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かねみつ漆器店の原点は、もてなす心。
宿と旅人のあたたかなふれあいを思い描き、
旅館･ホテルの業務用の品々をご提案してまいりました。
 わたしたちが創業した信州木曽は、各種の天然木に恵まれた山深い地。
ここで受け継がれてきた漆塗りの家具は、丈夫で味があり、
日本各地の旅館業界からも、高い評価をいただいております。
かねみつ漆器店は、業務用の座卓やお膳などを扱うことからはじまり、
みなさまとともに、今日まで発展してまいりました。
 現在では、それぞれに素材やテイストの異なる6つのブランドを展開。
インテリアや器などを通して、さまざまなシーンでの、
もてなす心をお届けしております。
 国際化をはじめ、大きな可能性を秘めた日本の宿泊ビジネス。
私たちは、快適な宿泊空間づくりをサポートすることで、
よりよい未来の創造を目指しております。

Kanemitsu started with a spirit of hospitality.
We have been envisioning warm-hearted relationships between lodging and travelers, 
and have been proposing various products for inns and hotels.
The place we founded our business is Shinshu Kiso, 
which is a deep mountain region rich with various natural trees.
Lacquered furniture that has been passed down over generations is strong and tasteful, 
and it has been highly valued by the hotel industry all over Japan.
Kanemitsu started with dealing with low tables and four-legged trays for business use, 
and our business has been growing with our customers to this day.
At present, we have five brands, each different in material and taste.
We are delivering a spirit of hospitality for different scenes through interiors and containers.
Japanese hotel business has a great potential including globalization.
We are aiming to create a better future by helping to create 
comfortable lodging space.

届けたい、もてなす心。

Our Spirit of Hospitality

c o n t e n t s
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Photo  Takumi Ota

new age rattan furniture
®

TOUは現代空間と調和する新しいラタン家具を提案します。
最高品質の素材と世界でトップレベルの製造技術。 構造美とスタンダードをあわせもつ
シンプルな佇まいは様々な空間に調和するようにデザインされています。
使いやすいよう配慮されたディティールと長く使い続けられる強固な構造で
自然素材にこだわる新しい時代の家具を目指します。

TOU suggests a new type of rattan furniture that harmonizes with modern space. 
Made from the finest materials and world’s first class manufacturing technology, the simple appearance is designed 
so that it harmonizes with all kinds of space.
The furniture has carefully arranged details that are easy to use, and robust structure that endures long time use. 
It aims to be the furniture of the new age made from quality natural material. 



5 6

TO
U



7 8

TO
U

WR
windsor rattan
design DRILL DESIGN

WRシリーズはウィンザーチェアーの構造的な特徴を
取り出して、ラタン素材でリデザインしたシリーズです。
曲げやすいラタンの特徴を活かした大きな背もたれは、
身体をやさしく包み込み、空間に華やかな雰囲気をつくり
だします。座面はメンテナンス時に交換できるように
取り外しが可能です。

WR se r i e s  p rov i d e  p roduc t s  w i t h  r a t t an 
materials re-designed by extracting structural 
cha r a c t e r i s t i c s  o f  Windso r  cha i r.  Tak ing 
advantage of properties of the rattan easy to be 
bent, the large back support creates a space with 
attractive atmosphere by gently embracing your 
body. Seating face is detachable so that it can be 
replaced at the time of maintenance. 

WR lounge chair　 WC-02 NA

W800×D780×H975（SH360）　 ¥72,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

WR side chair　 WC-01 NA

W655×D600×H900（SH400）　 ¥49,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

WR lounge chair　 WC-02 BL

W800×D780×H975（SH360）　 ¥72,000
material ： Rattan　 col. ： Black

WR side chair　 WC-01 BL

W655×D600×H900（SH400）　 ¥49,000
material ： Rattan　 col. ： Black
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WR lounge rocking chair　 WC-02 ROC NA

W800×D940×H1010（SH430）　 ¥98,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

WR lounge rocking chair　 WC-02 ROC BL

W800×D940×H1010（SH430）　 ¥98,000
material ： Rattan　 col. ： Black

WR rocking chair　 WC-01 ROC NA

W670×D840×H900（SH430）　 ¥78,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

WR rocking chair　 WC-01 ROC BL

W670×D840×H900（SH430）　 ¥78,000
material ： Rattan　 col. ： Black
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MR
ming rattan
design DRILL DESIGN

MRシリーズは中国の明時代の伝統的な木の椅子をラタン
素材でリデザインしており、オリエンタルな美しさと現代的な
機能性を合わせ持っています。日本の和室でも使用できる
そり状の脚と、サイドに広がるスタッキング可能な脚部の
構造が特徴です。座面はメンテナンス時に交換出来るよう
に取り外しが可能です。

The MR series is a line that reinterprets traditional 
Chinese chairs from Ming dynasty using rattan, 
and pursues both oriental beauty and modern 
functionality. The sled shaped legs that realize 
comfortable usage in Japanese tatami rooms, the 
structure of the legs that are spread sideways and 
allows stacking, and the seat that can be exchanged 
in case of maintenance are some of the features of 
these chairs. 

MR side chair　 MC-02 NA

W530×D510×H870（SH430）　 ¥42,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

MR side chair　 MC-02 BL

W530×D510×H870（SH430）　 ¥42,000
material ： Rattan　 col. ： Black

MR stool　 MS-01 BL

W530×D445×H430　 ¥22,000
material ： Rattan　 col. ： Black

MR stool　 MS-01 NA

W530×D445×H430　 ¥22,000
material ： Rattan　 col. ： Natural
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MR lounge chair　 MC-03 NA

W670×D725×H695（SH340）　 ¥62,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

MR lounge chair　 MC-03 BL

W670×D725×H695（SH340）　 ¥62,000
material ： Rattan　 col. ： Black

MR ottoman　 MO-01 NA

W580×D415×H340　 ¥29,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

MR ottoman　 MO-01 BL

W580×D415×H340　 ¥29,000
material ： Rattan　 col. ： Black

MR arm chair　 MC-01 NA

W560×D547×H760（SH410）　 ¥49,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

MR arm chair　 MC-01 BL

W560×D547×H760（SH410）　 ¥49,000
material ： Rattan　 col. ： Black
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SR
shaker rattan
design DRILL DESIGN

S Rシリーズはシェーカー家 具の系 譜に見られる
シンプルで無 駄を削ぎ落とした構 造 美を、ラタン
素材でリデザインしたシリーズです。様々な空間に
調和する存在感を持ち、軽量で扱いやすいスタン
ダードなラタン家具です。座面はメンテナンス時に
交換出来るように取り外しが可能です。

The SR ser ies re interprets the s imple and 
stoic structural beauty of Shaker type furniture 
using rattan material .  The l ine harmonizes 
with a var iety of  space,  and is  a standard 
rattan furniture that is light-weight and easy to 
handle. The seat of the chair can be exchanged 
upon maintenance. 

SR lounge chair　 SC-02 NA

W610×D690×H710（SH400）　 ¥48,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

SR lounge chair　 SC-02 BL

W610×D690×H710（SH400）　 ¥48,000
material ： Rattan　 col. ： Black

SR lounge chair arm　 SC-02 ARM BL

W610×D690×H710（SH400）　 ¥52,000
material ： Rattan　 col. ： Black

SR lounge chair arm　 SC-02 ARM NA

W610×D690×H710（SH400）　 ¥52,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

design DRILL DESIGN
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SR side chair　 SC-01 NA

W520×D575×H760（SH440）　 ¥38,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

SR side chair　 SC-01 BL

W520×D575×H760（SH440）　 ¥38,000
material ： Rattan　 col. ： Black

SR side chair arm　 SC-01 ARM BL

W520×D575×H760（SH440）　 ¥42,000
material ： Rattan　 col. ： Black

SR side chair arm　 SC-01 ARM NA

W520×D575×H760（SH440）　 ¥42,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

SR wide bench　 SB-01 NA　 W1575×D610×H440

¥76,000　 material ： Rattan　 col. ： Natural

SR wide bench　 SB-01 BL　 W1575×D610×H440

¥76,000　 material ： Rattan　 col. ： Black

SR bench　 SB-02 NA　 W1180×D430×H465

¥68,000　 material ： Rattan　 col. ： Natural

SR bench　 SB-02 NA　 W1180×D430×H465

¥68,000　 material ： Rattan　 col. ： Black

SR stool　 SS-01 NA/BL　 W430×D430×H465

¥28,000　 material ： Rattan　 col. ： Natural/Black

SR side table　 ST-01 NA/BL　 W620×D620×H440

¥36,000　 material ： Rattan/Grass　 col. ： Natural/Black
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SR trestle L　 ST-01 NA

W790×D410×H685（2 pairs/set）　 ¥58,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

SR trestle S　 ST-02 NA

W670×D350×H310（2 pairs/set）　 ¥46,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

D basket L　 BSK-201 NA

W510×D410×H190　 ¥14,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

D basket M　 BSK-202 NA

W410×D410×H190　 ¥12,000
material ： Rattan　 col. ： Natural

D basket L　 BSK-201 MIX

W510×D410×H190　 ¥14,000
material ： Rattan　 col. ： MIX

D basket M　 BSK-202 MIX

W410×D410×H190　 ¥12,000
material ： Rattan　 col. ： MIX

D basket L　 BSK-201 BL

W510×D410×H190　 ¥14,000
material ： Rattan　 col. ： Black

A hanger　 HG-01 NA

W540×D410×H190　 ¥2,800
material ： Rattan　 col. ： Natural

A hanger　 HG-01 BL

W510×D410×H190　 ¥2,800
material ： Rattan　 col. ： Black

D basket M　 BSK-202 BL

W410×D410×H190　 ¥12,000
material ： Rattan　 col. ： Black
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TOU  option & maintenance

TOU  オプション & メンテナンス

インドネシア産の高級ラタン材を使用

TOUの製品はすべてインドネシア産の高級ラタン材によって作られています。
フレームにはスマトラ島で採れる「マナウ」材を使用しています。
マナウ材はその密度と強度、表面の美しさにより最高級の材料とされています。
編み込み部分と結合部分の籐皮材料にはカリマンタン島で採れる「セガ」材の
Aクラスを使用しています。 
*座面フレームの一部にSICSマホガニー材使用

ラタンは非常に成長の早い植物ですが、近年後継者の問題や熱帯雨林破壊等の
環境的な問題、原材料の輸出制限等の問題によりいずれも生産量は減っています。
このサステナブルな環境と材料を守るため、弊社ではTOUシリーズの製品製作にあたり、
原料となるラタンの植栽や熱帯雨林を守るNPOへの支援などを行っています。

○ お手入れについて
日常のお手入れはから拭きでOKですが、商品に汚れがついた場合は、
水拭きするか、薄めた中性洗剤をつけた布で拭き取り、
から拭きをしてください。

仕上げ、修理について

黒色の商品は、染色した籐皮材料と着色したフレーム材料を組みあげてから
仕上げにポリウレタン塗装（艶消し）にて仕上げてありますが、
着色部分は擦れや傷により下地の色が現れることがございます。

目立つ傷や籐巻き部の切れ、ササクレ等が出始めましたら販売店にご相談ください。
そのまま使い続けると破損や怪我などの原因になる場合がございます。

座面はメンテナンス時の交換が可能です。

OEMも承ります。

ラタン材を使って、OEMも承ります。
デザインや仕様など、ご希望にあわせて生産いたしますので、
お気軽にご相談ください。

座面の変更とフレームの別注色について

TOUアイテムはシートの変更が可能です。
布素材、合成皮革など、各メーカーの見本帳よりお選びくだださい。
納期、金額など都度見積りいたします。

MRシリーズには樹脂製転び止めを用意しております。
畳以外の床にて使用する際は転び止めの着用を推奨いたします。

開封時に必ず同梱のパーツをご確認ください。

パーツの取り付けを希望される方はご相談ください。
有償にて取り付けをいたします。

TOU color

Black

Black

Black

Black

Natural

Natural

Natural

Natural
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今から約100年前。 アメリカでは、マーシャル･B･ロイドが新時代の家具面材
「ロイドルーム」を考案。 スチールワイヤーにクラフトペーパーを巻き、
編み上げた美しさとやさしい手触りは 100 年を経た今でも、
高い人気を誇っています。 今日では、日本の宿空間にあわせた

「Loom Japan」として、かねみつ漆器店がお届けしています。

Offer hospitality of craftsmanship.　
About a hundred years ago, Marshall B. Lloyd invented the "Lloyd Loom," a new-age furniture surface material.
Beauty and gentle feel created by twisting kraft paper around a steel wire and weaving 
them is still highly popular even after 100 years from its invention. 
Today, Kanemitsu adjusts it so that it fits lodging in Japan and delivers it as "Loom Japan."
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Dinning chair

理想を追求した結果は、紙でした。「ロイドルーム」

今から100年前、アメリカ人のマーシャル･B･ロイドは、籐で編んだ伝統的な家具の美しさはそのままに、
もっと使いやすいものにできないか？と考えました。試行錯誤の末、特殊加工を施したクラフトペーパーを
スチールワイヤーに巻き付け、専用の機械で織りあげる、まったく新しい編み素材を考案。
この素材で作った家具「ロイドルーム」を世に送り出しました。繊細でありながら、耐久性にも優れた「ロイドルーム」は、メンテナ
ンス性も高く、現在でも通用する快適さを実現したのです。

「Loom Japan」では、洋家具はもちろん、和室向けのタイプも開発。充実したラインナップをご用意しています。
他にはないオリジナルの空間演出にお役立てください。

MON dining chair
CK-010 N/D

W490×D520×H720（SH430）
¥36,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

KAI dining chair
CB-006 N/D

W460×D580×H790（SH450）
¥36,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

KAI dining chair arm
CB-006 ARM N/D

W570×D580×H770（SH450 AH620）
¥48,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

無垢寄木テーブル、別途見積いたします。
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Relaxing

EVIS sofa 3P
（クッションつき・2個）
SFK-001 3P N/D

W2000×D780×H580（SH350）
¥220,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

EVIS sofa 2P 
（クッションつき・2個）
SFK-001 2P N/D

W1800×D780×H580（SH350）
¥180,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

KACU low table 51
STK-001 N/D

W510×D510×H400
¥38,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

MALU low table
STK-003 N/D

φ560×H420
¥38,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

KACU low table 100
TK-004 N/D

W1000×D600×H380
¥60,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

EVIS sofa 1P
SFK-001 1P N/D　¥95,000
W750×D780×H580（SH350）

EVIS ottoman
STK-002 N/D　¥40,000
W550×D450×H350
material ： PW/RT

col. ： Natural/Dark brown
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GOL sofa 1P
SFK-002 1P N/D

W980×D940×H580（SH360）
¥130,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

GOL sofa 2P
（クッションつき・2個）
SFK-002 2P N/D

W1900×D940×H580（SH360）
¥240,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

GOL sofa 3P
（クッションつき・2個）
SFK-002 3P N/D

W2160×D940×H580（SH360）
¥280,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

DROP stool
STK-004 N/D

φ500×H400
¥30,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

DROP low table 60 

（ガラス天板つき）

TK-006 φ60 N/D

φ600×H400　¥60,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

DROP low table 90
（ガラス天板つき）

TK-006 φ90 N/D

φ900×H400　¥74,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

DROP SQ low table
（ガラス天板つき）

TK-007 N/D

W760×D760×H420　¥75,000
material ： PW/RT
col. ： Natural/Dark brown

Low table の人工大理石は別途見積になります。
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JOY easy seater 2P （クッションつき・2個）

SFL-001 2P
W1310×D650×H670（SH350）
¥120,000
material ： PW/RT
col. ： Dark brown

POL easy seater 2P （クッションつき・2個）

SFL-002 2P
W1320×D700×H720（SH370 AH550）
¥120,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

DAN low table 60
TK-008 N/D

W600×D600×H450
¥38,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

DAN low table 90
TK-009 N/D

W900×D500×H450
¥42,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

POL easy seater 1P （クッションつき・1個）

SFL-002 1P
W680×D700×H720（SH370 AH550）
¥70,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

JOY easy seater 1P （クッションつき・1個）

SFL-001 1P
W710×D650×H670（SH350）
¥70,000
material ： PW/RT
col. ： Dark brown
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Japanese style

DARUMA easy seater 2P
（クッションつき・2個）
SFL-003 2P
W1370×D740×H670（SH380）
¥105,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

DARUMA easy seater 1.5P
（クッションつき・1個）
SFL-003 1.5P
W850×D740×H670（SH380）
¥78,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

DARUMA stool
STK-008
W440×D440×H580（SH460）
¥26,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

DARUMA easy seater 1P
SFL-003 1P
W700×D720×H670（SH380）
¥64,000
material ： PW/RT
col. ： Natural
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Zaisu ・ Bench sheet

DARUMA floor chair
ZK-003
W600×D620×H590（SH160）
¥42,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

FOLLOW floor chair
ZK-002 N

W435×D600×H420（SH30）
¥20,000
material ： PW/RT
col. ： Natural

FOLLOW floor chair
ZK-002 D

W435×D600×H420（SH30）
¥20,000
material ： PW/RT
col. ： Dark brown

FOLK floor chair
ZK-001
W460×D620×H450（SH50）
¥22,000
material ： PW/ST
col. ： Natural

裏面はラタン仕上げで畳を傷め
ません。 ハンドホールつき。

裏面はフェルト仕上げで
畳を傷めません。

CO stool
TK-001 N/D

W400×D400×H390
¥30,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown

CO stool 120/150
TK-002 120 N/D　W1200×D400×H390　¥48,000
TK-002 150 N/D　W1500×D400×H390　¥56,000
material ： PW/WD
col. ： Natural/Dark brown
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AGU easy seater （シート・クッションつき）

