シンプル、ナチュラル、プラス機能的な生活雑貨の提案
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オンデマンド印刷でできること
柄が、 ファブリックや他のアイテムに合わせられる !
完成品に印刷するから、 小ロットでつくることができる。

オンデマンド印刷（名入れ印刷）とは

特殊な印刷機（メーカー名など非公表）で通常の紙に印刷をする感覚で、「紙
以外の素材」、「厚みのあるもの」に「1 個から」印刷できます。

「紙以外の素材」

印刷できる素材は、金属、プラスチック、石材、ガラス、木材、アクリルな
ど 70 種類以上。（素材によっては下処理とコーティング処理が必要なものも
あります）通常のプリンターと違い白色インクを印刷できるため、色の濃い
素材にも対応できます。

「厚みのあるもの」

印刷可能サイズは幅 320× 奥行 600× 高さ 350mm です。
高低差 15mm 程度であれば曲面にも印刷が可能です。

「1 個から」

通常のプリンターで紙に出力するのと
同じ感覚で 1 枚から印刷ができます。
データを PC から転送して印刷します。

提案

もっと、 気軽にオリジナル商品を！
名入れ加工、 オリジナル商品、 ノベルティなど
幅広く対応可能なオンデマンド印刷

やさしいぬくもりが伝わる天然素材の収納シリーズ。
「楽器の街」 浜松で、 職人が 1 つ 1 つ丁寧に
手作りで製作しています。
デスクトップに便利なＡ４ファイルサイズを
基準にした収納ユニットです。
木目が美しい化粧板を自然の風合いをそのままに
シンプルに仕上げました。
A4 ファイルが入る２段引き出し

積み重ねできる A4 ファイルトレー

文房具用小トレー付き引き出し

CD が入るサイズの小物入れ

選びやすいファイルスタンド

取り出しやすいスタッキングボックス

konone
接着部は強度を出すために凹凸加工されています

ライトブラウン

ホワイトアッシュ
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シンプルな収納に女性目線の便利な機能

THE LITTLE BROWN BOX
ナチュラル色のクオリティの高い繊維板と、化粧板とのコラボ
デザインで作る、コンパクトな収納ボックスのシリーズです。
女性目線の細かい気配りとアイデアがいっぱい。国内で
ひとつひとつ手作りしています。安心・安定した品質です。

家電
×
収納

MENU

リビングやダイニングの FAX。大きな FAX 台は要らないけれど、

紙やルーターなど特定のものを置いておけるスペースは欲しい。
モデムやルーター Wi-Fi 回線を収納してすっきりと

LBB-22

FAX 台

モデム収納

JAN : 4962959 482220 入数 : 4

ルーターが三台入ってすっきり。
FAX まわりのルーターと接続コー
ドによるごちゃつきを解決する
FAX 台です。引き戸を開けると手
前にコンセントタップを収納でき
る ス ペ ー ス が あ り ま す。背 面 は
ケーブルがさしやすいように
フルオープンになっています。

安心の耐荷重、厚手の枠で作ったシンプルなＦＡ
Ｘ台。Ａ４コピーペーパーを袋のまま収納すること
が可能です。用紙でなく文具などの小物を収納す
る時にも深めの引き出しが便利。テープカッター
やメモパットなど高さのある文具も収納できます。

LBB-21

FAX 台

A4 収納

JAN : 4962959 482213 入数 : 6
サイズ :( 約 ) 幅 35× 奥行 25× 高さ 12cm 2000g
引出し内寸 ( 約 ) 幅 31.5× 奥行 23× 高さ 9cm 仕様 :
繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）ウレタ
ン塗装 すべり止めシール付 日本製

サイズ :( 約 ) 幅 35× 奥行 29.5× 高さ 25cm
2700g モデム収納部内寸 ( 約 ) 幅 10.5× 奥行
20× 高さ 23cm コンセントタップ収納部内寸
( 約 ) 幅 33× 奥行 7× 高さ 23cm
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板
（MDF）ウレタン塗装 すべり止めシール付 日
本製

コピー用紙は、買った袋のまま収納
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家電
×
収納

シンプルな収納に女性目線の便利な機能

THE LITTLE BROWN BOX
ナチュラル色のクオリティの高い繊維板と、化粧板とのコラボ
デザインで作る、コンパクトな収納ボックスのシリーズです。
女性目線の細かい気配りとアイデアがいっぱい。国内で
ひとつひとつ手作りしています。安心・安定した品質です。

MENU

ベッドでいっぱいの寝室。大きな本棚はいらないけれど、

読みかけの本や、寝る前に読むコミックだけ手元に欲しい。
コミックや文庫をコンパクトにたっぷり収納

コンパクトなのに大量収納！コミックなら７２冊、大判コミック５６冊が一
度に入り、前面、裏面ともに収納できます。天板は読みかけのコミックを一
時置くために便利なフラット式を採用。ベッドサイドやリビングで大活躍の
コンパクトタイプワゴンです。

LBB-32

コミックワゴン
JAN : 4962959 482329

入数 : 3

サイズ :( 約 ) 幅 28× 奥行 29× 高さ 50.5cm
3500g
収納部内寸 ( 約 ) 幅 26× 奥行 14× 高さ 21cm（4 マス）
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）
ウレタン塗装 キャスター付（内２個ストッパー付）
キャスター部のみ組立て（差込み式） 日本製
文中表記の内容量は（厚み）コミック小 1.4 大 1.8
前面、背面は同じ形状です。 （cm) で計算しています

コミック ( 小 )36 冊収納可能。

移動に便利なキャスター付き。

雑誌や小物をまとめて
ック

小コミ

72 冊
大判

リビングでも便利なコンパクトワゴン

文庫
56 冊・

コンパクトでも大容量なワゴン。雑誌、コミック、文庫本をたくさん収納。
余分なスペースはなくし、便利な機能は細部までこだわりました。

LBB-31

ナイトテーブルワゴン
JAN : 4962959 482312

入数 : 3

サイズ :( 約 ) 幅 27× 奥行 27× 高さ 49.5cm
4500g 収納部内寸 ( 約 ) 幅
8× 奥行 26× 高さ 32cm（3 マス）
引出し内寸 ( 約 ) 幅 23.5× 奥行 24.5× 高さ 4.5cm
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）
ウレタン塗装 キャスター付（内２個ストッパー付）
キャスター部のみ組立て（差込み式） 日本製

!

