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あ ん し ん ・ あ ん ぜ ん 設 計 ！

Quality & Safety

長く、安心して使用していただけるように

安全を第一に考え設計・生産しています。

また、シックハウス症候群の原因物質でもある

ホルムアルデヒドの発散量が少ない資材を

選定しています。

お 子 さ ま を 育 て る「 知 育 家 具 」と は ？

Training Furniture

お子さまが自分で出し入れする事で「じぶんでできるんだ」

という自主性を引き出す家具＝「知育家具」をコンセプトに

親子で楽しめるよう開発したキッズ向け家具です。

お か た づ け か ら 自 主 性 を 学 ぶ

L e a r n  I n d e p e n d e n c e  
B y  S e l f - M a n a g e m e n t

株式会社充英アートが提案する、おかたづけからお子さまの自主性を引き出す

新しいスタイルのキッズ向け家具（知育家具）です。

お子さまの成長を安心して見守れるやさしく、好奇心を刺激する家具を作り続けます。



COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ブルー グリーン ブラウン
Blue Green Brown

オレンジ レッド ホワイト
Orange Red White

ＥＶＡキッズ

フチ周りに、ソフトで安全な素材EVAを採用。

取り出しから片付けまで「自分で何でもできるんだ」

そんなお子さまの好奇心を刺激します。

元気あふれるお子さまをイメージしたカラー、

曲線の形状はお部屋を明るく演出します。

安心・安全設計で、つかまり立ちや、つたい歩きを

始めたお子さまにも安心して使用できる家具です。

EVA KIDS

フチには安全なソフト素材EVAを使用
お子さまがぶつけても安心です

箱から出してすぐに使える完成品

本体はしつこい汚れも消えやすい
シート「クリーンイーゴス 」を使用○R

用途に合わせて選べるラインナップ

安心・安全の日本製

あんしん・やわらか素材EVA

「つかまり立ち」や「つたい歩き」を始めたお子さまにも安心して使用できるEVAキッズ

優れた耐久性シート クリーンイーゴス

○R

○R

フチには、やわらかく安全な素材ＥＶＡを使用。ＥＶＡとは
子供向け玩具などに使用される、スポンジ素材で環境ホル
モンを含まず、口に入れても安心です。焼却してもダイオキ
シンが発生しない環境にやさしい素材です。

安全な低ホルムアルデヒド仕様

低ホルムアルデヒド仕様で、小さなお子さまにも安心して
ご利用いただけます。ホルムアルデヒドの発散量が最も
少な い 等 級「Ｆ☆ ☆ ☆ ☆（フォースター ）」の 材 料 を
使用しております。 (財)ボーケン品質評価機構にて試験済

あんぜん設計

EVAキッズは、お子さまの安全を第一に考え設計されて
いる為、金具の使用を極力避け、ケガなどアクシデントの
発生を防ぐよう心掛けています。金具の使用を避ける
事により、使用後のリサイクルも簡単です。

箱から出してすぐに使える完成品

EVAキッズは全て面倒な組立はありません。
完成品でお届けの為、箱から出してすぐに使用する事が
できます。

お部屋を明るく演出するカラーリング

E VAキッズの縁のカラーは全部で6色。お部屋に
合わせてカラーリングを選ぶ事ができます。（オレンジ・
レッド・グリーン・ブルー・ホワイト・ブラウン）

油性ペン、クレヨン等のしつこい汚れが乾拭きするだけで、
落とす事ができ、シールも簡単に剥がす事ができる特殊
シート「クリーンイーゴス 」を採用。

※クリーンイーゴス は、大日本印刷製の
　表面化粧製品であり、大日本印刷の
　登録商標です。

○R

日本製 完成品



※上記価格は 2019 年 4月現在の価格です。   ※日本製   ※完成品  ※本体カラー：ホワイト  ※EVA カラー：オレンジ・レッド・ブルー・グリーン・ホワイト・ブラウン
※材質：プリント紙化粧繊維板（クリーンイーゴス）　縁：ＥＶＡ樹脂

LINEUP

おもちゃばこ

23,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 95.6× 奥行 30×高さ 60cm
重量：17.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg

