補修キットについて
末永くお使いいただくために自然塗料の補修キットを用意しました。
落ちにくい汚れや小キズは、この補修キットで簡単にメンテナンスができます。
マハロを除く全てのデスク本体に付属。
別売りの場合￥3,080（税込）

※UFO オイル、自然塗料で仕上げた無垢材部分のみ、このキットで補修が可能です。

補修の方法
① サンドペーパーでキズ・汚れ部分を木目に沿って軽く研磨します。
② オイルを布に少量染み込ませます。
③ 木目に沿って、薄く伸ばして塗り込みます。
④ しばらくしたら乾拭きし一晩乾燥させて完了です。
※UFO オイル部は除光液べンジンなどで汚れを落とすことができます。

ご購入の前に…
天然木を使用したデスクは、ひとつひとつ木目や色合いが異なります。
また、年月と共に木の色が変わっていくのも無垢の味わい深いところです。
自然が造り出した表情をお楽しみ下さい。

組み合わせ対応表

ネージュ

ネージュ 3032 上棚
スキップ 3552上棚
上棚

カルロ

※1

※1

※1

※1

スキップ

スキップ

幅100cm

幅オーダー

サイン

ウィンディ

コンセ

マハロ

マハロ

奥行 4 0 cm

奥行 6 0 cm

幅オーダー

※1

※1

※1

※1

幅オーダー

※1

※1

※3

※1

※2※3

ウィンディ 2022 ミドル上棚

※2

※1

※3

※1

※2※3

ダック 1012 ロー上棚

※1

※1

※3

※1

※2※3

ダック 1022 ミドル上棚

※2

※1

※3

※1

ネージュ 3032 袖

※4

※5

2012・3000 共通袖

※4

※5

※3※5

※3※4※5

※3※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

※5

※3※5

※3※5

※5

2012・3000 共通袖 薄型

※4

2022・3000 共通昇降袖 薄型

※4

※2※3
※5

※3※5

カルロ 3012 袖

※１
※２
※３
※４
※５

ダック

ウィンディ 2012 ロー上棚

2022・3000 共通昇降袖
ワゴン

カルロ

幅100cm 幅90cm

ダック 1012 袖

※4

※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

ダック 1022 昇降袖

※4

※5

※3※5

※5

※3※4※5

※3※5

組合せは可能ですが、机上が狭くなります。
組合せは可能ですが、固定金具で固定はできません。
オーダーサイズにより対応 / 非対応が異なります。
デスク本体より手前にワゴンがはみだします。
デスク脚間に設置するとチェアが収納できない場合があります。

ご用命・お問い合わせは

本 社
〒739-2612 広島県東広島市黒瀬町丸山107
※ 製品の寸法は全てミリメートル単位で表示してあります。
※ 今後予告なく、
価格や仕様の変更・改良・生産中止などが行われますので、
あらかじめご了承下さい。
※ 天然木を使用したものは、
カタログの写真とは多少色や木目が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承下さい。
※ 表記の価格は 2021 年 7 月現在のメーカー希望小売価格（税込）
となっております。

テクノタウン東広島工場
〒739-0037 広島県東広島市西大沢2丁目2-9

https://hotta-woody.com

Natural Style Desk 2022

ナチュラル スタイル デスク

笑顔でずっといられる家具を

お子様の健康のために
お子様が安心してご使用いただけるように、
堀田木工所では全ての材料・塗料・接着剤で

一、家具は日々の暮らしを便利にしてくれるもの

F☆ ☆ ☆ ☆ と は
シ ッ ク ハ ウ ス 症 候群の原因となる
ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの放散量により
定 め た ４ 段 階 あ る等級の最上位で、
建 材 に お い て は 制限なく使用でき
ます。

