製品機能
照明クランプ取り付け穴

取り外せるスライドブックエンド
収納される物に合わせてブックエンドが
左右にスライドします。
薄い本などを立てる際に位置を簡単に変
えることができ、便利です。取りはずし
も可能です。

上棚にはクランプ式のライトが取り付け
られる穴が空いています。

HOTTA WOODY

スッキリ収納型フック

つかみやすい便利な取手

フックは収納型。
フック部をフラットに納められるので
未使用時に邪魔になりません。
（耐荷重 10kg）

デスク本体の天板裏に取手が掘り込んで
あります。
回転イスに座って足が床に届かないお子
様でも座ったままデスクに引き寄せられ
ます。
（ダック 1011、
ウィンディ 2011 のみ）
大きな収納スペース

スチール製スライドレール

一番下の引出しはフルオープンレール
仕様。A4 ファイルを横に収納できます。
（仕切り板 2 枚付属）

開閉がしやすいスライドレールを使用
しています。
ストッパー機能付きなので、引出しが
前に飛び出して落ちることはありませ
ん。
高さ調整機能

木製フック
何かと引っ掛けておくのに便利な木製
フック
（耐荷重 5kg）

棚板の高さを３段階に調整できます。
棚板下に最大 A4 サイズまで収納可能
です。

フルオープン３段レール
引出しの奥まで使い易いフルオープン３段レールを使用して
います。

補修キットを付属！
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。
補修キットは全ての本体に付属。
別売りの場合￥2,000（税抜）
※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
キズや汚れも付属のサンドペーパーで磨き、オイルを塗れば元通り。
※UFO オイル部分の汚れは除光液、ベンジンなどで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。

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。
表記の価格は税抜き金額となっております。

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

http://www.hotta-woody.com

ナチュラル スタイル デスク
2020

HOTTA WOODY は お客様に安心と安全の机をお届けします。
全て国内生産！

リビング＆ベーシックデスク

リビングデスク

カルロ・・・・・・・・・・・・・ P 4 〜 5

エルデスク・・・・・・・・・・・ P 6 〜 7
サイン・・・・・・・・・・・・・ P 8 〜 9
スキップ・・・・・・・・・・・ P 10 〜 11

ベーシックデスク

高さ調整デスク

ダック・・・・・・・・・・・・・・・ P 12
ウィンディ・・・・・・・・・・・・・ P 13

ムービー WH・・・・・・・・・・・・ P 14

ベッド & システムベッド

書 棚／デスクライト・・・・・・・・ P 18
デスクチェアー・・・・・・・・・・ P 19

木のぬくもりを大切にした商品作りを続ける（株）堀田木工所は、商品は全て国内生産。自社広島工場にて木取り・加工・塗装・
組立てまで全ての工程を一貫して行なっております。 隅々まで目の行き届く国内生産ならではの品質で、安心、安全の製品を
お届けいたします。
一般社団法人 日本家具産業振興会より、国産家具表示の認定を取得いたしました。

アルダー材を使用！

ECO

アルダー材は北米生まれの広葉樹。成長が非常に早く、森林含蓄量も豊富。自然環境保護の観点から、伐採しても森林破壊に
つながりません。
この深みのあるナチュラル色や素材の持つ風合いはアルダー材だからこそ出せる特徴です。当社が使用しているアルダー材は
認証された森林から調達されています。

最高レベルの安全性

国産自然塗料を使用！

天然の植物油を主原料とし、F☆☆☆☆ 認定で有害物質を含まず、お子様が安心してご使用いただける塗料を使用しております。
木の持つ「ぬくもり」「やすらぎ」をいつまでも優しく美しく保ちます。
■食品衛生法等規格基準（厚生労働省）に適合
厚生労働省の食品衛生法、食品添加物等の規格に適合。木製の箸、サラダボウル等にも使用できる安全性です。
■改定学校環境衛生基準（文部科学省）に適合
シックスクール対策としての、学校環境を衛生的に維持するため改定学校環境衛生基準に適合しています。
■改正建築基準法（国土交通省）に適合
シックハウス対策としての、改正建築基準法（国土交通省）に適合。F☆☆☆☆ランクに認定されています。