OB-95M ハンガーラック

15,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 47.7× 奥行 30×高さ 90cm
重量：12kg
耐荷重：棚板 /5kg、ハンガーバー 5kg、
　　　　引き出し /3kg

HRJ-48H ハンガーラック

18,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 62.6× 奥行 30×高さ 90cm
重量：13.8kg
耐荷重：棚板 /5kg、ハンガーバー 5kg、
　　　　引き出し /3kg

HRJ-63H

マガジンラック

15,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 48×奥行 30×高さ 90cm
重量：10kg
耐荷重：棚板上部 / 各 5kg、棚板下部 / 各 10kg

MRJ-48H マガジンラック

17,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 62.7× 奥行 30×高さ 90cm
重量：12kg
耐荷重：棚板上部 / 各 5kg、棚板下部 / 各 10kg

MRJ-63H マガジンラック

24,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 92.7× 奥行 30×高さ 90cm
重量：20kg
耐荷重：棚板上部 / 各 5kg、棚板下部 / 各 10kg

MRJ-93H

えほんたて

10,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 50.7× 奥行 22×高さ 45cm
重量：6.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg

PS-50S えほんたて

16,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 65.3× 奥行 30×高さ 60cm
重量：12kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg

PS-65M おもちゃばこ

17,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 65.3× 奥行 30×高さ 60cm
重量：13.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg

OB-65M ランドセルラック

15,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 33×奥行 30×高さ 90cm
重量：11kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg、引き出し / 各 3kg

KRJ-33H ほんだな

18,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 63.3× 奥行 31×高さ 90cm
重量：15kg
耐荷重：天板 /10kg、棚板 / 各 15kg

GR-63H

デスク ロータイプ

10,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 62.7× 奥行 39×高さ 45cm
重量：6.5kg
耐荷重：天板 /30kg

SDJ-63L デスク ハイタイプ

12,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 62.7× 奥行 39×高さ 60cm
重量：7.4kg
耐荷重：天板 /30kg

SDJ-63H

ほんだな

24,800円（税抜）

完成品

サイズ：幅 93.3× 奥行 31×高さ 90cm
重量：18.5kg
耐荷重：天板 /10kg、棚板 / 各 20kg

GR-93H



※上記価格は 2019 年 4月現在の価格です。   ※ベトナム製   ※カラー：ナチュラル・ホワイト    ※材質：ハンガーラック・フリーラック・ランドセルハンガーポール /パイン材（ラッカー塗装）、
　ランドセルラック・チェスト /パイン材（ラッカー塗装）、プリント紙化粧繊維板・合板（ラッカー塗装）  

ハンガーラック

11,800円（税抜）

組立品

組立品

ランドセル
ハンガーポール

6,800円（税抜）

サイズ：幅 45×奥行 45×高さ 100cm
※ハンガー：幅 30×奥行 2.4× 高さ 8cm
※ボトムステージ：直径 45×厚さ 2.6cm
※支柱の太さ：直径 4.5cm
重量：4kg　
耐荷重：ハンガー /4 ㎏、フック / 各 1 ㎏

サイズ：幅 52.5× 奥行 35×高さ 97cm
重量：8.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5 ㎏、フック / 各 0.5 ㎏
　　　　ハンガーバー / 3 ㎏

JJR-100H

JJ-100P

完成品

チェスト

26,800円（税抜）

サイズ：幅 52.5× 奥行 35×高さ 90cm
重量：24kg
耐荷重：天板 /10 ㎏、引き出し / 各 3kg
　　　　フック / 各 0.5 ㎏

JJR-100C

フリーラック

12,800円（税抜）

組立品

サイズ：幅 52.5× 奥行 35×高さ 97cm
重量：9.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg、フック / 各 0.5 ㎏

JJR-100Fランドセルラック

19,800円（税抜）

組立品

サイズ：幅 38×奥行 35×高さ 97cm
重量：10.5kg
耐荷重：棚板 / 各 5 ㎏、スライド棚 / 各 3 ㎏
　　　　引き出し /3kg、フック / 各 0.5 ㎏