70 冊

天板はストッパー付
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シンプルな収納に女性目線の便利な機能

THE LITTLE BROWN BOX
ナチュラル色のクオリティの高い繊維板と、化粧板とのコラボ
デザインで作る、コンパクトな収納ボックスのシリーズです。
女性目線の細かい気配りとアイデアがいっぱい。国内で
ひとつひとつ手作りしています。安心・安定した品質です。

家電
×
収納

MENU

コンセントを隠す充電タップケースに収納をプラス。

なくなりがちなケーブルを一緒に収納できるタップケース。
天板内部

天板で充電しながら、たっぷりと周辺小物を収納

背面

天板の内部は仕切りがついて本体内部でも
充電できる仕様になっています。

背面は熱を逃がし、コードを通す楕円の
穴が空いています。

引き出し

LBB-02

コンセントタップ収納ケース
引き出し付

本体の中や背面でケーブルの
配線に便利なコードキャッチ付

引き出しは古いタイプの大きな充電器も入
るように深型になっています。

JAN : 4962959 482022 入数 : 4
サイズ :( 約 ) 幅 40× 奥行 16× 高さ 24.5cm 2600g
収納部内寸 ( 約 ) 幅 37.5× 奥行 6.5× 高さ 9.5cm
（仕切りを外した場合奥行 14cm）
引出し内寸 ( 約 ) 幅 37.5× 奥行 13.5× 高さ 10cm
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）
ウレタン塗装 すべり止めシール付 コードキャッチ
２個付 日本製

テレビ裏や狭い場所でも大活躍のスリム型
狭い場所でもコンパクトに充電ステーションとして活躍できるスリム型。
テレビの裏やリビングなど、場所を取らずにすっきりと収納できます。

LBB-01

コンセントタップ収納ケース
スリム
JAN : 4962959 482015 入数 : 12
サイズ :( 約 ) 幅 40× 奥行 10× 高さ 13cm 950g
収納部内寸 ( 約 ) 幅 37.5× 奥行 8.5× 高さ 9.5cm
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）
ウレタン塗装 すべり止めシール付 コードキャッチ付 テレビの裏はタップや
日本製
ル ー タ ー な ど、小 物 や

配線でごちゃつきがち。
スリム型ならタップと
一緒にすっきり収納で
きます。
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シンプルな収納に女性目線の便利な機能

THE LITTLE BROWN BOX
ナチュラル色のクオリティの高い繊維板と、化粧板とのコラボ
デザインで作る、コンパクトな収納ボックスのシリーズです。
女性目線の細かい気配りとアイデアがいっぱい。国内で
ひとつひとつ手作りしています。安心・安定した品質です。

家電
×
収納

MENU

朝はパン♪の生活に、材料をまとめて時間短縮。

食パンミックスのまとめ買いに便利なホームベーカリー収納。
食パンミックスやイーストを作ったパンと一緒にすっきり収納

焼き上がりがどんどんおいしく進化するホームベーカリー。
持っているご家庭が増えてきました。しかし、米びつのよ
うに専用のラックがなく、専用の粉の収納に困っているご
家庭も多いはず。焼きあがって食べ残ったパンの収納を兼
ねた、このラックがあれば材料のセットの時間も大幅に短
縮できます。

広い天板を有効活用。ジャ
ムやドライイーストなどを
たっぷり収納。

残ったパンを収納する専用の
ケース付。

狭い場所にはスリムタイプ

狭い場所にはすき間に入るスリムタイプを。

LBB-12

ブレッドラックワイド
JAN : 4962959 482121

入数 : 4

サイズ :( 約 ) 幅 32× 奥行 25.5× 高さ 24cm
2300g トレー内寸 ( 約 ) 幅 12.5× 奥行 23× 高さ
11cm 天板内寸 ( 約 ) 幅 30.5× 奥行 23.5× 高さ
3cm ブレッドケース内寸 ( 約 ) 幅 10.5× 奥行
18.5× 高さ 13.5cm 容量 3.4ℓ
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）、
ポリプロピレン ウレタン塗装 すべり止めシール
付 日本製

お好みで本体底面四隅に
貼る、すべり止めシール
つき。

LBB-11

ブレッドラックスリム
JAN : 4962959 482114

入数 :4

サイズ :( 約 ) 幅 17.5× 奥行 25.5× 高さ 42cm 2500g
トレー内寸 ( 約 ) 幅 14.5× 奥行 23× 高さ 11cm
天板内寸 ( 約 ) 幅 16× 奥行 23.5× 高さ 3cm
ブレッドケース内寸 ( 約 ) 幅 10.5× 奥行 18.5×
高さ 13.5cm 容量 3.4ℓ
仕様 : 繊維板（MDF）、プリント化粧繊維板（MDF）、
ポリプロピレン ウレタン塗装 すべり止めシール付 日本製