さらにデスク天板・袖天板には、国産メーカーと共同開発した、汚れに強い自然風塗料 UFO オイル
（UV フィニッシュオイル）を使用。
従来の自然塗装をさらにグレードアップさせました。
■木材保護性能 UP!
濡れたコップを置いても輪染みができにくい等、汚れ、水分を浸透させにくい塗料です。
万一、キズ・汚れがついた場合、簡単に補修が可能です。
■耐溶剤性 UP!
油性マジックなどの汚れも、マニキュア除光液やベンジンなどで落とす事ができます。
※UFO オイルはデスク天板、袖天板に使用。
その他の無垢材部分には国産自然塗料（F☆☆☆☆）を使用しています。
■無溶剤タイプ
健康被害を引き起こす有害な物質（トルエン、キシレン等）が一切含まれていません。

安心のアフターサービス・・・永くお使いいただくために。
製品に関して、厳密な品質管理をしておりますが、万が一故障のあった場合のために「６年保証」をいたします。
正常な使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。（保証書の当社規定に基づく）
保証期間内でも、有償修理となる場合がございます。
お買い上げいただいた販売店にご相談下さい。
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フォレスト ・・・・・・・・・・・・ P 15
トラックシステムベッド ・・・・ P 16〜17
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！

Living & Basic Desk

Carlo - カルロ -

奥行き45㎝のコンパクトデスク。
ラックと組み合わせでも奥行き68㎝のベーシックサイズとなります。

デスクはお母さんの目の届くリビング・ダイニングに、
ラックはお片付けの出来る子供部屋に。

従来製品と比べ、デスクは約20cm、ラックは約8cmもスリムに。
（ダック1011、
リンリン2071、ランラン2071との比較）

ラックはA4サイズもスッキリ収納。

組み合わせ例：カルロ3011 110本体／カルロ3011 110ラック／2011・3000共通袖薄型／ダックNチェアーNo.5 板座／LEDライト C-3652C WH セット合計 ¥174,600
（税抜）

①
カルロ 3011 90 本体
W900 D450 H730
¥50,700（税抜）

W322 D400 H610
¥20,000（税抜）

W1000 D450 H730
¥52,000（税抜）

⑥
2011・3000 共通袖薄型
W331 D478 H575
¥26,700（税抜）

④
カルロ 3011 100 本体 D60

W1100 D450 H730
¥57,400（税抜）

W1000 D600 H730
¥61,400（税抜）

⑦
2021・3000 共通昇降袖薄型

⑧
ウィンディ 2011 袖
W421 D478 H575
¥28,000（税抜）

■ 天板昇降式
W331 D478 H610〜750
¥41,400（税抜）

※2011・3000 共通袖薄型、共通昇降袖薄型、ウィンディ 2011 袖を カルロ 3011 90、100、110 本体脚間に設置した場合、天板の前端よりも約 3 cm 手前に出っ張ります。

⑨
カルロ 3011 45 ラック

■ 固定棚 1 枚・可動棚 2 枚
W450 D230 H1205
¥26,700（税抜）

〜

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

◀固定棚

◀固定棚

◀固定棚
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③
カルロ 3011 110 本体

リビング＆ベーシックデスク

リビング＆ベーシックデスク

⑤
カルロ 3011 袖

②
カルロ 3011 100 本体

デスクの横にラックを置く
（L型配置）
と
サイドデスクとしてもご使用できます。

⑩
カルロ 3011 90 ラック

■ 固定棚 1 枚・可動棚 4 枚
W900 D230 H1205
¥38,700（税抜）

のマークは製品の機能を示しています。

⑪
カルロ 3011 100 ラック
■ 固定棚 1 枚・可動棚 4 枚
W1000 D230 H1205
¥40,000（税抜）

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

スライドレール

照明クランプ取付け穴
木製フック

◀固定棚

⑫
カルロ 3011 110 ラック
■ 固定棚 1 枚・可動棚 4 枚
W1100 D230 H1205
¥42,700（税抜）

本体取手
高さ調整機能

収納型フック付き
フルオープン３段レール
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小さいときは二つ並べて、大きくなったらそれぞれ単体で、一人部屋ではL字に組んで。
リビングにも適した浅めの奥行、脚がはずせる設計だから、使い方の幅がぐんと広がります。