JJR-100R

COLOR VARIATION

LINEUP

カラーバリエーション

ナチュラル ホワイト
Natural White

天然木ジュニアシリーズ

温かみのある、天然木を使用した天然木ジュニア。

時を重ねるごとに色づき、お子さまの成長と共に、味わい深くなります。

お子さまの成長に合わせて調節できます。

ラインナップも充実している為、末永くご利用いただけます。

NATURAL WOODEN JUNIOR 

便利なフック付（4個）
レッスンバッグ等、
掛ける事ができます

温かみのある天然木を使用した
シンプルなデザイン

お子さまの成長に合わせて
調整する事ができます

ベトナム製 組立品

360度回転する教科書が出し入れ
しやすいランドセルハンガー

こどもらしく・かわいらしく

丸みのある優しいデザイン。子供部屋、勉強部屋はもちろん
リビングに設置してもインテリアになじみます。

使いやすい高さ

小学6年間の平均身長を参考に高さを設定。長く使って
もらえるようにこどもの背丈にあわせて設計しました。

1年生
小学

6年生
小学使いやすい高さ

97cm



※上記価格は 2019 年 4月現在の価格です。   ※日本製   ※カラー：ホワイト   ※材質：プリント紙化粧繊維板（クリーンイーゴス）　※付属品：色紙
※備考：転倒防止補助バンド付属（チェスト 6杯・ハンガーラック・ワゴン付マガジンラック）

ホワイト
White

完成品

チェスト 2 杯

11,800円（税抜）

サイズ：幅 29×奥行 44.5×高さ 43cm　
引き出し内寸：幅 23×奥行 38×高さ 13cm
重量：11.5kg
耐荷重：天板 /5kg、引き出し /各 2kg

男の子 TSC-29LBW・女の子 TSC-29LGW

完成品

チェスト 6 杯

31,800円（税抜）

サイズ：幅 59.5×奥行 44.5×高さ 77.5cm
引き出し内寸：小引き出し /幅 23×奥行 38×高さ 13cm
                             大引き出し /幅 53×奥行 38×高さ 13cm
重量：25.5kg
耐荷重：天板 /5kg、小引き出し /各2kg、大引き出し /各4kg

男の子 TSC-59HBW・女の子 TSC-59HGW・兼用 TSC-59HJW

完成品

チェスト 3 杯

15,800円（税抜）

サイズ：幅 29×奥行 44.5×高さ 60cm
引き出し内寸：幅 23×奥行 38×高さ 13cm
重量：15.5kg
耐荷重：天板 /5kg、引き出し /各 2kg

男の子 TSC-29MBW・女の子 TSC-29MGW

完成品

おもちゃ箱

22,800円（税抜）

サイズ：幅 59×奥行 44.5×高さ 60cm 
引き出し内寸：幅 23×奥行 38×高さ 13cm
重量：15kg
耐荷重：天板 /5kg、棚板 /各5kg、引き出し /各2kg