CK-006 N/D

W650×D780×H650（SH300）
¥64,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

AGU ottoman （シートつき）

CK-006 OT N/D

W650×D400×H300
¥30,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

COP side table
TK-010 COP
φ460×H520
¥65,000
material ： COP 槌目
col. ： Bronze

BRA Side table
TK-010 BRA
φ635×H320
¥98,000
material ： BR
col. ： BRA

ACE side table S
TK-013 S
φ400
¥72,000
material ： ST/WD
col. ： Black/Natural 

Teak Round Tray
TRY-011
φ400
¥40,000
material ： WD
col. ： Natural 

ACE side table
TK-013 L
φ400
¥80,000
material ： ST/WD
col. ： Black/Natural 

ALM side table
TK-010 ALM
φ460×H520
¥55,000
material ： ALM 槌目
col. ： Silver

BRA Side table
TK-010 BRA
φ465×H550
¥98,000
material ： BR
col. ： BRA

TWIG Side table
TK-011
φ400×H480
¥118,000
material ： ST/WD
col. ： Black/Natural 
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Accessory

R basket
DBK-002 N/D

φ260×H280
¥7,600
material ： PW/ST
col. ： Natural/Dark brown

A4 basket
BSK-004 N/D

W340×D250×H60
¥6,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

YUKATA basket
BSK-003 N/D

W570×D380×H90
¥9,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

Basket M
BSK-001 M N/D

W490×D340×H160
¥9,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

Basket ROUND
BSK-002 N/D

φ395×H145
¥9,600
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

Basket L
BSK-001 L N/D

W545×D395×H160
¥10,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown

SQ basket S
DBK-001 S N/D

W230×D230×H280
¥8,000
material ： PW/ST
col. ： Natural/Dark brown

SQ basket M
DBK-001 M N/D

W280×D280×H380
¥9,600
material ： PW/ST
col. ： Natural/Dark brown
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今をかたちに。

「ロイドルーム」独自の素材に
デザイナー梅野聡が、自由な発想で取り組んだ「SAKU」。
こどもたちが遊ぶ、しあわせな庭を囲む柵をイメージした
あかるくモダンなシリーズ。

「Loom Japan」のあたらしい仲間です。

Designed by Satoshi Umeno

SAKU easy seater 2P
SK-002 2P R/GY/GR

W1300×D580×H700（SH360 AH550）
¥118,000
material ： PW/ST　シートつき（ピローは別売り）
col. ： Red/Grey/Green

SAKU dining chair
SK-001 R/GY/GR

W500×D550×H860（SH470）
¥49,000
material ： PW/ST　シートつき
col. ： Red/Grey/Green

SAKU low table
SK-004 R/GY/GR　W1200×D600×H400
¥61,000　material ： PW/ST
col. ： Red/Grey/Green

SAKU side table
SK-003 R/GY/GR　φ360×H460
¥28,000　material ： PW/ST
col. ： Red/Grey/Green

SAKU dining chair arm
SK-001 ARM R/GY/GR

W500×D550×H860（SH470 AH650）
¥55,000
material ： PW/ST　シートつき
col. ： Red/Grey/Green

SAKU easy seater 1P
SK-002 1P R/GY/GR

W660×D580×H700（SH360 AH550）
¥70,000
material ： PW/ST　シートつき（ピローは別売り）
col. ： Red/Grey/Green

Give shape to the present t ime.　
Designer Satoshi Umeno created "SAKU" out of materials unique to the 
"Lloyd Loom" with his free ideas. It is a modern series created from 
an image of a fence surrounding a happy garden where chi ldren play.
It is a new series of "Loom Japan.”
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Loom Japan indoor  option & maintenance

Loom Japan indoor  オプション & メンテナンス

ロイドルームの素材、その名は「ペーパーウィッカー」

Loom Japanの家具は、「ペーパーウィッカー」と呼ばれる素材でできています。
紙を撚ったロープ状の横糸とワイヤーを芯にした紙の縦糸で編み上げたもの。
籐などの天然素材より、丈夫で耐久性に優れ、他にはない独特の雰囲気を持っています。

○ お手入れも簡単
湿らせたタオルでさっとひと拭きするだけで、
楽に表面の汚れを落とすことができます。

○ 10色が選べます
豊富なカラーバリエーションの中から、お好みの色をお選びいただけます。
基本色は Natural と Dark Brown になります。
その他の色いついては納期をご確認ください。

選べる、ウッド or ラタンの脚

ダイニングチェアの脚は、デザインスタイルに合わせて
ウッドとラタンを使用しています。
ロイドルーム素材（ペーパーウィッカー）の色と合わせてお選びいただけます。

素材について

素材は、用途やご利用シーンに合わせて最適なマテリアルを採用しています。
商品情報に記載している素材は、以下の通りになります。

［面材］ ［芯材］
PW ： ペーパーウィッカー RT ： ラタン
PE ： 高密度ポリエチレンコード WD ： ウッド
CO ： 銅 AL ： アルミ
AL ： アルミ ST ： スチール（粉体塗装）

クッションのファブリックは、
ロイドルーム本体色がナチュラルの場合はベージュ、
本体色がダークブラウンの場合はダークブラウンになります。
別注色につきましては、
右ページの「ファブリック」の項目をご参照ください。

修理について

製品の染みや剥げなどが目立ち始めたら、
面材の塗り直しなどの修理も可能です。

OEMも承ります。

ロイドルーム素材を使って、OEMも承ります。
デザインや仕様など、ご希望にあわせて生産いたしますので、
お気軽にご相談ください。

ファブリックの別注色について

シートやクッションカバーの別注色も承ります。
お見積りをお作りしますので、
布素材、合成皮革など、各メーカーの見本帳よりお選びください。

オーダーメイドについて

Loom JapanのLoomファニチャーは、
全てアウトドア仕様にすることが可能です。
面材を高密度ポリエチレンコードに、フレームをアルミに変更することで、
雨や紫外線にも強い、高い耐久性を持つ、丈夫で、
汚れても水洗い可能な家具になります。
露天風呂やアウトドアリビングなど、
個性的な空間の演出にも最適です。

Lloyd Loom color

Cherry Red

Sand

Oak

Dark Brown

Black

Red

Beige

Green

Olive

Grey

Warm Grey

Natural

White

Grey

Dark brown

Black

SAKU color

Fabric color
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Outdoor style

傘マークは屋外対応商品となっております。
湿度の高い場所等での使用に適しております。

CO stool SR
TK-001 SR N/D

W400×D400×H390 2.5kg
¥40,000　material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

TUZMI stool SR
STK-007 SR D

φ380×H460 2.2kg 
¥15,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

TUZMI stool SR
STK-007 SR WG

φ380×H460 2.2kg
¥15,000　material ： PE/AL
col. ： Warm Grey

TUZMI stool SR
STK-007 SR N

φ380×H460 2.2kg
¥15,000　material ： PE/AL
col. ： Natural

DROP stool SR
STK-006 SR N/D

φ480×H240 2.5kg
¥30,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

DROP side table SR
（ガラス天板つき）

TK-006 SR N/D

φ600×H400 7kg
¥64,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

CO stool SR 120/150
TK-002 SR 120 N/D　W1200×D400×H390 5kg　¥52,000
TK-002 SR 150 N/D　W1500×D400×H390 6.5kg　¥60,000
material ： PE/AL　col. ： Natural/Dark brown
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DARUMA easy seater 1P SR　　SFL-003 SR 1P N/D

W700×D720×H670×SH380　¥75,000

DARUMA easy seater 2P SR　　SFL-003 SR 2P N/D

W1370×D740×H670×SH380　¥135,000
material ： PE/AL　 col. ： Natural/Dark brown

EZ PUFF
STK-022 SR
φ380×H90 1.5kg　¥18,000
material ： PE/ST　 
col. ： Natural

PUFF
STK-021 SR
φ470×H400 4.5kg　¥38,000
material ： PE/ST　 
col. ： Natural

BANANA PUFF
STK-020 SR
φ800×H400 8.5kg　¥52,000
material ： PE/ST　 
col. ： Natural
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DAN low table SR 60
（ガラス天板つき）　TK-008 SR N/D

W600×D600×H455  8kg　¥57,000
material ： PE/AL　 col. ： Natural/Dark brown

DAN low table SR 90
（ガラス天板つき）　TK-009 SR N/D

W900×D500×H455 9.5kg　¥66,500
material ： PE/AL　 col. ： Natural/Dark brown

JOY easy seater 1P SR 

（クッションつき・1個）　SFL-001 SR 1P
W715×D660×H670（SH310） 8.2kg
¥103,000　 material ： PE/AL
col. ： Dark brown

CIRCUS side chair SR
CK-002 SR
W685×D610×H750（SH400） 6kg　
¥52,000　material ： PE/ST
col. ： Dark brown

MALU low table SR 40/56
（ガラス天板つき）

TK-003 SR 40 N/D

φ400×H420 4.9kg　¥42,000
TK-003 SR 56 N/D

φ560×H420 6.2kg　¥46,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

KAI
dining chair arm SR
CB-006 SR ARM
W560×D600×H800（SH420 AH620）
4.3kg　¥73,000
material ： PE/AL
col. ： Dark brown

AGU ottoman SR
CK-006 SR OT N/D

W650×D400×H300
3kg　¥38,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

AGU easy seater SR
CK-006 SR N/D

W650×D780×H620（SH300）
6kg　¥70,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

JOY easy seater 2P SR 

（クッションつき・2個）

SFL-001 SR 2P
W1360×D660×H670

（SH310） 13kg
¥198,000　 material ： PE/AL
col. ： Dark brown

ENZA low table SR
TK-012 SR
φ360×H285
4.3kg　¥26,800
material ： PE/AL
col. ： Dark brown

ENZA stool SR
STK-012 SR
φ490×H190 2.4kg
¥32,000
material ： PE/AL
col. ： Dark brown
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Loom Garden

Simple square table SR 720
TK-022 SR D

W720×D720×H700 4.7kg
¥53,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

Simple side chair SR
CK-011 SR D

W460×D570×H800（H390） 3.5kg
¥37,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

Simple bench SR　　STK-010 SR D

W1100×D350×H420 6.8kg　¥42,800　
material ： PE/AL　 col. ： Dark brown

Simple dining table SR　　TK-021 SR D

W1200×D720×H700 8.8kg　¥75,900　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

Simple stool SR　　STK-011 SR D

W450×D350×H420 2.7kg　¥30,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

ANTON dining chair SR　CS-001 SR N/B

W550×D520×H810（SH420 AH650） 6kg
¥54,000　material ： PE/ST　col. ： Natural/Black

TRICERA lounger SR　CS-002 SR N/B

W675×D790×H1010（SH380 AH570） 11kg
¥145,000　material ： PE/ST　col. ： Natural/Black

TRICERA ottoman SR
CS-002 SR OT N/B

W540×D600×H410（H380） 3kg
¥40,000　material ： PE/ST
col. ： Natural/Black

Simple side chair arm SR
CK-011 SR ARM D

W540×D570×H800（SH390） 4kg
¥42,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

Simple side table SR
SHK-001 SR D

W720×D350×H700 5.2kg
¥49,000　material ： PE/AL
col. ： Dark brown

収納性が高く、スタッキング
も可能です。
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Wagon ・ Light ・ Accessory

Small basket SR
BSK-005 SR N/D

W295×D210×H60
¥8,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

Basket L SR
BSK-001 SR L N/D

W545×D395×H160
¥14,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

Bath wagon SR
WG-001 SR N/D

W500×D400×H480
¥38,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

Bath Wagon XLEG
WG-002 SR N/D

W500×D400×H500
¥24,000
material ： PE/AL/WD
col. ： Natural/Dark brown

Basket SR
BSK-010 SR N/D

W500×D400×H130
¥13,000
material ： PE/AL
col. ： Natural/Dark brown

Outdoor light L SR
LMP-001 SR 85 N/D

φ500×H850 5.5kg
¥69,000　material ： PE/ST
プラグコード3m スイッチつき
LED 1w×3
col. ： Natural/Dark brown

Outdoor light S SR
LMP-001 SR 55 N/D

φ400×H550 3.3kg
¥55,000　material ： PE/ST
プラグコード3m スイッチつき
LED 1w×3
col. ： Natural/Dark brown

Outdoor hanging light SR
LMP-002 SR N/D

φ220×H213 0.6kg
¥30,000　material ： PE/ST
LED 球4W(E-14) コード長2M 
ヒートン1個付
col. ： Natural/Dark brown
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Designed by Satoshi Umeno

SAKU dining chair SR
（シートオプション）　 SK-001 SR
W500×D550×H860（SH430）
¥76,000
material ： PE/ST　 col. ： Grey

SAKU easy Seater 2P SR
（シートオプション）　 SK-002 SR 2P
W1300×D580×H700（SH320 AH550）
¥163,000
material ： PE/ST　 col. ： Grey

SAKU low table SR
SK-004 SR
W1200×D600×H400
¥85,000
material ： PE/ST　 col. ： Grey

SAKU easy Seater 1P SR
（シートオプション）　 SK-002 SR 1P
W660×D580×H700（SH320 AH550）
¥97,000
material ： PE/ST　 col. ： Grey

SAKU side table SR
SK-003 SR
φ360×H460　¥38,000
material ： PE/ST
col. ： Grey

Outdoor Furniture

TARINA single sofa SR
TSO-007 SR
W670×D610×H710（SH300 + seat pad 100）
¥88,000　 material ： PE/AL　 col. ： Brown

TARINA double sofa SR
TSO-010 SR
W1220×D610×H710（SH300 + seat pad 100）
¥132,000　 material ： PE/AL　 col. ： Brown

TARINA coffee table SR 45/90
TTB-013 SR/TTB-014 SR
W450×D450×H400/W900×D450×H400
¥43,800/¥57,000　 material ： PE/AL
col. ： Brown

TARINA counter table SR
TTB-015 SR
W1225×D595×H1125
¥98,000　 material ： PE/AL
col. ： Brown

TARINA high stool SR
TSS-001 SR
W360×D360×H780
¥33,000　 material ： PE/AL
col. ： Brown

TARINA reclining chair SR
TSO-011 SR
W690×D1970×H200〜805
¥118,000　 material ： PE/AL　 col. ： Brown

TARINA garden sink SR
TSI-011 SR
W1000×D550×H810
¥142,000　 material ： PE/AL　 col. ： Brown

TARINA corner sofa SR
TSO-009 SR
W610×D610×H710（SH300 + seat pad 100）
¥74,800　 material ： PE/AL　 col. ： Brown

TARINA center sofa SR
TSO-008 SR
W550×D610×H710（SH300 + seat pad 100）
¥61,800　 material ： PE/AL　 col. ： Brown
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BEBEK single sofa SR
TSO-003 SR
W900×D760×H715（SH245 + seat pad 150）
¥184,000　 material ： PE/AL
col. ： Natural

BURCOS double sofa SR
TSO-002 SR
W1755×D990×H800（SH295 + seat pad 85）　 
¥280,000　 material ： PE/AL　 col. ： Natural

BURCOS single sofa SR
TSO-001 SR
W1020×D990×H800（SH295 + seat pad 85）　 
¥185,000　 material ： PE/AL　 col. ： Natural

BURCOS low table SR （ガラス天板つき）

TTB-011 SR
W1230×D730×H385　 ¥114,000
material ： PE/AL　 col. ： Natural

BURCOS side table SR （ガラス天板つき）

TTB-010 SR
W720×D720×H385　 ¥83,000
material ： PE/AL　 col. ： Natural

BEBEK double sofa SR
TSO-006 SR
W1500×D760×H715（SH245 + seat pad 150）
¥270,000　 material ： PE/AL
col. ： Natural

BEBEK low table SR
TTB-012 SR
W900×D600×H300
¥75,000　 material ： PE/AL
col. ： Natural

BEBEK corner sofa SR
TSO-004 SR
W760×D760×H715（SH245 + seat pad 150）
¥150,000　 material ： PE/AL
col. ： Natural

BEBEK center sofa SR
TSO-005 SR
W600×D760×H715（SH245 + seat pad 150）
¥115,000　 material ： PE/AL
col. ： Natural

AEGEAN dining table SR 
（ガラス天板つき）

TTB-009 SR
W1500×D905×H720
¥194,000　 material ： PE/AL
col. ： Dark brown

AEGEAN arm chair SR
TDC-008 SR
W610×D650×H820（SH400 + seat pad 35）
¥82,000　 material ： PE/AL
col. ： Dark brown
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PE cord color

Dark Brown

Dark Brown

Black

Natural

Warm Grey

Natural

Natural

Black

White

Grey

Dark brown

Dark brown

SAKU color

Fabric color

Loom Japan outdoor  オプション & メンテナンス

アウトドア用品について

Loom Japan のアウトドア用の家具は、屋外に適した素材を採用し、表面処理を施しています。
その上で、直射日光や暴風雨にさらされたり、埃が多い場所や湿度の高い場所など、
過酷な環境で使うことが多くなると、劣化が進みやすくなります。
耐用年数は、置かれた環境や使い方、お手入れの有無などで、大きく変わります。
長くご愛用いただくためにも、各素材をご理解いただいた上で、
定期的なお手入れをおすすめしています。