食パンミックスのちょう
どいいサイズのトレー

Ａ
４
サ
イ
ズ
が
タ
テ
で
も
ヨ
コ
で
も
Ｏ
Ｋ
！

Type series
A4
340×340×170

前後どちらにも置けるファイルスタンド
▲ボックスにセットされている４個のファイル
スタンドに家計簿や領収書・取扱説明書などフ
ァイルを分類してシステム収納。
■G-103 ファイルスタンド

仕切りがあるから電話帳や家計簿が横倒れせず整列
▲あらかじめ仕切られていて使いやすい。薄いノートも
電話帳もしっかり入り、上部には程よい空間があって出
し入れしやすい。縦置き横置きどちらでもできる。
■G-72 正方 2 段

オーソドックスで使いやすく人気ナンバーワン！
▲２段の引き出しにクリアフォルダー、ファイル、
書類、ノートがたっぷる入る。
■G-122 ハーフ２段引き出しトレーＳ

引き出しを開けなくても書類を投げ込める
▲受信したＦＡＸや未処理の書類の一時保管場所
として、ポストに投函するようにして入れること
ができる。文房具にも便利。
■G-133 ハーフ引き出しトレーＭ

身
の
回
り
の
標
準
サ
イ
ズ

パソコンサイドでスリムに書類を収納
▲前後で高さが違い、中身を隠す収納と取り出しや
すく収納する方法とをユーザーが選ぶことが出来る
。また、別々に使用して収納空間を広げることも出
来る。
■G-123 ハーフ ファイルストッカー

３つの引き出しにＣＤなら約５４枚、ＦＤなら約９
６枚、ＭＯ約７２枚
▲ディスクの背表紙を上にむけて収納できるから取
り出しやすくしまいやすい。使用頻度で前後に分け
て入れると機能的。
■G-124 ハーフＦＤ・ＭＯ・ＣＤストッカー

必要なものを選んで組み合わせるからピッタリな収納ができる
シンプルボックスはアレンジ自由度大
シリーズ名は「タイプＡ４」
Ａ4 サイズの収納を基本としたムダな出っ張りのないシンプルなボックスは幅３４× 奥行２７．５× 高さ３４cmの片手でラクに運べる大きさ。ナチュラル素材Ｍ
ＤＦがやさしくどんなインテリアにも合う風合いです。Ａ4 ファイルの入るスタンド、引き出しトレー、ＣＤストッカーが単品購入でき、アレンジが自由自在。
本棚であり、小物収納であり、書類のストッカーであり、ＣＤラックである、そんな幅広く活躍する収納雑貨です。今までそれぞれ収納場所をとっていたものをま
とめて、すっきりと収納することができます。低ホルムアルデヒドタイプのナチュラルな素材ＭＤＦ（中質繊維板）を厳選して使用し、あたたかく素朴な雰囲気と
無駄のないシャープな外観を持っています。厳選した材料と、日本の職人による1つ1つ丁寧な手作りの確かな技術によって、安定したクオリティを保ちます。
デザインにムダがなく、インケースの種類が多いのでフレキシビリティが高いシリーズです。

基本スペックは 34 × 34 × 27.5cm

34.0 ｃｍ
内寸 32.5 ｃｍ

最近の標準サイズ、A4。オフィスはもちろん、ご家庭や学校でもこの
サイズがどんどん増えてきています。この A4 サイズにとことんこだわ
って、展開していく新しい収納シリーズ、ｔｙｐｅＡ４。Ａ４サイズフ
ァイルを縦に収納する場合や、ノートや書類を横に収納する場合、フロ
ッピーディスク、ＭＯディスク、ＣＤを収納する場合、文具小物を収納
する場合を想定して生まれてきたアイテムに今後、どんどん仲間を増や
し、より便利に、より使いやすく広がっていく収納シリーズです。
ハーフサイズのスペックは１/2

17.0 ｃｍ
内寸 15.5 ｃｍ

34.0 ｃｍ

34.0 ｃｍ
内寸 32.5 ｃｍ

27.5 ｃｍ
内寸 26.5 ｃｍ

内寸 32.5 ｃｍ

27.5 ｃｍ
内寸 20.5 ｃｍ

縦に使えばスリムになるハーフスペックは幅・奥行きが同じで高さが
ちょうど１/２のサイズ。基本スペックと組み合わせが可能です。

G-101
引き出しトレーM
JAN：4962959 441012 入数：28
（約）幅32.7×奥行26.6×高さ8.8cm
繊維板（MDF） 日本製

G-102
引き出しトレーS
JAN：4962959 441029 入数：36
（約）幅32.7×奥行26.6×高さ6.8cm
繊維板（MDF） 日本製

G-103
ファイルスタンド
JAN：4962959 441036 入数：32
（約）幅7.8×奥行26.6×高さ32.2cm
繊維板（MDF） 日本製

G-104
CDストッカー
JAN：4962959 441043 入数：36
（約）幅10.9×奥行26.6×高さ8.8cm
繊維板（MDF） 日本製

G-71
正方
JAN：4962959 440718 入数：4
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-72
正方2段
JAN：4962959 440725 入数：4
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-73
正方3段
JAN：4962959 440732 入数：4
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-132
正方2段引き出しトレーM
JAN：4962959 441326 入数：4
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-111
ハーフ
JAN：4962959 441111 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

G-112
ハーフ2段
JAN：4962959 441128 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

G-123
ハーフファイルスタンド
JAN：4962959 441234 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

G-124
ハーフCDストッカー
JAN：4962959 441241 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