Living Desk

L Desk - エルデスク -

親子で、兄弟姉妹で、一緒にゆったりお勉強。
大きくなってもずっと使えるシンプルなデザインのデスク。

脚元すっきり！

エル110本体とエル120サイドデスクはＬ型に組むことで、
座って２方向に天板という最も使い勝手が良いスタイルが
完成します。
（左右組替え可）
110本体の脚をはずし連結しますので、コーナーで脚元が
すっきりして使いやすい構造になっています。

脚がはずせるエルデスクの機能性を生かしたチェスト。
片方の脚をチェストに付け替えれば、
シンプルなデザインは
そのままに、
片袖机へと変身します。
デザイン性と収納力、
どちらも大切にしたスタイルに。
※120サイドデスクとチェストを組む事はできません。

※110本体２台、120サイドデスク２台をL型に組むことはできません。

110本体２台とチェストをツインデスクに組む方法

110本体と120サイドデスクをL字に組む方法
（組立説明書参照）
120サイドデスク
110本体

背板
連結板
引出し

ボルト

左脚
引出し

※背板の取り付けは２ヶ所

① 120サイドデスクの引出
し２杯を左に寄せて取り付
け、連結板を天板下にボ
ルトで取り付ける。
（連結板とボルトは120サ
イドデスクに付属）

引出し
チェスト
ボルト

② 110本体の引出しを右に
寄せて取り付け、左脚を背
板前に取り付ける。

110本体

※120サイドデスクを右に
組む場合は左右対称。

L字に組めば、ひろびろ使いやすい学習スペースに。 技あり設計でレイアウトは自由自在。

④ チェストの右半分に天板
を載せ、 チェスト内部から
天板をボルト２本で固定す
る。

ボルト

チェスト

② チェストに天板を半分載
せ、チェスト内部から天板
をボルト２本で固定する。
（組立説明書参照）
③ 110本体の引出しを右に
寄せて取り付け、左脚を背
板前に取り付ける。

110本体

③ 120サイドデスクの連
結板に110本体の天板左
端を載せる位置に置き、
ボルトで固定する。

組み合わせ例：エル3711 110本体×2／エル3711チェスト／LEDライト C-3652C BK／ダックNチェアーNo.2／ダックNチェアーNo.5板座 セット合計 ¥217,200
（税抜）

① 110本体の引出しを左に
寄せて取り付け、右脚を背
板前に取り付ける。

110本体

※120サイドデスクとチェ
ストを組む事はできません。

引出し

①
エル 3711 110 本体
■ 組立式
W1100 D550 H730
¥48,000（税抜）

リビンクデスク

リビンクデスク

120サイドデスクを追加することによって、
使い方のバリエーションが広がります。

①
②
エル 3711 120 サイドデスク
■ 組立式
W1200 D450 H730
¥52,000（税抜）

ライフスタイルに合わせて思いのままにレイアウト。流行にとらわれないベーシックデザインが人気です。
小学生なら ...

中・高校生なら ...

大人なら ...

②

③
エル 3711 チェスト用 天板

③

W347 D452 H20
受注生産 納期約 30 日
¥13,400（税抜）

④
エル 3711 チェスト
W343 D440 H710
¥41,400（税抜）

④
使い勝手の良いラックを合わせて、
のびのびと。
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板
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より勉強に集中できるレイアウトに。

塗装：UFO オイル、自然塗料

120サイドデスクとL字に組んで作業スペースの拡大を。

〜

のマークは製品の機能を示しています。

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

スライドレール

照明クランプ取付け穴
木製フック

本体取手
高さ調整機能

収納型フック付き
フルオープン３段レール
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Skip

Living Desk

Sign - サイン -

デスクは出入りがラクなT字脚。引出しは奥までラクに引き出せるフルオープン3段レール。
簡単に分解、組立できる構造だから、移動もらくらく。 使いやすい工夫がいっぱいです。