Loom Japan のアウトドアシリーズは、
高密度ポリエチレンコードの面材とアルミフレームを採用した、
屋外専用の家具です。汚れても水洗いが可能です。

　　　アウトドアで使用可能な家具には、アンブレラマークをつけました。

素材について

素材は、用途やご利用シーンに合わせて最適のマテリアルを採用しています。
商品情報に記載している素材は以下の通りです。

［面材］ ［芯材］
PE ： 高密度ポリエチレンコード RT ： ラタン
AL ： アルミ WD ： ウッド
 AL ： アルミ
 ST ： スチール（粉体塗装）

クッションのファブリックは、ロイドルーム本体色がナチュラルの場合はベージュ、
本体色がダークブラウンの場合ダークブラウンになります。

別注色につきましては、右ページの「ファブリック」の項目をご参照ください。

メンテナンスについて

○ PEコード/ 人工ラタン（PE）

商品に汚れが付いた場合は、水拭きするか、薄めた中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。

OEMも承ります。

高密度ポリエチレンコードとアルミフレームを使って、OEMも承ります。
デザインや仕様など、ご希望にあわせて生産いたしますので、
お気軽にご相談ください。

＊TARINA 製品のOEMはお受けしておりません。

ファブリックについて

○ サンプルーフ アウトドアファブリック

ファブリックは強い引裂抵抗と紫外線や光線、カビなどへの
耐性を備えた Sunproof outdoorFabrick を使用しています。

（OEKO-TEX®認定品）

○ 別注色も承ります

シートやクッションカバーなどの別注色にも応じています。
布素材、合成皮革など、各メーカーの見本帳より
アウトドア仕様の物をお選びください。都度お見積もりさせていただきます。

○ クッション、ウレタンについて

クッション、ウレタンは屋内仕様となっております。
使用しない時は屋内に保管してください。

○ クイックドライフォーム

オプションとして、耐水クッション素材「クイックドライフォーム」への変更も可能です。
「クイックドライフォーム」は、通常のウレタンフォームより目が粗く広いため
水を吸水せず、微量の水も乾きが早いのが特長です。

＊標準装備のクッションの素材は、通常のウレタンフォームです。
雨天時には収納してください。

Loom Japan は「1% for the Planet」のメンバーです。

世界各地で起こる大きな地震をはじめ、想像を超えた自然現象や異常気象。
また、原油流出事故や原子力発電所の事故など、かつて人類が
対峙したことのない規模での災害や環境破壊が次 と々起こっています。

「1% for the Planet」は、自然環境保護の必要性を理解する企業の同盟です。
この同盟に参加する企業は、「ビジネスでの利益と損失は
地球環境の健康状態にも直接関連する」ことを理解し、
産業が与える社会的 / 環境的影響を懸念しています。
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木の本質を識り、漆と語り合うことからはじまった、かねみつ漆器店の歴史。
宿と旅人のやすらぎのために、木に命を吹き込む。 座椅子や座卓では、くつろぎを。
食卓の器では、あじわいを。 さらに、さまざまな小物では、気配りを。 すべては心に残るひとときのために。
わたしたちがお届けしたいのは、古びることのないクラシック。 飽きられることのないモダン。
だから長く使っていただきたい。 そのために、リペアにも対応しております。

Offer hospitality of wood.　  The history of Kanemitsu started with knowing the essence of wood and talking to lacquer.
We breathe life into wood for lodging and travelers' comfort. We create relaxation in the case of legless chairs and low tables.
We create taste in tableware. We create careful details in various small articles. All is done for the sake of a moment that remains in our memories.
What we want to deliver is everlasting classic taste, enduring modern taste.
Such is our intention that we want to use our products for long. For that purpose, we offer repair services as well.
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aguza　　ZK-004 N　 W545×D590×H515（SH180）

ホワイトオーク ¥46,000　 本体 ： ホワイトオーク　 色 ： ナチュラル（N）　 カバーリング式

aguza　　ZK-004 D　 W545×D590×H515（SH180）

ウォールナット ¥48,000　 本体 ： ウォールナット　 色 ： ダークブラウン（D）　 カバーリング式

BANZAI floor chair　　ZK-006 N　 W500×D600×H330（SH40）

ホワイトオーク ¥34,000　 本体 ： ホワイトオーク　 色 ： ナチュラル（N）

BANZAI floor chair　　ZK-006 D　 W500×D600×H330（SH40）

ウォールナット ¥36,000　 本体 ： ウォールナット　 色 ： ダークブラウン（D）

BANZAI floor arm chair　 
ZK-007 N　 W550×D555×H417（SH120 AH320）
ホワイトオーク ¥49,000　 本体 ： ホワイトオーク　 色 ： ナチュラル（N）

BANZAI floor arm chair　 
ZK-007 D　 W550×D555×H417（SH120 AH320）
ウォールナット ¥52,000　 本体 ： ウォールナット　 色 ： ダークブラウン（D）

takaza　　ZK-005 N　 W575×D655×H560（SH220 AH380）

ホワイトオーク ¥56,000　 本体 ： ホワイトオーク　 色 ： ナチュラル（N）　 カバーリング式

takaza　　ZK-005 D　 W575×D655×H560（SH220 AH380）

ウォールナット ¥58,000　 本体 ： ウォールナット　 色 ： ダークブラウン（D）　 カバーリング式

design  Murasawa Kazuteru  (2006) design  Koizumi Makoto  (2006)
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立格子 座いす
ZK-111 N/B

W400×D510×H410
¥9,000
本体 ： 成形合板
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p85

立格子 脇息
KS-001 N/B

W485×D150×H280
¥8,500
本体 ： 成形合板
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p86

かすり乾漆 2枚脚 座卓
ZT-002-1 U/B　W1500×D900×H325　¥400,000
ZT-002-2 U/B　W1800×D900×H325　¥480,000
本体 ： 木（漆塗り）　 色 ： うるみ（U）、黒（B）

　
ZT-003-1 U/B　W1500×D900×H325　¥300,000
ZT-003-2 U/B　W1800×D900×H325　¥360,000
本体 ： 木 （硬質ウレタン塗装）　 色 ： うるみ（U）、黒（B）

組格子 座いす
ZK-107 N/B

W460×D600×H420
¥20,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p85

御殿 DX乾漆 脇息
KS-002 U/B

W540×D150×H270
¥37,000
本体 ： 木（漆塗り）
色 ： うるみ（U）、黒（B）

> p86

2つの仕上げで、お客様の希望を叶えます。
重厚感をお望みなら、漆塗り。
扱いやすさを優先するなら、硬質ウレタン塗り。
ご要望にあわせて、２種類の仕上げをご用意しました。
また座卓の脚は、お好きな形にお作りすることも可能。
さまざまな声にお応えできる、ベストセラーです。

軽くて丈夫、ベストセラーです。
片付けて掃除をしてセットして、毎日の業務の負担は
少ない方がありがたいものです。
漆の雰囲気を残しながら、傷がつけば
塗り直し修理もできます。

ウレタン（A）／ハードクリア(B) 黒乾漆 座卓 （折脚）

ZT-008-1 U/B A/B　W900×D900×H325 （A）¥90,000 (B)¥110,000
ZT-008-2 U/B A/B　W1200×D900×H325 （A）¥120,000 (B)¥140,000
ZT-008-3 U/B A/B　W1500×D900×H325 （A）¥135,000 (B)¥160,000
ZT-008-4 U/B A/B　W1800×D900×H325 （A）¥160,000 (B)¥190,000
本体 ： 木　 ウレタン塗装（A）、硬質ウレタン塗装（B）

色 ： うるみ（U）、黒（B）　　> p88

軽さと丈夫さで、ご好評をいただいている最もポピュラーな
乾漆塗の座卓。何度でも塗り直して長くご使用いただけます。
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ニレの自然な風合いが和モダンを演出。
別注にて折畳み脚から固定脚への変更や脚位置の変更が可能です。
使用する場所や状況によりオリジナルの座卓にカスタマイズしましょう。

ナチュラルな白木と和の静謐。
タモの突き板と特徴的な足形状により空間にリズムがうまれます。
単調になりがちな白木風コーディネイトのアクセントに。

組格子 座いす
ZK-107 N/B　 W460×D600×H420
¥20,000
本体 ： 木　 色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p85

タモ 突板 柾目 曲脚 座卓
ZT-006
W1500×D900×H350
¥220,000
本体 ： タモ柾目突板
色 ： ナチュラル 　> p87

駒入フレーム 座いす
ZK-105 N/B　 W460×D620×H460
¥30,000
本体 ： 木　 色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p85

立格子 脇息
KS-001 N/B

W485×D150×H280
¥8,500
本体 ： 成形合板
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

> p86

ニレ 突板 角脚 座卓 （折脚）

ZT-114-1　W1200×D800×H350　¥95,000
ZT-114-2　W1500×D850×H350　¥105,000
ZT-114-3　W1800×D900×H350　¥130,000
本体 ： ニレ突板
色 ： ナチュラル　　> p89
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客室 座いす・脇息

A型 座いす
ZK-103 N/B

W550×D570×H410
¥65,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

A型 肘つき 座いす
ZK-104 N/B

W565×D570×H410
¥70,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

駒入フレーム 座いす
ZK-105 N/B

W460×D620×H460
¥30,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

曲木フレーム 座いす
ZK-106 N/B

W450×D555×H490
¥28,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

組格子 座いす
ZK-107 N/B

W460×D600×H420
¥20,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

立格子 座いす
ZK-111 N/B

W400×D510×H410
¥9,000
本体 ： 成形合板　 座面 ： 滑り止め張り
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

扇面抜き 座いす
ZK-109 W/N/B

W400×D505×H395
¥6,000
本体 ： 成形合板
色 ： 白（W）、ナチュラル（N）、黒（B）

V格子 座いす
ZK-110 N/B

W400×D510×H410
¥8,600
本体： 成形合板　 座面 ： 滑り止め張り
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

民芸 脇息
KS-003 N/B

W520×D150×H270
¥25,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

太閤 脇息
KS-004 N/B

W350×D150×H260
¥40,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

立格子 脇息
KS-001 N/B

W485×D150×H280　¥8,500
本体 ： 成形合板
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

ウォールナット脇息
KS-005 N

W420×D140×H280　
¥28,000
本体 ： ウォールナット
色 ： ナチュラル（N）

オーク脇息
KS-005 D

W420×D140×H280　
¥28,000
本体 ： オーク
色 ： ダークブラウン（D）

御殿 DX乾漆 脇息
KS-002 U/B

W540×D150×H270
¥37,000
本体： 木 （漆塗り）
色 ： うるみ（U）、黒（B）

スタッキング可能。
クッションつき
¥9,500
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客室 座卓・テーブル

白木UV 内黒／朱 座卓
ZT-101-1 R/B　W1500×D900×H330　¥230,000
ZT-101-2 R/B　W1800×D900×H330　¥250,000
本体 ： 木
切替色 ： 朱（R）、黒（B）

ウレタン（A）／ハードクリア(B) 黒乾漆 座卓 （折脚）

ZT-008-1 U/B A/B　W900×D900×H325 （A）¥90,000 (B)¥110,000
ZT-008-2 U/B A/B　W1200×D900×H325 （A）¥120,000 (B)¥140,000
ZT-008-3 U/B A/B　W1500×D900×H325 （A）¥135,000 (B)¥160,000
ZT-008-4 U/B A/B　W1800×D900×H325 （A）¥160,000 (B)¥190,000
本体 ： 木　 ウレタン塗装（A）、硬質ウレタン塗装（B）

色 ： るみ（U）、黒（B）

うるみ乾漆 春秋磨蒔絵 座卓
ZT-009-1 U/B　W1200×D900×H325　¥500,000
ZT-009-2 U/B　W1500×D900×H325　¥550,000
ZT-009-3 U/B　W1800×D900×H325　¥600,000
本体 ： 木 （漆塗り）
色 ： うるみ（U）、黒（B）

タモ 突板 柾目 曲脚 座卓
ZT-006
W1500×D900×H350
¥220,000
本体 ： タモ柾目突板
色 ： ナチュラル

FRPキャップ 麻布目 座卓
ZT-004-1 R　W900×D900×H330 ¥180,000
ZT-004-2 R　W1200×D900×H330 ¥220,000
ZT-004-3 R　W1500×D900×H330 ¥240,000
ZT-004-4 R　W1800×D900×H330 ¥280,000
本体 ： 木、FRP
色 ： ワインレッド（R）

黒呂色塗 老松 沈金 座卓
ZT-010-1 U/B　W1200×D900×H325　¥400,000
ZT-010-2 U/B　W1500×D900×H325　¥500,000
ZT-010-3 U/B　W1800×D900×H325　¥600,000
本体 ： 木 （漆塗り・沈金仕上げ）
色 ： 黒（B）

軽さと丈夫さで、ご好評をいただいている最もポピュラーな
乾漆塗の座卓。何度でも塗り直して長くご使用いただけます。

ロゴマークなどを入れて、オリジナルテーブルを製作いたします。
特注サイズできます（別途見積）

漆塗の表面をノミで彫り、金や顔料などを埋め込む
伝統技法「沈金」で、天板に老松を描いた逸品です。

メラミン 乾漆 座卓 （折脚／軽量）

ZT-007-1　W900×D900×H325 ¥78,000
ZT-007-2　W1200×D900×H325 ¥95,000
ZT-007-3　W1500×D900×H325 ¥110,000
ZT-007-4　W1800×D900×H325 ¥120,000
本体 ： 木、メラミン
色 ： うるみ乾漆

セン 突板 京脚 座卓 （折脚）

ZT-110-1　W750×D750×H320 ¥43,000
ZT-110-2　W900×D600×H320 ¥43,000
ZT-110-3　W1050×D750×H320 ¥49,000
ZT-110-4　W1200×D750×H320 ¥50,000
ZT-110-5　W1500×D750×H320 ¥60,000
本体 ： セン突板
色 ： 茶
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ニレ 突板 角脚 座卓 （折脚）

ZT-114-1　W1200×D800×H350　¥95,000
ZT-114-2　W1500×D850×H350　¥105,000
ZT-114-3　W1800×D900×H350　¥130,000
本体 ： ニレ突板
色 ： ナチュラル

ウォールナット 突板 座卓 （折脚）

ZT-112-1　W1200×D800×H350　¥70,000
ZT-112-2　W1500×D850×H350　¥80,000
本体 ： ウォールナット突板
色 ： 赤茶

カバサクラ 突板 座卓
ZT-115-1　W1200×D800×H335 ¥80,000
ZT-115-2　W1350×D850×H335 ¥87,000
ZT-115-3　W1500×D850×H335 ¥92,000
本体 ： カバサクラ突板
色 ： ナチュラル

ナラ 突板 丸型 座卓 （折脚）

ZT-113-1　φ900×H323 ¥85,000
ZT-113-2　φ1050×H323 ¥88,000
ZT-113-3　φ1200×H323 ¥105,000
本体 ： ナラ突板
色 ： 茶

棚つき 文机
ZT-012 R/B

W900×D450×H400
¥200,000
本体 ： 木
色 ： 朱（R）、黒（B）

文机
ZT-013 R/B

W900×D430×H330
¥150,000
本体 ： 木
色 ： 朱（R）、黒（B）
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客室 小物

オーダーメイド 花
客室キーホルダー

オーダーメイド 日光杉
客室キーホルダー

オーダーメイド　客室キーホルダー オーダーメイド　客室キーホルダー

オーダーメイド イルカ
客室キーホルダー

Aタイプ 客室キーホルダー
KH-A-1 N/D　レーザー刻印 要見積
KH-A-2 N/D　金属プレート 要見積
KH-A-3 N/D　アルミプレート 要見積
W120×D30×H15
本体 ： 木　 色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（D）

Bタイプ 客室キーホルダー
KH-B-1 N/D　レーザー刻印 要見積
KH-B-2 N/D　金属プレート 要見積
KH-B-3 N/D　アルミプレート 要見積
W100×D40×H12
本体 ： 木　 色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（D）

Cタイプ 客室キーホルダー
KH-C-1 N/D　レーザー刻印 要見積
KH-C-2 N/D　金属プレート 要見積
KH-C-3 N/D　アルミプレート 要見積
W100×D50×H12
本体 ： 木　 色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（D）

コンバイン 客室キーホルダー
KH-COMB　 要見積 　 W100×D50×H12
本体 ： 木、マグネット　 
色 ： ブラウン（BR）

レザー 客室キーホルダー
KH-C-leather　 要見積
W100×D50×H12
本体 ： 革　 色 ： ブラウン（BR）

＜Iron Works＞
オーダーメイドキーホルダー。ひとつひとつ鉄を鍛造して、
味わい深いキーホルダーに仕上げます。　> p97

エポキシ盛りは別途見積。

お二人で大浴場などに
出かける際には鍵が2つ
あると便利ですね。
2つの鍵をマグネットで
一つのキーホルダにまと
められます。

オーダーメイドで、オリジナルのキーホルダーを製作いたします。 各種、素材や仕上げもご相談ください。 アルコール、消毒用溶剤にて毎日
御手入れをされる場合は、耐アルコール、耐消毒溶剤用の特殊仕上げを用意させて頂いております。詳しくはお問い合わせください。

・キーホルダー製作は、ロットにより金額が大きく変わります。 
・ロゴマーク等データのご支給が必要になります。　・不明な点はお問い合わせください。
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角型石目茶びつ 白木スノコつき　TYB-01 BE/U/B