Ｆ☆☆☆☆認定を受けたもののみを使用して
います。

一、家具は暮らしの中で心地よい空間を作り出すもの

特に塗料に関しては天然由来の植物油を主材
料とした自然塗装を主に使用しています。

一、家具は同じ時間を共に過ごす思い出

創業 80年を迎えた我々、堀田木工所は国内生産にこだわり、

今まで以上にお客様に喜んで頂ける商品を提案してまいります。

安心してお使いいただくために

国内一貫生産

環境に配慮した素材

長期保証

UV 塗装の強度を両立しています。

油性マジックやクレヨンの汚れは、除光液や
ベンジンなどで落とせます。

無溶剤型で人体に有害な物質は一切含まれ
ていません。

※ UFO 塗料はデスク本体天板と袖の天板に使用して
います。
※「マハロ」はセラミックス塗装です。

自然豊かな広島にある工場
で、木取り・加工・塗装・
組立まですべてを一貫して
行っています。

学習デスクに使用しているアルダー材は
北米産の広葉樹です。
伐採量を上回る年間成長量をもつアメリ
カ産広葉樹は、自然環境保護の観点から
持続可能な資源であり、合法性も証明さ
れています。

木 材

UFO塗装

ウレタン塗膜

オイルが浸透

独自開発の「UFO（UV “紫外線” フィニッシュ

オイル）塗料」により、自然塗装の風合いと

ウレタン塗装

オイル塗装

UV（紫外線）により硬化

木 材

木 材

メリット

メリット

メリット

・木の自然な風合い
・補修が簡単

・塗膜が固く丈夫
・メンテナンスが不要

デメリット

デメリット
・木の風合いが損なわ
れる
・キズが付いた場合、
補修は難しい

・塗膜が固く丈夫
・木の自然な風合い
・キズがついても簡単に
メンテナンスできる

・キズやシミなどが付き
やすい
・定期的にメンテナンス
が必要

デメリット
・一度補修するとオイル
塗装と同性能

お子様の成長を共にする学習デ
スクだから 6 年間の品質保証を
いたします。
正常な使用状態で万が一の故障や不具合があった
場合には、無料で修理いたします。
保証書の当社規定に基づき保証期間内であっても
有償修理となる場合がございます。
詳しくは販売店・保証書をご確認ください。

永くお使いいただくために
デスク本体に補修キットを付属※しているので

キズが付いた場合や定期的なメンテナンスも
簡単に行えます。

自然塗料は植物油が主成分で、万が一お子様が

口にしてしまっても健康には問題ありません。
補修方法は裏表紙を参照ください。
※「マハロ」には付属しません。

持続可能な世界のために

SDGs とは
「Sustainable Development Goals

持続可能な開発目標」

とは、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・
169 のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人

「株式会社 堀田木工所 は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。」

として取り残さない」ことを誓っている国際目標です。

◆ 全ての素材を F☆☆☆☆認定の受けたものだけを使用し、人の健康や環境
への悪影響を最小限にすること
◆ メンテナンスできる製品を生産することで廃棄物の発生を抑制すること
◆ 限りある資源を無駄にしないため、廃棄物を減らすこと
◆ 合法性証明済み木材を使用し、違法な伐採による森林減少と劣化を防ぐこと
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▶ P18
ノーヴァ 13 123 シェルフ

▶ P18 スキップ 3552 ハンガーラック

デスク
ネージュ 3032 110 本体
W1100 D600 H730
¥66,000（税込）

A3
A4

それぞれ A 3/ A 4
サイズが入ります。

詳しい情報は
こちらから

ネージュ
家族みんながつかえるデスク。
学習デスクとして。パソコンデスクとして、親子一緒に。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