直線を基調としたシンプルなフォルムながら、ぬくもりとナチュラルな素材感に心癒されるデスク。

レイアウト例
サイン3611本体／サイン3611ラック上台／
サイン3611ラック下台引出
W1324 × D570 × H1500
セット合計 ¥109,400（税抜）

サイン3611本体×2／サイン3611ラック上台／
サイン3611ラック下台引出
W2324 × D570 × H1500
セット合計 ¥166,800（税抜）

サイン3611本体／サイン3611下台引出／サイン3611
下台用天板／スキップ3581本体／スキップ3521上棚
W2324 × D570× H940
セット合計 ¥170,200（税抜）

組み合わせ例：サイン3611本体／サイン3611ラック上台／
サイン3611ラック下台引出／ウィンディ2021昇降袖／
ダックNチェアーNo.5 板座
セット合計 ¥184,100（税抜）

サイン3611下台用天板／
サイン 3611ラック下台引出
セット合計 ¥43,400（税抜）

リビンクデスク

リビンクデスク

サイン 3611ラック上台／
サイン 3611 ラック下台引出
セット合計 ¥52,000（税抜）

③

①
①
サイン 3611 本体
■ 組立式
W1000 D550 H730
¥57,400（税抜）

②
②
サイン 3611
ラック上台

W324 D570 H790
¥22,000（税抜）

③
サイン 3611
下台用天板

受注生産 納期約 30 日
W324 D570 H20
¥13,400（税抜）

⑥

⑤

④

⑤
ウィンディ 2011
袖
W421 D478 H575
¥28,000（税抜）

⑥
ウィンディ 2021
昇降袖

■ 天板昇降式
W421 D550 H610〜750
¥44,000（税抜）

④
サイン 3611
ラック下台引出

W320 D570 H710
¥30,000（税抜）
〜

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板
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塗装：UFO オイル、自然塗料

のマークは製品の機能を示しています。

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

スライドレール

照明クランプ取付け穴
木製フック

本体取手
高さ調整機能

収納型フック付き
フルオープン３段レール
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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

Skip - スキップ Living Desk

おしゃれでコンパクトな実力派。
いつまでもそばに置いておきたいシンプルで愛らしいデザインが人気です。

巾サイズオーダーデスク
巾は90〜120センチまで1センチ単位のオーダー対応（納期約30日）。
奥行きは52センチと58センチの2タイプから選べます。
巾 90cm〜120cm

巾は90~120cmまで1cm単位のオーダーが可能

奥行き
52cm

58cm
52cm

奥行きは
52cm／58cm
の２タイプ

58cm
90cm

120cm

1cm単位

奥行き 52cm

奥行き 58cm

①
スキップ 3521 本体 オーダー 《巾サイズオーダーデスク》
受注生産 納期 約 30 日
■ 1500W 2 口コンセント付き
W900〜1200 D520 H730
¥57,400（税抜）

②
スキップ 3581 本体 オーダー 《巾サイズオーダーデスク》

奥行き 2 タイプ 52cm
デスク巾 90~120cm
1cm 単位でオーダー可能です。
（引出しは全サイズ共通です。）

奥行き 2 タイプ 58cm
デスク巾 90~120cm
1cm 単位でオーダー可能です。
（引出しは全サイズ共通です。）

受注生産 納期 約 30 日
■ 1500W 2 口コンセント付き
W900〜1200 D580 H730
¥62,700（税抜）

デスク仕様説明
引出しは左右に取付け可能

58cm

52cm

引出し裏に1500Wコンセント付き
（①②③④）

↑

↑

組み合わせ例：スキップ3521本体／スキップ3521ハンガーラック／カルロ3011 100ラック／2021・3000共通昇降袖薄型／
ダックNチェアーNo.5 NB／LEDライトC-3652C WH セット合計 ¥198,600
（税抜）