W380×D295×H140　¥13,500　 本体 ： ABS

茶こぼし　TYK-01 BE/U/B

φ125×H75　¥1,600　 本体 ： 樹脂

茶筒　TYZ-01 BE/U/B

φ90×H92　¥2,000　 本体 ： 樹脂

色 ： ベージュ（BE）、うるみ（U）、黒（B）

石目茶びつ　TYB-02 BE/U/B

φ335×H125　¥8,000　 本体 ： ABS

石目茶こぼし　TYK-02 BE/U/B

φ125×H75　¥1,600　 本体 ： 樹脂

石目茶筒　TYZ-02 BE/U/B

φ88×H91　¥2,000　 本体 ： 樹脂

色 ： ベージュ（BE）、うるみ（U）、黒（B）

木製 角型 茶びつ
TYB-03 S N　W225×D225×H115
¥13,000
TYB-03 M N　W265×D265×H130
¥15,000
TYB-03 L N　W300×D300×H150
¥17,000
本体 ： タモ
色 ： ナチュラル（N）

木製 角型 茶びつ
TYB-03 S B　W225×D225×H115
¥13,000
TYB-03 M B　W265×D265×H130
¥15,000
TYB-03 L B　W300×D300×H150
¥17,000
本体 ： タモ
色 ： 黒（B）

ひしぎ編みかご 
TYB-05　 W175×D125×H50
¥9,500　 本体 ： 竹
色 ： ナチュラル（N）

ひしぎ編みかご蓋つき 
TYB-06 S　  W210×D145×H105　 ¥12,400
TYB-06 M　 W280×D220×H155　 ¥32,000
TYB-06 L　  W320×D240×H160　 ¥40,000
本体 ： 竹　 色 ： ナチュラル（N）

おしぼり入れ 
OB-01 BE/R/T/B

W172×D62×H20
ベージュ、朱、黒　¥850
タメ　¥1,000　 本体 ： 木乾
色 ： ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）

トレー 
TRY-001-1 N/BR　W272×D188×H26　¥2,500
TRY-001-2 N/BR　W320×D230×H26　¥2,800
TRY-001-3 N/BR　W360×D270×H26　¥3,200
TRY-001-4 N/BR　W388×D295×H26　¥3,600
TRY-001-5 N/BR　W420×D305×H26　¥3,700
本体 ： 天然木　 色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）

竹製トレー 
TRY-003 S　 W240×D140×H30　¥7,500　　
TRY-003 M　W300×D190×H30　¥8,200　　
TRY-003 L　 W360×D240×H30　¥8,800
本体 ： 竹　 色 ： ナチュラル（N）

フライト トレー 
TRY-002-1 N/BR　W340×D260×H26　¥2,900
TRY-002-2 N/BR　W358×D277×H26　¥3,100
TRY-002-3 N/BR　W380×D295×H26　¥3,300
TRY-002-4 N/BR　W390×D300×H26　¥3,500
TRY-002-5 N/BR　W422×D328×H26　¥3,700
TRY-002-6 N/BR　W440×D340×H26　¥3,900
本体 ： 天然木　 色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）

石目ポットワゴン
PW-01　W600×D370×H180　¥35,000
本体 ： 木　 色 ： うるみ

石目茶びつ 内梨地塗り
TYB-04　φ335×H123　¥10,000
本体 ： ABS　 色 ： うるみ

小判 茶托 
TT-01 BE/R/T/B

φ120×H20
¥1,500
本体 ： 木乾
色 ： ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）

木製 角 茶托 
TT-02 N/BR/B

W100×D100×H10
白　¥2,700
茶、黒　¥2,900　 本体 ： タモ
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

利休鉢 7寸 
BW-001 BE/R/T

φ205×H43
¥4,500
 本体 ： 木乾
色 ： ベージュ（BE）、洗朱（R）、タメ（T）

乾漆 茶筒
S TYZ-03 BE/R/T/B　φ60×H82　¥1,500
M TYZ-04 BE/R/T/B　φ77×H86　¥1,900
L TYZ-05 BE/R/T/B　φ88×H92　¥2,000
本体 ： 樹脂　 色 ： ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）

・ロットにより金額が変わります。 要見積。 

・ロットにより金額が変わります。 要見積。 
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ティッシュボックス ハーフ
TBH-01-1 N/DB　¥6,000
本体 ： タモ、ウォールナット
W137×D140×H75
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（DB）

TBH-01-2　木目なし

¥4,500　 本体 ： シナ合板
色 ： ブラウン

角 ゴミ入れ S
DSB 01 TM/WN　¥16,000
本体 ： タモ、ウォールナット、フタ無垢
W170×D170×H220
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（DB）

DSB-01-2　木目なし

¥10,500　 本体 ： シナ合板
色 ： ブラウン

ティッシュボックス レギュラー
TBR-01-1 N/DB　¥7,200
本体 ： タモ、ウォールナット
W255×D140×H75
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（DB）

TBR-01-2　木目なし

¥5,800　 本体 ： シナ合板
色 ： ブラウン

ペーパータオル入れ
PTB-01 N/DB　W295×D165×H60
本体 ： タモ、ウォールナット
色 ： ナチュラル（N）　¥12,000
ダークブラウン（DB）　¥14,000

ゴミ入れ S
PTB-01 N/DB　W180×D180×H210
本体 ： タモ、ウォールナット
色 ： ナチュラル（N）　¥11,000
ダークブラウン（DB）　¥12,000

ゴミ入れ M
PTB-01 N/DB　W250×D180×H210
本体 ： タモ、ウォールナット
色 ： ナチュラル（N）¥13,000
ダークブラウン（DB）　¥14,500

ゴミ入れ L
PTB-01 N/DB　W270×D180×H280
本体 ： タモ、ウォールナット
色 ： ナチュラル（N）　¥16,000
ダークブラウン（DB）　¥17,000

サニタリーボックス
STB-01 N/BR/B

W130×D130×H145　¥10,000
本体 ： タモ　 
色 ： ナチュラル（N）、ブラウン（BR）、黒（B）

長角 ゴミ入れ M
DSB-02 TM/WN　¥17,000

W250×D180×H210

長角 ゴミ入れ L
DSB-03 TM/WN　¥18,500
W270×D190×H280
本体 ： タモ、ウォールナット、フタ無垢
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（DB）

DSB-03-2　木目なし

W270×D190×H280
¥12,000　 本体 ： シナ合板
色 ： ブラウン

内側にナイロン袋をセットすることができます。

内側にナイロン袋をセットすることができます。
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バゲッジラック　 BGR-01

W440×D365×H410　¥30,000
W470×D410×H460　¥32,000
本体 ： 木　 色 ： こげ茶

セン 衣装盆
小　ISB-01-1 N/M

W570×D390×H90　¥16,000
大　ISB-01-2 N/M

W600×D420×H90　¥17,000
本体 ： 木　 
色 ： ナチュラル（N）、民芸色（M）

木製タオルかけ T型6本がけ
TWH-01 N/BR/B

W400×D340×H600
¥25,000　 本体 ： 木、ステンレス
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

木製タオルかけ A型4本がけ
TWH-02 N/DB

W400×D260×H600
¥30,000　本体 ： 木、ステンレス
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

古材フレームミラー
S MIR-01-1
W600×D500×T30 ¥48,000
M MIR-01-2
W900×D600×T30 ¥80,000
L MIR-01-3
W1600×D800×T40 ¥140,000
本体 ： 木　 色 ： こげ茶

鏡台
MIR-02 N/R/B

W450×D315×H910
¥155,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、朱（R）、黒（B）

うすケヤキ色 衣装盆
ISB-02
W570×D380×H80
¥14,000
本体 ： 木
色 ： うすケヤキ

黒 巻脚 花台 
FST-01　
W540×D320×H100
¥50,000　
 本体 ： 木　 色 ： 黒
※漆塗り仕上げは　¥70,000

フードボックス　
FB-02 N/BR/B

W350×D300×H300　¥45,000
本体 ： 木　 
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

two piece ツーピース（男女兼用）

MZ-002 G/R/B　S、M、L、LL　¥9,800
本体 ： 合成皮革、ヒノキ、EVA
色 ： グレー（G）、レッド（R）、ブラック（B）

※サイズ目安 ：  S（21.5〜23.0cm）/M（23.5〜25.0cm）
 L（25.5〜27.0cm）/LL（27.5〜28.5cm）

くつべら ミニ
SH-02
W35×W35×L500　
¥3,500
本体 ： 木
色 ： ナチュラル

くつべら ロング
SH-01-1 W/DB　W33×L750
白　¥2,500　こげ茶　¥2,700

くつべらスタンド
SH-01-2 N/DB　W100×D100×H140
白　¥3,500　こげ茶　¥3,800
本体 ： 木　 
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

チークシューホーン L
SH-13　W42×L380
本体 ： 木、PU　色 ： ナチュラル 　¥3,000

チークシューホーン S
SH-11　W32×L280
本体 ： 木、PU　色 ： ナチュラル 　¥1,800

チークシューホーン M
SH-12　W35×L300
本体 ： 木、PU　色 ： ナチュラル 　¥2,000

角 ゴミ入れ 丸穴　 DSB-03 DB/B

W180×D180×H210　¥9,000
本体 ： 木　 色 ： こげ茶（DB）、黒（B）

樹脂製 曙 ゴミ入れ
DSB-05
φ195×H210　¥7,000
本体 ： メラミン　 色 ： 黒

チーク合板 ゴミ入れ 丸ぶた
DSB-09
W205×H285　¥13,000
本体： チーク合板　 色 ： 茶
各種サイズあります

チーク合板 ゴミ入れ
DSB-07
φ205×H285　¥14,500
本体 ： チーク合板　 色 ： 茶
各種サイズあります

六角 ゴミ入れ　 DSB-04 DB/B

W200×D200×H200　¥10,000
本体 ： 木　 色 ： こげ茶（DB）、黒（B）

チーク合板 ゴミ入れ フタなし

DSB-08
φ255×H300　¥11,500
本体 ： チーク合板　 色 ： 茶
各種サイズあります
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会
は
お
ま
か
せ
く
だ
さ
い
。

おもてなしとは、おひとりお一人にご満足いただくことだと考えます。
多人数でのお席でも、このことはかわりません。
実用新案の「おひとりさま用の洋膳」をはじめ、
さまざまなご要望に応えて生まれた「楽宴」。
長い経験から生まれたアイディアが、ご宴会をサポートします。

楽 

宴

Please let us take care of your party.　
We consider hospitality is to satisfy each and every one of the guests.
This is true even in the case of a party with a large number of guests.
Born out of various requests, "Rakuen," which includes "Western Food Set for one," 
a new design for practical use. Our ideas born out of our long experience support your party.
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何故、楽宴おひとり洋膳が選ばれるのでしょうか…？
　

例えば、現場で扱い易いとはどういう事でしょうか？

テーブルにはない取り回しの良さで二人でも四人でも自在にセットが可能。

軽くて丈夫なアルミ製の脚 （*実用新案登録済み PAT.P）

畳を傷つけない脚構造
固定前板は前桟に埃が溜まりにくい構造
天板とセットにしても4.5Kg （脚2Kg、天板2.5Kg） と業界随一の軽さ。
業界最大サイズのフチ付の天板 （*実用新案登録済み PAT.P）

脚と天板が一緒に運べる構造
大名膳（低脚）にも供用できる天板構造

素晴らしいスタッキング効率！

女性でもワゴンへの積み下ろしが容易。

脚専用ワゴンには25〜30脚が積み込み可能。
脚と天板がセットできる専用ワゴンがある。 （*実用新案登録済み PAT.P）

楽宴マルチボックス（意匠登録済み PAT.P）や楽宴サイドBOXなど脇役が豊富。

弊社のパテントを使ってサイズの別注が可能

1945年の創業より常に現場の声を吸い上げ、
真摯に商品の開発をして参りました。
是非、他社類似品と比べその違いを確認してください。

サンプルの無償貸し出しをしております。

お気軽にお問い合わせください。

*実用新案登録済みPAT.P商品は権利を取得した商品となっております。

類似品の製作は堅く禁じられていると共に権利の侵害については

法律に基づき賠償請求をさせていただきます。

and you can repaint it as many times as you like if it gets scratched. 
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月脚 専用ワゴン  実用新案登録済

RZW-02　W600×D800×H1010／キャスター75φ
¥80,000　 フレーム ： スチール（黒粉体塗装）　 色 ： 黒

黒石目 ふち絵つき 会席盆  実用新案登録済

RTR-04　W700×D520×H30／2.5kg
¥13,500　 本体 ： ABS、ウレタン塗装　＞ p104

メラミン黒乾漆（ふちなし）木製盆  実用新案登録済

RTR-09　W750×D550×H45／3kg
¥25,000　 本体 ： 木、メラミン（ウレタン塗装）

楽宴 おひとり洋膳 月 （軽量）  実用新案登録済

RYZ-02　W700×D520×H600（天板セット時）／2kg
¥22,500　 本体 ： アルミ（黒粉体塗装）
前板 ： アルミ板固定 （黒粉体塗装）　 色 ： 黒

楽宴 おひとり洋膳 花暦 （軽量）  実用新案登録済

RHG-S　W750×D550×H610／4kg
¥35,000　 本体 ： 木製（ウレタン塗装）
前板 ： 木製板固定 （ウレタン塗装）　 色 ： 黒

月盆脚 20セット 専用ワゴン  実用新案登録済

RZW-03　W730×D900×H1020／キャスター75φ
¥130,000　 フレーム ： スチール（黒粉体塗装）　 色 ： 黒

月ワゴンは未使用時、重なり、場所を取りません。月の脚を30脚積
み重ねることができます。軽量なので女性でも前方から簡単に積
み重ねられます。30脚積載時、H1800、60kg。

月おひとり洋膳が20セット、コンパクトに積載できます。2畳に100セッ
ト置くことが可能で、驚異的な省スペース性を実現します。安全に
運べるバンド付。お盆が入りやすい入口スロープ、奥にストッパー、
車輪上部にソフトガード付。
20セット積載時、H1700、90kg。

畳いす 万葉
RCH-01
W440×D480×H710（SH350）
¥21,500
本体 ： 木／万葉ベージュ布　＞ p105

畳いす 古今
RCH-06
W460×D510×H790（SH350）
¥28,000
本体 ： 木／古今ベージュ布　＞ p105

脚同士でスタッキングができます。すべて木製で高級感が
ありながら、中間サイズで汎用性が高く、固定前板でお手
入れも簡単です。
会席盆（ABS）は使用できません。別注品承ります。

畳いす ワゴン  実用新案登録済

RCW-01　W520×D950×H1000
キャスター75φ　¥75,000
フレーム ： スチール　 色 ： 黒

畳いすが10脚積載可能です。

楽宴サイドBOX
RSB-01
W280×D500×H370
¥18,000
本体 ： 木（ウレタン塗装）
色 ： 黒

楽宴マルチBOX  実用新案登録済

RSB-02
W280×D500×H380
¥25,000　 本体 ： 木（ウレタン塗装）　 色 ： 黒

左右が物入れ用の棚になっています。
箱ごとの積み重ねができます。
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楽宴 おひとり洋膳

楽宴 会席盆  実用新案登録済

W700×D520×H30／2.5kg　　材質 ： ABS

朱石目 ふち絵つき
RTR-01　¥13,500

黒姫子塗
RTR-05　¥13,500

うるみ石目塗
RTR-02　¥12,500

朱石目塗
RTR-06　¥12,500

うるみ石目 ふち絵つき
RTR-03　¥13,500

黒石目塗
RTR-07　¥12,500

黒石目 ふち絵つき
RTR-04　¥13,500

モスグリーン石目塗
RTR-08　¥12,500

ベージュ石目塗
RTR-09　¥12,500

楽宴 大名膳　　W700×D520×H300

モスグリーン石目塗 会席盆 RTR-08 ¥12,500　＞ p105

大名膳 脚／2.2kg RLZ-02 ¥11,500
　楽宴 大名膳 セット価格  ¥24,000
本体 ： ABS

楽宴 二月堂ZEN　　W700×D520×H310

うるみ石目塗 会席盆 RTR-02 ¥12,500　＞ p105

二月堂ZEN 脚／1.2kg RLZ-01 ¥12,000
　楽宴 二月堂ZEN セット価格 ¥24,500
天板 ： ABS　 脚 ： アルミ （粉体塗装）

お盆はおひとり洋膳、大名膳、二月堂ZENに共用できてお得
です。脚の積み重ねは、垂直に20膳ほど重なります。

脚はスタッキングできます。
斜めに30膳ほど重なります。

会席盆 専用ワゴン
RZW-04　W670×D500×H185／キャスター100φ
¥30,000　 フレーム ： 木製　 色 ： 黒

会席盆が30枚積み重ねられます。
台がお盆の形状に合わせてあり、積み込みやすく
安定した積載が可能です。

業界最大サイズ 水こぼれ防止渕つき

楽宴会席お一人用膳のお盆は大名膳、二月堂ZENにも供用ができます。

スタッキング可能。積み重ねられる用に脚がついています。
別注ご希望の塗り上げ、紋、マーク等を入れることも可能です。

ZEN※脚 専用ワゴン
RZW-01　W520×D950×H1000／キャスター75φ
¥68,500　 フレーム ： スチール　 色 ： 黒

ZEN30脚が積めて、36kgと軽量なので、キャス
ターにも畳にも負担が少ないです。
※ 花脚の一部も積載可能です。
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古今
RCH-06
W460×D510×H790（SH350）
¥28,000
本体 ： 木／古今ベージュ布