Neige | ネージュ

Neige | ネージュ

タブレットスタンド
としても使えるペン
トレーが付属して
います。

ラック
ネージュ 3032 上棚
W400 D224 H300
¥14,740（税込）

塗装：UFO オイル、自然塗料

小物の収納に便利な
小引出し。

ワゴン
ネージュ 3032 袖
W421 D478 H578
¥36,740（税込）
袖には仕切り板が
２枚付属しており、
A4ファイルを横に
収納できます。

03

04

デスク
カルロ 3012 100 本体
W1000 D450 H730
¥60,170（税込）

A3

カルロ 3012 90 本体
W900 D450 H730
¥58,740（税込）

組立式なので模様替えや
お引っ越しも安心です。
100 本体

A4

100cm幅にはA3とA4が
入ります。
※90cm幅はそれぞれA4

90 本体

共通機能

ラック
カルロ 3012 100 ラック
W1000 D230 H1205
¥48,400（税込）

固定棚▶

カルロ 3012 90 ラック
W900 D230 H1205
¥46,970（税込）

A4サイズがぴったり収まる
奥行です。
固定棚▶

カルロ 3012 45 ラック
W450 D230 H1205
¥35,200（税込）

収納するものに合わせ
て棚板の高さを変えら
れます。

100 ラック

▶ P18 スキップ 3552 ハンガーラック

100ラックと90ラックにはライ
ト用の切欠きがあるのでデス
クとぴったり並べられます。

45 ラック

共通機能

ワゴン

詳しい情報は
こちらから

カルロ

シンプルで長く使える奥行 45cm のスリムなデスク。
ラックを組み合わせてもコンパクトで作業スペースもしっかりとれます。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

塗装：UFO オイル、自然塗料

2012・3000 共通袖 薄型
W331 D478 H575
¥32,340（税込）
カルロ 3012 袖
W322 D400 H610
¥22,000（税込）

上段引出しはカギ付きです。
※カルロ袖を除く。
2022・3000
共通昇降袖 薄型
2012・3000
共通袖 薄型

2012・3000 共通袖
W421 D478 H575
¥36,740（税込）
カルロ 3012 袖

共通機能

薄型タイプとカルロ袖には仕 共通袖には仕切り板が２枚
切り板が1枚付属しており、
A4 付属しており、A4ファイルを
ファイルを縦に収納できます。 横に収納できます。

2012・3000 共通袖

ご注意ください
下記のワゴンはカルロデスクの脚間に
設置した場合、
手前に約３cmはみ出します。
・2012・3000共通袖 薄型
・2022・3000共通昇降袖 薄型
・2012・3000共通袖
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全ての引出しにスムーズに
開け閉めができるよう金属
レールを採用。

Carlo | カルロ

Carlo | カルロ

Carlo

2022・3000 共通昇降袖 薄型
W331 D478 H610〜750
¥49,940（税込）

カルロ袖は上部からファイルなどを差し込
むことができます。必要に応じて仕切り板
は取り外すことも可能です。
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デスク
スキップ 3552 本体
W1000 D550 H730
¥58,740（税込）

引出し裏には1500Ｗ ２口
コンセントがあります。

引出しは左右どちらにも
取付けできます。

丸みのある木製フックが
２つ付属しています。

幅1cm 単位 サイズオーダー

スキップ 3552 本体 オーダー
W900〜1200 D550 H730
¥67,540（税込）
受注生産 納期 約 30 日

90 〜 120cm までサイズ
オーダーできます。
（奥行は変更できません）

共通機能

最大 120cm

最小 90cm

ラック
スキップ 3552 上棚
W516 D148 H210
¥19,140（税込）

スキップ 3552 上棚

スキップ 3552
ランドセルラック
W554 D419 H730
¥44,000（税込）

詳しい情報は
こちらから

スキップ
すっきりデザインが人気のシリーズ。
90 〜 120cmまでサイズオーダーも可能です。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

塗装：UFO オイル、自然塗料

10

ランドセルのカブセ
が邪魔にならない構
造です。
スキップ 3552
ランドセルラック

スキップ 3552
ハンガーラック

ワゴン
2022・3000 共通昇降袖 薄型
W331 D478 H610〜750
¥49,940（税込）

Skip | スキップ

Skip | スキップ

スキップ 3552
ハンガーラック
W610 D463 H1200
¥26,400（税込）

背面にはアクリルパ
ネルを採用している
のでスッキリとした
印象です。

2012・3000 共通袖 薄型
W331 D478 H575
¥32,340（税込）
2022・3000
共通昇降袖 薄型

2022・3000 共通昇降袖
W421 D550 H610~750
¥54,340（税込）

上段引出しはカギ付きです。

2012・3000
共通袖 薄型

全ての引出しにスムーズに
開け閉めができるよう金属
レールを採用。

2012・3000 共通袖
W421 D478 H575
¥36,740（税込）
2022・3000
共通昇降袖
共通機能
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2012・3000 共通袖