G-133
正方3段引き出しトレーS
JAN：4962959 441333 入数：28
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-131
正方ファイルスタンド
JAN：4962959 441319 入数：4
（約）幅34×奥行27.5×高さ34cm
繊維板（MDF） 日本製

G-121
ハーフ引き出しトレーM
JAN：4962959 441210 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

G-122
ハーフ2段引き出しトレーS
JAN：4962959 441227 入数：8
（約）幅34×奥行27.5×高さ17cm
繊維板（MDF） 日本製

母の思いが詰まっています。

ランドセルラックはこうしてできました。
ランドセルラック開発の経緯
「忘れ物をした授業中、 子供はうつむいて元気がなく、 本当にかわいそうです。」
これは我が子が１年のときの担任の先生の言葉です。
忘れ物が多くて困っていた我が家では子供のしたくの様子をじっくりと観察してみまし
た。そうするとあれこれ取りに１階や２階を何度も行ったり来たり移動することがわか
りました。 その途中で何をしていたか忘れたり、 不十分だったりしていました。
「学校で使う持ち物を１箇所にまとめておけるラックがあれば…」と開発しました。

結局、 我が子の忘れ物はきちんと
わかりやすく収納が出来る方法を作っ
ていなかった、 私のせいでした。
忘れ物が多いことを ただただ子ども
のせいにして怒ってしまっていた自分が
恥ずかしいと感じています。
是非、 このラックをそれぞれのご家
庭にアレンジして有効に利用し、
活用して頂きたいです。

開発者
藁科貴子

ランドセルラック
リビング学習におススメ！
お子様のランドセルや教
科書、 学校で使うお道
具を１カ所にまとめておけ
るランドセル用ラックです。

めざせ！忘れ物０（ゼロ）！！
先輩ママからのアドバイスがつまった、ランドセルラック。
開発者の実体験を基に開発された子供のためのランドセルラックで
す。ランドセルを置く定位置を決め、学校のしたくに必要なものを1ヶ所
にまとめて置けることにより、お子様が毎日の学校のしたくを自分ひとり
で楽に出来るように手助けをするランドセルラックです。

リビング学習におススメの置く場所を選ばないスリムタイプ。
ブックスタンドの様な取り出しやすい形状に加工された教科書収納スペー
ス。ナナメに加工された仕切り板は取り外し可能です。
引出しは前後に取っ手が加工されているので引き出してトレーの様に使えま
す。棚板の高さを3段階に調節可能なロッカー型スペース付。
移動に便利なキャスター4個付。（内2個ストッパー付）
左右どちらにも掛けて使えるフック2個付。

RR-01W

ランドセルラック スリム ホワイト
JAN：4962959 532710

入数：1

（約）幅30×奥行34×高さ84cm
（キャスター含む） 約12kg

プリント化粧繊維板（MDF）

完成品（キャスターのみ組立）

日本製

鍵盤ハーモニカやそろばんなど幅の広い道具を収納するスペースのついたワイドタイ
プ。教科書を教科ごとに分別して収納できるため副教材やノートなどの忘れ物を防
げます。天板もワイドサイズなのでランドセルをゆったり置くことができます。
引出し2個付で体操服、給食袋と文房具を分けて入れておくことができます。
棚板の高さを9段階に調節可能なロッカー型スペース付です。移動に便利なキャス
ター5個付。（内2個ストッパー付）
左右どちらにも掛けて使えるフック2個付。

RR-02W

ランドセルラック ワイド ホワイト
JAN：4962959 532727

入数：1

（約）幅60×奥行34×高さ84cm
（キャスター含む） 約20kg

プリント化粧繊維板（MDF）

完成品（キャスターのみ組立）

日本製

徹底解説！細かい工夫でぐっと便利に！

定位置収納
ランドセルスペース

毎日使う
えんぴつ削り

定位置収納
ランドセルスペース

左右どちらにも
使えるフック2個
鍵盤ハーモニカ用
ワイドスペース

高さを変えれる
ロッカースペース
お道具箱・絵具
習字の道具など

教科別に分類
教科書スペース

高さを変えれる
ロッカースペース

なわとび・帽子
など掛けて収納

ナナメに加工された
教科書スペース
体操服・給食袋
トレー型引出し

買い置きの文房具
筆記用具など

ワイドタイプ

移動に便利な
キャスター付

体操服・給食袋
トレー型引出し

スリムタイプ

教科書の忘れ物を防ぐ
教科別分類棚

高さが変えられる
ロッカースペース

教科書、ノート、ドリル
などの複数の教材を
教科ごとに分類して
収納する事により忘れ
物を防ぎます。
棚板は取り出しやすい
形状に加工されています。

各学年で違う持物に
合わせて高さを変えられ
るロッカー型スペース。
スリムタイプは3段階
ワイドタイプは9段階
高さを調整できます。

オススメポイント

一番低い高さは一般
的なお道具箱サイズ
に合わせて設計されて
います。

移動に便利な
キャスター付
棚板は取り出し
やすい形に加工
取り外しできる
棚板は中の
教科書やカバン
などを取り出し
やすい様に
ナナメに加工
されています。

オススメポイント

付属のインデックスシール
を使えばしっかりと教科別
分類ができます。

学校の道具はすべておまかせ！ワイドタイプ
教科分別棚 ロッカー

体操服

鍵盤
ハーモニカ
教科書
分別棚

高さ可動

文具収納

置く場所を選ばない！スリムタイプ
ロッカー

教科書

体操服

高さ可動

文具収納

お道具箱

文房具

お道具箱

絵の具
習字
ねんど

絵の具
習字
ねんど

教科書
収納

文房具

体操服
給食袋

文房具

引き出して使えるトレー型の引き出し
忘れがちな体操服や給食袋を収納。
買い置きの文房具の収納にも便利。

体操服
給食袋

「子供のための学校用ラック」
■ 商 品 特徴
お 子 様 が学校の仕度を「自分ひとりで」
「忘 れ 物 なく」出 来るように開 発 者 の 実 体 験を元 に考えられ た
「子供のための学校用ラック」です。
学 校で使うランドセル、教科書、持ち物 の 体 操 着 など １ 箇 所 にまとめて収 納 が 出 来、学 校 の 仕 度 が 簡 単 に
出 来るように設計されています。