万葉
RCH-01
W440×D480×H710（SH350）
¥21,500
本体 ： 木／万葉ベージュ布

楽宴 畳いす

大和
RCH-02
W445×D480×H710（SH350）
¥21,500
本体 ： 木／大和ベージュ布

畳いす ワゴン  実用新案登録済

RCW-01　
W520×D950×H1000
キャスター75φ　¥75,000
フレーム ： スチール　 
色 ： 黒

スタッキング 脇いす
RCH-07　W420×D390×H430
¥20,000
フレーム ： 木　 色 ： 黒

子供用いす
RCH-08　
W520×D500×H740（SH500）
¥18,000　　
フレーム ： 木／ビニールレザー
色 ： 白（W）、こげ茶（D）

畳いす 収納台
RCW-02　
W560×D500×H660
¥28,000
フレーム ： スチール（粉体塗装）　 
色 ： 黒

楽宴 会席盆・いす・テーブル

畳いすが10脚積載可能です。

布地は変更できます。

スタッキング可能です。

畳いすが10脚積載可能です。

楽宴 長テーブル  実用新案登録済

1人用 RTB-01　W750×D550×H620 ¥60,000 洋脚／固定脚
 RTB-02　W750×D550×H620 ¥60,000 洋脚／Y金具

2人用 RTB-03　W1500×D450×H620 ¥70,000 洋脚／Y金具
 RTB-04　W1500×D550×H620 ¥85,000 洋脚／Y金具
 RTB-05　W1500×D550×H620（H325） ¥87,000 和洋兼用脚／Y金具
 RTB-06　W1500×D550×H620 ¥90,000 洋脚／W金具
 RTB-07　W1500×D550×H620（H325） ¥98,000 和洋兼用脚／W金具

3人用 RTB-08　W1800×D550×H620 ¥78,000 洋脚／Y金具
 RTB-09　W1800×D550×H620（H325） ¥90,000 和洋兼用脚／Y金具
 RTB-10　W1800×D550×H620 ¥89,000 洋脚／W金具
 RTB-11　W1800×D550×H620（H325） ¥100,000 和洋兼用脚／W金具

前板 2人用、3人用の前板仕様は、上記の単価に¥16,000が加わります。

4人用 RTB-12　W1500×D900×H620 ¥120,000 洋脚／W金具
 RTB-13　W1500×D900×H620（H325） ¥150,000 和洋兼用脚／W金具

6人用 RTB-14　W1800×D900×H620 ¥120,000 洋脚／W金具
 RTB-15　W1800×D900×H620（H325） ¥160,000 和洋兼用脚／W金具

Y金具（左）は使用しているうちに、折りたたみの抑えの部分が伸びて
脚がぐらつきます。
特許バネ金具（右）のW金具、は一度固定されれば、ぐらつくことはあり
ません。

天板はメラミンで、丈夫でお手入れが楽にできて高級感があります。
色と質感は、黒乾漆、うるみ乾漆、黒木目からお選びいただけます。
白木系、別注サイズ等、お問い合わせください。

和洋膳は、1台が洋テーブルに座
卓に、両方に使用できます。

日光
RCH-04
W440×D480×H710（SH350）
¥20,000
本体 ： 木／日光格子布

天板 ： メラミン　 色 ： 黒乾漆／うるみ乾漆／黒木目

Y金具 W金具

楽宴 一挙両脚テーブル 両宴  実用新案登録済

4人用　RTB-16　W1500×D900×H620（H330）
天板メラミン　 黒乾漆、茶乾漆　¥130,000　 黒木目　¥125,000
天板ハードコーティング塗装　 黒乾漆　¥180,000

6人用　RTB-17　W1800×D900×H620（H330）
天板メラミン　 黒乾漆、茶乾漆　¥150,000　 黒木目　¥145,000
天板ハードコーティング塗装　 黒乾漆 ¥200,000

天板 ： メラミン　脚 ： 木　 色 ： 黒乾漆／うるみ乾漆／黒木目
（硬質ウレタン塗装 摺り仕上げ）

1台が洋テーブルに座卓に、両方に使用できま
す。軽量なので、女性でも簡単に脚の取替えがで
きます。収納は脚同士で組むことができるのでコ
ンパクトに片付けられます。
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宴会 衝立・テーブル

楽宴セッティングテーブル
RST-01 W/B

W600×D400×H700　 ¥32,000
本体 ： 木　 色 ： 白（W）、黒（B）

数寄屋 衝立
SCK-02 N/DB

W1100×D270×H900
¥90,000　 本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

嵯峨野 衝立
SCK-04 N/B

W1500×D270×H900
¥130,000　 
W1500×D270×H1500
¥200,000　 本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

北山 衝立
SCK-01-2 N/B

W1500×D280×H900　
¥100,000
本体 ： 木　 
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

庄屋 衝立
SCK-03 N/DB

W1500×D270×H900
¥140,000　 本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

夜明 衝立
SCK-05 N/B

W1200×D270×H900
¥80,000　 本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、黒（B）

脚とお盆 が 別々になり
ます。折りたたみ脚。

脚とお盆 が 別々になり
ます。 折りたたみ脚。

天板の裏に金具をビス止めし、
ネジ式の脚を取り付けます。

天板の裏に金具をビス止めし、
ネジ式の脚を取り付けます。

お持ちの座卓に差込むだけのハ
カマ脚です。

座卓用 畳テーブル脚 （4本セット）

LEG-01
φ76×H590　¥35,000
本体 ： スチール　 色 ： 黒

長机用 畳テーブル脚 （4本セット）

LEG-02
φ60×H580　¥30,000
本体 ： スチール　 色 ： 黒

セッティングテーブル
RST-02 D

w600×D400×H740　¥46,000
本体 ： ウォールナット　 色 ： ダークブラウン

セッティングテーブル
RST-02 N

w600×D400×H740　¥40,000
本体 ： タモ　 色 ： ナチュラル

座卓用 差込みテーブル脚 （4本セット） 
LEG-03
W100×D100×H580　¥40,000
本体 ： 木　 色 ： 黒（B）
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パッケージカート Mタイプ
BCK-01 N/DB

W910×D600×H850
¥190,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

パッケージカート Lタイプ
BCK-02 N/DB

W1000×D600×H900
¥210,000
本体 ： 木
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

スタンダード配膳ワゴン
WGK-01 N/BR/B

W750×D550×H620
¥85,000
天板中棚 ： メラミン板
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

扉つきラウンジワゴン
WGK-07 N/DB

W880×D450×H740
¥260,000
本体 ： 木、メラミン
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

エコノミーワゴン
WGK-02 N/BR/B

W940×D550×H850
キャスター75φ　¥150,000
天板中棚 ： メラミン板
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

中棚は上下移動ができます。
単価も抑えました。

中棚移動可。

中棚移動可。

デリバリーワゴン
5段　WGK-05 N/DB

W970×D550×H1110
¥180,000
6段　WGK-06 N/DB

W970×D550×H1110
¥200,000
本体 ： 木、メラミン
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（DB）

サービスワゴン
WGK-04 N/BR/B

W900×D500×H750
¥140,000
天板中棚 ： メラミン板
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

中棚固定。

中棚移動可。

宴会 ワゴン・カート
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セン 突板 角脚 宴会テーブル
ZT-116-1　N/BR/B　W1200×D750×H350　¥70,000
ZT-116-2　N/BR/B　W1500×D750×H350　¥80,000
ZT-116-3　N/BR/B　W1800×D750×H350　¥86,000
本体 ： セン突板
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

セン 突板 京脚 宴会テーブル （折脚）

ZT-117-1　N/BR/B　W1200×D450×H350　¥65,000
ZT-117-2　N/BR/B　W1200×D600×H350　¥72,000
ZT-117-3　N/BR/B　W1800×D450×H350　¥80,000
ZT-117-4　N/BR/B　W1800×D600×H350　¥86,000
本体 ： セン突板
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

二月堂 ケヤキ突板 宴会テーブル （折脚）

茶、黒 ZT-118-1 RB/B W900×D450×H320　¥45,000
黒面朱 ZT-118-1 RBR W900×D450×H320　¥50,000
本体 ： ケヤキ突板 （硬質ウレタン塗装）
黒呂色 ZT-118-1 BRU W900×D450×H320　¥160,000
本体 ： ケヤキ天然木突板 （黒呂色仕上 本漆塗）
色 ： 赤茶（RB）、黒（B）、黒面朱（BMR）、黒呂色（BRU）

※黒面朱

メラミン天板 宴会テーブル （折脚）

ZT-012-1 BR/B/BW　W900×D450×H325 ¥40,000
ZT-012-2 BR/B/BW　W1200×D450×H325 ¥44,000
ZT-012-3 BR/B/BW　W1500×D450×H325 ¥48,000
ZT-012-4 BR/B/BW　W1800×D450×H325 ¥50,000
ZT-012-5 BR/B/BW　W900×D600×H325 ¥46,000
ZT-012-6 BR/B/BW　W1200×D600×H325 ¥50,000
ZT-012-7 BR/B/BW　W1500×D600×H325 ¥62,000
ZT-012-8 BR/B/BW　W1800×D600×H325 ¥64,000
本体 ： メラミン　 色 ： 茶乾漆（BR）、黒乾漆（B）、黒木目（BW）

メラミン天板 ダイニングテーブル
DT-01 N/D/B　W1500×D900×H700　¥125,000
DT-02 N/D/B　W1800×D900×H700　¥140,000
本体 ： メラミン（ナラ、ウォールナット、黒木目）　組み立て式
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（D）、黒（B）

タモ 突板 ダイニングテーブル
DT-05H70 N/RB/B　W1350×D750×H700　¥140,000
DT-06H70 N/RB/B　W1800×D750×H700　¥160,000
DT-05H33 N/RB/B　W1800×D750×H330　¥150,000
材質 ： タモ突板　組み立て式
色 ： ナチュラル（N）、赤茶（RB）、黒（B）

タモ 突板 サイドテーブル
洋、板脚 DT-07 N/RB/B　W700×D750×H700　¥120,000
本体 ： タモ突板　組み立て式
色 ： ナチュラル（N）、赤茶（RB）、黒（B）

ウレタンハードコーティング天板 宴会テーブル （折脚）

ZT-013-1 BR/B　W900×D450×H325 ¥73,000
ZT-013-2 BR/B　W1200×D450×H325 ¥80,000
ZT-013-3 BR/B　W1500×D450×H325 ¥90,000
ZT-013-4 BR/B　W1800×D450×H325 ¥90,000
ZT-013-5 BR/B　W900×D600×H325 ¥80,000
ZT-013-6 BR/B　W1200×D600×H325 ¥84,000
ZT-013-7 BR/B　W1500×D600×H325 ¥120,000
ZT-013-8 BR/B　W1800×D600×H325 ¥130,000
本体 ： 木　 色 ： 茶乾漆（BR）、黒乾漆（B）

メラミン天板 T脚 ダイニングテーブル
DT-03 N/D/B W1200×D750×H700 ¥130,000
DT-04 N/D/B W1500×D750×H700 ¥150,000
DT-03H33 N/D/B W1200×D750×H330 ¥100,000
DT-04H33 N/D/B W1500×D750×H330 ¥120,000
本体 ： メラミン（ナラ、ウォールナット、黒木目）　組み立て式
色 ： ナチュラル（N）、こげ茶（D）、黒（B）

宴会 テーブル・食堂テーブル

ご希望のサイズで製作いたします。

ご希望のサイズで製作いたします。

ご希望のサイズで製作いたします。
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サワラ 江戸びつ
SEB-01 N/S　φ180×H125　約3.5合 ¥15,000　すり漆 ¥23,000
SEB-02 N/S　φ210×H165　約5合 ¥17,000　すり漆 ¥26,000
SEB-03 N/S　φ240×H165　約7合 ¥19,000　すり漆 ¥35,000
SEB-04 N/S　φ270×H180　約1升 ¥24,000　すり漆 ¥37,000
SEB-05 N/S　φ300×H190　約1.5升 ¥28,000　すり漆 ¥43,000
SEB-06 N/S　φ330×H225　約2升 ¥39,000　すり漆 ¥59,000
SEB-07 N/S　φ360×H246　約3升 ¥41,000　すり漆 ¥64,000
SEB-08 N/S　φ390×H276　約4升 ¥58,000　すり漆 ¥88,000
SEB-09 N/S　φ420×H306　約5升 ¥70,000　すり漆 ¥100,000
本体 ： 木　 タガ ： 銅　 色 ： ナチュラル（N）、すり漆（S）

黒天朱 料理箱
CTR-01
W600×D400×H90　¥12,000
本体 ： 木
色 ： 黒天朱

白内洗朱金一筆煮物椀
LBW-04
φ137×H100　¥5,700
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル

桶型 飯器
BW-01
φ120×H90
¥2,000
本体 ： ABS
色 ： 白内朱

茜朱 かたくち
BW-05-1　¥2,100
W115×D104×H48
BW-05-2　¥2,600
W135×D124×H58
本体 ： 木乾　色 ： 茜朱

十六夜 飯器
BW-03
φ105×H90
¥2,500
本体 ： ABS
色 ： タメ内朱

白内朱金一筆招寿椀
LBW-05
φ120×H80　¥6,000
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル

多様 飯器
BW-02
φ107×H70
¥2,950
本体 ： 木乾
色 ： 黒

朱かたくち筋入
BW-06
W118×D103×H40
¥1,300
本体 ： 木乾
色 ： 朱　※耐熱仕様

菊割小吸椀 黒／銀朱／白

LBW-06 N/GS/B

φ77×H97　¥3,600
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル（N）、銀朱（GS）、黒（B）

3.2菊割小吸椀
LBW-07 N/GS/B

φ107×H100　¥4,000
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル（N）、銀朱（GS）、黒（B）

至福 飯器
BW-04
φ95×H90
¥4,500
本体 ： ユリア樹脂
色 ： 春慶

多様丼
LBW-03 N/GS/B

φ135×H90
¥4,800
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル（N）、銀朱（GS）、黒（B）

布袋汁椀
LBW-01 N/GS/B

φ105×H65
¥2,700
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル（N）、銀朱（GS）、黒（B）

丸子汁椀
LBW-02 N/GS/B

φ100×H70
¥2,500
本体 ： 木乾 （漆塗り）
色 ： ナチュラル（N）、銀朱（GS）、黒（B）

サワラ のせびつ
SNB-01 N/S　φ180×H156　約3.5合 ¥13,000　すり漆 ¥21,000
SNB-02 N/S　φ210×H180　約5合 ¥15,000　すり漆 ¥23,000
SNB-03 N/S　φ240×H195　約7合 ¥16,000　すり漆 ¥25,000
SNB-04 N/S　φ270×H210　約1升 ¥18,000　すり漆 ¥28,000
SNB-05 N/S　φ300×H220　約1.5升 ¥23,000　すり漆 ¥35,500
SNB-06 N/S　φ330×H255　約2升 ¥31,000　すり漆 ¥47,000
SNB-07 N/S　φ360×H276　約3升 ¥36,000　すり漆 ¥56,000
SNB-08 N/S　φ390×H306　約4升 ¥45,000　すり漆 ¥70,000
SNB-09 N/S　φ420×H306　約5升 ¥52,000　すり漆 ¥80,000
本体 ： 木　 タガ ： 銅　 色 ： ナチュラル（N）、すり漆（S）

宴会 小物

黒天朱 運盆 ノンスリップ
尺9　CTR-04-1　
W575×D363×H43　¥6,500
2尺　CTR-04-2　
W606×D393×H45　¥7,000
本体 ： ABS　 色 ： 黒天朱

朱布目広盆 ノンスリップ
CTR-05-1　W485×D330×H40　¥6,500
CTR-05-2　W575×D365×H40　¥8,000
CTR-05-3　W620×D405×H40　¥9,000
本体 ： ABS　 色 ： 朱

梨地内朱 コンテナ
浅　CTR-02-1　W605×D430×H73 ¥9,000
深　CTR-02-2　W605×D430×H125 ¥12,000
本体 ： ABS　 色 ： 梨地内朱

黒天朱 運盆 ABSフチ
小　CTR-06-1　W575×D363×H45　¥6,500
大　CTR-06-2　W603×D395×H45　¥7,000
本体 ： 木、ABS　 色 ： 黒天朱

黒天朱 布目 広盆 ノンスリップ
CTR-03-1　W485×D330×H40　¥4,500
CTR-03-2　W575×D365×H40　¥6,000
CTR-03-3　W620×D405×H40　¥8,000
本体 ： ABS　 色 ： 黒天朱

タモ トレー 
CRT-10-1　W330×D210×H40　¥8,800
CRT-10-2　W460×D300×H40　¥13,000
CRT-10-3　W600×D400×H40　¥19,000
本体 ： タモ　 色 ： ナチュラル（N）

ウォールナット トレー 
CRT-11-1　W330×D210×H40　¥10,000
CRT-11-1　W460×D300×H40　¥13,000
CRT-11-1　W600×D400×H40　¥22,500
本体 ： 天然木　 ダークブラウン（D）



