317） ナチュラル　

BS・竹 アメニティボックス

約22×16×Ｈ5cm
07（50316） ナチュラル

〇クリアーを基本色としてご用意しています。

主材：竹集成材

竹 STYL ISH B  S

B A M B O O

NATURAL ナチュラル

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01 02
03

04 05 06

07 08
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BS・竹 ダストボックス 小

約15×15×H15cm
04（50322） ミディアム

BS・竹 ダストボックス 中

約15×15×H20cm
05（50321） ミディアム

BS・竹 ダストボックス 大

約18×18×H25cm
06（50320） ミディアム

BS・竹 ハーフティッシュボックス

約13×13×H6cm
01（50324） ミディアム

BS・竹 サニタリーボックス

約14×14×H14.5cm
03（50325） ミディアム

BS・竹 ティッシュボックス

約25.5×14×H7.5cm
02（50323） ミディアム

BS・竹 トレー　小

約23×10×Ｈ1.5cm
08（50327） ミディアム

BS・竹 アメニティボックス

約22×16×Ｈ5cm
07（50326） ミディアム

MED I UM ミディアム

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01 02
03

04 05 06

07 08
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BS・竹 ダストボックス 小

約15×15×H15cm
04（50332） ブラウン

BS・竹 ダストボックス 中

約15×15×H20cm
05（50331） ブラウン

BS・竹 ダストボックス 大

約18×18×H25cm
06（50330） ブラウン

BS・竹 ハーフティッシュボックス

約13×13×H6cm
01（50334） ブラウン

BS・竹 サニタリーボックス

約14×14×H14.5cm
03（50335） ブラウン

BS・竹 ティッシュボックス

約25.5×14×H7.5cm
02（50333） ブラウン

BS・竹 トレー　小

約23×10×Ｈ1.5cm
08（50337） ブラウン

BS・竹 アメニティボックス

約22×16×Ｈ5cm
07（50336） ブラウン

竹の集成材の素材感が生み出す、

シャープなラインがアクセント。

スタイリッシュなシリーズ

B R OWM ブラウン

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01 02
03

04 05 06

07 08
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ＣＨ（ウッディ・シック）シリーズ

ウォールナット アルダー ビーチ ヒバコンビ
（ウォールナット＆アルダー）

〇クリアー（120％ツヤ消し仕上）を基本色としてご用意しています。

CH ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm

01（50161）ウォールナット　　
02（50150）アルダー
03（50172）コンビ
04（50182）ヒバ

CH ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm

05（50384）ウォールナット　　
06（50290）ビーチ

木 CHIC C  H

W O O D Y

01

06
05

02

03

04
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09（50181） 小　約23×10×H1.2cm
08（50180） 中　約32×21×H1.4cm

CH トレイ　コンビ
07（50179） 大　約42×32×H1.8cm

CH ダストボックス 小

約15×15×H15cm
02（50178）コンビ　

CH ダストボックス 中

約15×15×H20.3cm
03（50177）コンビ　

CH ダストボックス スリム

約28×13.5×H28.3cm
05（50175）コンビ　

CH ダストボックス 大

約18×18×H25.3cm
04（50176）コンビ　

CH サニタリーボックス

約14×14×H16cm
06（50174）コンビ　

CH ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
01（50172）コンビ　　

COM B I コンビ

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01

02
03 04

05

06

07

08

09
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12（50170） 小　約23×10×H1.2cm
11（50169） 中　約32×21×H1.4cm

CH トレイ　ウォールナット
10（50168） 大　約42×32×H1.8cm

CH ダストボックス 小

約15×15×H15cm
07（50167）ウォールナット　

CH ダストボックス 中

約15×15×H20.3cm
08（50166）ウォールナット　

CH ダストボックス スリム

約28×13.5×H28.3cm
04（50164）ウォールナット　

CH ダストボックス 大

約18×18×H25.3cm
09（50165）ウォールナット　

CH ハーフティッシュボックス

約15.5×14×H7.5cm
01（50162）ウォールナット　　

CH サニタリーボックス

約14×14×H16cm
06（50163）ウォールナット　

CH ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
02（50161）ウォールナット　　

CH アメニティボックス

約22×15×H4.7cm
※アメニティはイメージ

03（50171）ウォールナット　

木製キーホルダー 正角

約12×1.8×H1.8cm

＞＞Ｐ39にもございます。

13（51338） ウォールナット

WM エチケットスタンド

約33×17.5×H43cm
※ティッシュボックス・ダストボックス  スリムは別売です。
〈別 売〉
（50161）CHティッシュボックス/ウォールナット
（50164）CHダストボックス  スリム/ウォールナット

05（50283）ウォールナット

WALNUT ウォールナット

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

限られたスペースを活用
コンパクト設計

01
02

03
04

05

06
07

08
09

10

11

12 13
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CH アメニティボックス付ティッシュボックス

ティッシュボックス/約25×12×H14cm
アメニティボックス/約25×9×H4.2cm
※ティッシュボックスは上部開口です。
※アメニティボックスは可動仕切り板1枚付

03（50286）ビーチ
CH ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm
02（50290）ビーチ

CH アメニティボックス（スタッキング）

約25×9×H4.2cm
※可動仕切り板 1枚付

01（50291）ビーチ

CH アメニティボックス付ティッシュボックス

ティッシュボックス/約25×12×H14cm
アメニティボックス/約25×9×H4.2cm
※ティッシュボックスは上部開口です。
※アメニティボックスは可動仕切り板1枚付

06（50383）ウォールナット
CH ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm
05（50384）ウォールナット

CH アメニティボックス（スタッキング）

約25×9×H4.2cm
※可動仕切り板 1枚付

04（50385）ウォールナット

ティッシュボックスとアメニティボックスは
Wサイズが同じなので見た目もスッキリ

コンパクト設計で限られたスペースを活用。交換もスムーズ

アメニティボックスを持ち上げると簡単に
ティッシュを交換できます

上側スライド式でティッシュの
交換もスマートです

仕切り板は取り外し式
用途も広がります

B E ACH ビ ー チ

限られたスペースを活用できる
コンパクト設計
交換もスムーズ

04
05

06

01 02
03
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12（50159） 小　約23×10×H1.2cm
11（50158） 中　約32×21×H1.4cm

CH トレイ　　
10（50157） 大　約42×32×H1.8cm

CH ダストボックス 小

約15×15×H15cm
07（50156）アルダー　

CH ダストボックス 中

約15×15×H20.3cm
08（50155）アルダー　

CH ダストボックス スリム

約28×13.5×H28.3cm
04（50153）アルダー　

CH ダストボックス 大

約18×18×H25.3cm
09（50154）アルダー　

CH ハーフティッシュボックス

約15.5×14×H7.5cm
01（50151）アルダー　　

CH サニタリーボックス

約14×14×H16cm
06（50152）アルダー　

CH ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
02（50150）アルダー　　

CH アメニティボックス

約22×15×H4.7cm
※アメニティはイメージ

03（50160）アルダー　

木製キーホルダー 正角

約12×1.8×H1.8cm

＞＞Ｐ39にもございます。

13（51337） アルダー

WM エチケットスタンド

約33×17.5×H43cm
※ティッシュボックス・ダストボックス  スリムは別売です。
〈別 売〉
（50150）CHティッシュボックス/アルダー
（50153）CHダストボックス  スリム/アルダー

05（50284）アルダー

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

ALDER アルダー

限られたスペースを活用
コンパクト設計

01
02

03
04

05

06
07 08 09

10

11

12
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CH ダストボックス 小

約15×15×H15cm
03（50187）ヒバ

CH ダストボックス 中

約15×15×H20.3cm
04（50186）ヒバ

CH ダストボックス 大

約18×18×H25.3cm
05（50185）ヒバ

CH サニタリーボックス

約14×14×H16.2cm
06（50184）ヒバ

CH ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
02（50182）ヒバ　

CH ハーフティッシュボックス

約15.5×14×H7.5cm
01（50183）ヒバ　

H I B A ヒ バ

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01 02

03

04 05

06
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WM（ワ・モダン）シリーズ

クリアー ブラウン ブラック

〇上記カラーを基本色としてご用意しています。
　他のカラー・材質も別注品にて承ります。（要見積）

主材：タモ・タモ突板

WM 衣桁型タオル掛
02（50637） クリアー
約80×5.3×H90cm×2面 　     

WM 衣裳盆 小

約42×32×H5cm
01（50622） クリアー

WM 角茶びつ

約30×30×H15cm
05（50634） クリアー

WM コースター

約10×10×H1cm（内径φ8cm）
※コースター（1枚）のみ

04（50631） クリアー 
木製キーホルダー 八角 タモ

約12×1.9×H1.9cm

＞＞Ｐ39にもございます。

03（50625） クリアー 　     

和ＭＯＤＥＲＮ W  M
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WM ハーフティッシュボックス

約15.5×13.9×H7.5cm
06（50604） クリアー 

約42×32×H1.9cm
14（51653） 大 
約32×21×H1.7cm
13（51650） 中

WM トレイ　 クリアー 

約23×10×H1.4cm
12（50619） 小

WM サニタリーボックス

約13×13×H14.5cm
08（50616） クリアー 　     

WM ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
07（50601） クリアー

WM ダストボックス 小

約15×15×H15cm
09（50607）クリアー 

WM ダストボックス 中

約15×15×H21cm
10（50610）クリアー 

約25×15×H27.5cm
11（50613） 大
WM ダストボックス クリアー 

WM アメニティボックス（スタッキング）

約25×9×Ｈ4.2cm
※可動仕切り板1枚付

02（50289） クリアー 　  　

WM アメニティボックス

約22×16×Ｈ5（4）cm
05（51656） クリアー 　  　

WM アメニティボックス付ティッシュボックス

ティッシュボックス/約25×12×H14cm
アメニティボックス/約25×9×H4.2ｃｍ
※ティッシュボックスは上部開口です。
※アメニティボックスは可動仕切り板1枚付

01（50285）クリアー　

WM ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm
03（50288）クリアー　

WM エチケットスタンド

約30×19×H40.5cm
※ティッシュボックス・ダストボックス（大）は別売です。
〈別 売〉
（50601）WMティッシュボックス/クリアー
（50613）WMダストボックス  大/クリアー

04（50280）クリアー

コンパクト設計で限られたスペースを
活用。交換もスムーズ

CLEAR クリアー

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

01
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約23×10×H1.4cm
08（50620） 小
約32×21×H1.7cm
07（51651） 中

WM トレイ　 ブラウン

約42×32×H1.9cm
06（51654） 大 

WM 衣裳盆 小

約42×32×H5cm
02（50623） ブラウン

WM 角茶びつ

約30×30×H15cm
05（50635） ブラウン

WM コースター

約10×10×H1cm（内径φ8cm）
04（50632） ブラウン 

木製キーホルダー 八角 タモ

約12×1.9×H1.9cm

＞＞Ｐ39にもございます。

03（50626） ブラウン     

WM 衣桁型タオル掛
01（50638） ブラウン
約80×5.3×H90cm×2面 　     

BROWN ブラウン

01
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WM ダストボックス 小  

約15×15×H15cm
09（50608） ブラウン

WM ダストボックス 中

約15×15×H21cm
10（50611）ブラウン

約25×15×H27.5cm
11（50614） ブラウン     
WM ダストボックス 大  

WM ハーフティッシュボックス

約15.5×13.9×H7.5cm
06（50605） ブラウン 

WM サニタリーボックス

約13×13×H14.5cm
08（50617） ブラウン 　    

WM ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
07（50602） ブラウン

WM アメニティボックス

約22×16×Ｈ5（4）cm
05（51657） ブラウン　  　

WM アメニティボックス付ティッシュボックス

ティッシュボックス/約25×12×H14cm
アメニティボックス/約25×9×H4.2cm
※ティッシュボックスは上部開口です。
※アメニティボックスは可動仕切り板1枚付

02（50287）ブラウン

WM ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm
03（50292）ブラウン

WM アメニティボックス（スタッキング）

約25×9×H4.2cm
※可動仕切り板 1枚付

04（50293）ブラウン

WM エチケットスタンド

約30×19×H40.5cm
※ティッシュボックス・ダストボックス（大）は別売です。
〈別 売〉
（50602）WMティッシュボックス/ブラウン
（50614）WMダストボックス  大/ブラウン

01（50281）ブラウン
仕切り板は取り外し式
用途も広がります

トップスライド式なので
ティッシュの交換も簡単

ティッシュボックスとアメニティボックスは
Wサイズが同じなので見た目もスッキリ

アメニティ
ボックスを
持ち上げると
簡単にティッシュを
交換できます

コンパクト設計で限られた
スペースを活用。
交換もスムーズ

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付

02
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約23×10×H1.4cm
08（50621） 小
約32×21×H1.7cm
07（51652） 中

WM トレイ　 ブラック

約42×32×H1.9cm
06（51655） 大 

WM 衣裳盆 小

約42×32×H5cm
02（50624） ブラック

WM 角茶びつ

約30×30×H15cm
05（50636） ブラック

WM コースター

約10×10×H1cm（内径φ8cm）
04（50633） ブラック

木製キーホルダー 八角 タモ

約12×1.9×H1.9cm

＞＞Ｐ39にもございます。

03（50627） ブラック   

WM 衣桁型タオル掛
01（50639） ブラック
約80×5.3×H90cm×2面 　     

BLACK ブラック
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WM ダストボックス 小  

約15×15×H15cm
09（50609） ブラック

WM ダストボックス 中

約15×15×H21cm
10（50612）ブラック

約25×15×H27.5cm
11（50615） 大     
WM ダストボックス ブラック

WM ハーフティッシュボックス

約15.5×13.9×H7.5cm
06（50606） ブラック 

WM サニタリーボックス

約13×13×H14.5cm
08（50618） ブラック 　    

WM ティッシュボックス

約25.4×14×H8.5cm
07（50603） ブラック

WM アメニティボックス

約22×16×Ｈ5（4）cm
05（51658） ブラック 

WM アメニティボックス付ティッシュボックス

ティッシュボックス/約25×12×H14cm
アメニティボックス/約25×9×H4.2cm
※ティッシュボックスは上部開口です。
※アメニティボックスは可動仕切り板1枚付

02（50380）ブラック

WM ティッシュボックス（トップスライド式）

約25×13×H8cm
03（50381）ブラック

WM アメニティボックス（スタッキング）

約25×9×H4.2cm
※可動仕切り板 1枚付

04（50382）ブラック

WM エチケットスタンド

約30×19×H40.5cm
※ティッシュボックス・ダストボックス（大）は別売です。
〈別 売〉
（50603）WMティッシュボックス/ブラック
（50615）WMダストボックス  大/ブラック

01（50282）ブラック
仕切り板は取り外し式
用途も広がります

トップスライド式なので
ティッシュの交換も簡単

ティッシュボックスとアメニティボックスは
Wサイズが同じなので見た目もスッキリ

アメニティ
ボックスを
持ち上げると
簡単にティッシュを
交換できます

コンパクト設計で限られた
スペースを活用。
交換もスムーズ

ゴミ袋
ストッパー付

ゴミ袋
ストッパー付
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ＨＮ ハーフティッシュボックス

約17×14×H7.5cm
02（50674）

ＨＮ サニタリーボックス

約13×13×H13cm
05（50678）

ＨＮ ダストボックス　小

約15×15×H15cm
03（50676）

ＨＮ ダストボックス　大

約24×24×H24cm
04（50675）

ＨＮ ティッシュボックス

約25.5×14×H8.5cm
01（50673）

〇他のカラーも別注品にて承ります。
（要見積）

HN（ヒノキ・ナチュラル）シリーズ

クリアー
主材：桧合板

桧ＮＡＴＵＲＡＬ
ひ の き

Ｈ  Ｎ

01
02

03 04 05
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SI（シン・イナカ）シリーズ 

元 禄

〇他のカラー・材質も別注品
   にて承ります。
（要見積）

主材：天然木
SI ハーフティッシュボックス 　元禄 　  　　

約17.5×14.8×H7.5cm
01（50648） 　    

SI くず箱　元禄

約19.3×17.4×H22cm
04（50650） 大 　    

SI くず箱　元禄

約19.5×18×H15cm
03（50649） 小　　  　　　 　    

SI サニタリーボックス 元禄 

約15×15×H15.8cm
05（50651）   　　　    

SI ティッシュボックス 元禄

約28×15.5×H9cm
02（50647）  　  　　　    

JJ（ジュン・ジャパニーズ）シリーズ

JJ くず箱 溜塗 

約17.8×17.8×H20.2cm
08（50642）

JJ トレイ 小 溜塗

約33×16×H3cm
09（50644）

JJ アメニティボックス  溜塗 　  　

約28×21.8×H4.3cm
10（50646） 　   

JJ ティッシュボックス  溜塗 

約26.5×14×H9cm
07（50640）  

JJ ハーフティッシュボックス  溜塗

約15×13.4×H9cm
06（50641）

溜 塗

〇他のカラー・材質も別注品にて承ります。
（要見積）

主材：天然木

新 INAKA S I

純 JAPANESE J J

じゅん
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NR ハーフティッシュボックス　根来　

約16×13.6×H7.5cm
01（50668）    

NR くず箱　小　根来

約15×15×H15cm
04（50669）   

NR くず箱　中　根来

約15×15×H21cm
05（50670）

NR サニタリーボックス 根来

約13×13×H13.8cm
03（50671） 　  　   

NR くず箱　大　根来

約30×26×H30cm
06（50985）    

NR ティッシュボックス　根来

約25×13.6×H8.5cm
02（50667）

NR (ナツカシ・レトロ）シリーズ

根来（ねごろ）

〇他のカラーも別注品にて承ります。
（要見積）

主材：天然木合板

懐 RE TO RO
なつかし

N  R

01
02 03
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05 06
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ARⅡ シルエット