薄型タイプには仕切り板が
1枚付属しており、
A4ファイル
を縦に収納できます。

共通袖には仕切り板が2枚
付属しており、A4ファイルを
横に収納できます。
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▶ P18 リブロ 608 77 ロー書棚

ウィンディ
ゆったり奥行65cmと足元収納が人気のデスク。
コンセントや引出しのついた上棚も 2 種類から選べます。

直線的でシンプルながらチェアの乗り降りもしやすいデザイン。
兄弟づかいもおすすめなラックも人気です。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

デスク

塗装：UFO オイル、自然塗料

詳しい情報は
こちらから

ラック

ワゴン

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

詳しい情報は
こちらから

塗装：UFO オイル、自然塗料

ラック

デスク

Windy | ウィンディ

Sign | サイン

サイン

ワゴン
中央の棚板は3段階の
可動式です。

シャープなデザインの
天板形状。

サイン 3612 本体
W1000 D550 H730
¥64,570（税込）

09

サイン 3612
ラック上
W324 D570 H790
¥26,400（税込）

サイン 3612
ラック下引出
W320 D570 H710
¥39,600（税込）

サイン 3612
ラック天板
W324 D570 H20
¥14,740（税込）

受注生産 納期約 30 日

天板を取り付けて
サイドチェストとし
ても使えます。

ワゴンは P8 を
ご覧ください。

2口コンセントが
付いています。

ウィンディ 2012 ロー上棚
W960 D271 H310
¥29,370（税込）

ウィンディ 2012 本体
W1000 D655 H730
¥60,170（税込）

ウィンディ 2022 ミドル上棚
W960 D266 H425
¥38,170（税込）

ワゴンは P8 を
ご覧ください。

組み合わせ例
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▶ P18 カルロ 3012 45 ラック

▶ P8 スキップ 3552 本体

▶ P8 2022・3000 共通昇降袖

10

コンセ
個室感覚で勉強に集中できるデスク。
リビングでのテレワークにも最適です。

丸みのあるやさしい表情のデスク。
発売から15 年以上のロングセラー商品です。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