117 118

木
の
夢

漆塗りカトラリー 黒

1.漆塗りスプーン 小 LC-003 BL（S）　 L138　¥3,000

2.漆塗りフォーク 小 LC-002 BL（S）　 L137　¥3,050

3.漆塗りスプーン 中 LC-003 BL（M） L153　¥3,400

4.漆塗りフォーク 中 LC-002 BL（M） L156　¥3,450

5.漆塗りスプーン 大 LC-003 BL（L）　 L189　¥3,700

6.漆塗りフォーク 大 LC-002 BL（L）　 L193　¥3,800

7.漆塗りナイフ LC-001 BL　 L212　¥3,700

8.漆塗り子供箸 HAS-006 BL　 L160　¥2,500

9.漆塗り箸 HAS-005 BL　 L220　¥3,000

材質 ： 木 （漆塗り）　 色 ： 黒

漆塗りカトラリー 茶

1.漆塗りスプーン 小 LC-003 （S）　 L138　¥3,000

2.漆塗りフォーク 小 LC-002 （S）　 L137　¥3,050

3.漆塗りスプーン 中 LC-003 （M） L153　¥3,400

4.漆塗りフォーク 中 LC-002 （M） L156　¥3,450

5.漆塗りスプーン 大 LC-003 （L）　 L189　¥3,700

6.漆塗りフォーク 大 LC-002 （L）　 L193　¥3,800

7.漆塗りナイフ LC-001 L212　¥3,700

8.漆塗り子供箸 HAS-006　 L160　¥2,500

9.漆塗り箸 HAS-005　 L220　¥3,000

材質 ： 木 （漆塗り）　 色 ： 茶

漆塗りカトラリー 朱

1.漆塗りスプーン 小 LC-003 R（S）　 L138　¥3,000

2.漆塗りフォーク 小 LC-002 R（S）　 L137　¥3,050

3.漆塗りスプーン 中 LC-003 R（M） L153　¥3,400

4.漆塗りフォーク 中 LC-002 R（M） L156　¥3,450

5.漆塗りスプーン 大 LC-003 R（L）　 L189　¥3,700

6.漆塗りフォーク 大 LC-002 R（L）　 L193　¥3,800

7.漆塗りナイフ LC-001 R　 L212　¥3,700

8.漆塗り子供箸 HAS-006 R　 L160　¥2,500

9.漆塗り箸 HAS-005 R　 L220　¥3,000

材質 ： 木 （漆塗り）　 色 ： 朱

摺漆でカトラリーを創るということ　

ひとつは目で魅せられる
木地の木目はもちろん漆の色や艶 
人の手では創れないものだからこそ
自ずと然るべきに魅せられてしまう

ひとつは手で触れるあたたかみ
木の素材のもつ温度とあいまみえる漆の肌触り
毎日触れ、使い続けることで色艶肌触りまで愛おしくなる

ひとつは口にあわさる瞬間の柔らかな心地
産まれたばかりの愛おしい我が子の頬に
くちづけするような柔らかさとあたたかみを持つ

インドネシアのSVLK基準（木材合法性照明制度）を満たした高級チーク材に
木曽の職人が漆を10回、内仕上げの５回は信州で採れた国産漆を摺重ねました。 
艶、手触り、強度はもちろん、抗菌作用もあるため幼いお子様からお年寄りまで
安心して永くお使いいただけます。 
毎日使って、傷んだら何度でも塗り直して使える「摺漆のカトラリー」ができました。

 

Making cutlery with Japanese lacquer ”URUSHI”

One is fascinating with the eyes
Not only the grain of wood, but also the color and luster of Japanese lacquer, 
which cannot be created by human hands.
It would naturally be attracted to appropriate
One is the warmth that you can touch with your hands.
The temperature of the wood material and the feel of Japanese lacquer
By touching and using it every day, you will love the color and texture.
One is the soft feeling of the moment when it touches your mouth
It has the softness and warmth that makes it kiss on the cheeks of a dear newborn child.

A Kiso craftsman rubbed Japanese lacquer 10 times on high-grade teak wood 
that meets Indonesian SVLK standards (V-Legal Document). 
Five of them are finished with Shinshu's domestic lacquer.
Not only gloss, texture and strength, but also antibacterial action, 
so it can be used for a long time with peace of mind from infants to the elderly.
We have made a "URUSHI lacquered cutlery" that you can use every day, 
and you can repaint it as many times as you like if it gets scratched. 
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お風呂 小物

ヒノキ 安定型 風呂イス
BAC-01-1 N　W300×D180×H250　¥9,000
BAC-01-2 N　W300×D180×H300　¥11,000
色 ： ナチュラル　 クリア塗装 別途　¥2,000／¥2,100

クリア防水※ 別途　¥3,350／¥3,900

サワラ 安定型 ケヤキ色 風呂イス
BAC-04-1 K　W300×D180×H250　¥8,000
BAC-04-2 K　W300×D180×H300　¥8,500
色 ： ケヤキ色

ヒノキ コの字棚つき 風呂イス
BAC-02-1 N　W300×D200×H260　¥12,000
BAC-02-2 N　W330×D220×H300　¥14,000
色 ： ナチュラル　 クリア塗装 別途　¥2,500／¥2,500

クリア防水※ 別途　¥3,850／¥4,100

ヒノキ コの字棚つき ケヤキ色 風呂イス
BAC-02-1 K　W300×D200×H260　¥12,000
BAC-02-2 K　W330×D220×H300　¥14,000
色 ： ケヤキ色

ヒノキ コの字 風呂イス
BAC-03-1 N　W260×D200×H200　¥11,000
BAC-03-2 N　W330×D220×H300　¥13,000
色 ： ナチュラル　 クリア塗装 別途　¥2,500／¥2,500

クリア防水※ 別途　¥3,850／¥4,100

ヒノキ コの字 ケヤキ色 風呂イス
BAC-03-1 K　W260×D200×H200　¥11,000
BAC-03-2 K　W330×D220×H300　¥13,000
色 ： ケヤキ色

サワラ 片手桶
BAO-04-1 N　 銅タガ　¥6,000
BAO-04-2 N　ステンタガ　¥6,500
φ145×H240　本体 ： サワラ
クリア塗装 別途　¥1,300
クリア防水※ 別途　¥1,900

サワラ ケヤキ色 片手桶
BAO-04-1 K　 銅タガ　¥6,000
BAO-04-2 K　ステンタガ　¥6,500
φ145×H240　本体 ： サワラ

ヒノキ 湯かき棒
BAA-05 N/K　W200×D105×L610
¥3,000　本体 ： ヒノキ　
色 ： ナチュラル（N）、ケヤキ色（K）

クリア塗装 別途　¥2,000
クリア防水※ 別途　¥2,500
ケヤキ塗装 別途　¥2,400

ヒノキ 石けん箱
BAA-02 N/K　W126×D85×H38 ¥1,200
BAA-03 N/K　W138×D88×H38 ¥3,000
本体 ： ヒノキ　色 ： ナチュラル（N）、ケヤキ色（K）

底部 ： ステンメッシュ底（BAA-03 W/K のみ）

クリア塗装 別途　¥1,200
クリア防水※ 別途　¥1,400

ヒノキ シャンプー台
BAA-04 N/K

W352×D120×H60
¥5,500本体 ： ヒノキ　
色 ： ナチュラル（N）、ケヤキ色（K）

底部 ： ステンレスメッシュ
クリア塗装 別途　¥1,800
クリア防水※ 別途　¥2,500

サワラ 風呂桶
BAO-01-1 N　銅タガ　¥4,700
BAO-01-2 N　ステンタガ　¥4,900　
φ235×H116　 本体 ： サワラ
タガ ： 銅／ステンレス　色 ： ナチュラル
クリア塗装 別途　¥1,400
クリア防水※ 別途　¥2,000
指かけ加工 別途　¥300

ヒノキ 風呂桶
BAO-02-1　銅タガ　¥6,800
BAO-02-2　ステンタガ　¥7,000
φ235×H116
本体 ： ヒノキ　 タガ ： 銅／ステンレス
クリア塗装 別途　¥1,400
クリア防水※ 別途　¥2,000

サワラ 京型 風呂桶
BAO-03-1 W　銅タガ　¥9,000
BAO-03-2 W　ステンタガ　¥9,800
φ213×H105　 本体 ： サワラ
タガ ： 銅／ステンレス　色 ： ナチュラル
クリア塗装 別途　¥1,400
クリア防水※ 別途　¥2,000

サワラ 京型 ケヤキ色 風呂桶
BAO-03-1 K　銅タガ　¥9,000
BAO-03-2 K　ステンタガ　¥9,800
φ213×H105　 本体 ： サワラ
タガ ： 銅／ステンレス　色 ： ケヤキ色

サワラ ケヤキ色 風呂桶
BAO-01-1 K　銅タガ　¥6,500
BAO-01-2 K　ステンタガ　¥7,000　
φ235×H116　 本体 ： サワラ
タガ ： 銅／ステンレス
色 ： ケヤキ色

小口がうすく、コンパクトで持ちやすいタイプ。

小口がうすく、コンパクトで持ちやすいタイプ。
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西伊豆「富岳群青」 ： 全室オーシャンビューの露天風呂。

ヒノキ 風呂桶 サワラ 風呂桶

風呂イス 大　BAC-05-2　W300×D185×H225　¥9,000

風呂イス 中　BAC-05-1　W250×D165×H154　¥5,200

風呂桶　BAC-05-3　φ233×H100　¥3,200

仕切り石けん入れ　BAC-05-4　W227×D163×H77　¥2,500

石けん入れ　BAC-05-5　W170×D120×H62　¥2,000

本体 ： ABS　 色 ： ナチュラル

ABS 風呂イス BR　BAC-05-2　W300×D185×H225　¥9,000

ABS 風呂桶 BR　BAC-05-3　φ233×H100　¥3,200

本体 ： ABS　 色 ： ケヤキ色

桧　箱浴槽
BSK-102 L

φ1100×H660　¥9,000
φ1300×H660　¥9,000
φ1500×H660　¥9,000
本体 ： ヒノキ／サワラ
色 ： ナチュラル（N）

桧　框丸浴槽
BSK-102 L

φ1100×H660　¥9,000
φ1300×H660　¥9,000
φ1500×H660　¥9,000
本体 ： ヒノキ、サワラ
色 ： ナチュラル（N）

桧　丸浴槽
BSK-102 L

φ1100×H660　¥9,000
φ1300×H660　¥9,000
φ1500×H660　¥9,000
本体 ： ヒノキ
色 ： ナチュラル（N）

籐 脱衣かご 二重 M／L
BSK-102 M　W450×D330×H160　¥9,000
BSK-102 L　W545×D380×H160　¥10,000
本体 ： 籐　 色 ： ナチュラル

籐 脱衣かご 一重 M／L　　

BSK-103 M　W450×D330×H150　¥8,000
BSK-103 L　W550×D380×H150　¥10,000
本体 ： 籐　 色 ： ナチュラル

籐 脱衣かご 籠目　　BSK-104

W550×D400×H200　¥12,500
本体 ： 籐　 色 ： ナチュラル

※クリア防水は、木の内部に溶液を浸透させて膜を張り、水を弾きます。カビ、
黒ずみを予防します。すり漆塗り塗装もできます。 別途見積。

※浴槽の取り付け設置は行っておりません。 ※オーダーメイド承ります。ご希望サイズにて製作いたします。

Basket ROUND　　> p54

BSK-002 N/D　 φ395×H145　 ¥9,600
本体 ： ペーパーウィッカー　芯材 ： アルミ
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（D）

TUZMI stool SR　　> p60

STK-007 SR D

φ380×H460　 ¥15,000　
本体 ： 高密度ポリエチレンコード　
芯材 ： アルミ　 色 ： ダークブラウン（D）

TUZMI stool SR　　> p60

STK-007 SR WG

φ380×H460　 ¥15,000　
本体 ： 高密度ポリエチレンコード　
芯材 ： アルミ　 色 ： グレー（G）

TUZMI stool SR　　> p60

STK-007 SR N

φ380×H460　 ¥15,000　
本体 ： 高密度ポリエチレンコード　
芯材 ： アルミ　 色 ： ナチュラル（N）

Basket M　　> p54

BSK-001 M N/D　 W490×D340×H160 
¥9,000
本体 ： ペーパーウィッカー　芯材 ： アルミ
色 ： ナチュラル（N）、ダークブラウン（D）

Basket L　　> p54

BSK-001 L N/D　 W545×D395×H160
¥10,000
material ： PW/AL
col. ： Natural/Dark brown
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照明・のれん・灰皿

結（ゆい）

DOT-01
W206×D206×H462

（1.5kg）
¥60,000
本体 ： 真鍮、アクリワーロン
プラグコード長 ： 5m
LED1.8wモジュール
電球色

連（れん）

DOT-02
W150×D150×H400

（1.5kg）
¥60,000
本体 ： 真鍮、アクリワーロン
プラグコード長 ： 5m
LED1.8wモジュール
電球色

サイン行灯としてのオリジナル
ロゴ入り製作も可能です。

タモ 灰皿ダストスタンド
HDS-01 N/BR/B

W275×D275×H700
¥90,000
本体 ： タモ　落とし ： 鋳物二段ふち
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

白木 灰皿ダストスタンド
HDS-02 N/BR/B

W253×D253×H730
¥105,000
本体 ： 木　落とし ： 鋳物二段ふち
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

ケヤキ 民芸 灰皿スタンド
HDS-03 N/BR/B

W255×D255×H620
¥90,000
本体 ： 木　落とし ： 鋳物二段ふち
色 ： ナチュラル（N）、茶（BR）、黒（B）

箱根 旅館「箱根吟遊」バーラウンジ ： 鍛造で仕上げるランプシェード。　> p100

楮あんどん 茶
S LKB-01 BR　約φ90×H250 ¥16,000
M LKB-02 BR　約φ140×H430 ¥22,500
L LKB-03 BR　約φ140×H760 ¥40,000
本体 ： 和紙　電球付　 色 ： 茶（BR）

楮あんどん 白
S LKB-01 W　約φ90×H250 ¥16,000
M LKB-02 W　約φ140×H430 ¥22,500
L LKB-03 W　約φ140×H760 ¥40,000
本体 ： 和紙　電球付　 色 ： 白（W）

オニキス Round
S LOX-01 R　約φ140×H265　¥55,000
M LOX-02 R　約φ140×H360　¥65,000
L LOX-03 R　約φ140×H490　¥75,000
本体 ： 大理石　電球付

オニキス Square
S LOX-04 S　約W140×D140×H265　¥55,000
M LOX-05 S　約W140×D140×H360　¥65,000
L LOX-06 S　約W140×D140×H490　¥75,000
本体 ： 大理石　電球付
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木の夢・楽宴　オプション & メンテナンス

修理・塗り直し

○ 業務用家具、備品類の修理・塗り直し

客室テーブル、また宴会場テーブルの焼け、変色、欠け、割れ等の修理から、
イメージチェンジまで熟練した職人達がお応えいたします。

客室座卓塗り直し、修理には代替座卓をご用意いたしております。
代替座卓は無償貸し出しとなっておりますが、数に限りがございます。

現場への職人派遣もお受けいたしますが、作業内容や仕上がりの限界、現場に
粉塵等が発生する等により、綿密な打ち合わせが必要となります。

○ 業務用漆器、盛り込み、お盆など塗物類の修理・塗り直し

表面に細かい傷がついていたり、艶が無くなってしまったため、まだ十分使える
のにお客様の前にはお出しできない…脚等の一部が割れたり、欠けたりして
綺麗なのに使えない…そんな捨てられずに保管されている品物を蘇らせます。
修理内容についてのご提案、お見積もりをさせていただきます。打ち合わせ後、
無料で修理サンプルを作成させていただきます。サンプル品の配送料は
お客様負担とさせていただいております。御了承ください。

修理品につきましては修理不可能商品の場合は事前に報告させていただきます。
（修理に価しない場合、新品商品との価格に差が無い場合、
修理後の仕上がりが保証できない場合）
保管用木箱、紙箱等も製作（有償）いたしますので、お問い合わせください。

○ 布張座椅子、椅子、ソファなどの生地の張替え、塗り直し

破れ、染み、剥げ等が目立ち始めた座椅子、ソファなどの生地の張替え、
塗り直しが可能です。代替座椅子も数に限りがございますが用意いたしております。
お問い合わせください。

○ 座卓や座椅子などの修理の際は、代替品を用意しています。

修理期間中は、代替品を無償貸し出しいたします。
塗り直し・修理期間中の営業に支障がございません。
数に限りがございます。必ずお問い合わせください。

仕上げについて

漆塗り仕上げとウレタン塗装仕上げをご用意しています。

漆塗りは、木曽の漆塗り職人の手で仕上げています。
独特の光沢、風合い、気品のある美しさは、モダンなデザインをともない、
上質な空間づくりを演出します。

ウレタン塗装は、業務用のハードユースを考え、
紫外線による焼けに強く、漆調の落ち着いた雰囲気に仕上げています。
特に表記のない商品は、ウレタン塗装仕上げになります。

硬質ウレタン塗装は、通常のウレタン塗装の上に
さらに、クリア塗装を重ねて仕上げています。
表面強度が上がります。

オーダーメイド＆トータルコーディネイト

お任せください。快適で心地よい空間作りのお手伝い。
カタログ記載商品の他にも、日本の伝統的なスタイルをはじめ、モダンファニチャー、
アジアンアンティークなど、多彩な家具や雑貨を取り扱っています。
また、オーダーメイド家具の製作も承っています。
さらに、製品の販売だけでなく、空間のコーディネイトや
トータルデザインのご提案にも積極的に取り組んでいます。

OEM、オリジナル製品も承ります。

お客様のイメージを形にするためのサポートをしています。
家具だけでなく、業務用食器のセレクトやオリジナル製品の作成、
各種ギフトや引出物のご相談などもお受けしています。
お気軽にご相談ください。