約36×4×H158.5cm
※ミラー：3ｍｍ厚・飛散防止加工

11（51053）

ARⅡ リモコンケース

約23×12×H20cm
07（51056）

ARⅡ キャビネット

約55×35×H80cm
※棚板2枚付

09（51059）
ARⅡ スクリーン

約108.5×2×H135cm
10（51060）

ARⅡ ローボード

約120×40×H45cm
※棚板1枚付

06（51061）
ARⅡ マガジンラック

約30×18.5×H38cm
08（51062）

AR ティッシュボックス コウ　  

約27×14×H7cm
03（50740） 　   

AR 角ボックス　コウ

約23.5×18.5×H8cm
04（50742）  　   

AR アメニティボックス　コウ

約33.5×23.5×H6.5cm
05（50741）

AR 丸コースター　コウ

約φ10cm
01（50744）   　   

AR 角コースター　コウ

約10×10cm
02（50745）   　   

AR (アジア・リゾート）シリーズ
主材：コウ　又は　天然木・ＭＤＦ

上からかぶせるタイプ。
止めゴムはついていません。

ARⅡ キャスターミラー

約46×37×H155cm
※ミラー：3ｍｍ厚・飛散防止加工

12（51054）
組立

亜細亜 RESORT
あじあ

A  R
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MS (モノ・シンプル）シリーズ

ホワイト ブラック 主材：樹脂

MS ハーフティッシュボックス ホワイト 
02（51376）約14.8×13.9×H6.7cm
※ベース部ABS

MS ハーフティッシュボックス ブラック
09（51383）約14.8×13.9×H6.7cm
※ベース部再生ABS

MS ダストボックス S　ホワイト
03（51377）約11.3×11.3×Ｈ13.1cm
※中子ABS

MS ダストボックス S　ブラック
10（51384）約11.3×11.3×Ｈ13.1cm
※中子再生ABS

MS ダストボックス L　ホワイト
04（51378）約25×16.5×Ｈ26cm

MS ダストボックス L　ブラック
14（51385）約25×16.5×Ｈ26cm

MS トレイ　S　ホワイト
06（51379）約21.8×10.8×Ｈ1.7cm

MS トレイ　S　ブラック
12（51386）約21.8×10.8×Ｈ1.7cm

MS アメニティボックス　ホワイト
05（51380）約21×10.8×Ｈ5.5cm

MS アメニティボックス　ブラック
11（51387）約21×10.8×Ｈ5.5cm

MS 7オンスタンブラー　ホワイト
07（51381）約φ7.3×Ｈ8.6cm（約210ｍｌ）
　　※材質：PCT

MS 7オンスタンブラー　ブラック
13（51388）約φ7.3×Ｈ8.6cm（約210ｍｌ）
　　※材質：PCT

MS ティッシュボックス ホワイト 
01（51375）約26.6×13.9×H6.6cm
※ベース部ABS

MS ティッシュボックス  ブラック
08（51382）約26.6×13.9×H6.6cm
※ベース部再生ABS

アウターカバー

中子

（本体部）

セットしたゴミ袋が
アウターカバーで隠れます。

【ご注意】PCTはリモネン（柑橘類の皮汁）に膨潤されますので、製品表面に付着したときは速やかに洗浄してください。

白黒 S IM P L E
M O N O

M  S
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角丸ティッシュボックス

約26.5×14×H8.5cm　※材質：MDF突板

07（58540） ダークブラウン
08（58541） ナチュラル 

ハーフティッシュボックス

約15.6×14×H8cm
※材質：桐

01（58544） ダークブラウン
02（58545） ライトブラウン

ティッシュボックス

約25.5×14×H7.2cm
※材質：桐

03（58542） ダークブラウン
04（58543） ライトブラウン

くず箱

約15×15×H21cm
※材質：桐

05（58546） ダークブラウン
06（58547） ライトブラウン

フェイクレザー　リモコンBOX
12（50760） ホワイト　　　　13（50761） ブラック
14（50762） ダークブラウン
約15×12×H13（8）cm　　　※材質：合皮

フェイクレザー　ダストボックス
15（50757） ホワイト　　　16（50758） ブラック
17（50759） ダークブラウン
約φ19×H23cm　　※材質：合皮

フェイクレザー　ティッシュボックス
09（50754） ホワイト
11（50756）ダークブラウン
約26.5×15.5×H8.5cm
※材質：合皮

10（50755） ブラック

フタは、かぶせタイプ。

ティッシュ
ボックス
・

くず箱
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摺りうるし木製タンブラー
04（50190）  　 φ8.3×H10cm

木製スタッキングタンブラー
01（50214） 摺漆　　　　　約φ8×H9cm
02（50215） ライトブラウン　約φ8×H9cm
03（50216） ダークブラウン　約φ8×H9cm

くず箱

ペーパータオル
ボックス

四季をイメージした
和の色彩でおもてなし

タンブラー

回転フタ式くず箱
09（50257）アルダー　　　10（50256） ウォールナット
約14×14×Ｈ15cm

曲木ダストボックス　ダークブラウン
13（51363）Ｓ　約φ18×H26.1cm
14（51365） Ｌ　約φ23×H39cm
※材質：シナベニア　※ウレタン塗装仕上

曲木ダストボックス　ナチュラル
11（51362）Ｓ　約φ18×H26.1cm
12（51364） Ｌ　約φ23×H39cm
※材質：シナベニア　※ウレタン塗装仕上

蓋がくるりと回転し捨てやすく、
中身が見えないゴミ箱です。回転式

ペーパータオルボックス四季彩
05（50386） 木蓮色　　　　
06（50387） 藤色　
約25×13.8×H8.7cm（内寸約23.5×12.2cm）

07（50388） 支子色　　　　
08（50389） 珊瑚色　

くず箱はP8～P28にもございます。
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ロールペーパーホルダー

約13.5×18.5×H56cm
※材質：ペーパー
※トイレロール5個入ります

31（50750） ダークブラウン 32（50751） ナチュラル 
木製ロールペーパーホルダー
30（50752）
約14×14×H48.5cm
※材質:ひのき

アメニティバスケット　オーバル　ライトブラウン
04（50815） 小　約15×11×H5cm
05（50816） 中　約18×12×H6cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
06（50817） 大　約22×15×H7cm

アメニティバスケット　オーバル　ダークブラウン
07（50818） 小　約15×11×H5cm
08（50819） 中　約18×12×H6cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
09（50820） 大　約22×15×H7cm

アメニティバスケット　オーバル　ホワイト
01（50812） 小　約15×11×H5cm
02（50813） 中　約18×12×H6cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
03（50814） 大　約22×15×H7cm

アメニティバスケット　スクエア　ライトブラウン
13（50824） 小　約15×10.5×H5cm
14（50825） 中　約18×12.5×H5cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
15（50826） 大　約22×15×H6cm

アメニティバスケット　スクエア　ダークブラウン
16（50827） 小　約15×10.5×H5cm
17（50828） 中　約18×12.5×H5cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
18（50829） 大　約22×15×H6cm

アメニティバスケット　スクエア　ホワイト
10（50821） 小　約15×10.5×H5cm
11（50822） 中　約18×12.5×H5cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
12（50823） 大　約22×15×H6cm

アメニティバスケット　ラウンド　ホワイト
19（50830） 小　約φ15×H6cm
20（50831） 中　約φ19×H7cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
21（50832） 大　約φ22×H8.5cm

アメニティバスケット　ラウンド　ライトブラウン
22（50833） 小　約φ15×H6cm
23（50834） 中　約φ19×H7cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
24（50835） 大　約φ22×H8.5cm

アメニティバスケット　ラウンド　ダークブラウン
25（50836） 小　約φ15×H6cm
26（50837） 中　約φ19×H7cm

材質：ポリプロピレン（洗える樹脂仕様）
27（50838） 大　約φ22×H8.5cm

ロールペーパーホルダー

GK303AT　バスケット
28（50266）Ｓ　約22×22×Ｈ33cm
29（50270） Ｌ　約34×17×Ｈ35cm
※フレーム：天然木　編み：籐

アメニティボックスはP8～P27にもございます。

ゴミ袋
ストッパー付

01~03

04~06

07~09

10~12

13~15

16~18 

19~21

22~24

25~27

28

29

30
31 32
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スタンド付手鏡 カバ材
13（51010）
手鏡本体：約23.5×13.5×t1.5cm
ベース：約4×4.5×H3.5cm

フォルムミラー ブラウン
12（51011）
ミラー本体：約15×H20×ｔ1cm
ベース：約8×8×H2cm

アクセサリープレート
スクエア

02（51046）２穴
約15.5×7.5×H2cm

01（51047）３穴
約23×7.5×H2cm

フォルムミラー ナチュラル
11（51012）
ミラー本体：約15×H20×ｔ1cm
ベース：約8×8×H2cm

リングスタンド
05（51013）メープル
06（51014） ウォールナット
約φ2.5×H4cm　※Wax仕上げ

ハンドミラー

10（51142）ウエンジ

08（51143） ダークブラウン
09（51144） ナチュラル

約16×13×H31.5cm
※フレーム材質：タモ　ミラー：3ｍｍ厚

アクセサリースタンド
07（51015）メープル
約6×6×H12cm (ベース約φ5cm）
※Wax仕上げ

アクセサリーケース ウォールナット
03（51017）
約18×14×H5.5cm/内寸約16×12×H3.5cm
※Wax仕上げ 　※中面コルク敷なし　

アクセサリーケース  アルダー　
04（51016）　　　
約18×14×H5.5cm/内寸約16×12×H3.5cm
※Wax仕上げ　※中面コルク敷
※ケースのみ（リングスタンド別売）

01

02

03 04

05 06

07

08 09 10

11 12 13
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シルエットマルクル
07（51136）ブラウン
08（51137） ナチュラル
約30×3.8×H155cm
※フレーム上下/MDF
　07：ウォールナット突板、
   08：オーク突板
　ミラー3ｍｍ厚・飛散防止加工

吊立て兼用型ミラー SCL-158 
05（51134）ブラウン
06（51135） ナチュラル
約38×35×H158cm
※フレーム/ＭＤＦオーク突板貼り
　ミラー/5ｍｍ厚・面取り
※カベピタ仕様 カベ

ピタ

裏板つり金具

カベピタ用枠

カベピタ仕様
ヒモ

フックつき

ウォールミラー
03（51130）ブラウン
04（51131） ナチュラル
約43×2.5×H125cm
※フレーム：MDFオーク突板貼り
　ミラー：5ｍｍ厚・面取り
※カベピタ仕様

吊立て兼用型ミラー　F-316
01（51132）ダークブラウン
02（51133） ナチュラル
約32×3×H156cm
※フレーム：メラピ材
ミラー：3ｍｍ厚・飛散防止加工
※カベピタ仕様

フレーム内にスタンド部分が
入っています。

ＰＯＩＮＴ
紐の結び目は中心よりも
ずれた位置で結ぶと、
ヒモがフックにかかり
やすくなります。

カベ
ピタ

カベ
ピタ

01 02
03 04

05 06 07
08

卓上ミラー・スタンドミラー 032



紬織座布団　露草
17（51511）利休     

約51×55×Ｈ10cm
※カバーサイズ：約55×59cm
※綿100％
※わた0.8ｋｇ　ウレタン芯入

18（51512）あかね　   

紬織座布団　青海波
19（51513）紺    

約51×55×Ｈ10cm
※カバーサイズ：約55×59cm
※綿100％
※わた0.8ｋｇ　ウレタン芯入

20（51514）かれ茶　   

紬織座布団　麻小紋
21（51515）えんじ   

約51×55×Ｈ10cm
※カバーサイズ：約55×59cm
※綿100％
※わた0.8ｋｇ　ウレタン芯入

22（51516）金茶　   

彩(いろどり)座布団　六角伊勢型
23（51517）黒   

約51×55×Ｈ10cm
※カバーサイズ：約55×59cm
※綿100％
※わた0.8ｋｇ　ウレタン芯入

24（51518）ローズ

01（51519）藍ねず

02（51520）利休ねず 03（51521）あかね 04（51522）ベージュ 05（51523）紺 06（51524）こげ茶

ちりめん無地小座布団
約43×43×Ｈ7cm 
※カバーサイズ約45×45cm
※ポリエステル100％
※わた0.5ｋｇ　※撥水加工

座布団　円子（えんじ）
07（59350） 大
08（59365） 小

座布団　金茶
09（59353） 大
10（59368） 小

座布団　紫
11（59354） 大
12（59369） 小

座布団　紺
13（59352） 大
14（59367） 小

座布団　利休
15（59351） 大
16（59366） 小

サイズ：約55×51×H9cm/
　　　 カバーサイズ約55×59cm

サイズ：約46×46×H7cm/
　　　 カバーサイズ約50×50cm大 小 生地：綿（ブッチャー）100％　中身：綿90％　ポリエステル10％

座布団　綿

座布団
はんなりとやさしい雰囲気の
色柄を取りそろえました。

01

02

17

18

19

20

21

22

23

24

03 04 05
06
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彩　座布団
01（59490）  松　こげ茶 
02（59492）  竹　黒

04（59491）  梅　紺
03（59493）  竹　山吹

約46×46×Ｈ8cm
※カバーサイズ約50×50cm
※綿（シャンタン）100％
※わた0.8ｋｇ（綿90％＋ポリエステル10％）
　ウレタン芯入約2cm

シーグラス円座
05（59670）  小　 約φ35×H3.5cm   
06（59671）  中　 約φ40×H3.5cm   
07（59672）  大　 約φ45×H3.5cm   
※中身：ウレタンスポンジ    

シーグラスクッション
08（59429）  角　 約45×45×H4cm   
09（59428）  丸　 約φ45×H4cm   
※中身：ウレタンスポンジ    

素朴な風合いの

シーグラス

01

02

03

04

05

06
07

08

09
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ウッドハンガー 60
02（51627）バー（貫通）タイプ
03（51628） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ6cm
※クリアーのみ。色つきはオーダーハンガーよりご選択ください。
　アンダーパーツは変更できません。

NBJ-11
肩幅約42cm×厚み2.5cm
※50本単位

NBJ-13
肩幅約42cm×厚み1.5cm
※50本単位

NBJ-12
肩幅約42cm×厚み2cm
※50本単位

NBJ-15
肩幅約42cm×厚み4cm
※50本単位

NBＰ-40
肩幅約32cm×厚み1.3cm
※100本単位

NBＣ-20
肩幅約38cm×厚み1.3cm
※100本単位

NBP-09
肩幅約28cm×厚み1.3cm
※100本単位

NBＣ-36
肩幅約32cm×厚み1.3cm
※100本単位

ウッドハンガー 40
04（51629）バー（貫通）タイプ
05（51630） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ4cm
※クリアーのみ。色つきはオーダーハンガーよりご選択ください。
　アンダーパーツは変更できません。

ウッドハンガー 25
06（51631）バー（貫通）タイプ
07（51632） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ2.5cm
※クリアーのみ。色つきはオーダーハンガーよりご選択ください。
　アンダーパーツは変更できません。

※材質：天然木
カラー：生地ニス仕上

●カラーをお選びください。

無塗装

クリア（ツヤ消）

ナチュラルＢＲ（半ツヤ）

ライトＢＲ（ツヤ消）

ダークＢＲ（半ツヤ）

オーク（半ツヤ）

マーズブラウン（ツヤ消）

ベーシックブラウン（半ツヤ）

チョコブラウン（ツヤ有）

アージュブラウン（ツヤ消）

アージュブラック（ツヤ消）

アージュホワイト（ツヤ消）

ステイン白（半ツヤ）

白（半ツヤ）

スモークブラウン（ツヤ有）

ダークブラック（ツヤ有）

ブラック（半ツヤ）

ステイン黒（半ツヤ）

01　木製オーダーハンガー　※木部・カラー・パーツをお選びください。

木製オーダーハンガー

既製
ハンガー

ＳＴＥＰ1

STEP1  木部 木部の形状・カラーをお選びください。

木 部

木部
カラー
バリエーション

STEP2  パーツ フック形状・メッキカラーをお選び下さい。
必要に応じてアンダーパーツをご選択ください。

STEP3  オプション 滑り止め、名入れも可能です。

02

05 06

03 04 07

035 ハンガー



スベリ止ラバー（白・黒）
約7.5×1.5cm

ストップリング（白・黒）
小　約φ2×0.4cm
      （厚み1～2.5cm対応）
大　約φ3.5×0.5cm
      （厚み3～5cm対応）

スベリ止メッシュ
（半透明・黒）
35　約Ｌ5cm 網目数35
      （厚み1.5～4cm対応）
50　約Ｌ5cm 網目数50
      （厚み3～6cm対応）
※筒状のスベリ止パーツです。

スベリ止ウェーブ
約0.9×1cm

スベリ止半透明
レギュラー　約7.5×1.5cm
スリム　　　約5×1cm

バー（貫通） バー（サイド）

バー（茶・グレー）

バー（ストップ付）
（ベージュ・茶）

クリップ（吊り下げ）

クリップ

バー（変形）

ウッドハンガー 20
01（51633）バー（貫通）タイプ
02（51634） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ2cm
※クリアーのみ。色つきはオーダーハンガーよりご選択ください。
　アンダーパーツは変更できません。

ウッドハンガー 15　ブラウン
05（51636）バー（ストレート）タイプ
06（51638） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ1.5cm
※部分オーダー不可商品

ウッドハンガー 15　クリアー
03（51635）バー（ストレート）タイプ
04（51637） クリップタイプ
約Ｗ42cm　厚さ1.5cm
※部分オーダー不可商品

先端玉付 玉なし 差込部ソケット付 先端折り返し

ａ型 ｂ型 ｃ型 ｉ型

Cr クローム WB ホワイトブロンズ Ｇ ゴールド

GNi ゴールドニッケル BNi ブラックニッケル BCr ブラッククローム

GB 銅ブロンズ ATG アンティークゴールド 生地 生地クリア

シルク印刷・刻印・焼印・
レーザー彫刻など

ご希望によりロゴマーク入れをいたします。
ご希望の場合は、ロゴデータをお送りください。
シルク印刷、刻印はカラーバリエーションが
あります。

ＳＴＥＰ2

ＳＴＥＰ3

■フック（＊必須）

■メッキカラー（＊必須）

■アンダーパーツ（＊任意）

■スベリ止

■名 入

パーツ

オプション
（＊任意）

02 03 06

01 04 05
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なつめ朝顔茶托

約　12×H1.9cm　　　　　　
19（16399）  

なつめ茶托

約φ12×H2cm
20（16397）

なつめ千筋茶托

約φ12×H2.2cm
21（16398） 　 

洗える樹脂コースター（5枚入）

約10×10cm
22（14230） 黒　　　　　23（14231） 白

スタッキングコースター 

約φ9.3×H1.2cm
13（51045） ウォールナット　14（51044）ブナ

グラスコースター

約φ8×H1cm
15（51042） ウォールナット　16（51040）ブナ

グラスコースター オーバル

約10×8×H1cm
17（51043） ウォールナット　18（51041）ブナ

持ち手付トレー アルダー
24（51018） Ｌ　約42×29×H2cm/内寸約37.5×27.5×H1.5cm
25（51019） Ｍ　約33×26×H2cm/内寸約28.5×24.5×H1.5cm
26（51020） Ｓ　約26.5×15.5×H2cm/内寸約22×14.5×H1.5cm

持ち手付トレー ウォールナット
27（51021） Ｌ　約42×29×H2cm/内寸約37.5×27.5×H1.5cm
28（51022） Ｍ　約33×26×H2cm/内寸約28.5×24.5×H1.5cm
29（51023） Ｓ　約26.5×15.5×H2cm/内寸約22×14.5×H1.5cm

WM コースター

約10×10×H1cm（内径φ8cm）
09（50631） クリアー　10（50632） ブラウン 　11（50633） ブラック

木製ミニ茶托

約7×7×H1cm（内径φ4cm）
01（51028） ウォールナット　02（51029） マホガニー　　03（51030） タモ　　　04（51031） メープル

木製ふち反り茶托

約9.5×9.5×H1cm
05（51024） ウォールナット　06（51025） マホガニー　　07（51026） タモ　　　08（51027） メープル

ひのき 茶托
12（51051）
約10×10×H1cm（内径φ8cm）

茶托・コースター

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24

25

26

27

28

29

037 茶托・トレイ



バラ梨子地
04（52151）　茶櫃　　　約31.5×31.5×Ｈ11.5cm
05（52152）　茶筒　　　約φ8.8×H9.2cm
06（52153）　茶こぼし　約φ11×H6.5cm
※04、05材質：ABS 樹脂  　06材質：ABS 樹脂/蓋:ステンレス

グレー石目
07（52154）　茶櫃　　　    約38.5×29×H14.5cm
08（52155）　茶筒　　　    約φ8×H8.5cm
09（52156）　茶こぼし　    約φ12×H7cm
※材質：ABS 樹脂