デスク

詳しい情報は
こちらから

塗装：UFO オイル、自然塗料

ラック

詳しい情報は
こちらから

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

デスク

ワゴン

タブレットスタンド
としても使えるペン
トレーが付属してい
ます。

中央の棚板は3段階の
可動式です。
A4

ダック 1012 本体
W1000 D655 H730
¥57,200
（税込）

A4

A3

引出しにはA4/A3サイズが
ぴったり収納できます。

組み合わせ例

ダック 1012 ロー上棚
W960 D271 H345
¥29,370（税込）

ダック 1012 袖
W421 D478
H575
¥32,340（税込）

ダック 1022 ミドル上棚
W960 D266 H475
¥36,740（税込）

組み合わせ例
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塗装：UFO オイル、自然塗料

Conce | コンセ

Duck | ダック

ダック

ダック 1022 昇降袖
W421 D478
H610〜750
¥49,940（税込）

ラックは左右どちら
にも取り付け可能です。

コンセ 3052 本体
W1000 D590 H1450
¥93,170（税込）

コンセ 3052 脚
W25 D550 H710
¥10,340（税込）

別売りの脚を取り
付けると独立した
デスクとしてお使
いいただけます。

共通機能

12

セラミックス塗装を採用
「汚れに強い」

「オイル塗装に近い質感」 「紫外線に強く変色しにくい」 「人にやさしい」

セラミックス塗装は、耐汚染

従来のウレタン塗装に比べ

特殊な紫外線遮断構造により、 ホルムアルデヒドをはじ

・撥水性能に優れています。

オイル塗装に近い、手触りや

製品を紫外線による劣化から

めとする、シックハウス

超微粒子のファインセラミッ

光沢感になっており、木の素

守ります。

の要因13物質は一切配合

クスを配合することで汚れ

材感を活かした仕上がりに

オイル塗装に比べ日焼けによ

しておりません。

や水などが浸透しにくくなっ

なっています。

る経年変化が起こりにくくな

F☆☆☆☆を取得した、

ります。

安全にご使用いただける

ています。
定期的なメンテナンスも不要

塗装です。

です。

サイズオーダーデスク
デスク奥行は 40cm と 60cm の 2 種類。幅は 90cm から 180cm まで 1cm 刻みでオーダー可能です。

奥行 40cm

奥行 60cm

最大 180cm

最小 90cm
マハロ 3022 本体
奥行 60cm

最大 180cm

最小 90cm

マハロ 3022 本体
奥行 40cm

10

詳しい情報は
こちらから

マハロ
置きたい場所にぴったり収まるサイズオーダーデスク。
シンプルな大人デスクとしても、二人でつかう兄弟デスクとしてもおすすめです。
主材：アルダー無垢材

塗装：セラミックス塗料

マハロ 3022 本体
60A
W900〜1100
D600 H730
¥66,000（税込）

マハロ 3022 本体
40A
W900〜1100
D400 H730
¥57,200（税込）

マハロ 3022 本体
60B
W1110〜1400
D600 H730
¥76,340（税込）

マハロ 3022 本体
40B
W1110〜1400
D400 H730
¥64,570（税込）

マハロ 3022 本体
60C
W1410〜1800
D600 H730
¥86,570（税込）

マハロ 3022 本体
40C
W1410〜1800
D400 H730
¥71,940（税込）

60B 111〜140cm

60C 141〜180cm

40A 90〜110cm

40B 111〜140cm

40C 141〜180cm

共通機能

オプション品

マハロ 3022
オプションラック
W240 D270 H705
¥11,770（税込）
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60A 90〜110cm

Mahalo | マハロ

Mahalo | マハロ

デスク

幅 150cm 以上のデスクに
取り付け推奨。
中央部に取り付け可能です。

マハロ 3022 オプション引出し
W430 D389 H80
¥14,740（税込）
天板の左右に取り付け可能です。
※幅100cm 以上のデスクには左右同時に取り付け可能

マハロ 3022 オプションコンセント
W260 D25 H73
¥17,600（税込）
左右脚の間に取り付け可能です。
・ コンセント 2 口（1400W）
・USB コンセント 1 口（DC５V2A）
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5

10

フォレスト
アルダー無垢材をふんだんにつかった二段ベッド。
無駄のないシンプルなデザインがお部屋になじみます。

成長に合わせてかたちを変えられるシステムベッド。
シンプルなベッドとデスクに変化します。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

詳しい情報は
こちらから

塗装：自然塗料

ベッド部分内寸
W974×D1955

15

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板

塗装：自然塗料

二段ベッド

システムベッド
トラックシステムベッド
W1030 D2025 H1365
¥220,000（税込）

詳しい情報は
こちらから

ラック大はデスクとしても使えます。
便利なスライドブックエンド付きです。

ラック小は上下でも左右でも連結が
可能です。1 台には脱着式パイプハン
ガーが付属します。

シングルベッドとしてご使用
できます。

小さなお子様でも乗り降りがしや
すいように、4 段ハシゴを採用。

フォレスト 二段ベッド
W1040 D2035 H1550
¥278,740（税込）

ベッド部分内寸
W974×D1955

シングルベッド時
W1040 D2035 H950
（フットボードは H600）

Forest | フォレスト

Track | トラック

トラック

宮棚は上段・下段ともに
取付位置を変えられます。

地震対策として上下段は
金具でしっかり固定します。
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Illデスクライト

太陽光に近い最高クラスの高演色 LED ライト

◆ポイント①ブル ー ライトカット
一般的な白色の LED に比べ｀
プルー ライトのピ ー ク波長
の大きさが約半分。

／ノ

し

―

年砥EO

詳しい情報は
こちらから

C3652採甲 L“'

太陽光 LED とも呼ばれ、 目
に悪影響のあるプルー ライ
トを減らすことにより、 お
子様の目を守ります。

／

C:3652[}霞度分布Ill

太燿光（目陀光；l

．ヱ●●●選●""m
.....T●●', .....