製品の追加注文も承ります。

現在お使いの製品の追加注文や、お探しの品などがありましたら、
ご用意します。お気軽にご相談ください。

近年では、全国のホテルや旅館のために、アメニティトレイ、
アメニティボックス、ミニバートレイなどのオリジナル雑貨の
製作も行っています。（右下画像参照）

搬入事例等必要な方は担当者までご連絡ください。
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Iron Works
無骨でいながら、どこか愛嬌のある、鉄の存在感。
お客さまにあわせてお造りするエントランスなどの装飾をはじめ、
鉄からこぼれる灯りのあたたかさが印象的な、
照明のシリーズなど。 鍛造ならではの質感が、
個性的な空間を演出します。

Offer hospitality of iron.　
Existence of iron feels rough yet has its own charm somehow.
We make entrance decorations that fit each customer's needs.
We have a series of lighting in which iron impressively creates warmth in light.
The texture unique to forging produces unique space.
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Sign ・ Relief

箱根 旅館「箱根吟遊」玄関横サイン ： 宿に着いて最初に目にするサインは、宿泊への期待を高める重要なポイント。鉄に真鍮を組み合わせた、
無骨でいながら、どこか愛嬌のある姿は、どなたからも好評をいただいています。年月とともに変化する鉄の表情は、宿とともに歴史を刻んでいきます。

木更津「ホテル三日月 富士見亭」ラウンジ壁面
ホテル名にちなんだ三日月がモチーフ。
３連の鉄のオブジェが、ラウンジのシンボルとなっています。

西伊豆 富士山を臨む宿「富岳群青」エントランス
宿の名をアレンジしたエントランスサイン。
フレーム越しには、美しいウォーターガーデンが臨めます。
デザインのご提案から施工までを承りました。
φ1200 約25kg

鬼怒川温泉「あさやホテル」
無垢材の割れに、鍛造のプレートを組み合わせたテーブル。
麻の葉模様が、心をなごませます。

箱根 旅館「箱根吟遊」レセプションプレート
開業から10年。幾多のお客様をお迎えした時間が、
プレートの味わいとなっています。
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Room Sign

軽やかに、重厚に、メッセージを伝える鍛造サイン。
文字や図柄を切り抜いた後、たたいて、焼いて、加工することで、またとない個性が生まれます。デザインのご提案から承ります。

この他にも、LED照明とステンレスの組み合わせの外用サインなど、他の灯りや金属を使ったサインもございます。
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Key Holder ・ Others

経年変化も魅力の、鍛造キーホルダー。その宿に泊まる方に、日常を離れた感動を伝えます。 西伊豆 富士山を臨む宿「富岳群青」食事処入り口 ： 素朴で重厚な木の扉を、鍛造のパネルが洗練を加え、よりいっそう引き立てます。

箱根「山の茶屋」 ： 月にすすきのモチーフを、テーブルの脚で表現。
オーナーのこだわりは、お客様からも喜ばれています。

宿のイメージに合わせ、オリジナル形状の
キーホルダーを製作しております。

木更津「ホテル三日月 富士見亭」 ； 富士山が見えるホテルの特色をあらわしたオブジェ。
空間を生かした和モダンなテイストで仕上げました。

それぞれの部屋の名前をしるした鍛造のキーホルダー。
遊び心ある「ぜんまい」の飾りが好評です。
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Light ・ Flame Works

デスクの上やベッドサイドを、特別な空間に。シンプルでいながら、なぜか心ひかれる鉄のバランスライト。

灯りとフォルムでお客様に語りかける、鍛造サイン。
お客様のご希望を伺って、意匠をご提案。
サイズ、形状、柄など、お望みにあわせ、お見積りをご提出します。

Balance light S
IW-001 S　W320×D180×H300
¥50,000　 material ： 鍛造鉄
col. ： Black　light bulb ： LED

Balance light M
IW-001 M　W450×D200×H400
¥60,000　 material ： 鍛造鉄
col. ： Black　light bulb ： LED

Slide desk light
IW-002　W380×D200×H420
¥62,000　 material ： 鍛造鉄
col. ： Black　light bulb ： LED

Stand light
IW-005 S　W150×D100×H220　¥26,000
IW-005 M　W270×D150×H400　¥82,000
material ： 鍛造鉄　 col. ： Black

Square
pendant light
IW-006
W140×D140×H250（750）
¥58,000
material ： 鍛造鉄
col. ： Black

Round
pendant light
IW-007
φ105×H220（750）
¥58,000
material ： 鍛造鉄
col. ： Black

Swing desk light
IW-003　W270×D180×H420
¥62,000　 material ： 鍛造鉄
col. ： Black　light bulb ： LED

Indirect stand light
IW-004　W350×D250×H2020
¥165,000　material ： 鍛造鉄
col. ： Black 

Iron shelf 150
IW-SH-01　

W1100×D360×H1500
Flame W916×D360×H1500
¥180,000　 
material ： 鍛造鉄、チーク古材
col. ： Black/Natural 

Iron shelf 90
IW-SH-02　

W1700×D360×H900
Flame W1500×D360×H900
¥180,000　 
material ： 鍛造鉄、チーク古材
col. ： Black/Natural 

クズ アケビ

ツバキ、ススキ ツユクサ

ブドウ
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Iron Works　オプション & メンテナンス

オーダーメイドも承ります。

いにしえより伝わる日本文化を継承しながら、
現代の感覚で進化していく<アイアンワークス>。
美しく、懐かしく、心が豊かになれる空間作りのために、物作りをおこなっています。
お客様のニーズに応えて、製品は、ひとつずつ丁寧に手作りしています。

当カタログでご紹介した製品以外にも、
ご希望を承り、デザインからご提案しています。
お気軽にご相談ください。

鉄の魅力

たたけば伸びるし、焼けば曲がる。
使い方次第でどんな形にも変化する鉄は、
やがて土に戻る自然にやさしい素材です。
時間の流れとともに色も変わり、変化していきますが、
どうか、その変化を鉄の味として、お楽しみください。

鉄のお手入れ

鉄に水がつくと、そこから錆びてしまいます。
赤錆びには要注意。鉄を腐敗させる錆びです。
黒錆なら、大丈夫。鉄を守ってくれる味方の錆びです。
ぬらしてしまったら、乾いた布などで拭き取ってください。
錆び予防に、錆止めワックスなどを塗っておくと錆びにくくなります。

鉄は、変化していくものなので、
あまり神経質にならずに、
錆びも味と思い、鑑賞するのもなかなかいいものです。

いつまでも長くお使いください。

修理に関して

アイアンワークスでは、修理も承ります。
部品などが壊れてしまっても、対応いたします。
錆のひどくなったサイン、看板などは
有償にて磨き直し補修が可能です。

P91 ＜Iron Works＞ 扉画像　
鬼怒川温泉 ［あさやホテル］ 「吉祥大渦波長尺之図」 サイズ: 7,000mm x 500mm
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日本ならではの伝統工芸が出会って生まれた「KOKU」。
金属磨きでは世界一といわれる新潟県燕市の技で仕上げたステンレスのカトラリー。
その上に、信州木曽で漆を繰り返し重ねていく。
あたらしい和の表現は、その美しさで、芸術性で、
世界からも高く評価されています。

Offer hospitality of two techniques.　
"KOKU" is born out of traditional arts and crafts unique to Japan.
The stainless cutlery is finished with techniques of Tsubame, 
Niigata, whose metal polishing is said to be No. 1 in the world. Then, lacquer is painted on it again and again.
This new expression of Japanese art is highly evaluated around the world for its beauty and artistic quality.



143 144

Dish ・ Plate

丸
MARU

S

角
S

角
L

輝きと艶。ふたつの光沢のあらたなチャレンジ。

1998年の長野冬季オリンピックのメダル製作に参加したことで、
大きな進歩を遂げた信州木曽の漆塗の技。
金属に漆をかけた経験から、<KOKU>は生まれました。
新潟県燕市の職人が、一枚一枚磨き抜き、輝かせたステンレス。
その上に漆の艶が重ねられます。
輝きと艶。ふたつの光沢が、ひとつに重なり、
これまでにない世界を創りだします。

丸（S） maru
W150×D150×H15
¥19,200
material ： ステンレス/漆塗り
thickness ： 1mm
col. ： Black/Red

角（S） kaku
W180×D130×H17
¥19,500
mater i a l  ： ステンレス/漆塗り
thickness ： 1mm
col. ： Black/Red

角（L） kaku
W240×D95×H21
¥20,000
material ： ステンレス/漆塗り
thickness ： 1mm
col. ： Black/Red
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Cutlery

凛
RIN

麗
REI

雅
MIYABI

漆黒
SHIKKOKU

若松

遠山
TOYAMA

凛 RIN
5本 set　¥23,000
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）
Fork S（140）Spoon S（135）

3本 set　¥16,500
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥11,000
Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥9,500
Fork S（140）Spoon S（135）

material ： ステンレス/漆塗り
col. ： Black/Red

雅 MIYABI
5本 set　¥24,000
Knife（219）Fork（182）Spoon（181）
Fork S（134）Spoon S（135）

3本 set　¥17,000
Knife（219）Fork（182）Spoon（181）

2本 set　¥12,000
Fork（182）Spoon（181）

material ：ステンレス/漆塗り
col. ： Black

若松 WAKAMATSU
3本 set　¥37,000
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥25,000
Fork（189）Spoon（189）

material ： ステンレス/漆塗り
col. ： Black/Red/金蒔絵

麗 REI
5本 set　¥23,000
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）
Fork S（140）Spoon S（135）

3本 set　¥16,500
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥11,000
Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥9,500
Fork S（140）Spoon S（135）

material ： ステンレス/漆塗り
col. ： Black/Red

漆黒 SHIKKOKU
3本 set　¥17,500
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥12,000
Fork（189）Spoon（189）

material ： ステンレス/漆塗り
col. ： Black

遠山 TOYAMA
3本 set　¥60,000
Knife（220）Fork（189）Spoon（189）

2本 set　¥38,000
Fork（189）Spoon（189）

material ： ステンレス/漆塗り
col. ： Black/金蒔絵
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KO
KU

KOKU　オプション & メンテナンス

お取り扱い上のご注意

製品本来の用途、使用目的にそって正しくお使いください。

ご使用の際はお子様が誤った使い方をしないようにご注意ください。

体質により、ごくまれに塗料（漆）でかぶれることがあります。

直火、電子レンジ、オーブン等での使用はしないでください。火災の危険があります。

割れ、欠け、ひびが入った場合は、使用を中止してください。

過剰な重さがかかる状態や不安定な場所での使用は避けてください。
また、保管に際しては充分ご注意ください。

ナイフはスプーン・フォークとは異なり、包丁等と同系の刀材を使用しております。

取り扱いには充分ご注意ください。

漆器の上手な使い方

長時間湯水に浸しておくことは避けてください。
使用後できるだけ早く洗い、柔らかい布で水気をぬぐい、
乾いた布で拭いておきますと長持ちいたします。

太陽光線等にさらしておくこと、湿度の高い状況下におくことは、避けてください。
変形、変色、カビが生じることがあります。

油のしみだしているものや、指紋がついた場合には、
柔らかい布や紙で丁寧に拭き取ってください。

タワシ、みがき粉、食器洗い乾燥機等の使用は避けてください。
カトラリーを洗う際には、スポンジと中性洗剤を使い、
優しく手洗いしてください。
また、ほかの食器などに当たると傷がつきやすいので、ご注意ください。

漆製品は塗り物ですので、使用状況、取り扱いにより剥離することがございます。
特に刃先、スプーンのリップなどは、
非常に繊細な仕上がりとなっておりますので、
充分にご注意ください。

メンテナンスについて

漆の欠けや剥離などが発生した場合は、
有償にてメンテナンスを承ります。

KOKU　オプション & メンテナンス

A～Z
F F

銀文字 黒文字

F F

銀文字 朱文字

商品はKOKUオリジナルBOXに収納されております。

蒔絵 イニシャル
柄の部分にイニシャルをお入れすることができます。
¥1,000　 material ： 蒔絵　 col. ： Silver/Black
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白磁の器
食卓を、空間を、自由にアレンジできる白の器。
陶芸作家 深澤彰文は、白さの深み、多彩な手触り、
人に寄り添うフォルムに、こだわり続けています。
伊豆の工房で、ひとつひとつ手造りされる作品は、
ある時は静かに、ある時は饒舌に、旅人のこころに語りかけます。

Offer hospitality of white.
White porcelain can freely decorate tables and space.
Ceramic artist Akifumi Fukazawa has been focusing on the depth of white, a varied touch, a form that snuggles up to people.
Each work, created manually in his studio in Izu, speaks to the hearts of travelers sometimes 
silently and sometimes talkatively.
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白
磁
の
器

白磁の器は、

作家の手から生み出される一点物です。

その形や表情は、

ひとつひとつ異なります。

作品の持ち味を存分に

お楽しみください。
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白
磁
の
器

雑器
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白
磁
の
器

白磁の器　オプション & メンテナンス

白磁の器について

作品は、すべて轆轤による手作業でひとつひとつ仕上げています。

サイズ、形状に、微妙な違いがでることがあります。

白磁の器のお取り扱いについて

作品により、こぐちは非常に薄い仕上がりのものもあります。
お取り扱いには、充分にご注意ください。
小さな欠けなどは、ペーパーで磨いてお使いいただくことをおすすめします。

品物には釉薬がかかっておりますが、
仕上げによって、色移り、油染みなどができることがあります。
色が移ってしまった場合には、塩素系の家庭用漂白剤につけおきし、
メラミンスポンジなどで軽くこすり、水洗いしてください。

色移りが気になる場合は、あらかじめ仕上げの釉薬の変更も可能です。
プレートやカップの色移り、花器の水の染みムラなどは
釉薬を変更することでおさえることもできます。
使い方などにより、対応を承りますので、
お気軽にご相談ください。

白磁の器　オプション & メンテナンス

焼締めと釉薬をかけた場合の仕上がりのイメージは変わります。
使い方によりご相談ください。
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タモ／ウォールナット 脇息
［P. 86］