男の子 TSO-59MBW・女の子 TSO-59MGW

男の子 女の子 男の子 女の子

18,800円（税抜）

完成品

ハンガーラック
サイズ：幅 59×奥行 44.5×高さ 89.5cm
重量：14kg
耐荷重：天板 /5kg、ハンガーバー /10kg

男の子 TSH-59HBW・女の子 TSH-59HGW

完成品

ワゴン付
マガジンラック

24,800円（税抜）

サイズ：幅 59×奥行 44.5×高さ 89.5cm
重量：21kg
耐荷重：棚板 /各 3kg、ワゴン /3kg

男の子 TSM-59HBW・女の子 TSM-59HGW

男の子 女の子
男の子 女の子

視覚的に分かるマーク

形を見る事で衣類の名前も
一緒に覚えられます

男の子 女の子 男の子 女の子兼用

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

おかたづけしたくなるシリーズ

お子さまが楽しみながらおかたづけできるキッズ家具。

引き出しのマークで、パンツ、靴下、シャツ、ズボン…どこに収納しているのか視覚的に分かります。

お子さまが自発的におかたづけ、着替えができるようトレーニングできます。

マークには、色紙や写真を挟む事ができ、オリジナルの家具が作れます。

training KIDS

LINEUP

引き出しの前板には色紙や
写真を挟むことができます

箱から出してすぐに使える完成品

安心・安全の日本製
キャスター付
おもちゃボックス

日本製 完成品

ワゴン
裏面

ワゴン
裏面

ReversibleReversible

壁にピッタリ設置
幅木除け加工

本体はしつこい汚れも消えやすい
シート「クリーンイーゴス 」を使用○R



※上記価格は 2019 年 4 月現在の価格です。   ※ベトナム製   ※カラー：ナチュラル・ホワイト  ※材質：パイン材（ラッカー塗装）、プリント紙化粧繊維板、繊維板、ポリエステル

組立品

天然木プレイテーブル　幅 90cm

24,800円（税抜）

サイズ：幅 90×奥行 71×高さ 45cm
重量：15kg
耐荷重： デッキパネル /15kg、ハッチパネル /15kg 、引き出し / 各 3kg

JJ-90PT

組立品

天然木プレイテーブル　幅 120cm

30,800円（税抜）

サイズ：幅 120×奥行 91.6× 高さ 45cm
重量：21kg
耐荷重： デッキパネル /15kg、ハッチパネル /15kg 、引き出し / 各 3kg

JJ-120PT

LINEUP

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ナチュラル
Natural

ホワイト
White

天然木プレイテーブル

いつでも思いっきり遊べる天板リバーシブル仕様の天然木製プレイテーブル。

中央のハッチを開ければおもちゃをしまえます。

しまったおもちゃは側面の引き出しからも取り出せます。

NATURAL WOODEN PLAY TABLE

天板はリバーシブル仕様
※パンチカーカーペット
グリーン/イエロー

蓋（ハッチ）をあければおもちゃを
簡単にしまう事ができます

便利な引き出し付

便利な引き出し付

※上記価格は 2019 年 4 月現在の価格です。   ※日本製   ※本体カラー：ナチュラル　引き出し：ホワイト   ※材質：本体  ナチュラル / シナベニア（無塗装）　
引き出し前板：プリント紙化粧繊維板（クリーンイーゴス）

組立品

ブックラック

30,800円（税抜）

サイズ：幅 45×奥行 35cm
高さ（4 段階）：89.5/101.5/113.5/125.5cm
重量：13kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg、引き出し /3kg

SKR-45BN

組立品

ランドセルラック

27,800円（税抜）

サイズ：幅 36×奥行 35cm
高さ（4 段階）：89.5/101.5/113.5/125.5cm
重量：11kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg、引き出し /3kg

SKR-36RN

組立品

ハンガーラック

29,800円（税抜）

サイズ：幅 60×奥行 35cm
高さ（4 段階）：89.5/101.5/113.5/125.5cm
重量：14kg
耐荷重：棚板 / 各 5kg、引き出し /3kg
　　　　ハンガーバー /3kg

SKR-60HN

LINEUP

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ナチュラル
Natural

高さ調節可能なキッズラック

小学6年間使えるように高さ調節ができるキッズラック。

成長に合わせて高さ調節ができます。

棚板は可動式ですので、収納物に合わせて調節ができます。

Height Adjustable Kids Rack

※クリーンイーゴス は、大日本印刷製の表面化粧
   製品であり、大日本印刷の登録商標です。

R

R

引き出しは、強い耐久性でペンやクレヨン等の
汚れも拭き取れ、シールもはがす事ができる
特殊シート「クリーンイーゴス  」を採用。

無垢材（無塗装）で木目が美しく、自然な
風合いのシナベニアを使用。やさしい木
目と天然木ならではの色合いで、日本建築
等で長い間愛用されている為、お部屋の
イメージを損ないません。

お子さまの成長に合わせて
高さ調整が可能（4段階）

便利な引き出し付

安心・安全の日本製

日本製 組立品 ベトナム製 組立品

天板リバーシブル仕様
グリーン / イエロー

天板リバーシブル仕様
グリーン / イエロー

天板にはパンチカーペットを採用。
子どもにもおもちゃにもやさしい素材です。
天板はリバーシブル仕様（グリーン /イエロー）。
その日の気分でカラーを変更する事ができます。
中央のハッチを開ければ、箱の中におもちゃ
をしまう事ができます。
しまったおもちゃは、側面の引き出しから取り
出す事ができます。