400 " ,. f 500

主材：アルダ ー 無垢材

゜

Illデスクチェア

塗装：自然塗料

P凸 ‘
Kid's Chair

ペルケチェア

600
域景(om)

700

◆ポイント②最高クラスの演色性能
自然光の色の見え方を 100 とした場合の演色評価数 (Ra)
で最高クラスの Ra95 を実現。
本来の色を照らし出し、 お子様の色を見る力を育てます。

·-- -

C3652-D LED ライト
シェー ド長 360 アー ム長 330
¥18,810（税込）

済3繭織はイメージです

JIS規格：Mクラス

演色評価数：Ra95
直下照度： 1500Lx
色温度：6500 k
消費雷力：11W
1 ロコンセント 1400W
コ ード長：1 7m
クランプ付

リビングダイニング学習にも対応したキャスタ ー レスチェア。
汚れに強いオ ー ルマ イ テ ィ

゜

座面高さ詞整5段階

540/510/480/450/420

｀彗

ス テ ッ プ高さ調整3 段階

W420 D460 H738
SH420-540
¥35,200（税込）

座：合成皮革
（オ ー ルマイティ）

220/155/90

:l

ペルケチェア(NA/IV)

戸

三（座面前後スライド〕
（座面高さ調整5段階l
（ステップ高さ詞整3段階）

ダックチェア

様々なデザイン

・

Ill書棚

・

ラック

カラ ー から選べるロングセラ ー チェア。

1

屠（可動板2枚〕

固

:

アルダ ー 無垢材

（座面前後スライド）
（座面高さ調整 5 段階〕

（ステップ高さ調整 2段階）
（沈み込みキャスター）

ロ
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アルダ ー 無垢材

戸

圧式）〕

①②；目さ，

①脱着式ステ ップ
（高さ調整可能）
必要がなくなれば取り外し
できます。
②ストッパー付きキ ャスター
レバーを切り替えるとキャ
スターが沈み込み、動かな
くなります。

リブロ 608
77 ロ 一 書棚

W772 D445 H1300
¥80,520（税込）

三（可動板8枚〕

三［可動板4枚）

棚

三 （座面前後スライド〕（座面高さ調整4段階）
（ステップ高さ調整3段階）（沈み込みキャスター ）

ダック Sチェアリ＿フ
W520 D520 H770-890
SH425~550
¥36,740（税込）

カルロ 3012 90 ラック
W900 D230 H1205
¥46,970（税込）

リプロ 608
77 ハイ書棚

W772 D445 H1800
¥102,520（税込）
声［可動板10枚）

カルロ 3012 100 ラック
W1000 D230 H1205
¥48,400（税込）

亨（可動板4枚l

ノ ー ヴァ 13
123 シェルフ
W1232 D305 H865
¥61,600 （税込）

（一部組立式〕（可動板2枚〕

リンリン 2072 ラック

ランラン 2072 ラック

三

亨

W1002 D310 H730
¥46,970（税込）

ー
ヴァ 13
83 シェルフ
W827 D305 H1575
¥61,600 （税込）

ノ

（一部組立式）（可動板3枚）

W602 D310 H1420
¥46,970（税込）

スキップ35§2
ランドセ ルフック

スキップ�552
ハンガ ー フック

逗冦面（木製7ック2低1

戸

W554 D419 H730
¥44,000（税込）

'r-7-7 7 ,{ 1--I暉 華
fI
Desk=ght/Bookshel

W425 D525 H780

板座 SH420-510 張座 SH430-520
¥35,200（税込）
座：アルダ ー 無垢材
座：合成皮革（オ ー ルマイティ）

カルロ 3012 45 ラック
W450 D230 H1205
¥35,200（税込）

＇
．．
一
璽

ダックSチェア No.5
（板座／GR/P /NB/IV)

ダックSチェア No.2
W430 D510 H780
SH433~542
¥36,740（税込）

主材：アルダ ー 無垢材、 プリント化粧合板（一部強化紙）
塗装：自然塗料（リブロのみウレタン塗料）

．
．
．
．
．＿＿

一

ouck
Kid's Chair

三

I

W610 D463 H1200
¥26,400（税込）
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