立格子 脇息
［P. 86］

御殿 DX乾漆 脇息
［P. 86］

民芸 脇息
［P. 86］

太閤 脇息
［P. 86］

Index

Chair

Lounge

Sofa

Ottoman

Stool

Bench

Zaisu

Zaisu

Kyosoku

Low table

Dining table

Table top

Table leg

TOU WR side chair
［P. 8］

TOU WR rocking 
chair　［P. 9］

立格子 座いす
［P. 85］

SAKU dining chair
［P. 56］

TOU SR side table
［P. 22］

AEGEAN arm chair 
SR　［P. 72］

DAN low table 90
［P. 46］

TOU WR lounge chair
［P. 7］

SAKU side table
［P. 56］

POL easy seater 1P
［P. 46］

TARINA coffee table 
SR 90　［P. 70］

黒乾漆 座卓
［P. 88］

EVIS sofa 3P
［P. 42］

棚つき 文机
［P. 90］

SAKU easy seater 2P
［P. 56］

ウレタンハードコーティング
天板 宴会テーブル  ［P.113］

TOU MR ottoman
［P. 16］

Simple square table 
SR 720　［P. 66］

TOU MR stool
［P. 14］

楽宴 長テーブル
［P. 108］

EZ PUFF
［P. 62］

Teak Round Tray
［P. 51］

ヒノキ 安定型 風呂イス
［P. 121］

モスグリーン石目塗
［P. 106］

TOU SR wide bench
［P. 22］

SR trestle L
［P. 23］

DARUMA floor chair
［P. 49］

TOU MR side chair
［P. 13］

A型 座いす
［P. 85］

SAKU dining chair arm
［P. 56］

KACU low table 51
［P. 42］

楽宴 万葉
［P. 107］

ACE side table
［P. 51］

TOU WR lounge 
rocking chair　［P. 9］

DROP side table SR
［P. 60］

DARUMA easy seater 
1P　［P. 48］

BEBEK low table SR
［P. 71］

TARINA single sofa 
SR　［P.70］

うるみ乾漆 春秋磨蒔絵 
座卓　［P. 88］

EVIS sofa 2P
［P. 42］

文机
［P. 90］

JOY easy seater 2P SR
［P. 63］

メラミン天板 T脚 ダイニング
テーブル　［P. 114］

EVIS ottoman
［P. 42］

Simple side table SR
［P. 66］

TOU SR stool
［P. 22］

メラミン天板 ダイニング
テーブル　［P. 114］

楽宴 一挙両脚テーブル 
両宴　［P. 108］

PUFF
［P. 62］

楽宴 懐石盆 朱石目 
ふち絵つき　［P. 106］

ヒノキ コの字 風呂イス
［P. 121］

ベージュ石目塗
［P. 106］

TOU SR slim bench
［P. 22］

SR trestle S
［P. 23］

FOLLOW floor chair
［P. 49］

TOU MR arm chair
［P. 16］

A型 肘つき 座いす
［P. 85］

CIRCUS side chair SR
［P. 63］

MALU low table
［P. 42］

楽宴 大和
［P. 107］

TWIG Side table
［P. 51］

TOU MR lounge chair
［P. 15］

DAN low table SR 60
［P. 63］

AGU easy seater
［P. 52］

BURCOS low table SR
［P. 71］

TARINA corner sofa 
SR　［P.70］

黒呂色塗 老松 沈金 
座卓　［P. 88］

GOL sofa 2P
［P. 43］

楽宴 大名膳
［P. 105］

TOU WR side chair
［P. 69］

タモ 突板 ダイニング
テーブル　［P. 114］

AGU ottoman
［P. 52］

Simple dining table 
SR　［P. 66］

DROP stool
［P. 43］

メラミン天板 T脚 ダイニング
テーブル　［P. 114］

BANANA PUFF
［P. 62］

楽宴 懐石盆 うるみ
石目塗　［P. 106］

ヒノキ コの字棚つき 
風呂イス　［P. 121］

CO stool 120/150
［P. 50］

座卓用 畳テーブル脚
［P. 110］

FOLK floor chair
［P. 49］

TOU SR side chair
［P. 21］

駒入フレーム 座いす
［P. 85］

KAI dining chair arm 
SR　［P.64］

KACU low table 100
［P. 42］

楽宴 古今
［P. 107］

SAKU low table
［P. 56］

TOU SR lounge chair
［P. 19］

DAN low table SR 90
［P. 63］

SAKU easy seater 1P
［P. 56］

BURCOS side table 
SR　［P. 71］

TARINA center sofa 
SR　［P. 70］

セン 突板 京脚 座卓
［P. 88］

GOL sofa 3P
［P. 43］

楽宴 二月堂ZEN
［P. 105］

SAKU easy Seater 2P 
SR　［P. 70］

AGU ottoman SR
［P. 64］

TARINA counter 
table SR　［P. 70］

DARUMA stool
［P.48］

タモ 突板 ダイニング
テーブル　［P. 114］

ENZA stool SR
［P. 63］

楽宴 懐石盆 うるみ石目 
ふち絵つき　［P. 106］

サワラ 安定型 ケヤキ色 
風呂イス　［P. 122］

CO stool SR 120/150
［P. 60］

長机用 畳テーブル脚
［P. 110］

aguza
［P. 77］

TOU SR side chair arm
［P. 22］

曲木フレーム 座いす
［P. 85］

ANTON dining chair 
SR　［P. 65］

DROP low table 60
［P. 43］

楽宴 日光
［P. 107］

COP side table
［P. 51］

TOU SR lounge chair 
arm　［P. 20］

ENZA low table SR
［P. 63］

DARUMA easy seater 
1P SR　［P. 61］

FRPキャップ 麻布目 
座卓　［P. 87］

BEBEK single sofa SR
［P.8］

ウォールナット 突板 座卓
［P. 89］

JOY easy seater 2P
［P. 46］

セン 突板 角脚 宴会
テーブル　［P. 113］

TARINA double sofa 
SR　［P. 70］

TRICERA ottoman SR
［P. 65］

SAKU easy Seater 1P 
SR　［P. 69］

CO stool
［P. 50］

タモ 突板 サイドテーブル
［P. 114］

Simple stool SR
［P. 66］

楽宴 懐石盆 黒石目 
ふち絵つき　［P. 106］

ヒノキ コの字 ケヤキ色 
風呂イス　［P. 122］

Simple bench SR
［P. 66］

座卓用 差込み
テーブル脚　［P. 110］

takaza
［P. 77］

MON dining chair
［P. 40］

V格子 座いす
［P. 85］

Simple side chair SR
［P. 66］

DROP low table 90
［P. 43］

ALM side table
［P. 51］

EVIS sofa 1P
［P. 42］

MALU low table SR 
40/56　［P. 64］

JOY easy seater 1P 
SR　［P. 63］

タモ 突板 柾目 曲脚 
座卓　［P. 87］

BEBEK corner sofa 
SR　［P.8］

ナラ 突板 丸型 座卓
［P. 89］

POL easy seater 2P
［P. 46］

セン 突板 京脚 宴会
テーブル　［P. 113］

BEBEK double sofa 
SR　［P. 71］

AEGEAN dining table 
SR　［P. 72］

TUZMI stool SR
［P. 60］

TARINA high stool 
SR　［P. 70］

楽宴 懐石盆 黒姫子塗
［P. 106］

ヒノキ コの字棚つき 
ケヤキ色 風呂イス  ［P.122］

BANZAI floor chair
［P. 78］

KAI dining chair
［P. 40］

扇面抜き 座いす
［P. 85］

Simple side chair arm 
SR　［P.66］

DROP SQ low table
［P. 43］

BRA Side table
［P. 51］

GOL sofa 1P
［P. 43］

SAKU low table SR
［P. 69］

AGU easy seater SR
［P. 64］

白木UV 内黒／朱 座卓
［P. 87］

BEBEK center sofa 
SR　［P.8］

ニレ 突板 角脚 座卓
［P. 89］

DARUMA easy seater 
2P　［P. 48］

二月堂 ケヤキ突板 宴会
テーブル　［P. 113］

BURCOS double sofa 
SR　［P. 72］

KAI dining chair arm
［P. 40］

楽宴 おひとり洋膳 月
［P. 103］

CO stool SR
［P. 60］

楽宴 子供用いす
［P. 107］

楽宴 懐石盆 朱石目塗
［P. 106］

風呂イス
［P. 124］

BANZAI floor arm 
chair　［P. 78］

SAKU dining chair SR
［P. 69］

DAN low table 60
［P. 46］

BRA Side table
［P. 51］

JOY easy seater 1P
［P. 46］

TARINA coffee table 
SR 45　［P. 70］

TRICERA lounger SR
［P. 65］

メラミン 乾漆 座卓
［P. 87］

BURCOS single sofa 
SR　［P.8］

カバサクラ 突板 座卓
［P. 89］

DARUMA easy seater 
1.5P　［P. 48］

メラミン天板 宴会
テーブル　［P. 113］

楽宴 おひとり洋膳 花暦
［P. 104］

DROP stool SR
［P. 60］

楽宴 スタッキング 脇いす
［P. 107］

楽宴 懐石盆 黒石目塗
［P. 106］

ABS 風呂イス BR
［P. 124］

組格子 座いす
［P. 85］
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Index

Shelf

Wagon

Basket

Lightning

Tray

Box

Key holder

Cutlery

Cutlery

Accessory

Bath wagon SR
［P. 67］

楽宴 月脚 専用ワゴン 
［P. 103］

多様 飯器
［P. 115］

エコノミーワゴン
［P. 111］

白内洗朱金一筆煮物椀
［P. 115］

KOKU 麗 REI
［P. 145］

Basket M
［P. 54］

A hanger
［P. 24］

Outdoor light L SR
［P. 68］

くつべら ロング
［P. 98］

サワラ 風呂桶
［P. 121］

トレー
［P. 94］

サワラ 京型 ケヤキ色 
風呂桶　［P. 122］

ケヤキ 民芸 灰皿スタンド
［P. 126］

黒天朱 料理箱
［P. 16］

角型石目茶びつ
［P. 93］

ペーパータオル入れ
［P. 95］

チーク合板 ゴミ入れ
［P. 97］

Aタイプ 客室キーホルダー
［P. 92］

乾漆 茶筒
［P. 94］

楽宴 月盆脚 20セット 
専用ワゴン　［P. 103］

十六夜 飯器
［P. 115］

デリバリーワゴン
［P. 111］

白内朱金一筆招寿椀
［P. 115］

KOKU 遠山 TOYAMA
［P. 146］

Basket L
［P. 54］

Bath Wagon XLEG
［P. 67］

Outdoor light S SR
［P. 68］

くつべら ミニ
［P. 98］

Balance light S　
［P.137］

ヒノキ 風呂桶
［P. 121］

フライト トレー
［P. 94］

サワラ ケヤキ色 片手桶
［P. 122］

梨地内朱 コンテナ
［P. 42］

石目茶びつ
［P. 93］

ゴミ入れ
［P. 95］

チーク合板 ゴミ入れ 
フタなし　［P. 97］

Bタイプ 客室キーホルダー
［P. 92］

おしぼり入れ
［P. 94］

楽宴 ZEN脚 専用ワゴン
［P. 105］

至福 飯器
［P. 115］

扉つきラウンジワゴン
［P. 111］

菊割小吸椀
［P. 115］

TOU D basket L
［P. 23］

Small basket SR
［P. 67］

Outdoor hanging light 
SR　［P.68］

鏡台
［P. 98］

Balance light M　
［P.137］

サワラ 京型 風呂桶
［P. 121］

竹製トレー
［P. 94］

ABS 風呂桶
［P. 105］

黒天朱 布目 広盆
［P. 52］

木製 角型 茶びつ
［P. 93］

角 ゴミ入れ 小
［P. 96］

フードボックス
［P. 98］

Cタイプ 客室キーホルダー
［P. 92］

小判 茶托
［P. 94］

楽宴 会席盆 専用ワゴン
［P. 105］

茜朱 かたくち
［P. 115］

パッケージカート Mタイプ
［P. 112］

3.2菊割小吸椀
［P. 115］

SQ basket M
［P. 54］

R basket
［P. 54］

Basket L SR
［P. 67］

木製タオルかけ T型6本
がけ　［P. 97］

結（ゆい）
［P. 125］

古材フレームミラー
［P. 98］

Slide desk light　
［P.137］

ヒノキ 湯かき棒
［P. 121］

セン 衣装盆
［P. 98］

ABS 仕切り石けん入れ
［P. 105］

黒天朱 運盆
［P. 64］

長角 ゴミ入れ
［P. 96］

コンバイン 客室
キーホルダー　［P. 92］

木製 角 茶托
［P. 94］

楽宴 畳いす 収納台
［P. 107］

朱かたくち筋入
［P. 115］

パッケージカート Lタイプ
［P. 112］

漆塗りカトラリー
［P. 118］

A4 basket
［P. 54］

YUKATA basket
［P. 54］

Basket ROUND
［P. 54］

SQ basket S
［P. 54］

KOKU 凛 RIN
［P. 145］

Basket SR
［P. 67］

木製タオルかけ A型4本
がけ　［P. 97］

連（れん）
［P. 125］

楽宴サイドBOX
［P. 104］

Swing desk light
［P.137］

サワラ 片手桶
［P. 121］

うすケヤキ色 衣装盆
［P. 98］

ABS 石けん入れ
［P. 113］

朱布目広盆
［P. 65］

TRICERA ottoman SR
［P. 65］

オニキス Square
［P. 126］

ひしぎ編みかご
［P. 93］

角 ゴミ入れ 丸穴
［P. 97］

レザー 客室キーホルダー
［P. 92］

利休鉢 7寸
［P. 94］

楽宴 畳いす ワゴン
［P. 107］

布袋汁椀
［P. 115］

KOKU 丸（S） maru
［P. 143］

KOKU 漆黒 SHIKKOKU
［P. 145］

籐 脱衣かご 二重 L
［P. 122］

バゲッジラック
［P. 97］

楮あんどん 茶
［P. 125］

楽宴マルチBOX
［P. 104］

Indirect stand light　
［P.137］

ヒノキ 石けん箱
［P. 121］

黒 巻脚 花台
［P. 98］

ABS 風呂桶 BR
［P. 113］

石目茶びつ 内梨地塗り
［P. 94］

樹脂製 曙 ゴミ入れ　
［P. 97］

サワラ 江戸びつ
［P. 115］

スタンダード配膳ワゴン
［P. 111］

丸子汁椀
［P. 115］

多様丼
［P. 115］

KOKU 角（S） kaku
［P. 144］

KOKU 雅 MIYABI
［P. 146］

籐 脱衣かご 籠目
［P. 122］

two piece ツーピース
［P. 97］

楮あんどん 白
［P. 125］

楽宴セッティングテーブル
［P. 110］

Stand light
［P.138］

ヒノキ シャンプー台
［P. 121］

トレー
［P. 48］

タモ 灰皿ダストスタンド
［P. 126］

サービスワゴン
［P. 111］

ティッシュボックス 
レギュラー　［P. 95］

ティッシュボックス ハーフ
［P. 95］

六角 ゴミ入れ
［P. 97］

サワラ のせびつ
［P. 115］

TOU D basket M
［P. 23］

KOKU 角（L） kaku
［P. 144］

KOKU 若松 WAKAMATSU
［P. 146］

籐 脱衣かご 一重 M／L
［P. 122］

チークシューホーン
［P. 98］

オニキス Round
［P. 126］

セッティングテーブル
［P. 110］

Square pendant light　
［P.138］

サワラ ケヤキ色 風呂桶
［P. 122］

フライト トレー
［P. 48］

白木 灰皿ダストスタンド
［P. 126］

サニタリーボックス
［P. 95］

チーク合板 ゴミ入れ 
丸ぶた　［P. 97］

桶型 飯器
［P. 115］

Iron shelf 150
［P. 136］

Iron shelf 175
［P. 136］

TARINA garden sink 
SR　［P. 70］
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本社　Head office

〒399-6302
長野県塩尻市木曽平沢2267-6
2267-6, Kiso-Hirasawa, Shiojiri, Nagano, 399-6302, Japan

Tel. 0264 -34 -2118　+81-264-34 -2118

Fax. 0264-34 -3595　+81-264-34 -3595

東京営業所　Tokyo office

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-9-13
4-39-7, Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo, 157-0073, Japan

Tel. 03-3415-8775　+81-3-3415- 8775

Mail　info@kinoyume.co.jp
Web　http://www.kinoyume.co.jp

Art direction & design　ことねり kotoneri
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Kanemitsu

山梨県 河口湖温泉 秀峰閣 湖月
静岡県 土肥温泉 牧水荘 土肥館
 土肥温泉 無雙庵 枇杷
 土肥温泉 富岳群青
 土肥温泉　和の匠 花暖簾
 小土肥温泉　茜色の海 あるじ栖
 伊豆今井浜東急ホテル
 戸田温泉　海のほてる いさば
滋賀県 おごと温泉 琵琶湖グランドホテル
三重県 鳥羽 芭新萃
京都府 嵐山温泉 嵐山辨慶
 Nazuna 京都 二条城
Indonesia Uma Sapna Villa
 Kendra Gallery of contemporary Art
 MATAHARI Spa
 GWK

Special thanks

福島県 母畑温泉 八幡屋
栃木県 鬼怒川温泉 あさやホテル
群馬県 法師温泉 長寿館
 谷川温泉 旅館たにがわ
 谷川温泉 別邸 仙寿庵
 四万温泉 鹿覗キセキノ湯 つるや
長野県 Wellness&Expedition Hotel ZENAGI
石川県 和倉温泉多田屋
千葉県 木更津温泉 ホテル三日月 富士見亭
 安房温泉 オーシャンリゾートホテル ゆうみ
 安房温泉 さざね
東京都 合羽橋コーヒー
 G735 Gallery
神奈川県 箱根 宮ノ下温泉 箱根吟遊 
 箱根 塔ノ沢温泉 山の茶屋
 箱根 塔ノ沢温泉 金乃竹塔ノ澤
 箱根湯本温泉 彌榮館

Customer Service

ご注文

カタログ掲載商品は、お電話、FAX、E-mail でもご注文をお受けいたしております。
また、ホームページも開設いたしておりますので、そちらもご利用ください。

木の夢ホームページ　http://www.kinoyume.co.jp

カタログ記載商品のほかにも、お客様のご要望に応じて
オーダーメイド家具もお受けしております。
また、当社納入品以外の家具、漆器類の修理、塗り直しもお受けいたしておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

サイズとカラー

本カタログのサイズ表示は ［W］ 幅 × ［D］ 奥行 × ［H］ 高さの順で、
単位はミリメートルとなっております。
座面の高さは ［SH］ 、肘かけの高さは ［AH］ で表記してあります。  
素材の特性上、表記のサイズと実際のサイズが若干異なる場合がございます。
また、同じデザインでサイズのバリエーションがある商品や、
ご指定のサイズにあわせて作成することも可能です。
カラーもお好みの色や仕上げに変更することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

商品の保障

納品させていただきます製品につきましては万全を期しておりますが、
万が一製品の不具合から発生した不良、損傷につきましては、
無償で修理または交換させていただきます。
但し、ご使用に伴って発生する破損・傷、汚れ、自然消耗等は無償修理対象外となり、
有償修理・メンテナンスとさせていただきます。
なお、直射日光や冷暖房機器の直射、壁面材の化学物質などによる
変形、変色、お届け後の移動・輸送による故障・破損、不適切な取り扱い、
不注意により発生した故障・破損なども無償修理の対象とならない場合がございます。
商品到着後、すぐに商品をご確認ください。
木製品は性質上反り、ねじれ、割れ、ヤニ等が稀に発生いたします。
上記保障期間中でもその対象外となることがございますのでご了承ください。

納期・送料

ご注文頂きました商品は在庫の状況により納期が異なります。
商品在庫の無い場合は、海外よりの輸入や受注生産等により
お時間をいただくことがございます。
お届けまでの納期については随時ご確認ください。
また小口発注、直送、サンプル発送等、別途送料が発生することがございます。

ご発注の際、担当者までご確認ください。

ご返品・交換

商品が到着いたしましたら、商品をご点検ください。
万一不良、損傷、商品違い等ございましたら3日以内にご連絡ください。
当社に責任のある返品は申し訳ございませんが、
当社指定運送会社の着払いにてご返送ください。
またお客様のご都合による発注後のキャンセルは
オーダー品 ： 製作実費、通常商品 ： 20〜80％のキャンセル料を
ご負担いただくことになりますので、ご発注の際はお間違えのないよう

ご確認いただき、FAXにてご注文いただきますようお願い申し上げます。

おことわり

掲載商品の色、風合いは印刷物のため、
実際の商品と多少異なる場合がございます。
また掲載商品の表示サイズは、製品により
実物と多少誤差の生じることがございますのでご了承ください。
本カタログの掲載情報は2019年2月現在の物です。
改良のため予告なく仕様、価格の変更、及び生産を中止することが
ございますのでご了承ください。

消費税

業務用カタログにつき、記載商品の価格には消費税は含まれておりません。
納入に際しましては消費税を別途加算させていただきます。

Customer Service