※上記価格は 2019 年 4 月現在の価格です。   ※日本製   ※本体カラー：ホワイト（スカイブルー、ライムグルーン、ベビーピンク）・ナチュラル（チョコブラウン）  
※材質：プリント紙化粧繊維板、ポリエステル化粧合板　※備考：転倒防止補助バンド付属

完成品

ドールハウスシェルフ

26,800円（税抜）

サイズ：幅 54×奥行 40.2× 高さ 89.5cm
重量：13.5kg
耐荷重： 棚板 / 各 10kg、ワゴン /10kg 、フック / 各 5kg

HSJ-60

LINEUP

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

スカイブルー
Sky Blue

ライムグリーン
Lime Green

ドールハウスシェルフ

遊び感覚で自分で置きたくなる（収納できる）ように、

本体はかわいいドールハウスタイプ。

窓枠・屋根裏部屋・キャスター付きワゴンを装備し、

ごっこ遊びを楽しみながらおかたづけ。

物を置く事で、自主的に「やってみたい」という意欲や

「楽しかった」という充実感を味わうことができます。

Dollhouse Shelf

ナチュラル
Natural

ホワイト
White

ブラウン
Brown

便利なフック付

小物を収納できる便利な
キャスター付きワゴン

お部屋を明るく
演出する窓枠加工

日本製 完成品

ベビーピンク
Baby Pink

チョコブラウン
Choco Brown

屋根は開閉できます

安心・安全の日本製

箱から出してすぐに使える完成品

自由な発想で豊かな想像力を育てます

屋根の開閉にはどこでも止まるフラップステーを使用している為、
お子さまでも安心して動かせます。小物を収納できるキャスター
付きワゴン。ごっこ遊びを楽しみながら、おかたづけや収納方法も
学ぶ事ができます。

※上記価格は 2019 年 4 月現在の価格です。   ※日本製   ※本体カラー：ホワイト、扉・天板カラー：ナチュラル・ホワイト・ブラウン  ※材質：プリント紙化粧繊維板　
※備考：転倒防止補助バンド付属

完成品

おむつストッカー

17,800円（税抜）

サイズ：幅 34.9× 奥行 29.2× 高さ 82.2cm
重量：12.2kg
耐荷重： 天板 /10kg、スライド棚板 /4kg 、棚板 /10kg

OMT-35

LINEUP

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

おむつストッカー

赤ちゃんとの心と身体のふれあいは何よりも大切な時間。

そんな時間をより楽しく、快適にするおむつストッカー。

紙おむつ・おむつ替えシート・おしりふき・ティッシュ・

着替え等おむつ替えグッズをまとめてすっきり収納でき、

便利機能を備えたかわいいストッカーです。

OMUTSU stocker

日本製 完成品

大量おむつ収納！カンタン取り出し！！

紙おむつを大量収納できます。扉を閉めれば下から1枚づつ引き
出す事ができます。紙おむつのサイズに合わせて、背板を3段階
調整する事ができます。

おむつが1枚ずつ
簡単に引き出せます

壁にピッタリ設置
幅木除け加工

おむつにあわせて
背板3段階調整

取り出しやすいスライド棚
つかまり立ちも安心
レバーラッチ付扉

箱から出してすぐに使える完成品



パインフレームのすのこジュニアベッド
（2段ベッド・3段ベッド / シングルサイズ・ダブルサイズ）

オプションのエキストラベッドと連結すると、ダブルサイズになり、
小さいお子さまと添い寝の時も、広々と使用する事ができます。
サイドフレームを外すと、ベンチ風2段ベッドに。
上段、中段分割すれば、シングルベッド2台として使用する事ができ、
ライフスタイルに合わせて色々なバリエーションに対応できます。