ケヤキ木目
10（52157）　丸茶櫃　　    約φ33.5×H13cm
11（52158）　茶筒　　　    約φ8×H8.5cm
12（52159）　茶こぼし　    約φ12.5×H8cm
※材質：ABS 樹脂

朱木目
13（52160）　丸茶櫃　　約φ32×H12.5cm
14（52161）　茶筒　　　約φ9×H9cm
15（52162）　茶こぼし　約10×H8cm
※材質：木乾

グレー石目
16（52163）　丸茶櫃・渕黒　約33.5×H12.3cm
17（52164）　茶筒・大　　　約φ9×H9.2cm
18（52165）　茶こぼし・大　約φ12.5×H7.8cm
※材質：ABS 樹脂

溜
33（52180）　丸茶櫃　       約φ27×H11.7cm
34（52181）　茶筒　　　     約φ8.7×H9.2cm
35（52182）　茶こぼし　     約φ9×H8.7cm
※材質：ABS 樹脂

グリーン乾漆石目
41（52188）　丸茶櫃　        約φ27×H11.7cm
42（52189）　茶筒　　　     約φ8.7×H9.2cm
43（52190）　茶こぼし　      約φ9×H8.7
※材質：ABS 樹脂

グリーン乾漆
36（52183）　丸茶櫃　  約φ33.2×H13.7cm
37（52187）　茶筒　　　約φ8.5×H9.3cm
38（52186）　茶こぼし　約φ10.5×H8.7cm
39（52184）　茶こし受け 約φ8×H6cm
※材質：ABS 樹脂

茶こし金具 ステンレス
40（52185）　

堆朱
19（52166）　丸茶櫃　　　 約φ32.5×H12.5cm
20（52167）　茶筒　　　　　約φ 8×H8.5cm
21（52168）　茶こぼし・大　約φ11×H6.5cm
22（52169）　茶こぼし・小　約 8×H6.5cm
※材質：ABS 樹脂

黒石目
23（52170）　丸茶櫃　　約φ33.5×H12.3cm
24（52171）　茶筒　　　約φ9cm×H9.2cm
25（52172）　茶こぼし　 約φ12.5×H7.8cm
26（52173）　茶托　　　約φ12.2×H1.7cm
27（52174）　銘々皿　　約φ13.5×H1.5cm
※材質：ABS 樹脂

うるみ石目
28（52175）　茶櫃　　　     約38×29.5×H14cm
29（52176）　茶筒　　　     約φ9×H9.2cm
30（52177）　茶こぼし　     約φ12.5×H7.8cm
31（52178）　茶托　　　     約φ12.2×H1.7cm
32（52179）　銘々皿　　    約φ13.5×H1.5cm
※材質：ABS 樹脂

露草
01（52148）　茶櫃　　　    約31.5×31.5×Ｈ11.5cm
02（52149）　茶筒　　　    約φ8.8×H9.2cm
03（52150）　茶こぼし　    約φ11×H6.5cm
※01、02材質：ABS 樹脂  　03材質：ABS 樹脂/蓋:ステンレス
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栓 ルームキーホルダー
22（58378）
①ブラウン ②クリアー ③ナチュラル 
約14×3×H1.5cm

木製ドアプレート
23（50924）ナチュラル
約9×27×ｔ0.5cm
※４ヶ国語　※材質：タモ
※片面は「起こさないでください」

木製ドアプレート
24（50925）ブラウン
約9×27×ｔ0.5cm
※４ヶ国語　※材質：タモ　
※片面は「掃除してください」

名入れできます　※名入れ代別途

木製キーホルダー 八角 
01（50625）タモ ・クリアー
02（50626） タモ ・ブラウン

約12×1.9×H1.9cm

03（50627）タモ ・ブラック
04（51340）ブナ
05（51339）桧
06（51341） アルダー
07（51342） ウォールナット

木製キーホルダー 正角
08（51332）タモ ・クリアー
09（51333） タモ ・ブラウン

約12×1.8×H1.8cm

10（51334）タモ ・ブラック
11（51336）ブナ
12（51335）桧
13（51337） アルダー
14（51338） ウォールナット

木製キーホルダー 平角
15（51325）タモ ・クリアー
16（51326） タモ ・ブラウン

約12×1.8×H1cm

17（51327）タモ ・ブラック
18（51329）ブナ
19（51328）桧
20（51330） アルダー
21（51331） ウォールナット

■ロゴやお部屋番号などを
　レーザー刻印にて名入れ可能です。
　別注で、オリジナル形状も承ります。（見積）

ルームキーホルダー

レーザー名入れイメージ 別注例

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

①
②

③
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ぼんぼりスタンド　大
05（58325） 朱

約φ32×Ｈ119cm　
※40Ｗ白熱灯×1

06（58326） 黒
07（58271） けやき色

ぼんぼりスタンド　小
08（58327） 朱

約φ25×Ｈ89cm　
※40Ｗ白熱灯×1

09（58328） 黒
10（58272） けやき色

法衣掛け　折り畳み式
01（51080）
１曲約55×Ｈ140cm　

法衣掛け　三連型
02（51081）
約55×44×Ｈ130cm　

法衣掛け　衣桁型
03（51082）
１曲約76×Ｈ153cm　

法衣掛け　衝立型
04（51083）
約70×24×Ｈ120cm　

木製スタンド行燈 みやび

※AC100V40W
11（53148）約14×14×H48cm

＊　　　　　このマークの商品は運賃別途お問合せください。運賃

運賃 運賃 運賃 運賃

衣桁

燭台

和のしつらえに
馴染む衣桁を
タオル掛として、
組立不要、そのまま
お使いいただけます。

05

01

02

03

04

06

07
08

09

10
11
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モダン格子行燈 三重菱 大

約14×14×H68cm

11（53120）ウォールナット
12（53121）チェリー

モダン格子行燈 籠目 大

約14×14×H68cm

15（53122）ウォールナット
16（53123）チェリー

モダン格子行燈 花文様 大

約14×14×H68cm

19（53124）ウォールナット
20（53125）チェリー

モダン格子行燈 波文様 大

約14×14×H68cm

07（53126）ウォールナット
08（53127）チェリー

モダン格子行燈 三重菱 小

約14×14×H35cm

13（53128）ウォールナット
14（53129）チェリー

モダン格子行燈 籠目 小

約14×14×H35cm

17（53130）ウォールナット
18（53131）チェリー

モダン格子行燈 花文様 小

約14×14×H35cm

21（53132）ウォールナット
22（53133）チェリー

モダン格子行燈 波文様 小

約14×14×H35cm

09（53134）ウォールナット
10（53135）チェリー

※ＬＥＤ電球（5Ｗ）
※ACアダプター（ＵＳＢタイプ）付

※ＬＥＤ電球（5Ｗ）
※ACアダプター（ＵＳＢタイプ）付

※ＬＥＤ電球（5Ｗ）
※ACアダプター（ＵＳＢタイプ）付

※ＬＥＤ電球（5Ｗ）
※ACアダプター（ＵＳＢタイプ）付

木製燭台 黒塗
05（53170）H90cm
約φ18×Ｈ90cm

06（53171）H110cm
約φ18×Ｈ110cm
※40Ｗ・クリアハウス球

木製燭台 焼桐
01（53172）H90cm
約φ18×Ｈ90cm

02（53173）H110cm
約φ18×Ｈ110cm
※40Ｗ・クリアハウス球

木製燭台 ケヤキ色
03（53174）H90cm
約φ18×Ｈ90cm

04（53175）H110cm
約φ18×Ｈ110cm
※40Ｗ・クリアハウス球

08

09

11

14

16

17

19

22
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室内行灯 八角

約19.5×19.5×H39.5cm
※白熱灯8W（省エネタイプ）
※ワーロン生成色張り

02（53374）

竹製行灯筒型 かごめ 

※AC100V/40W・5Ｗ
12（53152）約17×16.5×H36cm

竹製行灯筒型 こずえ 

※AC100V/40W・5Ｗ
10（53154）約17×16.5×H36cm

竹製行灯筒型 夕霧 

※AC100V/40W・5Ｗ
07（53155）約φ20×H30cm

竹製スタンド行灯（調光式） 

※AC100V/40W
09（53156）約24×23×H53.5cm

竹製行灯筒型 あさがお 

※AC100V/40W・5Ｗ
06（53153）約φ20×H30cm

竹製行灯筒型 さざなみ 

※AC100V/40W・5Ｗ
13（53151）約φ16.5×H30cm

竹製行灯筒型 千筋 

※AC100V/40W・5Ｗ
08（53149）約φ17.5×H37cm

竹製行灯筒型 はつかり 

※AC100V/40W・5Ｗ
11（53150）約φ17×H36cm

特注吊型照明
01　約φ60×H21cm
※材質：竹・手漉き和紙　※LED電球　

室内行灯 角（調光スイッチ付）

約16×16.7×H34.9cm
※白熱灯8W
※ワーロン生成色張り

04（50681）

室内行灯 台形（調光スイッチ付）

約19.5×20.5×H34.5cm
※白熱灯8W
※ワーロン生成色張り

05（50682）
室内行灯 手付（調光スイッチ付）

約16×16.7×H41cm
※白熱灯8W
※ワーロン生成色張り

03（50680）

お部屋に華やかな
光と彩りを添えて

02 03 04 05

06 07 08 09

10 11 12 13
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座面うす緑

Ｃ427KA スツール

材質：籐

06（51685）
約45×35×Ｈ40cm

Ｃ110KA チェア

材質：籐

05（51690）
約55×58×H69（ＳＨ40）cm

Ｃ100CB ロッキングチェア

材質：籐

03（51688）
約59×104×H97（ＳＨ42）cm

Ｃ111CB チェア

材質：籐

02（51689）
約55×72×Ｈ96（ＳＨ37）cm

Ｃ124ＣB 椅子

材質：籐

01（51666）
約70×58×80（ＳＨ41）cm

Ｃ116ＫＡカウチ

材質：籐・天然木　

04（51684）
約160×60×Ｈ75（ＳＨ40）cm

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

広縁テーブル No.300　ブラウン

※天板材質：マホガニー

08（51665）
約47×47×Ｈ37cm

広縁アームチェアー　ブラウン
07（51660）　座面うす緑
約57×70×Ｈ72（ＳＨ36）cm

01 02
03

04 05 06

07

08
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ナチュラル ブラウン

広縁 テーブル  ソレイユ
06（52192）
約60×45×H48cm

広縁 テーブル  ソレイユ
10（52192）
約60×45×H48cm

広縁 アームチェア  エリック

※張地:布

07（52195）
約56.5×53.5×H64 （SH40）cm

広縁 テーブル  バスタ
08（52196）
約60×45×H38.5cm

広縁 アームチェア エレナ

※張地:布

09（52197）
約53.5×50×H68 （SH45）cm

広縁 アームチェア シーベル

※張地:布

05（52191）
約54×57×H72（SH42）cm

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

CK-006 オットマン

約65×40×Ｈ30cm
※シート付
※材質：本体 アルミフレーム・ロイドルーム材
　　　　座　ファブリック

03（51731） ナチュラル
04（51732） ブラウン

CK-006 イージーシーター

約65×78×Ｈ65 （ＳＨ30）cm
※シート・クッション付
※材質：本体 アルミフレーム・ロイドルーム材
　　　　座　ファブリック

01（51733） ナチュラル
02（51734） ブラウン

05 06

07
08

09 10

01

03
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白木 STANDARD S  S

SS (シラキ・スタンダード）シリーズ

無塗装

〇無塗装を基本としてご用意しています。
　塗装や・材質変更も別注品にて承ります。
（要見積）

主材：椹（さわら）/桧/ヒバ等

椹・片手湯桶
01（12404）  
約φ14.3×H23.8（10.3）cm 

椹・片手湯桶〈ＦＰ仕上〉
03（12428）  
約φ14.3×H23.8（10.3）cm
※塗装付

椹・湯桶（銅タガ）
05（12405）
 約φ22.5×H11.5cm

椹・湯桶（銅タガ）〈タガミゾ加工〉
08（12470）
 約φ22.5×H11.5cm

椹・湯桶（ステンレスタガ）〈タガミゾ加工〉
09（12472）
 約φ22.5×H11.5cm

椹・湯桶（銅タガ）〈ＦＰ仕上〉
04（12429）
約φ22.5×H11.5cm
※塗装付

椹・湯桶（樹脂タガ）
10（12467） 約φ22.5×H11.5cm

椹・湯桶（ステンレスタガ）
06（12407）  約φ22.5×H11.5cm

檜・湯桶
07（60145）  約φ22.5×H11.5cm 

ヒバ・片手湯桶
02（12432）  約φ14.3×H23.8（10.3）cm 

「ポリプロピレン樹脂タガ」

タガ落ちしにくい風呂桶　　　桶に溝をつけ、タガ締めしています。

桶本体にミゾを入れ、
その中にタガを入れる
加工を施しております。

桶本体にミゾを入れ、
その中にタガを入れる
加工を施しております。

FP仕上（塗装付） ＦＰ仕上げは、ファインポリマー塗装です。
耐久性に優れた表面化工を施した製品です。

01
03

02

05

04

06 07

08 09 10
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「ヒバ新型風呂椅子」には、
湯桶（φ22.5×H11.5ｃｍ）
が収まります。

　

風呂椅子

ヒバ

ひのき

檜・風呂椅子（大）

約30×18×H19cm
09（12403） 　    

檜・風呂椅子（中）

約26×16.5×H15.8cm
06（12401） 　    

ヒバ・特選風呂椅子（大）

約30×20×H30cm
01（58142） 　    

ヒバ・特選風呂椅子（小）

約30×18×H25cm
02（58143） 　    

ヒバ・箱型風呂椅子（大）

約30×20×H30cm
04（58140） 　    

ヒバ・新型風呂椅子

約35×20×H30cm
03（58223） 　    

ヒバ・箱型風呂椅子（小）

約30×18×H25cm
05（58141） 　    

ひのき・特選風呂椅子（大）

約30×20×H30cm
07（58660） 　    

ひのき・特選風呂椅子（小）

約30×18×H25cm
08（58661） 　    

ひのき・箱型風呂椅子（大）

約30×20×H30cm
10（58662） 　    

ひのき・箱型風呂椅子（小）

約30×18×H25cm
11（58663） 　    

01 02
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別注品製作例

ひのき一枚板風呂椅子　大
09（50196）  約45×29×Ｈ42（ＳＨ36）cm

ひのき一枚板風呂椅子　中
10（50197） 約36×20×Ｈ27cm

ひのき一枚板風呂椅子　小
11（50198） 約29×20×Ｈ21cm

製作例　風呂椅子　座面スリット加工
12　約27×23×Ｈ30cm

製作例　風呂椅子　まく板仕様
13　約30×20×Ｈ31cｍ

〈ＦＰ仕上〉
約35×20×H30cm01（58226） ヒバ・新型風呂椅子〈ＦＰ仕上〉

ＦＰ仕上げは、ファインポリマー塗装です。耐久性に優れた表面化工を施した製品です。
浴場用品へのファインポリマー加工を承ります。お問い合わせください。

約33.5×12.5×H6（4）cm02（58227） ヒバ・新型シャンプー台〈ＦＰ仕上〉
約14×9×H4cm03（58228） ヒバ・新型石鹸台〈ＦＰ仕上〉
約30×20×H30cm04（58233） ヒバ・箱型風呂椅子（大）〈ＦＰ仕上〉
約30×18×H25cm05（58234） ヒバ・箱型風呂椅子（小）〈ＦＰ仕上〉

〈ＦＰ仕上〉
約30×20×H30cm06（58270） ヒバ・特選風呂椅子（大）〈ＦＰ仕上〉
約φ22.5×H11.5cm07（12429） 椹・湯桶（銅タガ）〈ＦＰ仕上〉
約φ14.3×H23.8（10.3）cm08（12428） 椹・片手湯桶〈ＦＰ仕上〉

ひのき1枚板 風呂椅子

FP仕上（塗装付）シリーズ

殺菌・防カビ効果のあるといわれる桧の
一枚板（厚さ2.3ｃｍ）を使用した丈夫な
つくりの風呂椅子。（耐荷重約：100ｋｇ）

美しさ長持ちファインポリマー塗装付

座面に
水はけの良い
スリット加工

シンプルな
デザイン

と強度を両立

〈ＦＰ仕上〉  
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桧・風呂椅子（特大）
04（50685）  約36×18×H30cm

桧・ソープマット
06（50689）  約13.3×9×H1.8cm

サウナスツール
08（50753）  約27×22.7×H30cm

桧・ソープレスト
03（50691）  約13×11.5×H3cm

桧・シャンプーマット
07（50690）  約29×17×H2cm

桧・シャンプー＆石鹸台
05（50686）  約30×13×H10cm

桧・風呂椅子　Ｒ加工　
01（50687）  Ｌ　約28.5×23.5×H25cm
02（50688）  Ｍ　約26×21×H23cm

石けん箱

11（12430） 小  　　　　　　       約12.6×8.5×H3.8cm   
10（12423） ステンレスメッシュ  　約13.8×8.8×H3.8cm   

