「

WALLSHELF
壁一面の本棚に憧れて作りました。TVラックやスニ ー カ
あらゆるシ

ー

ー

ディスプレイなどと合わせるなど生活の

ン、天井があるところだったらどこでも 置くことができる本棚です。

1200 キャビネットセット（棚板 3 枚）
W=1252 mm, D=300 mm, H=1980-2500mm
収容冊数=1 - 440
135,000 円（税抜・送料別）

600

キャビネットセット（棚板 3 枚）
W=652 mm, D=300 mm, H=1980-2500mm
収容冊数=1 - 220
110,000円（税抜・辺覇）

1200 ベ ースセット（棚板5枚）
W=1527 mm, D=300 mm, H=1980-2500mm
収容冊数=1-440
100,000 円（税氣送料月1/)

600 ベ ースセット（棚板5枚）

BOX
SHELF

本を 置くための空間は本棚です。この箱に本を詰めたらもう、それは本棚となります。文
庫用のBnタイプ、単行本用の

46 タイプ、雑誌用の Mg タイプ、置き方によって文庫用に

も 単行本用にも 雑誌用にもなる3wayタイプがあります。

※各,,_ツパラ売り有9

W=927 mm, D=300 mm, H=1980-2500mm
収容冊数=I-220
85,000 円（税斌送料月1/)
Bn
w�79 mm
D =126 mm
H=189 mm
収容冊数=1-6
1,200円（税抜・送料別）

PAPERSHELF
本の装Tを絵画の ように壁に
飾ることのできる本棚です。丈
夫な紙でできているので、マグ
ネット や画鋲で簡単にと りつ
けることができます。

STACK
SHELF

46

3way
w�21omm
D =170 mm
H=260 mm
収容冊数=1-15
1,500円（税抜・送料別）

w�94 mm
D =160 mm
H=239 mm
収容冊数=1-6
1,200円（税抜・送料別）

.J,V"�

-

Mg

w�94 mm
D =246 mm
H=337 mm
収容冊数=1-6
1,500円（税抜・送料別）

ネジもポルトも 一 切使わないで組み立てができる本棚です。文庫用のBnタイプ、 単行本
用の

46 タイプ、雑誌用の Mg タイプがあり、幅は 600mm か 900mm で選べます。使い方

によってはテレビ台やベンチにも。結み立てが自由なスタッキング式の本棚です。

W=IS!mm, H=SOmm, D=SOmm (組立時）
収容冊数=l
880円（税抜・送料!JI)

マ黒

黄色

ぎんねず
マオリ

ー

白

プ

STICKSHELF
机の上や棚の上など、気分で変
えられる本棚です。棒の差し方

Bn 600( 文庫サイズ）
W;600mm, D;210mm, fl;262mm
収容冊数;!-60
11,000円（税抜・送料別）

46 600( 単行本サイズ）
W=600mm, D=248mm, H=312mm
収容冊数=1-40
12,000 円（税抜・送料別）

Mg600( 雑誌サイズ）
W;600mm, D;300mm, H;410mm
収容冊数;J-40
14,000円（税抜・送料l!り）

Bn 900( 文庫サイズ）
W;900mm, D;2J0mm, H;262mm
収容冊数;J-80
12,000円（税抜・送料別）

46 900( 単行本サイズ）
W=900mm,D=248mm, H=312mm
収容冊数=1-60
14,000円（税抜・送料別）

Mg900( 雑誌サイズ）
W;9Q0mm, D;300mm, H;41Qmm
収容冊数;1-60
15,000円（税抜，送料別）

r

によって本を面陳したり棚差

,

ししたりできます。
W=290mm, D=l60mm, H=ISmm
収容冊数=1 - 20
ツナ4,800円（税抜・送料月1/)
黄色5,000円（税抜・送料別）
グレ ー 5,000円（税抜・却別）

読書のときちょうどいい机

ーオリ

ー

ブ5,000円（税抜・送料別）

BBB
SHELF

各type

三旦こ送料別）

typeA(art)
上部の空いたスペ スにはA2サイズのポス
タ ー や絵画をかけることができます。写真集
や画集など、大判の本を収納したり陳列した
りもいいですね。思ったよりも収納力がある
ので、本をたくさん挿してもいいですし、気に
入った小物たちを並ぺてもいいですね。
ー

読書をする時、机と椅子があったほうがうれしい。これは 一人で作業する時も、二人で向か
い合ってPCを開いている時も、ご飯を食べる時も、ちょうどいい距離を保てる 机です。

typeB(book)

typeC(culture)

typeD(discover)

当たり前ですけれど本棚は、 本を効率よ〈大
量に収納するためのものです。本棚は、収納量
が多くて、探している本にアクセスしやすい
ことが、 そのクラシックな価値でした。でも
ね、本をたくさん収納しても、軽やかな質感が
あってもいいのかなって思うんです。それが、
この本棚が生まれた理由です。

本とレコ
凡そして お気に入りの小物たち。
毎日過ごす部屋だから、文化と教養に包まれ
ていたいですね。変則的な棚って、案外リズム
を作ってくれます。布、紙、ガラス｀あらゆるマ
テリアルを並ぺてみるのもいいなあ。

「変なかたちだなあ」 って思いましたか？え
え、正直言うと僕もそう思います。きちんと本
を挿していけば、 本棚としても案外使えるん
ですけれどもね。うん、変なかたち。「こんなと
ころにも、 こんなふうに匿けるんだ！」という
発見がある、おもしろい本棚です。

ー

ド、し人

1200W

W=1200mm, D=800 mm, H=710 mm
65,000円（税抜・送料別）

over made STORE
クッション

1800W

W=1800mm, D=800 mm, H=710 mm
65,000円（税抜・送料別）

BOOK BLOOM
ペイントって、実は手軽で思ったよりも楽しい。幕らしに花を
添えるように、本棚にも彩りを加えます。 8 本ペイントのペイ

ROOMBLOOM とのコラポ商品です。

本を読むときに、 クッションがあると心地よい

ントプランド

と思います。 100%のオ

3,600円（税抜・送料別）

ー

ガニックコットンを使

用しているから、身体にやさしい。製造過程で生
じるオ

ー

ら、地球にやさしい。全て1点限りです。ぜひや
さしい読書時間をお過ごしください。

hot chili

ヽbreakfast

パ ー サプライの生地を使用しているか

W;360 mm, H;360 mm 4,800 円（税抜・送料別）

birthday present

•

curu osity

sky sc『aper
• grasshopper
I

※柄は一点モノ

※収容冊数は最小から最大の値となっており直苫での収客冊徴を参考にしております。
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