に！慣を
置
位
ルはす定ぐ片付ける習
セ
ド
ン
ラ 帰って
きちんと収納場所があると帰ってから
すぐ宿題にとりかかることが出来ます。

る！
か
わ
で
とめかりやすい
ひ
が
の
もちも カー式でわ
ロッ

お道具の忘れ物が多い子には持物用のラックを！
明日必要な持物が定位置に収納できます。

丈夫！
大
も
に
なって
に
で便利
能
年
可
学
高 仕切り変え

なし！
物
れ
収納
とめて
これで忘
ま
に
と
教科ご

仕切り変えが可能で、 高学年の習字道具や裁縫
セットにも対応。 辞書入れスペースにも最適！

各教科ごとに、 教科書 ・ ノート ・ ドリル
などをまとめることによって、 教科の忘れ物を
防ぎます！副教材が入るようにゆったりと
設計してあります。

（約）
（c m）

13
6

33

6

33
27

27

13

6

（約）
（cm）

単！ するだけ
簡
が
A 学習用
チェッいクている棚を確認
空

時間割と空いている棚を見比べれば
きちんと仕度ができているか子供も親も
簡単にチェックが出来ます。
お客様の声を頂きました。
我が家ではまず一度棚にすべて教科をもどし、 必要なものを収納する
ことを徹底させました。 一度しっかり収納すれば、 忘れ物を全然なく
すことができます。 今まで忘れ物が多く、 困っていたのが解消でき、
出会えてよかった商品です。
静岡県 小学 2 年 男の子のママ

（約）
（c m）

体操服も忘れません！
ランドセルと体操服や給食袋を一緒に収納
することによって、 忘れ物を防ぎます。

33
8.5

33
（31.5）

B 持物用

A 学習用

27

15
（14）

27（25.5） （内寸）

B 持物用

教科書を忘れてしまう子には学習用の
ラックを！リビング勉強を快適にサポート！

教材の忘れ物が多い子には持物用の
ラックを！必要なものがひとめでわかります。

GR-01A
子どものための学校用ラック
A 学習用
JAN：4962959 422516 入数：1
（約）幅29×奥行34×高さ84cm
（キャスター含む）
繊維板（MDF）
ウレタン樹脂塗装
完成品（キャスターのみ組立）
日本製

GR-01B
子どものための学校用ラック
B 持物用
JAN：4962959 422523 入数：1
（約）幅29×奥行34×高さ84cm
（キャスター含む）
繊維板（MDF）
ウレタン樹脂塗装
完成品（キャスターのみ組立）
日本製

この製品はOEM生産品です。
特別受注生産品の為、出荷に
制限があります。
詳細はお問合せ下さい。

カラーボックスの活用パーツ

カラーボックスをもっと便利に有効活用！

手軽に買えるカラーボックスを便利に活用できるアイテム。
付属の強力両面テープを貼るだけでカラーボックスにキャスターが付けられます。
カラーボックスは素材の性質上ネジが使用できず、通常はキャスターを取り付けられません。
貼るだけキャスターは自動車の内装などにも使用されている工業用の強力両面テープを採用。
貼るだけで簡単にキャスターが付けられる便利なアイテムです。
貼るだけで簡単にカラーボックスにキャスターが付けられる便利なアイテムです。

貼るだけキャスターの強度は
公的機関の強度試験で証明されています

カラーボックス用棚仕切り

試験証明書
社団法人日本紡績検査協会
カラーボックスと同じプリン
ト化粧板に専用両面テープ
でキャスターを取り付け
50kgfの荷重をかけて障害
物（アルミ板）の上を1.6km
走行した結果、キャスター及
び接着面に異常は見られな
かった

CN-999
CN-888
貼るだけキャスター4個組
貼るだけキャスター4個組
ブラック
ホワイト
JAN：4962959 429997 入数：60 JAN：4962959 428884 入数：60
（約）幅3.8×奥行6×高さ5.7cm
（約）幅3.8×奥行6×高さ5.7cm
キャスター：鉄（ユニクロメッキ） キャスター：鉄（ユニクロメッキ）
ナイロン 台湾製
ナイロン 台湾製
両面テープ：ゴム系接着剤
両面テープ：ゴム系接着剤
ポリエチレン発泡体
ポリエチレン発泡体
日本製
日本製

カラーボックスを細かく仕切ってスペースの有効活用！

色々収納しようとすると意外と無駄なスペースができてしまうカラーボックス。
そんな時はカラーボックス用仕切りを使って収納力アップ！

カラーボックスは製造メーカーに
よってサイズ、内寸が違います。
当商品はカラーボックスの内寸に
合わせてサイズを調整し受注生産
します。詳しくはお問合せ下さい。
BN-711
カラーボックス用棚仕切り
縦置き用
JAN：4962959 427115 入数：16
（約）幅39×奥行26.5×高さ27.6cm
繊維板（MDF） 日本製