シャンプー台（ステンレスメッシュ）
12（12424）  約35.2×12×H6cm   

ヒバ・新型石鹸台
13（58225）約14×9×H4cm

ヒバ・新型シャンプー台
14（58224） 約33.5×12.5×H6（4）cm

別注 木製シャンプー台
15　約27×12×H25cm

サウナ用メガネ入
09（51489）  約15.6×7×H19cm
※材質：桧　※耐水塗装仕上げ

01/02

03

04

05

06
07

08

09

10
11

12

SELECTION　特選集049



鋭 DES IGN S  D

SD（シャープ・デザイン）シリーズ

ＳＤ　ソープレスト 

※材質：赤松

07（50704）Ｓ  約8.9×8.2×H2cm
08（50705）Ｍ  約13.5×8.2×H2cm
09（50706）Ｌ  約22×8.2×H2cm

ＳＤ　チェア オーソドックス

約30×17×H20cm
05（50703）

ＳＤ　湯桶　シャープ

約φ22×H12.5cm
06（50702）

漆（うるし）・風呂椅子
01（50693）  約30×20×H30cm

漆（うるし）・風呂桶
02（50692）  約φ22.5×H11.5cm

古代色・風呂椅子
03（50695）  約30×20×H30cm

古代色・風呂桶
04（50694）  約φ22.5×H11.5cm

漆 DARKTONE S  D

SD (シブ・ダークトーン）シリーズ

漆塗 古代色

〇左記カラーを基本色として
　ご用意しています。
　他のカラー・材質も別注品
　にて承ります。（要見積）

主材：椹・ヒバ

S H A R P

し ぶ
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ＬＷ　ディスペンサー　Ｌ　

約8×8.6×Ｈ23cm（約800ｍｌ）
※材質：本体・フタ・ポンプ/ポリプロピレン

01（51393）コンディショナーホワイト
02（51392）シャンプーホワイト
03（51394）ボディーソープホワイト

ＬＷ　ディスペンサー Ｓ ホワイト

約6.6×6.6×Ｈ19cm（約360ml）
※材質：本体・フタ/ABS
　ポンプ/ポリプロピレン

04（51395）

ＬＷ　ダストボックス　ホワイト

約13.4×13.4×Ｈ19cm
※内容器付
※材質：カバー/ABS　内容器/ポリプロピレン

07（51399）

ＬＷ　ティッシュケース　ホワイト

約26.3×13.4×Ｈ8.9cm
※材質：ABS

06（51398）
ＬＷ　トレイ　ホワイト

約23.3×8.7×Ｈ2.2cm
※材質：ABS

08（51400）

ＬＷ　タンブラー　ホワイト

約φ6.6×Ｈ9.1cm
※材質：ABS

09（51397）

ＬＷ　ソープディッシュ　ホワイト

約13.2×9.6×Ｈ2.3cm
※材質：ABS

05（51396）

軽 WHITE L  W

LW（ライト・ホワイト）シリーズ

ホワイト

主材：ポリプロピレン/ABS

MS ハーフティッシュボックス ホワイト 
11（51376）約14.8×13.9×H6.7cm
※ベース部ABS

MS ダストボックス S　ホワイト
12（51377）約11.3×11.3×Ｈ13.1cm
※中子ABS

MS ダストボックス L　ホワイト
13（51378）約25×16.5×Ｈ26cm

MS トレイ　S　ホワイト
15（51379）約21.8×10.8×Ｈ1.7cm

MS アメニティボックス　ホワイト
14（51380）約21×10.8×Ｈ5.5cm

MS 7オンスタンブラー　ホワイト
16（51381）約φ7.3×Ｈ8.6cm（約210ｍｌ）
　　※材質：PCT

MS ティッシュボックス ホワイト 
10（51375）約26.6×13.9×H6.6cm
※ベース部ABS

L i g h t
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PP湯かご スリム ブラウン

約34×14×Ｈ20（32）cm
材質：PP

07（51183）
PP湯かご スリム ダークブラウン

約34×14×Ｈ20（32）cm
材質：PP

09（51185）

PP湯かご ワイド ブラウン

約34×19×Ｈ20（32）cm
材質：PP

10（51186）
PP湯かご ワイド ダークブラウン

約34×19×Ｈ20（32）cm
材質：PP

11（51187）
PP湯かご ワイド ブラック

約34×19×Ｈ20（32）cm
材質：PP

12（51188）

竹湯かご ブラック

約33×15×Ｈ20（32）cm
材質：竹PU塗装

05（51190）
竹湯かご ブラウン

約33×15×Ｈ20（32）cm
材質：竹PU塗装

04（51189）
竹湯かご 目摺り

約33×15×Ｈ20（32）cm
材質：竹

06（51191）

ラタン 湯かご 大

約36×23×Ｈ22（37）cm
材質：籐

02（51193）

オリジナル名入り木札

約3×7cm　　材質：ひのき
01（51192）

ラタン 湯かご 小

約32×18×Ｈ20（33）cm
材質：籐

03（51194）

PP湯かご スリム ホワイト

約34×14×Ｈ20（32）cm
材質：PP

08（51184）

※この頁の商品は手作りの為、サイズにバラつきがある場合がございます。

ロゴデータを頂ければ
木札にオリジナルロゴマーク等を
レーザー彫刻致します。
※湯かごご注文16個以上

※02・03底は板仕様

湯かご

客室と浴場の移動に
便利な湯かご

お客様のオリジナル
湯かごはいかがですが

02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

01
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籐・スツール

約φ33×H45cm　　※材質：籐
06（50845）ナチュラル　　07（50846）ライトブラウン　　08（50847）ダークブラウン

STK-007 スツール
09（51727）ナチュラル

約φ38×Ｈ46cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード
※手掛け付

10（51728）ブラウン

ラタンチェアー　ライトブラウン（小）

約φ33×H38cm　　※材質：籐・合板
05（50843）

ラタンチェアー ナチュラル （小）

約φ33×Ｈ38cm　※材質：籐・合板
04（50265）

ラタンチェアー　ブラウン
02（58252）
約φ32×H42cm

ラタンチェアー　ナチュラル
03（58253）
約φ32×H42cm

ローカー用キーホルダー
01　木部約φ3cm
※キーは付属しません。（木部・リストバンドのみ）

木製のロッカー用キーホルダー
ロッカー番号が入れられます
（加工費別途）

樹脂製
スツール

01

02 03 04 05

06 0807

09 10

ロッカーキー・スツール053



半
月
型
の
新
し
い
デ
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ン
。
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入
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す
く
、

コ
ン
パ
ク
ト
で
軽
い
仕
上
が
り
で
す
。

スツール Ｓ-29Ｎ

約φ35×Ｈ46cm　　
※座面：人工レザー

05（50261）ホワイト
スツール Ｓ-29Ｎ

約φ35×Ｈ46cm　　
※座面：人工レザー

04（50262）ベージュ

半月スツール

約38×30×Ｈ46cm
01（50264）

スツール Ｓ-29Ｎ

約φ35×Ｈ46cm　　
※座面：人工レザー

06（50263）グレー

籐・スツール　格子　ナチュラル

約φ33×H43cm　　※材質：籐
07（50844）

籐・スツール　ストライプ

約φ34×H43cm　　※材質：籐
08（50848）ナチュラル

籐・スツール　ストライプ

約φ34×H43cm　　※材質：籐
09（50849）ブラック

籐・チェアー ブラウン
03（50251）
約φ35×Ｈ44cm
※座面：塩化ビニール

籐・チェアー ナチュラル
02（50250）
約φ35×Ｈ44cm
※座面：塩化ビニール

＊　　　　　このマークの商品は運賃別途お問合せください。運賃

TK-001 ベンチ ナチュラル
10（51721）40    約40×40×Ｈ39cm
11（51722）120   約120×40×Ｈ39cm
12（51723）150  約150×40×Ｈ39cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード

TK-001 ベンチ ブラウン
13（51724）40    約40×40×Ｈ39cm
14（51725）120   約120×40×Ｈ39cm
15（51726）150  約150×40×Ｈ39cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード

運賃

運賃

01
02 03

04 05 06

07 08 09

10/11/12 13/14/15
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脱衣棚＆ワゴン

洗える樹脂製 脱衣篭（大）
08（58240）
約55×38×H15cm
※ポリプロピレン樹脂製
※ステンレス補強

洗える樹脂バスケット　深型手付
11（50784）小　約φ38×H33（40）cm
12（50785）大　約φ45×H36（43）cm
材質：ポリプロピレン　ステンレス枠付

洗える樹脂かご  深型丸 φ40
10（50786）
約φ40×H27cm
材質：ポリプロピレン　ステンレス枠付

ランドリー棚　キャスター付
07（50841）
約51×36×H77cm
材質:籐

ランドリー棚　キャスターなし
06（50840）
約51×36×H72cm
※材質:籐

脱衣ワゴン （キャスターなし）
04（50842）
約51×38×H60cm　　　材質:籐

籐・脱衣ワゴン（キャスターなし）
05（58244）
約52×40×H61cm
※材質 :籐
※脱衣篭付

洗える樹脂製 脱衣篭（小）
09（58241）
約50×38×H15cm
※ポリプロピレン樹脂製
※ステンレス補強

タオル置き台（小）
01（55451）
約65×45×H120cm

タオル置き台（大）
02（55450）
約120×65×H120cm

タオル置き台（観音開きタイプ）
03（55452）
約65×45×H120cm

運賃 運賃
運賃

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

水洗いができ、
いつも清潔に保ちます。

■ポリプロピレン製

樹脂を籐篭のように手作りで
丁寧に編みこんであります。
天然素材の風合いを残しながらも
耐久性、衛生面を向上させた
新しいタイプの篭です。

洗える樹脂製

01
02

03

04 05 06 07

08 09

10
11

12

脱衣棚・脱衣篭055



脱衣篭　透かし編み（長角）
11（50791）約55×40×H18cm
材質：籐

高品質籐・脱衣篭　長角
04（50792）ナチュラル
05（50793）ダークブラウン
約53×37×H15cm
材質：籐

籐・脱衣篭　丸
06（50851）ナチュラル
07（50852）ダークブラウン
約φ45×H15cm
材質：籐

籐・脱衣篭　正角（ナチュラルブラウン）
08（50788）約34×34×H16cm
材質:籐

籐・脱衣篭　長角（ナチュラルブラウン）
09（50790）約54×41×H19cm
材質:籐

ラタン脱衣篭　正角
01（51180）約38.5×38.5×Ｈ17.5cm
材質：籐　※底板：塗装付

ラタン脱衣篭　長角　小
02（51181）約47×34.5×Ｈ17.5cm
材質：ラタン　※底板：塗装付

ラタン脱衣篭　長角　大
03（51182）約54×38×Ｈ17.5cm
材質：ラタン　※底板：塗装付

脱衣篭　透かし編み（小判）
10（50787）約55×40×H19cm
材質:籐

バスケット大小2個セット　ナチュラル
12（51676）
大：約44×44×Ｈ51cm　小：約34×34×Ｈ46cm
※材質 : 籐　※２個セット 

バスケット大小2個セット　ブラウン
13（51677）
大：約44×44×Ｈ51cm　小：約34×34×Ｈ46cm
※材質 : 籐　※２個セット 

バスケット大小2個セット　ホワイト
14（51678）
大：約44×44×Ｈ51cm　小：約34×34×Ｈ46cm
※材質 : 籐　※２個セット 

籐をはじめ
ぬくもりのある厳選素材 底を板で固定したバスケット。

安定しているので倒れにくく、
衣類もひっかかりにくい。

天然素材の脱衣篭

従来品と比べ強固で繊細な仕上げ

01 02 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 13 14
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木製浴槽

施工例

木製浴槽　施工例057



木風呂　小判浴槽（KB-1100）

約110×70×H65cm
内高55cm　板厚3cm
※他に高野槇があります

08（51616）木曽椹（さわら）     
09（51617）木曽檜  

木風呂　丸桶浴槽（M-1000）

約φ100×H70cm
内高60cm 板厚3cm
※他に高野槇があります

06（51620）木曽椹（さわら）   
07（51621）木曽檜  

木製　吐水口　角型NO.1

約25×25×H25cm/板厚2cm
※材質：万葉檜

01（51622）

木製　吐水口　小判型

約35×25×H25cm/板厚2cm
※材質：万葉檜

04（51624）
木製　吐水口　切妻型

約31×40×H30cm/板厚2cm
※材質：万葉檜

03（51625）
木製　吐水口　丸桶型

約φ30×H25cm/板厚2cm
※材質：万葉檜

05（51626）

木製　吐水口　角型NO.2

約30×25×H20cm/板厚2cm
※材質：万葉檜

02（51623）

木風呂　小判浴槽（KB-1100）用　蓋

約70×55×6cm（2枚組)
板厚1.5cm
※他に高野槇があります

10（51618）木曽椹（さわら）     
11（51619）木曽檜  

木風呂　角型浴槽框付背もたれタイプ（SS-1350）

約135×80×H62cm
内高55cm　板厚3.6cm  框5×10cm
※他に高野槇・木曽さわらがあります

16（51614）青森びば  
17（51615）木曽檜  

木風呂　角型浴槽框付（S-1800）

約180×100×H63.5cm
内高55cm　板厚3.9cm  框6×10cm
※他に高野槇・木曽さわらがあります

14（51612）青森びば  
15（51613）木曽檜  

木風呂　角型浴槽框付（S-1200）

約120×70×H61.5cm
内高55cm　板厚3cm　框5×10cm
※他に高野槇・木曽さわらがあります

12（51610）青森びば  
13（51611）木曽檜  

運賃
＊運賃別途お問合せください。

運賃
＊運賃別途お問合せください。

やさしい風情で
お湯を注ぐ
木製の吐水口

吐水口
とすいこう

自然のぬくもり
あふれる木製
浴槽

浴　槽
よくそう

01 02

03 04

05

06/07 08/09
10/11

12/13 14/15 16/17

木製吐水口・浴槽 058



釉薬見本より色をご指定下さい。

※手造り品につき、サイズ・形状・釉薬に差が出る場合がございます。

陶器風呂：ゴム栓式排水金物50Aオネジ付
※浴槽の排水以外の穴あけは別途費用がかかります。

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

手捻り成形 変形陶器風呂　八角
15（51318）　　 約120（対角128）×H61cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。
　　画像は参考イメージ。

手捻り成形 小判型陶器風呂

※釉薬見本より色をご指定下さい。
　　画像は参考イメージ。

08（51311）120cm　  約120×75×H58cm
09（51312）130cm　  約130×85×H58cm
10（51313）140cm　  約140×85×H58cm
11（51314）150cm　  約150×85×H58cm
12（51315）160cm　  約160×85×H58cm
13（51316）170cm　  約170×85×H58cm
14（51317）180cm　  約180×90×H58cm

手捻り成形 丸型陶器風呂

　※釉薬見本より色をご指定下さい。
　　画像は参考イメージ。

01（51305）φ90cm　 約φ90×H55cm
02（51306）φ100cm　約φ100×H60cm
03（51307）φ110cm　約φ110×H60cm
04（51389）φ120cm　約φ120×H60cm
05（51308）φ130cm　約φ130×H60cm
06（51309）φ140cm　約φ140×H60cm
07（51310）φ150cm　約φ150×H60cm

陶器浴槽

丸型

小判型

八角

01~07

08~14

15

陶器浴槽059



陶器 吐水口 壺型 YU- 415 伊羅保 黄黒
01（51324）　　 約φ30×H24cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

陶器 吐水口 壺型 口高 YU-414 黒鉄斑点XS-29
02（51323）　　 約φ30×H24cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

陶器 吐水口 片口 深型
台付D-11 火色ビードロXS-61
03（51322）　　 台約φ24×H48cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

陶器 吐水口 片口変形 YU-304 刷毛目黒
04（51320）　　 約φ36×H12.5cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

釉薬見本より色をご指定下さい。
吐水口：吐水口金物32Aオネジ付

　※手造り品につき、サイズ・形状・釉薬に差が出る場合がございます。

伊羅保（緑）XS-02

織部　XS-53 濃海　XS-19赤茶　XS-25

ラビットホワイト　XS-16ブロンズ（白斑点）XS-08 ブロンズマット　XS-11

トルコブルー　XS-20 ルリ　XS-03 イエロー　XS-21

ローズ　XS-22レッド　XS-23オレンジ　XS-24

艶黒　XS-12 アラジン黒　ＡＪ-01 アラジン白　ＡＪ-02

伊羅保（斑点）XS-15 伊羅保（黄）XS-01

辰砂　XS-60 岩肌（青）XS-27 岩肌（白）XS-26 華古信楽　XS-65 濃海ビードロ　XS-63 黒濃海　XS-64

火色ビードロ　XS-61 火色　XS-17 生子　XS-06 黒鉄溶岩　XS-66 黒鉄斑点　XS-29 黒鉄ビードロ　XS-62

陶器 吐水口 片口 YU-301 刷毛目白
05（51319）　　 約φ36×H12.5cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

陶器 吐水口 片口 深型
YU-308 火色ビードロXS-61
06（51321）　　 約φ36×H19cm
※釉薬見本より色をご指定下さい。

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

陶器吐水口

釉薬見本

01

02

03

04 05
06

陶器吐水口 060



　

二つ割/袋/湯のれん 男湯
01（56950）　約90×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

二つ割/袋/湯のれん 女湯
02（56951）　約90×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

三つ割/袋/湯のれん 女湯
04（56953）　約135×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

三つ割/袋/湯のれん 男湯
03（56952）　約135×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

四つ割/袋/湯のれん 男湯
05（56954）　約180×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

四つ割/袋/湯のれん 女湯
06（56955）　約180×140cm
※生地：綿90％・麻10％未満

ご希望のデザイン、サイズにて
オーダー品も制作可能です。

湯のれん

湯のれん061
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桧　畳玄関台（古代色）
05（51438）Ｗ60 　 約60×35×Ｈ15cm
06（51439）Ｗ90 　約90×35×Ｈ15cm
07（51440）Ｗ120　約120×35×Ｈ15cm
※畳厚み2cm　※表地ベトナムイ草

桧　畳玄関台（無塗装）
02（51435）Ｗ60 　 約60×35×Ｈ15cm
03（51436）Ｗ90 　約90×35×Ｈ15cm
04（51437）Ｗ120　約120×35×Ｈ15cm
※畳厚み2cm　※表地ベトナムイ草

桧玄関台 すのこタイプ（無塗装）
08（51640）Ｗ58 　約58×37×H15cm
09（51641）Ｗ90 　約90×37×H15cm

桧玄関台 すのこタイプ（古代色）
10（51642）Ｗ58 　約58×37×H15cm
11（51643）Ｗ90 　約90×37×H15cm

別注　足置き台
01　約60×40×H1.5cm
※材質：タモ

ウォールナット傘立
18（51371）
約25×17×H60cm
※材質：ウォールナット/
　　　　ウレタン仕上
　　　　底面ステンレス板

ショコラ八角　傘立
15（50978）
約21×21×H47cm

絵付四角　傘立
17（50977）
約20×20×H45cm

金彩花彫正角　傘立
16（50976）
約20×20×H45cm

黒丸透し 傘立
13（50069）
約φ22.5×H41.5cm

いぶしスコール 傘立
12（50068）
約24×20.5×H43cm

ナチュラルストライプ　傘立
14（50974）
約φ19×H44cm

玄関台

ご希望のサイズにて
別注品承ります。

傘立

≫Ｐ67にもございます。

07

02

12

14 15 16 17
18

13

09

10
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長尺 くつべら 目摺り
01（51356）  
約L70cm 　※靴べらのみ

長尺 くつべらセット 目摺り
02（51359）  
約L70cm/台約10×10×H13cm
※靴べら・台セット
※材質　靴べら：天然木/うるし塗装
　　　　台：天然木・MDF/うるし塗装

新・長尺くつべら　ブラウン

約3.3×Ｌ75cm
03（58426）

新・長尺くつべらスタンド ブラウン

約10×10×Ｈ14cm

※靴べら・スタンド別売

04（58427）

新・長尺くつべら　クリアー

約3.3×Ｌ75cm
05（58357）

新・長尺くつべらスタンド クリアー

約10×10×Ｈ14cm

※靴べら・スタンド別売

06（58358）

ブナ くつべら

08（51049）ロング　約4×Ｌ70cm
07（51048）ミドル　約4×Ｌ60cm

P靴べらセット

11（51146）ダークブラウン
靴べら：約4×1.5×H70cm
台：約12×12×H14cm
※靴べら・台セット
※材質　靴べら：ラバーウッド
　　　　台：ビーチ

10（51145）ブラウン

ブナ くつべら 専用スタンド
09（51050）
約10×15×H17cm

※靴べら・スタンド別売

靴べら

01                                                                                                               

02                                                                                                  

03                                                                                            

05                                                                             

06                                                                       04                                                                                        

09                                                                                    

07                                                                                08                                                                        

09                                                                     

10                                                                  11                                                   
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籐 手掛けスタンド
01（50763）小　約35×28.5×H55.5cm 
02（50764）大　約34×28.5×H80cm
材質：籐

