








材質　国産天然木ナラ材、国産天然木スギ材、真鍮

塗装　オイル仕上げ
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1900 デスク

W85×D65×H74cm

税込 ¥ 90,200

引き出し内部に国産天然木スギ材使用

引き出し取手に真鍮使用



alan shelf

W100×D32×H150cm

税込 ¥ 113,300
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材質　天然木メープル材、天然木ウォールナット材、メープル突板、ウォールナット突板、

　　　国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ
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木と風 角脚デスク

メープル 税込 ¥ 68,200

ウォールナット 税込 ¥ 85,800

W106.8×D50×H72cm



木と風 丸脚デスク

メープル 税込 ¥ 68,200

ウォールナット 税込 ¥ 85,800

W106.8×D50×H72cm
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木と風 シェルフ720

メープル 税込 ¥ 47,300

ウォールナット 税込 ¥ 47,300

W107×D25×H72cm

木と風 シェルフ1070

メープル 税込 ¥ 58,300

ウォールナット 税込 ¥ 58,300

W107×D25×H107cm

木と風 シェルフ1420

メープル 税込 ¥ 69,300

ウォールナット 税込 ¥ 69,300

W107×D25×H142cm



木と風 PCデスク

メープル 税込 ¥ 69,300

ウォールナット 税込 ¥ 85,800

W64×D48×H72cm

棚板スライド式

3個口コンセント付き

木と風 プリンターワゴン

メープル 税込 ¥ 30,800

ウォールナット 税込 ¥ 31,900

W52×D42×H26.8cm

PCデスク内に収納可

引き出し付き

木と風 ワゴン

メープル 税込 ¥ 47,300

ウォールナット 税込 ¥ 49,500

W36×D44×H58cm



14　15

木と風 丸脚デスク＋シェルフ1070＋ワゴン（すべてウォールナット）



材質　天然木メープル材、 メープル突板、天然木ウォールナット材、ウォールナット突板、

　　　メラミン、アルミ樹脂複合板、スチール、真鍮

塗装　オイル仕上げ
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Familia キャビネットデスク　メープル

W90×D35×H112cm（天板までの高さ70cm）
税込 ¥ 179,300

ステップ2段階調整／取り外し可

A4リングファイル収納可



Familia キャビネットデスク　ウォールナット

W90×D35×H112cm（天板までの高さ70cm）
税込 ¥ 184,800

ステップ2段階調整／取り外し可

A4リングファイル収納可
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Familiaドロワートレイ M 

white 税込 ¥ 24,200

black 税込 ¥ 24,200

W23.5×D28×H19.1cm

B5用紙収納可

Familiaドロワートレイ L 

white 税込 ¥ 27,500

black 税込 ¥ 27,500

W34×D25×H19.1cm

A4用紙収納可

材質　天然木アルダー材、4mmシナ合板、スチール

塗装　無塗装
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材質　天然木ウォールナット材、天然木パドウク材、突板、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ
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kiva 6　

ウォールナット 税込 ¥ 80,300

パドウク 税込 ¥ 69,300

W60×D60×H72cm

引き出し1列1段

内寸W43.6×D43×H4.1cm



kiva 11　

ウォールナット 税込 ¥ 128,700

パドウク 税込 ¥ 115,500

W110×D55×H72cm

引き出し1列2段

上段内寸W24×D38×H9cm

下段内寸W24×D38×H10.5cm

kiva 12　

ウォールナット 税込 ¥ 139,700

パドウク 税込 ¥ 132,000

W120×D60×H72cm

引き出し1列2段

上段内寸W30×D43×H10cm

下段内寸W30×D43×H11.5cm

kiva 13　

ウォールナット 税込 ¥ 150,700

パドウク 税込 ¥ 143,000

W130×D60×H72cm

引き出し1列2段

上段内寸W30×D43×H10cm

下段内寸W30×D43×H11.5cm

kiva 14　

ウォールナット 税込 ¥ 161,700

パドウク 税込 ¥ 154,000

W140×D60×H72cm

引き出し1列2段

上段内寸W30×D43×H10cm

下段内寸W30×D43×H11.5cm
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kiva 15　

ウォールナット 税込 ¥ 194,700

パドウク 税込 ¥ 187,000

W150×D65×H72cm

引き出し2列2段

上段内寸W30×D43×H10cm

下段内寸W30×D43×H11.5cm

kiva カギ
ご希望に応じ、引き出し上段にカギを取り付けることができます（kiva6は除く）。
価格はお問い合わせください。



材質　天然木アルダー材、天然木ビーチ材、ポリ板、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板
塗装　オイル仕上げ
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MUCMOC デスク
税込 ¥ 60,500