耐荷重、使用資材ともにボーケン品質評価機構にて検査をした高品
質の商品です。脚の角の太さを58ｍｍにする事で、静止耐荷重は
150kg。子どもはもちろん、大人でも安心して寝る事ができます。
材質もお子さまの事を考え低ホルムアルデヒドの材質を使用してい
ます。※ボーケン品質評価機構は経済産業大臣許可の第三者民間試
験・検査機関です。天然繊維や化学繊維原料から各種最終繊維製品
までの試験、検査、検定を行う機関です。

圧迫感のない高さ150cmのジュニアベッド。お子さまの寝顔も、
のぞく事ができ、ふとんの上げ下ろしも困らない高さで設計。
お部屋のスペースを有効活用できるよう固定式垂直はしごを採用。
一般的な2段ベッドのはしごと異なり、垂直にはしごを設置する事
でお部屋を広く使う事ができます。また、はしごを金具でしっかりと
固定する為ぐらつきません。取付け位置もヘッド、フット、右左と
自由に選ぶ事ができます。

子どもの成長や、人数、ライフスタイルに応じて組み合わせ。

子どもの寝顔がのぞける高さで布団の上げ下ろしもラクラク。

エキストラベッドを使用すればダブルサイズのベッドになります。

上下に連結すれば、ダブルサイズの2段ベッドに。

また、シングルベッド2台、ダブルベッド2台として分割して

使用する事ができるロングライフジュニアベッドです。

頑丈なボルト式連結金具

ボーケン品質評価機構にて試験済
（耐荷重・ホルムアルデヒド）

ベッド下にはキャスター付ベッド（下段ベッド）が設置・収納できます。
キャスター付の為、女性やお子さまでも簡単に引き出す事ができます。
収納スペースとしても、来客時用のサブベッドとしても使用する事が
でき、お部屋のスペースを有効活用できます。

BUNK BED

上段、中段の連結部分はボルト式連結金具を採用。差し込むだけで
なくボルトで締める事で、差し込むだけのピンタイプより頑丈になり
安定感があります。

ベッド周りで便利なオプション棚（専用棚幅60cm、82cm）が
取り付け可能です。取付け方法はフレームに掛けるだけ。ベッド周り
が快適に変身します。

エキストラベッドで
ダブルサイズ2段ベッドに

サイドフレームを外して
ベンチ風2段ベッドに

ライフスタイルに合わせて選べる 安心・安全を第一に考えた品質

ボルト式連結金具で安全 お部屋を有効活用できる省スペース設計

引き出しラクラク キャスター付下段ベッド 簡単設置でベッド周りが快適に

ライフスタイルに合わせて
組み合わせ可能

サイドフレームを外せば
ベンチ風2段ベッド

分割してシングルベッド
として使用できます

床面すのこ仕様

ベトナム製 組立品

ナチュラル
Natural

ホワイト
White

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

キャスター付下段ベッド

温かみのある
天然木を使用

ボルト式連結
金具で安全

固定式垂直はしご



※分割してシングルベッド
　2 台として使用できます。

※分割してシングルベッド 1 台
　ペアベッド 1 台として使用できます。

※2019 年 4 月現在の価格です。　※ベトナム製  ※カラー：ナチュラル・ホワイト　※材質：ベッド　フレーム / 北欧パイン（ラッカー塗装）　すのこ / 単板積層材、
パイン（無塗装）　※材質：棚 / 北欧パイン（ラッカー塗装）サイドテーブル天板 / 北欧パイン（ウレタン塗装）　脚 / ラバーウッド積層材（ラッカー塗装） 

※単体での使用はできません。
※エキストラベッドを足せば
　ダブルサイズのベッドになります。

エキストラベッド

16,800円（税抜）

サイズ：幅 40.5× 長さ 211.5× 高さ 75cm
床面サイズ：幅 37.5× 長さ 200cm
床面高：42cm
重量：13.5kg
床面静止耐荷重：90kg