サンダル　ナチュラル・ベージュ　
03（60192）大　約25×8cm　
04（60193）小　約23.5×7.5cm　

サンダル　ナチュラル・黒
05（60194）大　約25×8cm　
06（60195）小　約23.5×7.5cm　

焼杉サンダル　麻の葉
07（50020）男性用　約25×8cm　
08（50021）女性用　約23.5×7.5cm　

白木下駄　麻の葉
09（50022）男性用　約25.5×10cm　
10（50023）女性用　約24.8×9cm　

黒塗下駄　麻の葉
11（50024）男性用　約25.5×10cm　
12（50025）女性用　約24.8×9cm　

※天然素材のため、木目や色にバラツキがございます。　※底面クッション材付
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白木下駄　さくら麻の葉
01（50026）男性用　約25.5×10cm　
02（50027）女性用　約24.8×9cm　

黒塗下駄　さくら麻の葉
03（50028）男性用　約25.5×10cm　
04（50029）女性用　約24.8×9cm　

白木下駄　水玉
05（50030）男性用　約25.5×10cm　
06（50031）女性用　約24.8×9cm　

黒塗下駄　水玉
07（50032）男性用　約25.5×10cm　
08（50033）女性用　約24.8×9cm　

白木下駄　縞
09（50034）男性用　約25.5×10cm　
10（50035）女性用　約24.8×9cm　

黒塗下駄　縞
11（50036）男性用　約25.5×10cm　
12（50037）女性用　約24.8×9cm　

白木下駄　絣（かすり）
13（50038）男性用　約25.5×10cm　
14（50039）女性用　約24.8×9cm　

黒塗下駄　絣（かすり）
15（50040）男性用　約25.5×10cm　
16（50041）女性用　約24.8×9cm　

※天然素材のため、木目や色にバラツキがございます。　※底面クッション材付

サンダル
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バゲッジカート
05（51486）
約99×60×H90cm
※材質：木製
※荷台部分サイズ　約65×60cm
　カーペット貼り

※畳でも安心な
　ナイロン製キャスター仕様

卓上 ミニランプ くり抜き
 【文字シート】

01（53136）ウォールナット
02（53137）チェリー
約14×14×H20cm
※基本は１面のみ名入（２面以上見積）

卓上 ミニランプ くり抜き  
【彫刻切り文字】

03（53138）ウォールナット
04（53139）チェリー
約14×14×H20cm
※基本は１面のみ名入（２面以上見積）

スチール傘立 ブラック

07（51240）W485　約48.5×30×H50cm　差込口約6.5×8cm　15個
06（51241）W920　約92×30×H50cm　　差込口約6.5×8cm　30個

08（51239）W270　約27×30×H50cm　　差込口約6.5×8cm　9個
※本体：スチール紛体塗装　※受皿：樹脂

組立 ステンレス傘立て

10（50236）W920　  約92×30×H50cm　     差込口約8×8cm　30個
09（50237）W1360　約136×30×H50cm　　差込口約6.5×8cm　45個

11（50235）W485　  約48.5×30×H50cm　　差込口約8×8cm　15個
12（50234）W270　  約27×30×H50cm　　 差込口約6.5×8cm　9個
※本体：ステンレス（ヘアライン仕上　2.2cm角）※受皿：樹脂

組立

※絵柄が決定してからの
　受注生産となります。

バゲッジ
カート

大切なお荷物を
しっかりと
お運びします。

オリジナル
卓上ミニランプ

家紋やマーク等を
入れられる
ミニランプ
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マガジンラック PLK-11
08（50231）
約60×34.5×H80cm
棚内寸上2段：56.6×7.2cm
下段：56.6×6.8cm
下棚：56.6×28.3×H25cm
※本体：フラッシュ加工
　　　　プリント紙化粧板貼り

マガジンスタンド PAN-11
06（50232）
約60×40×H126cm 
棚内寸上4段：56.6×45cm
下棚：56.6×30×H33cm
※本体：フラッシュ加工
　　　　プリント紙化粧板貼り

オープントラッシュ ウッド調
09（50240）
約25×25×H70cm
中箱サイズ：約17×17×H57cm
※本体：ランバーコア/メラミン化粧板
  トップパーツ：ステンレス（ヘアライン仕上）
  中缶：トタン

ロータリースタンド ウッド調
10（50241）
約25×25×H70cm
中箱サイズ：約17×17×H57cm
※本体：ランバーコア/メラミン化粧板
  トップパーツ：ステンレス（ヘアライン仕上）
  中缶：トタン

スモーキングスタンドウッド調
11（50242）
約25×25×H70cm
灰受皿サイズ：約18.2×18.2×H12cm
※本体：ランバーコア/メラミン化粧板
  トップパーツ：ステンレス（ヘアライン仕上）
　灰受皿：ステンレス（アクリル塗装）

マガジンスタンド PAN-12
07（50233）
約90×40×H126cm
棚内寸上4段：86.6×45cm
下棚：86.6×30×H33cm
※本体：フラッシュ加工
　　　　プリント紙化粧板貼り

ブランチポールスタンド
03（51236）ナチュラル
04（51237）ブラウン
05（51238）ホワイトウォッシュ
約30×30×H160cm
※材質：天然木/塗装仕上げ　※支柱φ4.5cm

02（50238）アルミ
約47×41×H41cm
※フレーム：アルミ（φ1.9cm）アルマイト仕上
　ベルト：ナイロン（ブラック）　

バゲージラック
01（50239）ラバーウッド
約47×41×H45.5cm
※フレーム：ラバーウッド
　ベルト：ナイロン（ブラック）　

消火器隠し
12（51487）
約25×25×H60cm
※内寸約21×21×H60cm

組立 組立 組立
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カウンターL型スタンド
01（50863）<受付>シルバー　　　02（50864）<受付>ゴールド
03（50859）<御会計>シルバー　　04（50860）<御会計>ゴールド
05（50861）<御案内>シルバー　　06（50862）<御案内>ゴールド
07（50865）<フロント>シルバー　08（50866）<フロント>ゴールド
約18.8×3×H5.3cm

アルミA型　インフォメーションスタンド　

11（50869）<御案内>シルバー　　12（50870）<御案内>ゴールド
13（50871）<受付>シルバー　　　14（50872）<受付>ゴールド

09（50867）<御会計>シルバー　　10（50868）<御会計>ゴールド

15（50873）<フロント>シルバー　16（50874）<フロント>ゴールド
約18×6×H4.8cm

木製フロントインフォメーション（片面）ウォルナット　

18（50877）<フロント>　
19（50879）<御会計>　

17（50875）<受付>　　　

約16×3×H5.5cm　材質：ウォルナット　レーザー彫刻文字

木製ペンスタンド（2本立）

26（50886）ナラ
25（50885）ウォルナット

木部約15.5×7×H1.2cm

木製ペンスタンド（1本立）

24（50888）ナラ
23（50887）ウォルナット

木部約7×7×H1.2cm

木製ペンスタンド　ダークブラウン

28（50890）1本立　木部約7×7×H1.2cm
27（50889）2本立　木部約14×7×H1.2cm

木製フロントインフォメーション（片面）ナラ

21（50882）<フロント>　
22（50884）<御会計>　

20（50880）<受付>　　　

約16×3×H5.5cm　材質：ナラ　レーザー彫刻文字

フロント備品
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メモトレイ　ダークブラウン　
11（50920）  
約16×17.4×H1.2cm
内寸約11.9×15.4×H0.9cm
※木製
※紙・ペンはついておりません。

革メモボックス＆ペン立　ブラック
08（50891）  
約16×18cm
内寸約10.5×15.5cm
※紙・ペンはついておりません。

革メモボックス
09（50892）ブラック 10（50893） ブラウン
約12×17×H2.6cm
※最大紙サイズ10.3×15.3cm
※紙はついておりません。

本革メモホルダー　二つ折りタイプ
12（50894）ブラック
13（50895）ブラウン
約12.5×16.5cm
※紙・ペンはついておりません。
※ペン差し部はペンの太さによってはゆるい場合もあります。

本革メモホルダー　1枚タイプ
14（50896）ブラック
15（50897）ブラウン
約12.5×16.5cm
※紙・ペンはついておりません。
※ペン差し部はペンの太さによってはゆるい場合もあります。

レター＆メモスタンド3列
06（50857）シルバーグレイ
07（50858）ブラック 
約19×9×H14.7cm　内幅：約2.2/2.4/2.2cm

老眼鏡入
01（51488）約22×22×H7cｍ
※材質：アッシュ材/着色仕上げ　　内部：ハイミロン張

メガネスタンド
02（50853）半円/ブラック 　約9.7×5.3×H11.3cm　　　　　　　　
03（50854）三角/キャメル 　約11.7×6.7×H11.3cm
04（50855）丸/ブラウン 　　約φ7×H9cm
05（50856）丸/ブラック 　　約φ7×H9cm
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830 680

38
060
0 75
0

1530 680

38
060
0 75
0

1880 680

38
060
0 75
0

ソファ ブラック 1人掛け NSF

約91×81.5×H71（SH40）cm
※本体：合成皮革

01（50220） 　　
ソファ ブラック 3人掛け  NSF

約191×81.5×H71（SH40）cm
※本体：合成皮革

02（50221） 　　

応接ソファ   1人掛

約83×68×H75（SH38）cm
※本体：木枠　合成皮革張り（PUレザー）　
　脚：スチール（φ3.8cm）クロームメッキ

03（50222） 　ブラック
04（50223） 　ブラウン
05（50224） 　アイボリー

組立 応接ソファ   2人掛

約153×68×H75 (SH38）cm
※本体：木枠　合成皮革張り（PUレザー）
　脚：スチール（φ3.8cm）クロームメッキ

06（50225） 　ブラック
07（50226） 　ブラウン
08（50227） 　アイボリー

組立 応接ソファ   3人掛

約188×68×H75 （SH38）cm
※本体：木枠　合成皮革張り（PUレザー）
　脚：スチール（φ3.8cm）クロームメッキ

09（50228） 　ブラック
10（50229） 　ブラウン
11（50230） 　アイボリー

組立

ブラック ブラウン アイボリー
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＜設置例＞

センターテーブル   KVT-1260

約120×60×H42cm
※天板：フラッシュ加工（t2.66cm）突板貼り
　側板：MDF（t1.8cm）突板貼り　
　脚：天然木（ラバーウッド）

06（50243） 　ナチュラル    
07（50244） 　ウォールナット

組立

Ｄ128-INDM　センターソファ

約67×89×Ｈ75 （ＳＨ49）cm
※材質：籐/クッション付

01（51667） 　　
Ｄ128-CNDM　コーナーソファ

約89×89×Ｈ75 （ＳＨ49）cm
※材質：籐/クッション付

02（51668） 　　

Ｃ429ND スツール

約φ42×Ｈ40cm
※材質：籐

05（51669） 　　
Ｔ281ND テーブル

約φ42×Ｈ54cm
※材質：籐・ガラス

03（51670） 　　
Ｔ280ND テーブル 

約φ70×Ｈ30cm
※材質：籐・ガラス

04（51671） 　　
＊　　　　　01~05 運賃別途お問合せください。運賃
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ナチュラル ブラウン
SFL-003 イージーシーター 2Ｐ

約137×74×Ｈ67 （ＳＨ38）cm
※本体：ラタン/ロイドルーム材
　座：ファブリック（ブラック）　※クッション2個付

03（51713） 　　

SFL-003 イージーシーター 1Ｐ

約70×72×Ｈ67 （ＳＨ38）cm
※本体：ラタン/ロイドルーム材
　座：ファブリック（ブラック）

05（51714） 　　
SFL-003 イージーシーター 1.5Ｐ

約85×74×Ｈ67（SH38）cm
※本体：ラタン/ロイドルーム材
　座：ファブリック（ブラック）

06（51715） 　　
CB-006 ダイニングチェアー

約46×58×Ｈ79 （ＳＨ45）cm
※本体：木製/ロイドルーム材
※座：ファブリック（アイボリー）

04（51720） 　　

STK-003 サイドテーブル φ56

約φ56×Ｈ42cm
※本体：ラタン/ロイドルーム材

01（51716） 　ナチュラル    
02（51717） 　ブラウン

TK-010 サイドテーブル

約φ46×Ｈ50cm

07（51729） 　銅 　　　※本体：銅
08（51730） 　アルミ　 ※本体：アルミ

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃
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TK-006 サイドテーブル

約60×60×Ｈ40cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード
　ガラス天板付

03（51739） 　　

CB-006 アームチェア

約56×60×Ｈ80（ＳＨ42）cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード

07（51741） 　　

SFL-001 イージーシーター 1Ｐ

約71.5×66×Ｈ67 （ＳＨ31）cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード
　クッション1個付

02（51742） 　　

SFL-001 イージーシーター 2Ｐ

約136×66×Ｈ67 （ＳＨ31）cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード
　クッション2個付

01（51756） 　　

CK-006 イージーシーター

約65×78×Ｈ62 （ＳＨ30）cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード

06（51743） 　　
CK-006 オットマン

約65×40×Ｈ30cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード

05（51744） 　　

CK-008 ローテーブル

約60×60×Ｈ45.5cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード
　ガラス天板付

08（51745） 　　
TK-009 ローテーブル

約90×50×Ｈ45.5cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード
　ガラス天板付

09（51746） 　　

STK-006 スツール

約48×48×Ｈ24cm
※本体：アルミフレーム/2ｍｍＰＥコード

04（51740） 　　

ＣＫ-011 アームチェア

約54×57×Ｈ80 （ＳＨ39）cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード

12（51751） 　ワームグレー
13（51752） 　ダークブラウン

ダイニングテーブル

約72×72×Ｈ70cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード

14（51754） 　ワームグレー
15（51755） 　ダークブラウン

ＣＫ-011 サイドチェア

約46×57×Ｈ80（ＳＨ39）cm
※本体：アルミフレーム/6ｍｍＰＥコード

10（51748） 　ワームグレー
11（51749） 　ダークブラウン

積重

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

屋外仕様 この頁の商品は
屋外対応商品です。
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野立傘〈国産品〉

約φ140×Ｈ195cm
01（56203） 25号

約φ169×Ｈ229cm
02（56204） 30号

スチール傘立 傾斜型 大

約50×50×Ｈ60cm
※30・35号用

10（56243）
スチール傘立 大

約φ45×Ｈ45cm
※30・35号用

11（56209）

厚地緋毛せん

※指定サイズ承ります。（別途見積）最大幅180cmです。
※桧　床机（古代色）中（51444）別売

05（56207）約184×94×ｔ0.2cm

木製傘立 黒塗

約48×48×H60cm
※野立傘20号の使用には適しません。

12（56230）

約φ203×Ｈ250cm
03（56205） 35号　 　   

木製傘立　古代色

約48×48×Ｈ60cm

※傘別売　写真使用の傘は30号です。野立傘
　20号の使用には適しません。20号の傘立は、
　専用スチール傘立をご利用下さい。

04（56206）

黒塗り傘立

約60×60×Ｈ60cm
※傘別売　適合傘は25号以上です。野立傘
　20号の使用には適しません。20号の傘立は、
　専用スチール傘立をご利用下さい。

09（57215） 　 　   

黒塗り縁台

約120×40×Ｈ41cm
※赤マット別売

07（57214）    
組立

縁台用マット

約115×34.7×ｔ0.5cm
08（57216） 　 　   

敷き毛せん（ラバー付） 赤
06（56247） 　　　　 
約Ｗ90×t 0.3cm
※ご希望の長さにカットします。（最大30m)

畳でも滑りにくい
裏面にラバーをつけた
毛せんです。

和の空間を
ゆったりとした時間と
ともに演出します。

野立傘
のだて

01~03
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待合椅子（大）

約128×45×Ｈ40cm
01（57206）    

待合椅子（中）

約90×45×Ｈ40cm
02（57207）

ひのき　ウッドベンチ（古代色）
16（51427）Ｗ90　  約90×40×Ｈ40cm
17（51428）Ｗ120　約120×40×Ｈ40cm
18（51429）Ｗ150　約150×40×Ｈ40cm

組立ひのき　ウッドベンチ（無塗装）
13（51423）Ｗ90　  約90×40×Ｈ40cm
14（51424）Ｗ120　約120×40×Ｈ40cm
15（51425）Ｗ150　約150×40×Ｈ40cm

組立

桧　畳縁台（古代色）
05（51433）Ｗ90　  約90×35×Ｈ40cm
06（51434）Ｗ120　約120×35×Ｈ40cm
※畳：厚み2cm　表地：ベトナムイ草

組立桧　畳縁台（無塗装）
03（51431）Ｗ90　  約90×35×Ｈ40cm
04（51432）Ｗ120　約120×35×Ｈ40cm
※畳：厚み2cm　表地：ベトナムイ草

組立

桧　縁台　Ｗ120（古代色）
08（51442）　　　  約120×40×Ｈ40cm

組立桧　縁台　Ｗ120（無塗装）
07（51441）　　　  約120×40×Ｈ40cm

組立

桧　濡縁　（古代色）
11（51449）Ｗ150  　約150×45×H41cm
12（51450）Ｗ180  　約180×45×H41cm

組立桧　濡縁　（無塗装）
09（51447）Ｗ150  　約150×45×H41cm
10（51448）Ｗ180  　約180×45×H41cm

組立

01

07 08

02

03/04

09/10 11/12

13/14/15 16/17/18

05/06

縁台 076



桧　床机（無塗装）
06（51443）中　約150×60×H40cm
07（51445）大　約180×90×H40cm

組立

桧　床机（古代色）
08（51444）中　約150×60×H40cm
09（51446）大　約180×90×H40cm

組立

坪庭基本ベースセット

約75×55×Ｈ60cm
※光悦Ｌ型垣根・ミニＬ型垣根・黒球石10kg・
庭園ベース・坪庭用たましだ2個

03（56410） 　　   　　　   

椹・手水桶

約φ25×Ｈ50（24.5）cm
01（12201）

椹・手柄杓

約φ9.5×Ｈ3.5×Ｌ51cm
※約180cc

02（12202）    

黒球石
04（56178）10kg入
　　05（56164）1kg（ネット入）
※1粒 約2～6cm
※包装形態は1kg単位の網入り
　です。

床机
きしょう

01
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路地あんどん　葵

約φ16×Ｈ44cm　38Ｗ白熱灯×1
09（53355） 小

約φ18×Ｈ49cm　38Ｗ白熱灯×1
10（53211） 中

約φ20×Ｈ55cm　38Ｗ白熱灯×1
11（53354） 大　

路地あんどん 錦 焼き仕上

約21×21×Ｈ50cm　38Ｗ白熱灯×1
12（53353）

路地あんどん 錦 白木

約14×14×Ｈ34cm　38Ｗ白熱灯×1
13（53371） 小

約21×21×Ｈ50cm　38Ｗ白熱灯×1
14（53210）

＊この頁の灯かりは屋内仕様です。

室内行灯　≫Ｐ40～にございます。

モダン格子行燈 三重菱 大

約14×14×H68cm

01（53120）ウォールナット
02（53121）チェリー

モダン格子行燈 籠目 大

約14×14×H68cm

03（53122）ウォールナット
04（53123）チェリー

モダン格子行燈 花文様 大

約14×14×H68cm

05（53124）ウォールナット
06（53125）チェリー

モダン格子行燈 波文様 大

約14×14×H68cm

07（53126）ウォールナット
08（53127）チェリー

※ＬＥＤ電球（5Ｗ）
※ACアダプター（ＵＳＢタイプ）付

01 04 05 08
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会場案内看板（ＡＫ-1）

本体約40×30×H121cm
アクリル面（約22×87cm）
スチール（約30×40×2cm）
キャスター（約φ4cm）
※「桜の間」は見本です。
ご注文時に文字をご指定下さい。