W94×D56.8×H80cm

組み立て式（梱包サイズW99×D69×H18cm）

天板6段階調整可（高さ58～73cm）

背面パネルはリバーシブル

白＋青白＋赤



MUCMOCデスク＋ラック800＋ワゴン＋チェア
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MUCMOCデスク＋ラック1340＋ワゴン＋チェア
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MUCMOC ラック800

W61.2×D30.5×H80cm

税込 ¥ 47,300

MUCMOC ワゴン

W40×D40×H47cm

税込 ¥ 27,500

A4リングファイル収納可
MUCMOC ラック1340

W74×D30.5×H134cm

税込 ¥ 66,000

組み立て式

棚板　段階調整可

背面パネルはリバーシブル

白＋青白＋赤



MUCMOC チェア

W44×D38.5×H57.7cm

税込 ¥ 26,400

座面　8段階調整可（高さ29～50cm） 青 白赤





材質　国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　無塗装



34　35

アルベロ デスク

W100×D63×H74cm

税込 ¥ 57,200



アルベロ 本立て

W55×D20×H19cm

税込 ¥ 9,900
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材質　天然木レッドオーク材、レッドオーク突板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ
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セノヴィ デスク
税込 ¥ 66,000

W100×D53×H74cm

フック2個付き・市販のフックも使用可

フック
税込 ¥ 550

セノヴィデスク、スティックデスク用
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セノヴィ シェルフ
税込 ¥ 68,200

W100×D28×H144cm



セノヴィ 小棚
税込 ¥ 19,800

W32.3×D25.6×H32cm

縦・横置きどちらでもシェルフ内収納可

天然木アルダー材

無塗装仕上げ

セノヴィ ワゴン
税込 ¥ 49,500

W35.4×D44.1×H57cm

A4リングファイル収納可

ワゴン上部 仕切り板取り外し可
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材質　天然木アルダー材、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ

この製品は他のシリーズのシェルフやワゴンと組み合わせることが出来ます。詳しくは巻末をご覧ください。
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レグシー デスク90

W90×D53×H74cm 税込 ¥ 42,900

レグシー デスク100

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 44,000

レグシー デスク110

W110×D53×H74cm 税込 ¥ 47,300

レグシー デスク120

W120×D53×H74cm 税込 ¥ 50,600

レクスデスク90

W90×D53×H74cm 税込 ¥ 46,200

レクスデスク100

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 47,300

レクスデスク110

W110×D53×H74cm 税込 ¥ 50,600

レクスデスク120

W120×D53×H74cm 税込 ¥ 53,900 レクスデスクは背面に4個口コンセント付き



レグシー シェルフ90

W89.5×D23.5×H121cm 税込 ¥ 48,400

レグシー シェルフ100

W99.5×D23.5×H121cm 税込 ¥ 49,500

レグシー シェルフ110

W109.5×D23.5×H121cm 税込 ¥ 52,800

3段引き出しは取外し自由

下段左右の棚板は3段階可動式

レグシー Nワゴン

W41.5×D46×H56.3cm

税込 ¥ 31,900

A4リングファイル収納可
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レグシーデスク100＋レグシーシェルフ100＋レグシーNワゴン



材質　天然木アルダー材、天然木ウォールナット材、ウォールナット突板、プリント化粧繊維板、

　　　国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ

この製品は他のシリーズのシェルフやワゴンと組み合わせることが出来ます。詳しくは巻末をご覧ください。
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アルダー

クッカ デスクD60

W100×D60×H74cm 税込 ¥ 51,700

スティック上棚 取り付け可



クッカデスクD60＋スティック上棚
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アルダー

クッカ デスク90

W90×D53×H74cm 税込 ¥ 46,200

クッカデスク100

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 47,300

クッカデスク110

W110×D53×H74cm 税込 ¥ 50,600



ウォールナット

クッカ デスク100

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 83,600

クッカ デスク110

W110×D53×H74cm 税込 ¥ 86,900
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アルダー