BN-722
カラーボックス用棚仕切り
横置き用
JAN：4962959 427221 入数：12
（約）幅39×奥行26.5×高さ27.6cm
繊維板（MDF） 日本製

価格と品質の限界への挑戦------木製バンドルハンガー
Eco hanger
天然木のぬくもりを生かしたエコロジー＆エコノミーな木製ハンガー。
カジュアル使いに最適な適度な厚みとスタンダードで洗練されたデザイン。

H-1003
木製ハンガーエコウッドバー5本組
JAN：4962959 110031 入数：10組
（約）幅42×奥行1.8×高さ25.5cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-1004
木製ハンガーエコクリップ4本組
JAN：4962959 110048 入数：12組
（約）幅42×奥行1.8×高さ25.5cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

Value

クローゼットでかさばらない薄型設計の木製ハンガー。
お買い得なセット組ながら専門メーカーならではの品質を目指したハンガーです。

H-1745
木製ハンガーバリュー5本組
JAN：4962959 117450 入数：14組
（約）幅44.5×奥行1.3×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-1740
木製ハンガーバリュー3本組
JAN：4962959 117405 入数：24組
（約）幅44.5×奥行1.3×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

Antique Brown

アンティーク調の高級感のあるダークブラウン色の木製ハンガー。
クローゼットで場所をとらない薄型設計です。

H-1645
木製ハンガーアンティークブラウン5本組
JAN：4962959 116453 入数：20組
（約）幅44.5×奥行1.3×高さ23cm
材質：天然木（ロータス、他） 中国製

弊社の木製ハンガーはすべてフック部がネジ切り式です。
一般的なフック部の金具が突き抜ける仕様はコストが抑え
られますが、突き抜けた金属部がケガの原因となります。

ウッドワーズシリーズ
天然素材のやさしい風合いを生かしたシンプルなハンガーです。
専門店様向けにパッケージにもこだわりました。
手作りのていねいなカーブがえりをしっかりと保ちます。

Annie

肩幅42cm

厚み18mm

H-5010
木製ハンガーアニー
JAN：4962959 150105 入数：50
（約）幅42×奥行1.8×高さ25.5cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

Mode

肩幅43cm

厚み25mm

H-5030
木製ハンガーモードスライド
JAN：4962959 150303 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

Mサイズ

H-5020
木製ハンガーアニーCクリップ
JAN：4962959 150204 入数：50
（約）幅42×奥行1.8×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

手作りのていねいなカーブがえりをしっかり保ちます

Mega

Mサイズ

H-5031
木製ハンガーモードBクリップ
JAN：4962959 150310 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

肩幅47cm

厚み25mm

H-5040
木製ハンガーメガスライド
JAN：4962959 150402 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

Mサイズ

H-5041
木製ハンガーメガBクリップ
JAN：4962959 150419 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

ネクタイやベルトを専用ハンガーですっきり収納
ロングセラーの木製ネクタイハンガー「デコタイ」と
木製のベルトハンガー「ベルター」。
ナチュラルテーストの質感がクローゼットを癒しの空間に。

ベルトが8本掛けられます。
フックが回転するので選びやすく取り外しやすい
2031
木製ネクタイハンガー デコタイ クリア
JAN：4962959 120313 入数：50
（約）幅28×奥行2.5×高さ13cm
材質：天然木（セン） 日本製

2038
木製ベルトハンガー ベルター
JAN：4962959 120382 入数：30
（約）幅24×奥行5×高さ13cm
材質：天然木 日本製

天然木ハンガー木と生活シリーズ
毎日手にふれるものだからほっと和めるぬくもりを感じたい。
自然の木の風合いを大切に生かしたひとつひとつ手作りの
ハンガーが衣類をやさしく休ませます。
やさしく、あたたかい天然木のぬくもりを手にとってお試し
ください。

H-5420
木製ハンガー木と生活42cmウッドバー
JAN：4962959 154202 入数：50
（約）幅42×奥行1.8×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-5421
木製ハンガー木と生活42cmクリップ
JAN：4962959 154219 入数：48
（約）幅42×奥行1.8×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-5430
木製ハンガー木と生活43cmスライド
JAN：4962959 154301 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-5431
木製ハンガー木と生活43cmクリップ
JAN：4962959 154318 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-5470
木製ハンガー木と生活47cmスライド
JAN：4962959 154707 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-5471
木製ハンガー木と生活47cmクリップ
JAN：4962959 154714 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

長く使える専門メーカーによる木製ハンガー

業務用ハンガー

H-9430
業務用木製ハンガー 43cm/25mm
スライドバー付
JAN：4962959 194307 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-9431
業務用木製ハンガー 43cm/25mm
クリップ付
JAN：4962959 194314 入数：34
（約）幅43×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-9420
業務用木製ハンガー 42cm/18mm
ウッドバー付
JAN：4962959 194208 入数：50
（約）幅42×奥行1.8×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

お店やホテルに最適な高級感のある適度な厚みと
自然の風合いを大切にした天然木ハンガーです。
※業務用ハンガーにはパッケージ、JANは付属していません

H-9470
業務用木製ハンガー 47cm/25mm
スライドバー付
JAN：4962959 194703 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-9471
業務用木製ハンガー 47cm/25mm
クリップ付
JAN：4962959 194710 入数：34
（約）幅47×奥行2.5×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

H-9421
業務用木製ハンガー 42cm/18mm
クリップ付
JAN：4962959 194215 入数：48
（約）幅42×奥行1.8×高さ26cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