10（53251） 　 　  　     
案内看板（ＡＫ-4）

本体約25×25×H119.5cm
アクリル面（約19×86cm）

11（53254） 　 　  　     
木製案内看板（ナチュラル・1連）

本体約30×30×H100cm
板サイズ：約19×75cm

07（53110） 　 　  　     
木製案内看板（2連）

本体約50×30×H100cm
板サイズ：約19×75cm

08（53111）ナチュラル　 　  　     
09（43286）むかし色　  　     

電飾案内看板 橘

約35×35×Ｈ91.5cm
01（53142）ナチュラル      02（53143）ブラウン  　     

電飾案内看板 弥生

約35×35×Ｈ91.5cm
03（53144）ナチュラル      04（53145）ブラウン  　     

電飾案内看板 皐

約35×35×Ｈ91.5cm
05（53146）ナチュラル        06（53147）ブラウン  　     

会場案内看板（ＡＫ-3）

本体約25×25×H119.5cm
アクリル面（約19×86cm）
※「椿の間」は見本です。
ご注文時に文字をご指定下さい。

12（53253） 　 　  　     

LED
屋内LED

屋内LED屋内LED

電飾
案内看板

ＬＥＤタイプ
ＡＣアダプター・乾電池両用型

LED式なので安全で経済的です。
乾電池でも点燈しますので
コンセントの無い場所でも
お使い頂けます。

■白色LED  明るさ/1080ルーメン
■消費電力 10W
■電源/AC100V又は乾電池（単1×4本）
■ 乾電池による連続点燈時間 約10時間

名入れ承ります。
※別途見積

01
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電飾案内看板 ニュー嵯峨

本体約30×30×H90cm
アクリル面（約24×51cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン

02（53225） 　 　  　           　　 
電飾案内看板 ニュー桂

本体約30×30×H90cm
アクリル面（約24×51cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン

01（53224） 　 　  　           　　 
電飾案内看板 立山

本体約30×30×H90cm
アクリル面（約23.5×72cm）
スライド面（約21.5×56cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン

04（53206） 　 　  　         
05（53226） スライド式     

電飾案内看板 乗鞍

本体約30×30×H90cm
アクリル面（約23.5×72cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン

06（53207） 　 　  　     
電飾案内看板 北上 スライド式

本体約30×30×H90cm
アクリル面（約23.5×72cm）
スライド面（約21.5×56cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン

03（53205） 　 　  　           　　 

電飾案内看板 伏見 スライド式
（カッティング文字付）

本体約35×35×H120cm スライド面（約23×69cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン
※「桐の間」は見本です。
　ご注文時に文字をご指定ください。

08（53220） 　 　  　             
屋内

電飾案内看板 鳥羽 スライド式
（カッティング文字付）

本体約33×33×H120cm スライド面（約24.5×56.5cm）
※白色LED　明るさ/1080ルーメン
※「椿の間」は見本です。
　ご注文時に文字をご指定ください。

07（53227） 　 　  　           

屋内

屋内

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

歓迎プレート（1枚）文字付

本体約15×90×ｔ2.2cm
10（53229） 　 　  　     

入口歓迎看板（プレート7枚付）文字付

本体約134×60×H180cm
札寸法約15×92×ｔ1.5cm〈材質Ｍ.D.F〉

09（53228）

運賃

招きかんばん飛騨

約57×57×H137cm
アクリル面サイズ（約17.6×35cm）
60Ｗ白熱灯×1/アジャスター付
※名入代別途

12（51103）

屋内 組立

招きかんばん木曽

約54×64×H143cm
アクリル面サイズ（約33×48cm）（約17×48cm）
60Ｗ白熱灯×1/アジャスター付
※名入代別途

11（51102）

屋内 組立

※写真文字は参考です。

LED

LED LED

屋内LED 屋内LED 屋内LED 屋内LED

01 02 03 04/05 06

07 08 09 10
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500
250

300

900

370
500

700

400

300

1430

上部
700

1000

1700
300

370

330

上部

段差調節
金具

3D丸型パイプ

本体
固定金具

内部ケース（FRP)

内部ケース（FRP)

ケース
ペット5ｍｍ樹脂 ケース

ペット5ｍｍ樹脂

蝶ネジ

蝶ネジ

40丸型パイプ

50丸型パイプ

ベースプレート

樹脂

ネオン（ガラス）
ネオン（ガラス）

700

370

330 内部ケース（FRP)

ケース
ペット5ｍｍ樹脂

ネオン（ガラス）

アンカー等で
固定

大型かがり火照明（3本足）

本体：約φ50×Ｈ70cm
足：約φ90×Ｈ143cm

01（51420）　　    
小型かがり火照明（1本足）

約50×50×Ｈ170cm
02（51421）　　    

小型かがり火照明 <壁掛け用>

本体：約φ25×Ｈ70cm
03（51422）　　    

オリジナル看板

かがり火
照明

木のあたたかみ溢れる手彫り看板をはじめ、
行灯や提灯など、様々なタイプの特注看板を
制作いたします。
お気軽にお問合せください。

■ 木地 / 欅、栓、楢など材質をご指定ください。
■ 塗装 / ウレタン塗装、漆など
■ 名入れ / 指定文字、指定ロゴ、マークもＯＫ

01
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エコノミーサービスワゴン　ナチュラル
01（45350）
約80×45×Ｈ74cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10cm）
天板：メラミン化粧板　約79×45cm

運賃 エコノミーサービスワゴン　ブラウン　
02（45328）
約80×45×Ｈ74cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10cm）
天板：メラミン化粧板　約79×45cm

運賃

エコノミーサービスワゴン ナチュラル 手付
04（45351）
約88×45×Ｈ74cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10cm）
天板：メラミン化粧板　約79×45cm

運賃

サイドサービスワゴン （手付）
07（45320）
約90×45×Ｈ74cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10cm）
天板：メラミン化粧板　約80×45cm

運賃 コンパクトサービスワゴン （4段）
09（45352）
約53.5（43.5）×34.8×Ｈ99.5cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ7.5cm）
天板：メラミン化粧板
最上段約42×30cm　下３段約43.5×30cm

運賃

エコノミーサービスワゴン ブラウン 手付　
05（45339）
約88×45×Ｈ74cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10ｃｍ）
天板：メラミン化粧板　約79×45cm

運賃

5段テーブルワゴン （手付）
08（45325）
約98×50×Ｈ110cm　天然木/ウレタン仕上
キャスター付（φ10cm）
天板：メラミン化粧板　約88×50cm

運賃

白木ワゴンＡ
06（45280）
約85×50×H75cm　 天然木/ウレタン仕上
※天板：メラミン化粧板　天板サイズ約72.6×42.6cm

運賃

白木ワゴンB
03（45281）
約80×45×H80cm　 天然木/ウレタン仕上
※天板：メラミン化粧板

運賃

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

静音
キャスターで
運搬時も
静かです。
※この頁の商品

サービスワゴン
木製を中心にした、高級感・ぬくもりあふれる
ワゴンを取り揃えました。
機能性にもごだわった商品です。
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運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

サービスワゴンPro 4段
持手無し
01（45299）ホワイト　　

約88×45×H87cm（1段の高さ20cm）
※化粧合板仕上 
※静音 キャスター（φ10cm）付

02（45300）ナチュラル　
03（45301）ブラウン 　

運賃
サービスワゴンPro 4段
04（45290）ホワイト 　

約95（88）×45×H87cm
（1段の高さ20cm）
※化粧合板仕上 
※静音 キャスター（φ10cm）付

05（45291）ナチュラル　
06（45292）ブラウン 　

運賃

サービスワゴンPro 5段
07（45293）ホワイト  　

約94.5（88）×45×H110cm（1段の高さ20cm）
※化粧合板仕上 
※静音 キャスター（φ10cm）付

08（45294）ナチュラル　
09（45295）ブラウン  　

運賃 サービスワゴンPro 6段
10（45296）ホワイト　

約94.5（88）×45×H110cm
（1段の高さ15cm）
※化粧合板仕上 
※静音 キャスター（φ10cm）付

11（45297）ナチュラル 　
12（45298）ブラウン  　

運賃

オリジナルワゴン

ご希望のサイズ・色などで作成いたします。

お気軽にご相談ください。

■ 畳用のキャスター等も選べます。
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麻布の自然な風合いを生かした、風情豊かな衝立です。

麻布は取り外し可能。

別注にて他の柄での製作も承ります。（要問合せ）
麻染め衝立

衣桁衝立（唐辛子）
01（56590）
約128×24×Ｈ120cm

衣桁衝立（ふわり）
02（56591）
約128×24×Ｈ120cm

2枚衝立（梅ちらし）
03（56592）
約54×Ｈ150cm×2枚

2枚衝立（藍伊乎乃）
04（56593）
約54×Ｈ150cm×2枚

2枚衝立（SEN）
05（56594）
約54×Ｈ150cm×2枚

運賃運賃

運賃 運賃

運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

01 02
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ツガ障子衝立

約120×28×Ｈ91cm

06（51556）  茶
07（51557）  白木

ツガ衝立

約120×28×Ｈ91cm

01（51558）  黒
02（51559）  茶
03（51560）  白木

和風衝立（桐）
04（51234）  W900　  約90×29.5×H101cm
05（51235）  W1200　約120×29.5×H101cm

組立

木製パーテーション 白木
08（52132）  120　約120×30×H135cm
09（52133）  150　約150×30×H135cm
10（52134）  180　約180×30×H135cm

木製パーテーション 茶
11（52135）  120　約120×30×H135cm
12（52136）  150　約150×30×H135cm
13（52137）  180　約180×30×H135cm

※ベーススチール脚 ※ベーススチール脚
＊　　　　　このマークの商品は運賃別途お問合せください。運賃

運賃運賃

衝立 別注衝立

オリジナルでおつくりします。

お気軽にご相談ください。

08/09/10 11/12/13
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2枚折屏風　栓

約110×Ｈ120cm
03（51561）  

古代屏風　山野草沈金（小）

約44×3.5×Ｈ106cm　4枚
04（51567）  

古代屏風　障子入

約44×3.5×Ｈ136cm　4枚
02（51568）  

古代屏風　唐子沈金（大）　

約44×3.5×Ｈ136cm　4枚
01（51566）  

木製格子衝立
05（52141）  ３曲　１曲約46×H150cm
06（52142）  ４曲　１曲約46×H150cm

木製格子衝立 片面障子貼り
07（52143）  ３曲　１曲約46×H135cm
08（52144）  ４曲　１曲約46×H135cm
※ワーロン紙貼り

裏面 裏面

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

屏風

01 02
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＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

秋田杉 格子スクリーン 三曲

１曲約30×H121cm
03（51760）   

枕屏風　白木　鳥乃子無地

１曲約87×H55cm×２曲
01（51768）   

枕屏風　白木　竹簾

１曲約87×H55cm×２曲
02（51767）   

障子スクリーン　四曲
06（51764）Ｈ1350
１曲幅約46×Ｈ135cm

07（51765）Ｈ1500
１曲幅約46×Ｈ150cm

08（51766）Ｈ1800
１曲幅約46×Ｈ180cm

秋田杉 格子スクリーン 四曲

1曲約30×H135cm
04（51761）   

秋田杉 格子スクリーン 六曲

1曲約30×H135cm
05（51762）   

秋田杉の無垢材で組み上げたモダンなデザインは、和・洋室どちらにも合わせられます。
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和風衝立（ＪＰ-Ｓ） 4連 H1200

約45×2×H120cm　4枚
折り畳み時：約45×H120×ｔ8.5cm
※フレーム：天然木（パイン）/幕部：不織布、MDF　紙貼り
　丁番：スチール（ゴールドメッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

02（50366）  ブラック　　　　　　03（50367）  ナチュラル

和風衝立　3連　

約45×2×H150cm　3枚
折り畳み時：約45×H150×ｔ6.5cm
※フレーム：天然木（パイン）/幕部：不織布
　丁番：スチール（ゴールドメッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

06（58638）  こだま　　　　　　　　07（58639）  ひかり
和風衝立　4連

約45×2×H150cm　4枚
折り畳み時：約45×H150×ｔ8.5cm
※フレーム：天然木（パイン）/幕部：不織布
　丁番：スチール（ゴールドメッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

08（50370）  こだま　　　　　　　　09（50371）  ひかり

和風衝立（ＪＰ-Ｓ） 4連 H1500

約45×2×H150cm　4枚
折り畳み時：約45×H150×ｔ8.5cm
※フレーム：天然木（パイン）/ 幕部：不織布、MDF　紙貼り
　丁番：スチール（ゴールドメッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

04（50368）  ブラック　　　　　　　　05（50369）  ナチュラル

＊　　　　　このマークの商品は運賃別途お問合せください。運賃

杉白障子スクリーン 組子

１曲約46×H121cm
01（51763）   

運賃

衝立
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※幕部はブラインド
のように開閉可能

ブラインド衝立　3連

約45×2.5×H172cm　3枚
折り畳み時ｔ7.5cm
※幕部はブラインドのように開閉可能
※丁番は片側に180°開閉可能

07（51230）  ブラウン　　　　　08（51231）  ナチュラル
ブラインド衝立　4連

約45×2.5×H172cm　4枚
折り畳み時ｔ10cm
※幕部はブラインドのように開閉可能
※丁番は片側に180°開閉可能

09（51232）  ブラウン　　　　　　10（51233）  ナチュラル

アジアンパーテーション ブラウン

約44.5×2×H150cm　4枚
折り畳み時：約44.5×H150×ｔ8.5cm
※フレーム・幕部：天然木（杉）
※丁番：スチール（メッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

01（50364）   
アジアンパーテーション ナチュラル

約44.5×2×H150cm　4枚
折り畳み時：約44.5×H150×ｔ8.5cm
※フレーム・幕部：天然木（杉）
※丁番：スチール（メッキ）
※丁番は両方向に360°回転可能です。

02（50365）   

ブラインド衝立 1連

約120×40×H119cm
幕部サイズ：約113×Ｈ106.5cm
※フレーム・脚・幕部：天然木（桐）
※幕部はブラインドのように開閉可能

03（50361）  ブラウン　　　　　04（50360）  ナチュラル
組立

ブラインド衝立 2連

約85×37×H155cm　1枚・約90×37×H155cm　1枚
折り畳み時：約90.5×H155×t39.5cm 
幕部サイズ：約78×H134cm/約83×H134cm
※フレーム・脚・幕部：天然木（桐）
※幕部はブラインドのように開閉可能
※丁番は片側に180°開閉可能です。
※キャスター：ストッパー付3個・ストッパーなし2個

05（50363）  ブラウン
06（50362）  ナチュラル

組立

01 02

03

07 08 09 10

04
05
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ご注文の流れ

オーダー方法

その他加工

生地

サイズと主な用途

オリジナルのれん
スペースに合わせたオリジナルのれんを
1 枚より承ります。
お気軽にお見積り・ご相談お申し付けください。

袋

２連

ちち

３連

Ｈ Ｈ

Ｗ Ｗ

サイズ・形状
間口・壁面に合わせてサイズをご指定ください。
①タイプ（袋・ちち）
②寸法（Ｗ×Ｈ）
③ 連数
　※のれん棒をお持ちの場合、袋又はちちサイズを決めるため、
　　棒の太さ（径）をご連絡ください。

④右記のような生地をご用意しております。
　イメージにあうものをお選びください。

生地

⑤お店のロゴマークをできるだけ完全な状態でご提示ください。
　それに基づき型を製作いたします。名入れの位置・サイズを
　ご指定ください。
⑥カラーは、ＤＩＣ等でのご指定も承っております。

※色目は染色により多少のバラツキがあります

名入位置・カラー

防炎加工も承ります。
※防炎加工は洗濯により効果が落ちてしまいます。
　同様に雨に濡れても効果が薄れますのでご注意下さい。

●カウンター等 ●建物や部屋の入口等（屋内）
　（通り抜けが頻繁にあり、目隠しの
　必要はない場所）

●建物や部屋の入口等、厨房～客席等
　（目隠しと通り抜け、両方の機能が
　　必要な場所）

●建物や部屋の入口等、店内～バックヤード等
　（主に目隠しが目的の場所）

防炎加工

ご注文後
約10日～14日

※お急ぎの場合は、ご相談ください。
　印刷等でご対応できる場合があります。　納　期

オーダーフォームを
ご用意しています。

ご相談 お見積 ご注文 お届け

ご要望ください。

天竺綿
綿１００％ 平織り
基本的な布地

シャンタン
綿１００％ 横方向に
縞模様・薄手

ブッチャー
綿１００％ 格子状の
織り模様・厚手

生成カツラギ
綿１００％ 綾織
（斜めに交わった
織り模様）・厚手

麻
麻１００％ 縦糸、
横糸を乱雑に
織った独特の風合

プラス１週間納期

のれん（注文方法）091



No.1 紺 No.2 えんじ

No.3 ぶどう No.4 利休ねず

No.5 あかね

No.1 濃紅 No.2 菜種

No.3 利休 No.4 松煙

No.6 柿渋

No.7 藍

No.5 青藤

No.1 生成 No.2 鶯色 No.3 花田色 No.4 煤竹

No.5 薄柿 No.6 紅藤 No.7 桑茶 No.8 珊瑚

麻のれん

03（56120）短（2連）　約88×120cm
04（56121）短（3連）　約132×120cm

01（56107）長（2連）　約88×150cm
02（56108）長（3連）　約132×150cm

粋・無地のれん　※生地：綿（ブッチャー）
06（56809）長（2連）　約90×150cm
07（56813）短（2連）　約90×90cm

生成のれん　※生地：綿（ブッチャー）
05（56814）約90×150cm

※染色のため、
色目に多少のバラつきがあります。
ご容赦ください。

〈カラーバリエーション〉
下記カラーよりNo.をご指定ください。

〈カラーバリエーション〉
下記カラーよりNo.をご指定ください。

●サイズとカラーNO.をご指定下さい。
●名入は、別途見積になります。
●特注サイズもお問合せ下さい。

※染色のため、色目に多少のバラツキが
　あります。ご容赦ください。

綿織のれん 染め　※生地：綿90％、麻10％未満
10（56933）長（2連）　約90×150cm
11（56932）短（2連）　約90×90cm

綿織のれん 生成　※生地：綿90％、麻10％未満
08（56931）長（2連） 　約90×150cm
09（56930）短（2連） 　約90×90cm

〈カラーバリエーション〉
下記カラーよりNo.をご指定ください。

※染色のため、色目に多少のバラツキが
　あります。ご容赦ください。

個性的なのれんも
　おつくりできます。

綿のれん
生成

麻のれん
色染

綿のれん
色染

綿織のれん

生成

綿織のれん

色染

のれん 092



のれん掛 ひっかけ型

約7×7×H2cm
※2ケ1組（ビス付）

07（59001） クリアー 
08（59090） 古代色

柿渋染のれん 茶

約90×150cm
※生地：綿（変わり織り）100％

01（56960） 染分け-鉄媒染
02（56961） ししとう
03（56962） 蔦 

藍染のれん　藍

約90×150cm
※生地：綿（変わり織り）100％

04（56963） 京縞
05（56964） そばちょこ
06（56965） 富士山

のれん棒 通し型

約7×7×H2cm
※2ケ1組（ビス付）

09（59002） クリアー
10（59091） 古代色

のれん棒 晒竹

約φ1.8cm/L240cm迄
11（59092） φ1.8cm    

約φ2.2～2.8cm/L240cm迄
※ご希望の長さにカットいたします。
※のれん棒は節などによりバラつきがあります。

12（59093） φ2.2cm～2.8cm  

のれん棒 黒竹

約φ1.8cm/L240cm迄
13（59094） φ1.8cm 

約φ2.2～2.8cm/L240cm迄
※ご希望の長さにカットいたします。
※のれん棒は節などによりバラつきがあります。

14（59095） φ2.2cm～2.8cm

のれん掛＆棒

のれん

08 09

11/12

01 02 03

04 05 06

13/14
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和紙紋染めのれん（黒）
01（56966） 
約88×150cm
※生地：麻100％