クッカ シェルフ90

W90×D23.5×H97cm 税込 ¥ 45,100

クッカ シェルフ100

W100×D23.5×H97cm 税込 ¥ 46,200

クッカ シェルフ110

W110×D23.5×H97cm 税込 ¥ 49,500

ウォールナット

クッカ シェルフ100

W100×D23.5×H97cm　税込 ¥ 59,400

クッカ シェルフ110

W110×D23.5×H97cm 税込 ¥ 63,800



アルダー

クッカ Nワゴン

W36×D44×H56.3cm　税込 ¥ 30,800

A4リングファイル収納可

ウォールナット

クッカ Nワゴン

W36×D44×H56.3cm　税込 ¥ 42,900

A4リングファイル収納可
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クッカデスク100＋クッカシェルフ100＋レグワゴン（すべてウォールナット）



材質　天然木アルダー材、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ

この製品は他のシリーズのシェルフやワゴンと組み合わせることが出来ます。詳しくは巻末をご覧ください。
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ユニシス デスク90

W90×D53×H74cm 税込 ¥ 45,100

ユニシス デスク100

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 46,200

ユニシス デスク110

W110×D53×H74cm 税込 ¥ 50,600



ユニシス Nワゴン

W41.5×D46×H56.3cm

税込 ¥ 31,900

A4リングファイル収納可
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ユニシス キャビネット

W30×D51.5×H146cm（分離した時は各H74cm）
税込 ¥ 53,900

A4リングファイル収納可

本棚と引き出しの上下分離型

ユニシス シェルフ

W53×D29×H142cm

税込 ¥ 46,200



ユニシスデスク100＋ユニシスキャビネット
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ユニシスデスク90＋ユニシスデスク100＋ユニシスキャビネット



材質　天然木アルダー材、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ

この製品は他のシリーズのシェルフやワゴンと組み合わせることが出来ます。詳しくは巻末をご覧ください。
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スティック デスクD53

W100×D53×H74cm 税込 ¥ 46,200

スティック デスクD60

W100×D60×H74cm 税込 ¥ 49,500

フック2個付き・市販のフックも使用可

フック
税込 ¥ 550

セノヴィデスク、スティックデスク用



スティック 上棚

W100×D20×H29cm

税込 ¥ 20,900

クッカデスクD60への取り付けも可能
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この製品は他のシリーズと組み合わせることが出来ます。詳しくは巻末をご覧ください。
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オープンラック 2×2