限りなく人体に近い形への挑戦------S・STYLEシリーズ

スーツ用
天 然 木
ハンガー
Listen to the woodwords

スーツをしっかりホールドする厚手の天然木
ハンガーです。
えり、肩の部分を人体に近い形でホールドする
ため、背中やすそまでしわなくホールドする
ことができます。天然木の色を生かした無漂
白の素材を厳選して使用しています。

H-6430
木製ハンガーS・STYLE
43cmスライド
JAN：4962959 164300 入数：20
（約）幅43×奥行5×高さ28cm
材質：天然木（ロータス） 中国製

肩の形に近い美しいフォルム
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天然木を贅沢に使った十分な厚み
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H-6431
木製ハンガーS・STYLE
43cmクリップ
JAN：4962959 164317 入数：20
（約）幅43×奥行5×高さ29cm
材質：天然木（ロータス） 中国製
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H-6470
木製ハンガーS・STYLE
47cmスライド
JAN：4962959 164706 入数：20
（約）幅47×奥行5×高さ28cm
材質：天然木（ロータス） 中国製
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FOR A ROYAL

上下を分割、組み合わせて使う
生活スタイルに合わせてハンガーを選ぶ
天然素材のやさしい風合いを生かして

上下を分割、組み合わせて使う
上着とボトム、スカートを別々の専用ハンガーに収納するスタイルを採用。ハンガーの下部バーをなくして
掛け外し しやすいスタイルにしました。

生活スタイルに合わせてハンガーを選ぶ

上下のハンガーを自由に選んで組み合わせる事ができます。
カジュアル衣料用、スーツ用、M サイズ、L サイズ、スラックス・スカートを簡単に収納、しっかり収納な
ど 6 種類の専用ハンガーを用途別に最適な組み合わせを選ぶ、新しい収納スタイルの提案です。

天然素材のやさしい風合いを生かして
自然のぬくもりが伝わる、やさしい手ざわりの天然木を贅沢に使用しました。
ハンガーを支える金具にはこだわりのつや消しシルバー色のブロンズコーティング加工を採用し、天然素材
のやさしい風合いを生かしています。

H-01NA
Separe カジュアルハンガー
ナチュラル
サイズ(約)42×23×1.8ｃｍ
JAN 4962959 189013
入数 60

H-61NA
Separe クリップハンガー
ナチュラル
サイズ(約)30×13×3ｃｍ
JAN 4962959 189617
入数 60

H-03NA
Separe スーツ用ハンガーＭサイズ
ナチュラル
サイズ(約)43×23×3ｃｍ
JAN 4962959 189037
入数 40

H-71NA
Separe ホールドハンガー
ナチュラル
サイズ(約)25×17×2.5ｃｍ
JAN 4962959 189716
入数 60

H-07NA
Separeスーツ用ハンガーLサイズ
ナチュラル
サイズ(約)47×25×3ｃｍ
JAN 4962959 189075
入数 40

H-80NA
Separe スラックスハンガー
ナチュラル
サイズ(約)36×13×2ｃｍ
JAN 4962959 189808
入数 60

仕様 / 本体・天然木（ロータス）金具・鉄（ニッケルメッキ

ホワイトブロンズ加工） 中国製

すべり止め塗料から生まれた、新しいハンガー

PULL

!
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M ove

!

すべらないのに、さっと外せる

「すべり止めコーティングしたハンガーは、衣類が引っかかって掛けにくい」そんな経験はありませんか？
かけた後はずり落ちないのに、使うときはさっと外せる適度な滑り止め効果をめざして新開発された
Griﬀ ハンガーシリーズの提案です。
新開発のコーティング塗料により、適度なすべり止め効果がありながら、ベタベタしたさわり心地がしない、
さらさらとした やさしい質感がうまれました。また、鉄やプラスチックのハンガーにはない、天然木のハ
ンガーだからこそ味わえる使う時の温かい感触がやさしいコーティングの質感をより一層際立たせます。
これに合わせ、インテリア性を高めるために、ホワイトブロンズ加工の金具を採用しました。
色は深い海のようなロイヤルブルーと、艶を抑えた上品なブラックをご用意しました。

新しい収納スタイルの提案

T!

SE
上着とボトム、スカートを別々の専用ハンガーに収納するスタイルを採用。上着用ハンガーの下部バーをな
くして、よりかけ外ししやすい形にしました。また、下部に連結したハンガーが単独でかけ外し 出来るため、
上下を組み合わせて収納した状態から、簡単に下のウェアを取り出す事ができ、先に下のウェアから着用す
ることができます。また、スラックスやスカート用ハンガーも、お手持ちのウェアに合わせて選べる豊富な
ラインをご用意しました。ライフスタイルに合わせて自由に組み合わせてご使用できます。

G GRIFF HANGER
今までになかった手触り・・・次世代の質感
天然木コーティングハンガー

新開発のコーティング塗料
弾性樹脂塗装・・・ヨーロッパで新開発された、すべりどめ効果のある特殊な弾性樹脂コーティングです。その特
性である「すべりどめ効果」に注目し、ハンガーをコーティングしました。衣服をしっかりキープできる新しいハ
ンガーの誕生です。

天然木ハンガーをコーティングするという発想
軽すぎず、重すぎず、この弾性樹脂コーティングのやさしい手触りにちょうどよい重さが天然木のハンガーです。
適度な重量感とあたたかみのあるさわり心地で、他の素材にコーティングするよりも高級感が生まれます。スタイ
リッシュなフォルムと、よりデザイン性を高めるために こだわりのホワイトブロンズ加工の金具を採用したこと
により、美しいスタイルが生まれました。