JNL-200EX下段ベッド

22,800円（税抜）

サイズ：幅 100×長さ 197×高さ 18cm
床面サイズ：幅 99.5× 長さ 197cm
床面高：18cm
重量：19kg
床面静止耐荷重：90kg

JNL-100P

2段ベッド（上段・中段）

77,800円（税抜）

サイズ：上段・中段 / 幅 107.5× 長さ 211.5× 高さ 150cm
　　　はしご / 幅 32×奥行 7×高さ 113cm
床面サイズ：幅 99.5× 長さ 200cm
床面高：上段 /117cm　中段 /42cm
重量：65kg（上段 /31kg　中段 /31kg　はしご /3kg）
床面静止耐荷重：上段・中段 / 各 150kg

JNL-200-2D 3 段ベッド（上段・中段・下段）

96,800円（税抜）

サイズ：上段・中段 / 幅 107.5× 長さ 211.5× 高さ 150cm
　　　下段 / 幅 100× 長さ 197×高さ 18cm
　　　はしご / 幅 32×奥行 7×高さ 113cm
床面サイズ：上段・中段 / 幅 99.5× 長さ 200cm、下段 / 幅 99.5× 長さ 197cm
床面高：上段 /117cm　中段 /42cm　下段 /18cm
重量：84kg（上段 /31kg　中段 /31kg　下段 /19kg　はしご /3kg）
床面静止耐荷重：上段・中段 / 各 150kg　下段 /90kg

JNL-200-3D

LINEUP

OPTION

組立品

組立品

組立品

組立品

組立品

組立品

完成品完成品

ベッド専用棚  幅60cm

6,500円（税抜）

サイズ：幅 60×奥行 15×高さ 15.8cm
内寸サイズ：幅 56.2× 奥行 12.8cm
溝サイズ：幅 55.2× 奥行 2×深さ 0.8cm
重量：1.75kg
耐荷重：5kg
備考：2 口コンセント付（計 1500W）
※コードの長さ 2m

BT-60 ベッド専用棚  幅82cm

6,500円（税抜）

サイズ：幅 82×奥行 11.2× 高さ 21cm
内寸サイズ：幅 78.4× 奥行 5.6× 深さ 12cm
スライド棚：幅 15×奥行 7cm（2 枚）
重量：1.7kg
耐荷重：3kg
※棚取り外し可能

BT-82 サイドテーブル

4,900円（税抜）

サイズ：幅 50×奥行 30×高さ 44.6cm
重量：3kg
耐荷重：10kg

BS-50

ナチュラル
Natural

※上記価格は 2019 年 4 月現在の価格です。   ※ベトナム製   ※カラー：ナチュラル  ※材質：フレーム / 北欧パイン材、ラバーウッド（ラッカー塗装）、
すのこ / 北欧パイン材（無塗装）、はしご / 北欧パイン材（ラッカー塗装）、ハンモック / コットン・ポリエステル・ラバーウッド（ウレタン樹脂塗装）

ハンモック付ハイベッド

94,800円（税抜）

サイズ：幅 107.4× 長さ 211.6× 高さ 179cm、棚：幅 205×奥行 35×高さ 70cm
重量：66kg
床面サイズ：幅 99.6× 長さ 200cm
床面高：146cm　床面下：136cm ( 床からサイドフレームまで )
床面静止耐荷重：ベッド /150kg、ハンモック /100kg、棚 /30kg

HMC-300

LINEUP

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ハンモック付ハイベッド

ハンモックがおうちの中で楽しめる新しいスタイルのハイベッド。

ハンモックのサイドにはカウンターテーブルが設置されている為、

ゆらゆらと揺られながら読書やお昼寝を楽しむ夢のような安らぎ

の空間を体験できるベッドです。

Hammock High Bed

ワンルームに設置しても場所をとらない

ハンモックは簡単に外す事ができる為、下段は幅205cm
のカウンターテーブルが付いたフリースペースとして有効
活用する事ができ、お部屋の大きさが広がります。

場所をとらない
ハイベッド仕様

職人が丁寧に仕上げた
コットン材のハンモック
※取り外し可能

前後左右どこでも
設置できるはしご

幅205cmのカウンターテーブル

ハンモックの高さ
3段階調節可能

ベトナム製 組立品
床面すのこ仕様

ボルト式連結
金具で安全