リビンクデスク

リビンクデスク
奥行き 52cm

③
スキップ 3521 本体

■ 1500W 2 口コンセント付き
W1000 D520 H730
¥49,400（税抜）

⑧
ウィンディ 2011 袖
W421 D478 H575
¥28,000（税抜）
組み合わせ例
スキップ3581本体／サイン3611ラック上台／サイン3611下台引出／
ダックNチェアーNo.5 GR／LEDライトC-3652C WH セット合計 ¥153,200（税抜）
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板
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塗装：UFO オイル、自然塗料

奥行き 58cm

④
スキップ 3581 本体

■ 1500W 2 口コンセント付き
W1000 D580 H730
¥53,400
（税抜）

⑤
スキップ 3521 上棚

■ 組立式
■ 背板 透明アクリル板
W516 D148 H210
¥16,000
（税抜）

⑨
ウィンディ 2021 昇降袖

⑥
スキップ 3521
ランドセルラック
■ 左右に木製フック
取付け可
W524 D419 H730
¥36,000（税抜）

⑩
2011・3000
共通袖薄型

■ 天板昇降式
W421 D550 H610〜750
¥44,000（税抜）

⑦
スキップ 3521
ハンガーラック

W610 D463 H1200
¥20,000（税抜）

⑪
2021・3000
共通昇降袖薄型

W331 D478 H575
¥26,700（税抜）

■ 天板昇降式
W331 D478 H610〜750
¥41,400（税抜）

※ウィンディ 2011 袖、2021 昇降袖、2011・3000 共通袖薄型、共通昇降袖薄型をスキップ本体脚間に設置した場合、天板の前端よりも 1cm〜4cm 手前に出っ張ります。
〜

のマークは製品の機能を示しています。

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

スライドレール

照明クランプ取付け穴
木製フック

本体取手
高さ調整機能

収納型フック付き
フルオープン３段レール
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Windy - ウィンディ -

Basic Desk

Basic Desk

便利な機能がぎゅっと詰まった、丸みのあるやさしい表情のデスク。

直線を活かしたシャープなデザインとナチュラル感の調和がクールなデスク。

Duck - ダック -

組み合わせ例：ウィンディ 2021ミドル上棚／ウィンディ2011 本体／
ダックNチェアーNo.2／ウィンディ 2021昇降袖 セット合計 ¥158,700（税抜）

組み合わせ例：／ダック1011ロー上棚／ダック1011本体／ダック1011袖／カルロ3011 45ラック／
（税抜）
ダックNチェアーNo.5 PI／LEDライトC-3652C WH セット合計 ¥165,300

脚元の収納や使いやすさ抜群の上棚など、たっぷりの整理整頓スペースでデスクまわりをすっきりと。
きっと勉強もはかどります。

■ 1500W 2 口
コンセント付き
W960 D271 H345
¥22,000（税抜）

〜

③
ダック 1011 本体

②
ダック 1021
ミドル上棚

■ 1500W 2 口
コンセント付き
W960 D266 H475
¥28,000（税抜）

のマークは製品の機能を示しています。

■ 可動棚 2 枚
W1000 D655 H730
¥45,400（税抜）

■ 天板昇降式
W421 D478 H610〜750
¥38,000（税抜）

木製フック

本体取手
高さ調整機能

収納型フック付き

ダック 1011 ロー上棚／
ダック 1011 本体／
ダック 1021 昇降袖
W1000 × D655 × H1075
セット合計 ¥105,400（税抜）

ダック 1021 ミドル上棚／
ダック 1011 本体／
ダック 1011 袖
W1000 × D655 × H1205
セット合計 ¥96,800（税抜）

①
ウィンディ 2011
ロー上棚
■ 1500W 2 口
コンセント付き
W960 D271 H310
¥23,400（税抜）

〜

②
ウィンディ 2021
ミドル上棚

③
ウィンディ 2011 本体
■ 可動棚 2 枚
W1000 D655 H730
¥52,000（税抜）

■ 1500W 2 口
コンセント付き
W960 D266 H425
¥30,700（税抜）

のマークは製品の機能を示しています。

ロータイプ レイアウト例

ダック 1021 ミドル上棚／
ダック 1011 本体／
ダック 1021 昇降袖
W1000 × D655 × H1205
セット合計 ¥111,400（税抜）