W79×D38.7×H92cm 税込 ¥ 46,200

オープンラック 2×1

W52×D39.4×H92cm 税込 ¥ 40,700

材質　天然木アルダー材、アルダー突板

塗装　オイル仕上げ
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ブックシエル70

W70×D29.2×H142cm 税込 ¥ 49,500

ブックシエル100 

W100×D29.2×H142cm 税込 ¥ 56,100

材質　天然木アルダー材

塗装　オイル仕上げ



ブックタッチ　アルダー

W50×D18.5×H23cm 税込 ¥ 13,200

ブックタッチ　ウォールナット

W50×D18.5×H23cm 税込 ¥ 26,400

右の仕切り板は取り外し可

材質　天然木アルダー材、ポリ板、天然木ウォールナット材、ウォールナット突板

塗装　オイル仕上げ
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レグワゴン　アルダー

W30×D53×H74cm 税込 ¥ 40,700

レグワゴン　ウォールナット

W30×D53×H74cm 税込 ¥ 51,700

材質　天然木アルダー材、天然木ウォールナット材、プリント化粧繊維板、国産天然木ヒノキ材、4mmシナ合板

塗装　オイル仕上げ
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昇降椅子
税込 ¥ 45,100

W49×D50.5×H83cm

座面　44.9・47.9・50.9cm （3段階調整）

材質　天然木ビーチ材、天然木アルダー材

塗装　オイル仕上げ

写真は高さ50.9cm



写真は高さ50.9cm



74　75

写真は高さ50.9cm



写真は高さ44.9cm
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ダーク
ブルー

スピカ　ビーチ
税込 ¥ 33,000

W43.6×D46×H75.6cm

座面　44.9・47.9・50.9cm（3段階調整）

ステップ取り外し可

材質　天然木ビーチ材

塗装　オイル仕上げ

スピカ　ウォールナット
税込 ¥ 46,200

W43.6×D46×H75.6cm

座面　44.9・47.9・50.9cm（3段階調整）

ステップ取り外し可

材質　天然木ウォールナット材

塗装　オイル仕上げ

グレー

フラミンゴ

マスタード

スピカ　レッドオーク
税込 ¥ 41,800

W43.6×D46×H75.6cm

座面　44.9・47.9・50.9cm（3段階調整）

ステップ取り外し可

材質　天然木レッドオーク材

塗装　オイル仕上げ

ダーク
ブルー

グレー マスタードグレー



レオ〈布座〉
税込 ¥ 28,600

W42×D48.6×H72cm

座面　43.9・46.9・49.9・52.9cm（4段階調整）

ステップ　15・20・25cm（3段階調整）

材質　天然木アルダー材、天然木ビーチ材

塗装　オイル仕上げ

ライトブルー

ダーク
ブルー フラミンゴ

マスタードグレー
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レオ〈板座〉
税込 ¥ 28,600

W42×D48.6×H72cm

座面　43.9・46.9・49.9・52.9cm（4段階調整）

ステップ　15・20・25cm（3段階調整）

材質　天然木アルダー材、天然木ビーチ材

塗装　オイル仕上げ
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レグシー、クッカ、ユニシス、スティック、デスクオプションの製品は様々な組み合わせが可能です。

お部屋や用途にあわせて、最適な組み合わせをお選びいただけます。

この他の組み合わせについてもお気軽にお問い合わせください。

レグシーデスク100＋クッカシェルフ100＋クッカNワゴン



クッカデスク90＋クッカデスク90＋ユニシスシェルフスティックデスクD53＋レグワゴン＋ブックタッチ

レグシーデスク100＋ブックシエル100＋レグシーＮワゴンクッカデスク100＋レグシーシェルフ100＋クッカNワゴン

クッカデスク100＋オープンラック2×2クッカデスクD60＋スティック上棚



4　オイルをウエス（柔らかい綿の布など）に

含ませ、木目に沿って均一に伸ばしながら

塗り込んでください。作業時は必ず窓を開けて、

風通しを良くしてください。

5　オイルがウエスにほとんど付かなくなる

までよく拭き上げた後、直射日光の当たら

ない所で 12時間程度乾燥させてください。

6　メンテナンスオイルのご使用後は必ず蓋を

しっかりと閉め、お子様の手の届かない、

直射日光の当たらない所で保管してください。

3　メンテナンスオイルは蓋をしたままよく

振って、混ざり合った状態で使用してください。

1　補修の前に汚れ・ホコリ等を、かたく

絞ったきれいな布で拭きとり、完全に表面が

乾いてから作業を行ってください。

2　擦り傷・押し傷のある面は市販のサンド

ペーパー（#320～#400）で、木目に沿って

なじませるように磨いてください。

メンテナンスキット
税込 ¥ 2,750

正味100ml

製品使用上の注意事項

・本体の上に傷つきやすいものを置く場合は、布などを敷いて使用してください。

・本体の上に濡れたタオルや雑巾をそのまま放置したり、直接熱いものを置くと、表面を傷める原因となります。

・シンナーやベンジン、キッチンハイターなどの化学物質を含んだ溶剤は、木を傷める可能性がありますので使用しないでください。 

・汚れた際は、すぐに濡布で拭き取ってください。

自然系のオイルだから、補修も簡単。お手入れを重ねる度に、次第に木の風合いが増していきます。



フラットフック

下記商品にはフラットフックが付いています。

重い荷物を掛けたり、無理に引っ張ったりすると破損の原因となります。（耐荷重 10kg）

アルベロデスク・レグシーデスク・ユニシスデスク

※本カタログに掲載されている写真は照明や環境、また印刷の特性により、実際の製品とは色合いが異なる場合があります。
※諸般の事情により製品の価格・仕様を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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