古典のれん（満月）
05（56968） 
約88×150cm
※生地：麻60％・綿40％

古典のれん（丸に波）
06（56969） 
約88×150cm
※生地：麻60％・綿40％

金彩のれん
03（56970） 
約88×150cm
※生地：麻100％

銀彩のれん　
04（56971） 
約88×150cm
※生地：麻100％

和紙紋染めのれん（白）
02（56967） 
約88×150cm
※生地：麻100％

のれん 094



ロールスクリーンタイプ用パーツカラー フォールディングタイプ用パーツカラー

ナチュラル ダークブラウンライトブラウン

●カラーバリエーション（すだれ）

経木すだれは、
防炎認定品です。

1cm 2.4cm

5.2cm

取付ブラケット

 ■操作チェーンの安全性について
コードクリート
操作チェーンを危険のないよう、巻き付ける
ための部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない
位置で巻き付けられるので安全にご使用
いただけます。

1cm

8cm

ホワイト×ホワイト ホワイト/ゴールド/ダークブラック×ブロンズ ブラック×ブラック

ホワイト/ブロンズ/ブラック

ホワイト

木目 ホワイト/ゴールド/ダーク ホワイト/ゴールド/ダークホワイト/ブロンズ/ブラック

正面付金具

ウエイトバー 操作コード操作チェーン コードクリートコードクリート

ブラケット×操作チェーン

お問い合せ方法（本体サイズと共にご連絡お願いします）
●ロールタイプ・フォールディングタイプの決定 ●天井付か正面付の決定
●本体、パーツの色指定 ●チェーンの左右の決定

 ■窓枠内に取り付ける場合（天井付け）
幅、高さともに窓枠の
内側寸法から10mm程引いて下さい。

採寸方法

 ■窓枠を覆う場合（正面付け）
幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を
製品サイズとしてご指定下さい。

■ロールスクリーンタイプ
  （手動式）

■フォールディングタイプ
  （折り畳み式）

別注すだれ承ります。 お気軽にご相談ください。

経木すだれ
ロールスクリーンタイプ
01　約Ｗ30~300×H30~300cm

経木すだれ
フォールディングタイプ
02　約Ｗ30~300×H30~240cm

人と環境にやさしい製品

ご希望のタイプ、サイズ、カラーをご指定の上、

お気軽にお見積をお申し出ください。

経木すだれ
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生　地

上下桟

※番号をご指定ください。

ご注文方法
1. 商品名をご指定ください。
2. 生地番号をご指定下さい。
3. 防炎品・非防炎品をご指定ください。　※防炎品はＦＰを追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（504・505・507のみ防炎可）
4. 製作寸法をご指定ください。　　　　　※幅（Ｗ）×高さ（Ｈ）cm
5. 取付方法をご指定ください。　　　　　※天井付または正面付。
　　　　　　　　※標準金具付。正面付はオプション金具が必要になります。
6. 台数をご指定ください。

日除けすだれ　ゆうり　巻き上げ式（ＹＲＵ）
01　最大幅180cm（※501のみ最大幅110cm）
※サイズ・仕上げのご指定によりお見積りいたします

日除けすだれ　蒲芯（かましん）
02（51490） 大　約96×Ｈ160cm
03（51491） 中　約96×Ｈ115cm
04（51492） 小　約96×Ｈ82cm

日除けすだれ　飛騨（ひだ）　
11（51499） 特大　約90×Ｈ180cm
12（51500） 大　　約90×Ｈ155cm
13（51501） 中　　約90×Ｈ115cm
※炭化加工の為臭いがあります。

日除けすだれ　屋久（やく）
08（51496） 特大　約90×Ｈ180cm
09（51497） 大　　約90×Ｈ152cm
10（51498） 中　　約90×Ｈ115cm
※炭化加工の為臭いがあります。

日除けすだれ　千曲（ちくま）
05（51493） 特大　約90×Ｈ180cm
06（51494） 大　　約90×Ｈ155cm
07（51495） 中　　約90×Ｈ115cm

日除けすだれ（規格品）

日除けすだれ ゆうり 巻き上げ式（ＹＲＵ）　505　　ＦＰ　
生地番号商品名 防炎品

製作寸法 取付方法 台数
W180×Ｈ100cm　天井付　 ５台

記入例

501 
材質：蒲芯100％
糸：ポリエステル100％/ブラック
桟木：割竹Ａ
※最大巾110cm

507 
材質：太竹身炭化
糸：綿100％/ブラウン
桟木：天然木Ｃ
※最大幅180cm

508 
材質：すず竹
糸：ポリエステル100％/ブラウン
桟木：割竹Ａ
※最大幅180cm

509 
材質：すず竹
糸：ナイロン100％/ダークブラウン
桟木：割竹Ａ
※最大幅180cm

504
材質：竹皮φ0.2cm
糸：ポリエステル100％/ダークブラウン
桟木：天然木Ｂ
※最大幅180cm

505
材質：竹皮炭化φ0.2cm
糸：ポリエステル100％/ダークブラウン
桟木：天然木Ｂ
※最大幅180cm

割竹Ａ 天然木Ｂ 天然木Ｃ

※選んだ生地により下記桟のいずれかになります。

防炎
選択可

防炎
選択可

防炎
選択可

納期　約1週間　防炎品は+2日

日除けすだれ
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折り畳み座イス

約44×53.5×H46cm
折り畳み時/約44×55×H10.5cm
※張地：布

06（58632）ブラック
07（58633）ブラウン

ZK-002 座椅子

約43.5×60×Ｈ42（SH3）cm
※本体：スチールフレーム/ロイドルーム材

11（51736）ナチュラル
12（51737）ブラウン

座椅子

約40×50.5×H39.5cm

03（51222）ブラウン
04（51223）ナチュラル
05（51224）ブラック

ＺＫ-001 座椅子

約46×62×Ｈ45（SH5）cm
※本体：スチールフレーム/ロイドルーム材
　座：ビニールレザー（ダークブラウン）

13（51735）

C103HR 座椅子

約48×53×Ｈ42cm
※材質：籐 

10（50267）
Ｃ09HR 座椅子

約48×56×Ｈ49（ＳＨ6）cm
材質：籐・合板

09（50268）

※オプションで滑り止め付を
　お付けできます。

座卓（折脚）長角　ブラウン

折り畳み時H10cm
※天板：ハニカム構造（ｔ4cm）突板貼り
　脚：天然木　

01（51226）中　約120×75×H34.5cm
02（51225）小　約90×60×H34.5cm

＊　　　　　このマークの商品は運賃別途お問合せください。運賃

運賃

ZK-003 座椅子

約60×62×59 （SH16）cm
※本体：ラタンフレーム/ロイドルーム材
　座：ファブリック（ブラック）

08（51738）
運賃

運賃

収納に便利な
折り畳み脚タイプ

01

02

03
04

05

06 07

08 09 10

11

12

13
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※組立時に座面、棚板の高さ
調節が可能です。（3cmピッチ）　

べビーチェア ミルク

約52×50.5×Ｈ74（SH50）cm
材質：天然木（ラバーウッド）
※スタッキング可能（2脚まで）　
※対象年齢：６ケ月～５歳ごろまで　

05（51001）ナチュラル
06（51002）ブラウン
07（51003）ダークブラウン

肘付スツール W-5H

約53×35×H51（SH35～41）cm
棚板サイズ：約46×27cm
※張地：合成皮革/フレーム：天然木（ラバーウッド）　

01（51006）ナチュラル 
02（51007）ダークブラウン

組立

籐正座椅子

約φ22×Ｈ12cm
04（50253）ブラウン

木製スツール　

約46×44×H44 （SH42.5）cm
※フレーム：成型合板　塗装（ブラウン）
※スタッキング可能（4脚まで）
※畳の上でも使用できる畳ずり仕様

03（51008）　ベージュ　W-406P
※張地：合成皮革（ベージュ）

組立 積重

組立
積重

01 02

03

04

05 06
07
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高座椅子
01（51990）　レザーブラウン
02（51991）　レザーチェック
約47×50×H78.5（35）cm

積重 高座椅子
03（51992）　布　角金
04（51993）　布　弥生
05（51994）　布　紅梅
約47×50×H78.5（35）cm

積重

高座椅子（座高）
06（51995）　レザーブラウン
07（51996）　布　若葉
08（51997）　布　紅梅
約47×50×H78.5（43）cm

積重

収納に便利な
スタッキング仕様です。

収納に便利な
スタッキング仕様です。

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

高座椅子 喜楽35N

約46.5×54×H69 （35）cm
※貼地2076

09（52125）
高座椅子 喜楽35S

約46.5×54×H69 （35）cm
※貼地801083

10（52127）
高座椅子 喜楽27N

約46.5×53×H59.5 （25）cm
※貼地2076

11（52128）

座椅子用 収納板

約53×63×H20cm
※白木合板
※収納板のみ

12（52130）
座椅子用 台車

約60×90×H90cm
※スチール黒塗装
※台車のみ

13（52131）

座敷椅子 畳でも楽に座れる座敷椅子

収納に便利な積み重ね仕様

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

12
13
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畳椅子　呂丹
05（59564）　ベージュ布
06（59565）　グリーン布
約44×48×H71（35）cm

積重 畳椅子　古今
07（59562）　ベージュ布
08（59561）　グリーン布
約46×51×H79（35）cm

積重

畳椅子　大和
09（59566）　ベージュ布
約44.5×48×H71（35）cm

積重

テーブル
座卓兼用タイプ

簡単に変更できて
便利なツーウェイタイプ

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

木製座卓テーブル（テーブルタイプ）
03（52001）　W180　約180×90×H60（32.5）cm
04（52002）　W150　約150×90×H60（32.5）cm
※H70cmタイプもございます。

木製座卓テーブル（テーブル/座卓兼用）
01（51998）　W180　約180×90×H60（32.5）cm
02（51999）　W150　約150×90×H60（32.5）cm
※H70cmタイプもございます。

木製
座卓テーブル

05

01~02

06
07

08

09
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脚
楽宴会席用

軽量（お盆2.5ｋｇ+脚2ｋｇ）＝合計4.5ｋｇ
業界随一の軽さです。片付、収納はコンパクトに
スタッキングができ、場所を取りません。
アルミ脚の各コーナー部分は樹脂キャップが
差し込んであり、畳に傷がつきにくくなっております。
また、お膳が軽量なので配膳、片付が女性でも容易に
できます。

脚はお盆の裏の
凹部に納まり、
セット時は同時
に持つことが可能

前サンにほこりが
たまりにくい形状。

アルミ脚 黒紛体塗装 月
01（51700）　
セットサイズ：約70×52×Ｈ60cm
※脚：アルミ　前板：アルミ板固定
※スタッキング可能
※脚のみ（お盆≫Ｐ110参照）

積重

脚 遊々大名膳
02（51701）　
セットサイズ：約70×52×Ｈ30cm
※脚：ＡＢＳ
※スタッキング可能（20脚）
※脚のみ（お盆≫Ｐ110参照）

積重 脚 二階堂ＺＥＮ
03（51702）　
セットサイズ：約70×52×Ｈ31cm
※脚：アルミ紛体塗装
※スタッキング可能（52脚）
※脚のみ（お盆≫Ｐ110参照）

積重

盆2.5kg

脚2kg

脚2.2kg 脚1.2kg

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

楽宴会席

お盆と脚を
組み合わせる
軽量タイプの
座敷テーブル

01

02
03
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盆
楽宴会席用

月脚専用ワゴン
10（51710）　
約60×80×Ｈ101cm
※フレーム：スチール黒塗装
※30脚まで収納可能

楽宴会席盆 専用ワゴン
09（51711）　
約67×50×Ｈ18.5cm
※フレーム：木製
※30枚まで収納可能
※キャスター：φ10cm

月盆脚20セット専用ワゴン
11（51712）　
約73×90×Ｈ102cm
※フレーム：スチール黒塗装
※バンド付

楽宴会席おひとり洋膳 お盆
約70×52×Ｈ3cm
※天板：ＡＢＳ

積重

02（51704）うるみ石目塗 03（51705）うるみ石目縁絵付 04（51691）黒石目縁絵付

05（51706）黒姫子塗 06（51707）朱石目塗 07（51708）黒石目塗 08（51709）モスグリーン石目塗

01（51703）朱石目縁絵付

月脚のみ25～30脚積載できます。
（積載時約60kg）

Ｈ180cm（30脚）
Ｈ165cm（25脚）

Ｈ170cm

安全に運べるバンド付。
お盆が入りやすいよう、
入口にスロープ、
奥にはストッパー。
車輪上部にソフトガード付

＜後方写真＞＜前方写真＞
（積載時約90kg）

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

ワゴン
楽宴会席用

09

10 11
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宴テーブル 一挙両得膳乾漆メラミン前板付 和洋
01（52114）　W150   約150×45×H62/33cm　 ※２人用
02（52115）　W180　約180×45×H62/33cm　※3人用
※メラミンは3種類よりご指定下さい。
※テーブルのみ

宴テーブル 大型一挙両得膳 乾漆メラミン和洋
03（52116）　W150   約150×90×H62/33cm　 ※4人用
04（52117）　W180　約180×90×H62/33cm　※6人用
※メラミンは3種類よりご指定下さい。
※テーブルのみ

黒乾漆メラミン 茶乾漆メラミン グリーン乾漆メラミン

黒乾漆メラミン 茶乾漆メラミン グリーン乾漆メラミン

折りたたんだ脚が隠れる幕板付

※前板は取り外し可能

前板

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

和洋兼用

宴テーブル

用途に合わせて
テーブルと座卓に
切り替えられる
和洋兼用タイプ和洋兼用

タイプ

和洋兼用
タイプ

01/02

03/04
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宴テーブル 一人膳 乾漆メラミン
01（52118）　低   約70×50×H50cm
02（52119）　高　約70×50×H60cm
※折り畳み脚タイプ
※メラミンは3種類よりご指定下さい。

宴テーブル 一人膳 乾漆メラミン
03（52120）　W75   約75×45×H60cm
04（52121）　W90　約90×45×H60cm
※折り畳み脚タイプ
※メラミンは3種類よりご指定下さい。

宴テーブル 一人膳 乾漆メラミン 和洋
05（52122）　W75   約75×45×H62/33cm
06（52123）　W90　約90×45×H62/33cm
※折り畳み脚タイプ
※メラミンは3種類よりご指定下さい。

黒乾漆メラミン 茶乾漆メラミン グリーン乾漆メラミン

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

1人用
宴テーブル

和洋兼用
タイプ

03/04 05/06

01/02
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宴テーブル 古木 指紋レスメラミン 和洋
01（52111）　W130　約130×90×H62/35cm　　 ※2人用ワイド
02（52112）　W150　約150×90×H62/35cm　　※4人用
03（52113）　W180　約180×90×H62/35cm　　 ※6人用
※天板：指紋レスメラミン
※テーブルのみ

金具を使わないので丈夫です。

※脚は組立収納できます。

通常メラミン板 指紋レスメラミン板

※画像はＷ150

※画像はＷ130

※縁には天然木使用

特殊製法による
指紋が目立たない天板

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

和洋兼用
タイプ

和洋兼用
古木調テーブル

用途に合わせて
テーブルと座卓に
切り替えられる
和洋兼用タイプ
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長門　テーブル　Ｗ1500
02（51820）ナチュラル
03（51822）ブラウン
04（51824）ブラック
約150×75×H70cm
※主材：ラバーウッド
　天板：メラミン化粧板

長門　テーブル　Ｗ1200　
05（51821）ナチュラル
06（51823）ブラウン
07（51825）ブラック
約120×75×Ｈ70cm
※主材：ラバーウッド
　天板：メラミン化粧板

※出張費・取付作業代・座卓の塗り直しは別途お見積り致します。
※お客様のそれぞれの座卓サイズを採寸致します。
形状により取付不可の場合もあります。

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

和洋加工 脚部
01（52124）

座卓
和洋兼用
リフォーム

お持ちの座卓を
和洋兼用型に
リフォーム

スタッフがお伺いし、お持ちの座卓の裏側に
テーブル脚専用器具の取付作業を致します。
以降の脱着は慣れれば 4~5 分で取り替え
できるようになります。
脚はしっかり固定されるので、ぐらつく心配が
ありません。
急な場面でも即対応可能です。

02/05

03/06
04/07

01
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長門　ソリ付テーブルＢ　
08（51826）ブラック
約120×75×Ｈ70cm

長門　ソリ付テーブルＡ
01（51813）ナチュラル

約120×75×Ｈ70cm
※主材：ラバーウッド
　天板：メラミン化粧板

02（51815）ブラウン
03（51814）ブラック

宮津　
04（51816）ナチュラル/張地エンジ（Aランク）

約46×44×Ｈ70（43）cm
※主材：ラバーウッド

06（51817）ナチュラル/張地ブラック（Aランク）
07（51818）ダークブラウン/張地ベージュ（Aランク）

05（51819）ブラック/張地ホワイト（Aランク）

積重

若狭
09（51827）ブラック/張地ホワイト（Aランク）

約46×44×Ｈ70（43）cm
※主材：ラバーウッド

10（51828）ナチュラル/張地グリーン（Aランク）
11（51829）ダークブラウン/張地エンジ（Aランク）
12（51830）ブラック/張地ベージュ（Aランク）

積重

収納に便利な
スタッキング仕様

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

01
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06 07
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09

10 11 12
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土佐　棚付テーブル
04（51801）ナチュラル

約120×75×Ｈ70cm
※天板：メラミン化粧板
　脚部アジャスター付

05（51802）ブラウン
06（51803）ブラック空

01（51804）ダークブラウン/張地ベージュ（Aランク）

約40×47×Ｈ80（43）cm
※主材：ブナ

02（51805）ナチュラルクリア/張地グリーン（Aランク）
03（51806）ダークブラウン/張地エンジ（Aランク）

伏見　棚付テーブル
07（51807）ナチュラル

約120×75×Ｈ70cm
※主材：ホワイトアッシュ
　天板：メラミン化粧板
　脚部アジャスター付
※椅子はイメージです。

08（51808）ブラウン
09（51809）ブラック

04 ナチュラル 05 ブラウン 06 ブラック

07 ナチュラル 08 ブラウン 09 ブラック

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃

01
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木場処　ブラウン
03（51849）低　約34×34×H43cm