ウィンディ2011ロー上棚／
ウィンディ2011本体／
ウィンディ2011袖
W1000 × D655 × H1040
セット合計 ¥103,400（税抜）

④
ウィンディ 2011 袖
W421 D478 H575
¥28,000（税抜）

照明クランプ取付け穴

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

フルオープン３段レール

ミドルタイプ レイアウト例

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板（一部強化） 塗装：UFO オイル、自然塗料
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照明クランプ取付け穴

スライドレール

ロータイプ レイアウト例

ダック 1011 ロー上棚／
ダック 1011 本体／
ダック 1011 袖
W1000 × D655 × H1075
セット合計 ¥90,800（税抜）

W421 D478 H575
¥23,400（税抜）

⑤
ダック 1021 昇降袖

本体の引き出しは
A4／A3サイズが
ぴったり収納！

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

④
ダック 1011 袖

スライドレール

木製フック

本体取手
高さ調整機能

⑤
ウィンディ 2021 昇降袖
■ 天板昇降式
W421 D550 H610〜750
¥44,000（税抜）

収納型フック付き
フルオープン３段レール

ベーシックデスク

ベーシックデスク

①
ダック 1011
ロー上棚

脚元の収納スペースなど便利な機能が充実していながらライトな印象。シャープなラインが空間をすっきり見せます。

ミドルタイプ レイアウト例

ウィンディ2011ロー上棚／
ウィンディ2011本体／
ウィンディ2021昇降袖
W1000 × D655 × H1040
セット合計 ¥119,400（税抜）

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板（一部強化）

ウィンディ2021ミドル上棚／
ウィンディ2011本体／
ウィンディ2011袖
W1000 × D655 × H1155
セット合計 ¥110,700（税抜）

ウィンディ2021ミドル上棚／
ウィンディ2011本体／
ウィンディ2021昇降袖
W1000 × D655 × H1155
セット合計 ¥126,700（税抜）

塗装：UFO オイル、自然塗料
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Adjustable Height Desk

Movie WH- ムービー WH -

Forest
Bed

成長に合わせて机の高さを調節することで、姿勢よく勉強できるデスク。

- フォレスト -

アルダー無垢材をふんだんに使ったあたたかみのある二段ベッド。
無駄のないシンプルフォルムがお部屋にすっきりおさまります。

組み合わせ例 : ムービー2081本体WH／ムービー2081袖ハートWH／
ポップNチェアーWH セット合計 ¥146,800（税抜）

レイアウト例
脚元ラックは着脱可能なので、左右組み替え可能、多彩なレイアウトが楽しめます。背板は２段階高さ調節可能。
小さいうちは天板を低くして、床に脚を
つけ、安定した姿勢で勉強できます。

❶ 天板を低位置にセット時

成長に合わせて、天板の高さを調節でき
るので、正しい姿勢で勉強ができます。

❸ 天板を高位置にセット時

❷ 天板を中位置にセット時

❹ ラックを机下にセット時
（どの高さでもセットできます）

セット合計 ¥113,400（税抜）
身長に合わせて天板の
高さを調整できます。
天板高さ 550／640／730

〜

取り外せるスライドブックエンド
高さ調整機能

主材：メープル無垢材、プリント化粧合板（一部強化） 塗装：UFO オイル、自然塗料
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地震対策として、連結
金具でしっかり固定。

W414 D440 H452.5
¥24,000（税抜）

③
ポップ N チェアー WH
■完成品
背板高さ調整 3 段階
座面高調整 5 段階
座：板座
W425 D523 H738
SH328〜440
¥33,400（税抜）

のマークは製品の機能を示しています。

収納型フック付き

丸みのあるデザインの、
邪魔にならない補強桟。

小さいときは二段ベッドとして、
成長に合わせてシングルベッド
としてそれぞれ使えます。

①
②
ムービー 2081 本体 WH ムービー 2081
■ 組立式
袖ハート WH
■ 可動仕切板 3 枚
W1054 D631 H730 ／ 880
¥89,400（税抜）