H-01BK
Griﬀ カジュアルハンガー
ブラック

H-01BL
Griﬀ カジュアルハンガー
ロイヤルブルー

H-61BK
Griﬀ クリップハンガー
ブラック

サイズ ( 約 )42×23×1.8ｃｍ

サイズ ( 約 )42×23×1.8ｃｍ

サイズ ( 約 )30×13×3ｃｍ

H-03BK
Griﬀ スーツ用ハンガー
M サイズ ブラック

H-03BL
Griﬀ スーツ用ハンガー
M サイズ ロイヤルブルー

JAN 4962959 181017
入数 60

JAN 4962959 182014
入数 60

JAN 4962959 181611
入数 60（20×3）

H-61BL
Griﬀ クリップハンガー
ロイヤルブルー

サイズ ( 約 )43×23×3ｃｍ

サイズ ( 約 )43×23×3ｃｍ

H-07BK
Griﬀ スーツ用ハンガー
Ｌサイズ ブラック

H-07BL
Griﬀ スーツ用ハンガー
Ｌサイズ ロイヤルブルー

H-71BK
Griﬀ ホールドハンガー
ブラック

サイズ ( 約 )47×25×3ｃｍ

サイズ ( 約 )47×25×3ｃｍ

サイズ ( 約 )25×16×2.5ｃｍ

H-80BK
Griﬀ スラックスハンガー
ブラック

H-80BL
Griﬀ スラックスハンガー
ロイヤルブルー

H-71BL
Griﬀ ホールドハンガー
ロイヤルブルー

JAN 4962959 181031
入数 40

JAN 4962959 181079
入数 40

サイズ ( 約 )36×14×2ｃｍ

JAN 4962959 181802
入数 60 (20×３)

JAN 4962959 182038
入数 40

JAN 4962959 182076
入数 40

サイズ ( 約 )36×14×2ｃｍ

JAN 4962959 182809
入数 60 (20×３)

サイズ ( 約 )30×13×3ｃｍ

JAN 4962959 182618
入数 60（20×3）

JAN 4962959 181710
入数 60 (20×３)

サイズ ( 約 )25×16×2.5ｃｍ

JAN 4962959 182717
入数 60 (20×３)

仕様 / 本体・天然木（弾性樹脂塗装）金具・鉄（ニッケルメッキ

ホワイトブロンズ加工） 中国製

HS-21
スペースハンガー3本セット
JAN：4962959 114219
入数：60（20×3）
（約）幅13×奥行4×高さ34cm
材質：ABS樹脂 中国製

H-2344
ニューウェーブハンガー3本組
ブルー JAN：4962959 123444
入数：60（20×3） 材質：PP 中国製

H-2345
ニューウェーブハンガー3本組
イエロー JAN：4962959 123451
入数：60（20×3） 材質：PP 中国製

■すべりやすい素材のスカートをしっかりキープします
■衣類の幅に合わせてクリップが移動できます
■スラックス、ボトムもしっかりキープします

H-3061
エトレ スカートクリップ2P
JAN：4962959 184612 入数：30（10×3）
（約）幅30.5×奥行2×高さ11cm
材質：スチール（PVCコーティング）中国製

■すべり止めコーティングでスラックスをしっかりキープ
■サイドオープン型で掛け外しが簡単にできます

H-3080
エトレ スラックスバー
JAN：4962959 184803 入数：60（20×3）
（約）幅34.5×奥行0.7×高さ13.8cm
材質：スチール（PVCコーティング）中国製

■スカート、ボトムをしっかりキープ
■クリップの跡が残りにくいホールド式
■厚手のスカート、ボトムもキープ

H-3071
エトレ ボトムホルダー
JAN：4962959 184711 入数：60（20×3）
（約）幅26×奥行2.6×高さ15.5cm
材質：スチール（PVCコーティング）中国製

■すべりやすいネクタイやスカーフをしっかりキープ
■薄型設計で省スペースで選びやすく収納できます

H-3090
エトレ ネクタイハンガー
JAN：4962959 184902 入数：60（20×3）
（約）幅15.5×奥行0.7×高さ24.2cm
材質：スチール（PVCコーティング）中国製

ハンガー売り場の隙間を埋める
クローゼットアクセサリーズ
ハンガーを連結させて収納力アップ！

ハンガーの頭に掛けてハンガーを
連結できるフックです。
洋服ダンスを省スペースに使えます。
衣類を上下のセットで連結できます。
HS-10

ハンガー連結フック3個セット
JAN：4962959 141103

入数：100（10×10）

（約）幅2×奥行2×高さ5.5cm
材質：PP

ごち ゃ ご ち ゃハンガーを整理整頓！

どこでも手軽にすべり止 め ！
ハンガーの肩やマットの下など
好きな場所に貼れるすべり止め
シールです。

HS-11

すべり止めシール（10枚入）
JAN：4962959 141110

入数：100（10×10）

（約）幅4×奥行0.1×高さ3cm
材質：合成ゴム

外出先でもエチケット！
折りたたみできるハンディサイズの洋服ブラシです。

使っていないハンガーをすっきり
片付ける
「ハンガーのハンガー」
ごちゃごちゃからまる洗濯ハンガー
やかさばる収納ハンガーをすっきり
収納できます。

HS-12

ハンガーのハンガー

JAN：4962959 141127
入数：100（10×10）

（約）幅6×奥行0.5×高さ44cm
材質：鉄、
アルミ 日本製

HS-19

ハンディ洋服ブラシ JAN：4962959 141196

（約）幅3.5×奥行0.6×高さ10cm

材質：PP

入数：100（10×10）
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