※主材：ブナ　座部：縄アミ
04（51850）高　約34×34×H60cm

木場処　ナチュラル
01（51847）低　約34×34×H43cm

※主材：ブナ　座部：縄アミ
02（51848）高　約34×34×H60cm

榛名山　椅子
05（51839）
約37×37×Ｈ67（43）cm
※主材：ツガ焼仕上
※座部：縄アミ

榛名山　カウンター椅子
06（51840）低　約37×37×Ｈ82（58）cm

※主材：ツガ焼仕上　※座部：縄アミ
07（51841）高　約37×37×Ｈ92（68）cm

瀬戸　
10（51837）ナチュラル/張地ブラック（Aランク）

約43×49×Ｈ75（43）cm　　※主材：ブナ
11（51838）ダークブラウン/張地ベージュ（Aランク）

対馬　
08（51835）ダークブラウン/張地ライトブラウン（Aランク）

約42×51×Ｈ84（43）cm　　※ラバーウッド
09（51836）ブラック/張地ベージュ（Aランク）

平戸　
12（51833）ナチュラル/張地ブラック（Aランク）

約42×51×Ｈ85（42）cm　　※主材：ブナ
13（51834）ダークブラウン/張地ベージュ（Aランク）

ＨＡＢＩＴＹ　カウンター椅子
18（51859）ナチュラル/張地布ブラウン（Ｄランク）
約39×48×Ｈ104.5（75）cm　　※主材：ラバーウッド

ＨＡＢＩＴＹ
16（51857）ナチュラル/張地布ブラウン（Ｃランク）

約43×50×Ｈ78.5（43.5）cm　　※主材：ラバーウッド
17（51858）ダークブラウン/張地レッﾄ（゙Aランク）

ＣＡＬＯＵSＴＥ（カルースト）　
14（51853）ナチュラル/張地布グリーン（Ｃランク）

約42×50×Ｈ80（43）cm　※主材：ラバーウッド
15（51854）ダークブラウン/張地ーベージュ（Aランク）

＊　　　　　この頁の商品は運賃別途お問合せください。運賃
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木製メニュー帳（01～05）用
用紙・ビニール

バッグレスト　PEダークブラウン
12（50773）
約41×32×H25（31）cm
材質：PE

バッグレスト・バスケットタイプ　布カバー付
13（58261）ナチュラル
14（58260）ブラウン
約42×32×H18.5cm/内寸約39×29×Ｈ16cm
※バスケット：紙製（染色塗装）
　フレーム：スチール

＊バスケットには染色塗装を施してありますが、防水効果はございません。水に濡らさないよう
　にご注意ください。お手入れの際は、堅く絞った雑巾で軽く拭くか、程よい硬さのブラシをかけてください。

バックレスト　レース布/ナチュラル
11（50774）
約45×29×H23（28）cm
材質：煮柳/布付

バッグレスト　ブラウン布/ナチュラル
10（50770）
約51.5×36.5×H28cm
材質：芒草/国産生地

焼杉献立帳
06（48201） 大
約21×27cm　※スタンド別売

焼杉メニュースタンド
07（48100） 大
約15×7.5×Ｈ7cm/内幅約2.3cm

※中紙3枚（６頁分）付属。
※焼杉献立帳専用中紙の追加はお問い合わせください。
※「御献立帳」シールは貼り付け済みではがせません。

木製メニュー帳　A4タイプ
01（50990）　タモ柾目 クリアー　　　　
02（50991）　タモ柾目 ブラウン　　　　　　　
03（50992）　タモ柾目 ブラック　　
約23×32cm　※中ビニール1枚付
※両面突板合板　約t0.4cm

04（50993）　かりん柾目 クリアー
05（50994）　チーク柾目 クリアー

木製メニュー帳用用紙（無地）１枚
08（50937）　大・A4　　　約21×29.7cm
木製メニュー帳用ビニール・2ポケット１枚
09（50940）　大　　　　　約44.6×30.2cm

底が汚れにくい足付 布カバーは取り外し可能

バッグレスト

木製メニュー帳

お客様の大切なお荷物を
しっかりと足元に置けるバスケット。
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メニュースタンド COMBI 飾り障子
07（50469） ブラック
08（50467） クリアー
09（50465） ナチュラル  
約56×38×Ｈ118cm　※プレート約56×45cm 　※障子：樹脂製

メニュースタンド COMBI 飾り縦格子
04（50468） ブラック
05（50466） クリアー
06（50464） ナチュラル
約56×38×Ｈ118cm　※プレート約56×45cm

COMBI スリムメニュースタンド
01（50484） ナチュラル
02（50483） ブラック
03（50485） 古代色
約42×32×Ｈ106cm　※プレート約42×32cm

フレームは最大Ａ3版がしっくり納まるサ
イズです。本体のスチールフレーム部分
をスッキリさせました。
より扱い易く、ワークスペースを考慮した
シリーズです。

メニュー
スタンド

01 02 03

04 05 06 07 08 09
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リヤカー屋台
04（52690）
本体約234×118×Ｈ206cm
天板約120×68cm/ステンレス張
カウンター前約D25cm・後約D15cm

屋内搬入

町屋はうす コーナー展開用 
0.8坪仕様　本体
01（52603）

（52604）物産店バージョン什器内容

（43220）小上り風展示台（小）　　　　１台
（43262）枠組み風背板付什器　　　　　１台
（43245）ザル什器 深型（小）　　　　　１台
（43244）ザル什器 深型（中）　　　　　１台

約332×118×H205cm
※この商品は大型商品であり、納品設置が必要と
　なりますので、運賃は別途見積りとなります。

搬入

町屋はうす 1.1坪仕様 本体
02（52605）

（52606）駄菓子屋バージョン什器内容

（43171）小上り風展示台　　　　　　　１台
（43242）ザル什器 平大　　　　　　　　１台
（43244）ザル什器 深中　　　　　　　　１台
（43245）ザル什器 深小　　　　　　　　１台
（43243）ザル什器 深大　　　　　　　　１台

約237×237×H205cm
※この商品は大型商品であり、納品設置が必要と
　なりますので、運賃は別途見積りとなります。

搬入 町屋はうす 1.6坪仕様 本体
03（52607）

（52608）お茶屋バージョン什器内容

（43171）小上り風展示台　　　　　　　１台
（43172）飾り棚３段小物入れ付　　　　１台

約332×237×H255cm
※この商品は大型商品であり、納品設置が必要と
　なりますので、運賃は別途見積りとなります。

搬入

※什器は別売です。

※什器は別売です。

※什器は別売です。

町屋
はうす

リヤカー
屋台

01

02

03

04
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杉樽（メープル）　中板付
14（42330）4斗樽（72Ｌ）約φ58×Ｈ56cm /内高10cm
15（42331）2斗樽（36Ｌ）約φ47×Ｈ46cm /内高10cm
　
16（42332）1斗樽（18Ｌ）約φ39×Ｈ34cm /内高10cm

杉樽（無塗装）　
11（42320）4斗樽（72Ｌ）
約φ58×Ｈ56cm
12（42321）2斗樽（36Ｌ）
約φ47×Ｈ46cm 

　13（42322）1斗樽（18Ｌ）
約φ39×Ｈ34cm 

りんご箱型小物入れ
09（43183）キャスター付
約60×30.5×Ｈ34.5cm
※キャスター（φ3cm）

10（43184）キャスターなし
約60×30.5×Ｈ30cm

傾斜型3段棚　角カゴ付
04（43234）
約50×40×Ｈ90cm
※角カゴサイズ　小 約40×27×H7cm
　　　　　　　　中 約44×31×H9cm
　　　　　　　　大 約49×35×H10cm

傾斜型3段棚
05（43235）
約25×40×Ｈ90cm
※棚のみ

飾り棚　３段小物入れつき
01（43172）　約90×30×Ｈ135cm

ノック

かざり棚かいだん
02（43181）　3尺7寸　約74×20（49.5）×Ｈ110cm
03（43182）　5尺3寸　約74×20（49.5）×Ｈ160cm

ノック

小上り風展示台

08（43220）小
約90×90×Ｈ45cm
※ストッカー別売

07（43171）
約180×90×Ｈ45cm

運賃

溜ざる什器
21（42160）大
約55×55×Ｈ80cm/篭：約φ50・48cm

22（42161）中
約39.5×39.5×Ｈ60cm/篭：約φ36・32cm

23（42162）小
約33×33×Ｈ26cm/篭：約φ30cm

枠組み風背板付什器（棚3段）
06（43262）約90×45×Ｈ180cm
※棚板の角度が変えられます。

組立 運賃

４段BOX什器
17（57035）約60×40×Ｈ161.5cm
BOX内寸約57×37×Ｈ15（7）cm
※無塗装

組立 3段BOX什器
18（57030）　無塗装
19（57031）　カントリー
20（57032）　茶
約60×40×Ｈ130cm
BOX内寸約57×37×H15（7）cm

組立

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。
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フォールドワゴンショップ　バンブーパネル仕様
01（55321）FS-1200BB
約126×70×Ｈ200cm
※キャスター付（φ5cm）※のれん別注

屋内運賃
ノック

本体の腰板部分に天然の竹を装飾し上部には
樹脂製の飾り瓦をセット。
のれんも付けられる上品な和風組立式販売台です。

屋台販売台ブレイ君
05（52654）約120×78×Ｈ206cm
※キャスター付（φ5cm）※無塗装　※のれん・のれん棒別売

屋内組立 運賃 屋台販売台ブレイ君　染色塗装
06（52656）約120×78×Ｈ206cm
※キャスター付（φ5cm）

屋内組立 運賃
屋台販売台ブレイ君　コンパクトタイプ
04（52655）約103×60×Ｈ212cm
※キャスター付（φ5cm）※無塗装

屋内組立 運賃

折りたたみ式屋台 US-1200GO
02（55169）
本体約144×94×Ｈ210cm
天板約143.5×68cm
天板：メラミン化粧版
※のれん・ちょうちん（別注見積）別売

屋内組立 運賃
屋台風販売台
03（55312）
本体約144×70×Ｈ200cm
天板約120×70cm
※のれん別売

屋内組立 運賃

※のれん別売

セット内容
・本体（キャスター付）
・底板
・支柱
・天板
・瓦風屋根（樹脂製）
・のれん棒

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

ブレイ君
シンプルな構造で
リーズナブルな
価格が実現

折り畳み
販売台

01

02
03

04 05
06
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二八屋台
10（55121）ステンレス貼仕様　ES2300Z
本体約225×125×Ｈ200cm
ウレタン仕上げ　キャスター付（φ10cm）
※ちょうちん尺6長・のれん（そば）別売

屋内組立 運賃 のれん（そば）
11（55112）
約150×20cm

ユニットショップ化粧合板仕様
01（55104）US-1500G
本体約173.5×94×Ｈ210cm　天板約143×75cm
※のれん別売
※天板は写真と異なり（55105）のイメージとなります。

屋内運賃ノック
ユニットショップ化粧合板仕様
05（55105）US-1200G
本体約143.5×80×Ｈ210cm　天板約113×75cm
※のれんはイメージ

屋内運賃ノック

ユニットショップ1500用のれん　味
02（55127）約150×30cm

鉄板付キャスター（4ケ組）
03（55113）約φ5cm

キャスター付台輪
04（55130）約φ10cm（W150用）

そば・うどん屋台
06（55152）ES-1500E
07（55166）ステンレス貼仕様 ES-1500ES
約150×105×Ｈ220cm　カウンター約170×30×H15cm
のれん、キャスター付（φ10cm）
※ちょうちん・プレート・寸胴鍋・コンロは含みません。

屋内組立 運賃 イベントショップ
08（55141）ES-1500DX
本体約150×75×Ｈ220cm
カウンター約150×20×H10cm
※カウンター・のれん・キャスター付（φ7.5cm）

屋内組立 運賃
イベントショップ
09（55170）ES-1500S
本体約150×75×Ｈ220cm
※のれん・キャスター付（φ7.5cm）

屋内組立 運賃

本体：天然木木枠・組立構造
天板：メラミン化粧板
カウンター：メラミン化粧板脱着式
塗装：ウレタン古代色仕上

仕様

そば、うどん、おでんなどの模擬店の他、のれん、提灯をとりかえること
により各種和食の模擬店、物販店、催事台など多目的にご利用い
ただけます。

用途
後部天板が取りはずしできステンレス内張の調理
場が用意されていますのでコンロ、鍋などを置いて
調理作業ができます。

構造

構造/天然木、木枠ユニット構造
天板/メラミン化粧板
表面/ウレタン塗装

仕様

※お願い
天板付キャスターおよびキャスター付台輪
仕様の場合高さ調節します。予めご注文時に
ご連絡ください。

※引手部が写真と異なります。
　右イラストをご参照ください。

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

ユニット
ショップ

イベント
ショップ

二八屋台
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01（52464）W900
約90×48×Ｈ156cm

02（52620）W1200
約120×48×Ｈ156cm
●棚板　D33cm×2枚
●キャスター（φ5cm）
〈内2ケはストッパー付〉

センターメッシュタイプ

06（52641）W900
約90×90×Ｈ156cm

07（52622）W1200
約120×90×Ｈ156cm
●棚板　D33cm×4枚
●キャスター（φ5cm）
〈内2ケはストッパー付〉

両面センター
メッシュタイプ

08（52623）W900
約90×90×Ｈ156cm

09（52624）W1200
約120×90×Ｈ156cm
●棚板　D33cm×4枚
●キャスター（φ5cm）
〈内2ケはストッパー付〉

両面センター
パネルタイプ

03（52479）W900
約90×48×Ｈ156cm
●棚板　D33cm×2枚
●キャスター（φ5cm）
〈内2ケはストッパー付〉

センターメッシュタイプ
（ストッカーとびら式）

04（52465）W900
約90×48×Ｈ156cm

05（52466）W1200
約120×48×Ｈ156cm
●棚板　D33cm×2枚
●キャスター（φ5cm）
〈内2ケはストッパー付〉

センターパネルタイプ

自然とやすらぎをコンセプトにした店舗に最適な木製什器。
売り場のニーズに合わせてオリジナリティあふれる空間をサポートします。

●ウッドコンポは組立式什器です。
●材質は、北欧産の良質なホワイトウッド（パイン）です。
●国内生産のため短時間で特注にも応じます。

●従来のゴンドラタイプの脚強度をアップしてキャスター仕様としました。
●標準でストッカー（キャスター付）が付属します。
●メッシュタイプ、パネルタイプの2タイプよりお選びいただけます。

組立 運賃
Dtype

場所を選ばず壁面型・島型どちらでも使用できます。
メッシュ仕様で開放感があります。

H1500メッシュタイプ

Dタイプ基本プラン

場所を選ばず壁面型・島型どちらでも使用できます。
W900とW1200の2タイプがあります。

H1500パネルタイプ

●棚の数、位置は自由に設定できます。●棚は2.5cmの間隔で調整できます。

ウッドコンポシリーズは常備色として
右記カラーを用意しております。

●カラーバリエーション

※基本仕様は無塗装です。

チャンネルサポー
ト仕様なので様々
な金物に対応でき
ます。

無塗装（基本仕様）

クリアー メープル ステイン着色

ブラウン ステイン着色

サンプル以外の色も特注にて対応いたします。
※カタログと実際の製品の色彩と多少異なる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

木製システム什器・ウッドコンポシリーズ
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※写真は
　52684 ※写真は

　52674
※写真は
　52683

※写真は
　52684 ※写真は

　52674
※写真は
　526834

和装ウッドコンポ 板張り
什器（むかし色）W900

01（52670）扉収納仕様
02（52671）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 板張り
什器（むかし色）W1200

03（52672）扉収納仕様
04（52673）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 格子組
什器（むかし色）W900

05（52660）扉収納仕様
06（52661）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 格子組
什器（むかし色）W1200

07（52662）扉収納仕様
08（52663）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 障子組
什器（むかし色）W900

09（52664）扉収納仕様
10（52665）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm
※障子部分はワーロン紙を使用しております。

和装ウッドコンポ 障子組
什器（むかし色）W1200

11（52666）扉収納仕様
12（52667）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 板張り
什器（無塗装）W900

13（52684）扉収納仕様
14（52685）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 板張り
什器（無塗装）W1200

15（52686）扉収納仕様
16（52687）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 格子組
什器（無塗装）W900

17（52674）扉収納仕様
18（52675）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 格子組
什器（無塗装）W1200

19（52676）扉収納仕様
20（52677）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和装ウッドコンポ 障子組
什器（無塗装）W900

21（52680）扉収納仕様
22（52681）ストッカー仕様
約90×45×Ｈ150cm
※障子部分はワーロン紙を使用しております。

和装ウッドコンポ 障子組
什器（無塗装）W1200

23（52682）扉収納仕様
24（52683）ストッカー仕様
約120×45×Ｈ150cm

和風ショーケース　古美色（こびしょく）
25（55420）約180×63×Ｈ110cm

搬入

古代色サンプルケース（UK-1200K）
28（55405）約120×60×Ｈ95cm

運賃溜塗サンプルケース（UK-900B）
26（50402）約93.5×47×Ｈ120cm　蛍光灯30W×1

運賃 白木サンプルケース（UK-900H）
27（50401）約93.5×47×Ｈ120cm　蛍光灯30W×1

運賃

※写真は52673

※ストッカーはキャスター付

※写真は52660 ※写真は52667

運賃運賃 運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

type
和装

組立 運賃

天面、前面、側面のガラスに

枠を付けないことで

見やすいデザインになります。

ショー
ケース

木製什器・ショーケース 118



運賃運賃

運賃

運賃運賃 ※P6の大型什器・備品運賃表をご覧ください。

サニーマルシェ

プレーンショップ

サニーマルシェ（無塗装）
01（55240）
約120×70×Ｈ200cm　天板有効内寸約115×65cm
幌布付
※材質：本体／ビーチ、天板／シナベニヤ、
　幌布／綿

屋内組立 運賃

プレーンショップ（無塗装）
02（55241）
約92×60×Ｈ200cm
天板約82×60cm
棚板（約90×30cm）1枚付
屋根部：メッシュ（約90×60cm）内臓
※材質：本体／ビーチ、天板／メラミン、側板／ポリ合板
※キャスター付（φ10cm）

屋内組立 運賃

良く晴れた青空の似合う、
幌布付の販売台。

白色とナチュラルな白木の
色合いがやさしいシンプル
デザインのショップ。

ONEパネショップ

ＨＰ ONEパネショップ（無塗装）
03（55242）
約90×52.5×Ｈ180cm
天板有効内寸約71×50cm
メッシュ（約90×90cm）付
※材質：ひのき合板

屋内組立

1 枚の板からつくられた、
シンプル構造。
高コストパフォーマンスの
販売台

蝶ナット仕様で、工具を使わず組立、分解可能。
コンパクトに収納できます。

蝶ナット仕様で、工具を使わず組立、分解可能。
コンパクトに収納できます。

コンパクトに収納できます。

屋根の内側にはメッシュ内臓。
フック等を使用して、
商品をつり下げることも可能です。

・背中合わせに並べて両面タイプとしても

・メッシュ部は取り外し可能です。

01

02

03
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All prices and specifications are subject to change without notice.
このカタログは2019 年現在のものです。改良・情勢のため予告なく仕様・価格を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
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