宮棚は取付け位置が変更でき、内側外側どちらにも設置可能です。

照明クランプ取付け穴

大きな収納スペース

ベッド／システムベッド

高さ調整デスク

❶〜❸ W1436 × D631 × H998 ❹ W1054 × D631 × H880

天板を一番高くセットすると、３段ワゴンも楽に入り、
収納力がさらにアップします。

スライドレール

すのこはアルダー材を使用。
木製開き止めで安全性アップ。

シングルベッド時

W1040 D2035 H950
（フットボードは H600）

本体取手
木製フック

フォレスト 二段ベッド
■ 組立式
W1040 D2035 H1550
合計 ¥253,400（税抜）

※ベッド部分の内寸 W974 D1955

フルオープン３段レール

主材：アルダー無垢材

塗装：自然塗料
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System Bed

Track - トラック システムベッド -

ミドルベッドからシングルベッド、ラック・ハンガーラック… トラックシステムベッドは
ほとんどのパーツが組み替え可能で、お部屋をより効率よく使えます。

お子様の成長に合わせて様々な使い方ができるシステムベッド！
自由な組み合わせでご使用いただけます。

ラック
（大）

組み合わせ例：トラックシステムベッド／スキップ3521本体／ダックNチェアーNo.5 板座／LEDライト C-3652C WH／ セット合計 ¥297,200
（税抜）

W1030 D450 H800

W1030 D450 H921

ラック
（大）はデスクとして使用
できます。
天板位置を変えるとローデスク
としても使用できます。

ラック
（小）

ラック２台（1 台はパイプハンガー付き）
は、左右連結・上下連結ができます。

ラック
（小）は棚収納・ハンガーラック収納
（1台）としても２通りの使用ができます。

ベッド／システムベッド

ベッド／システムベッド

横連結時 W1030 D320 H565
縦連結時 W515 D320 H1600

すのこはアルダー材を使用。
木製開き止めで安全性アップ。

トラックシステムベッド
W1030 D2025 H1365
¥200,000（税抜）

シングルベッド使用時
W1030 D2025 H565
（手すりを外して、フレームを１段上に取り付け）
主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板（一部強化）
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※ラック（大）（小）は外向き内向きの設置ができ、左右入れ替え可能です。

塗装：自然塗料
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Bookshelf

主材：アルダー無垢材、プリント化粧合板（一部強化） 塗装：自然塗料

書棚

Desk Chair

主材：アルダー無垢材

デスクチェアー
座面スライド（スライドストッパー付き）

◀固定棚

◀固定棚

カルロ 3011 45 ラック

カルロ 3011 90 ラック

■ 固定棚 1 枚 可動棚 2 枚
■ 完成品
W450 D230 H1205
¥26,700（税抜）

カルロ 3011 100 ラック

■ 固定棚 1 枚 可動棚 4 枚
■ 完成品
W900 D230 H1205
¥38,700（税抜）

ストッパー付きキャスター
対象製品：
ダックチェアーリーフ N
ダックチェアージュニア N

■ 固定棚 1 枚 可動棚 4 枚
■ 完成品
W1100 D230 H1205
¥42,700（税抜）

ダックチェアー

■ 完成品
W602 D310 H1420
¥42,700（税抜）

ダックチェアー リーフ N

扉内部

サイン 3611
ラック上台

■ 完成品
W324 D570 H790
¥22,000（税抜）

スキップ 3521
ランドセルラック
■ 左右に木製フック
取付け可
■ 完成品
W524 D419 H730
¥36,000
（税抜）

サイン 3611
ラック下台引出
■ 完成品
W320 D570 H710
¥30,000（税抜）

のマークは製品の機能を示しています。

対象製品：
ダックチェアーリーフ N

ランラン 2071 ラック

■ 完成品
W1002 D310 H730
¥42,700（税抜）

〜

脱着式ステップ

カルロ 3011 110 ラック

■ 固定棚 1 枚 可動棚 4 枚
■ 完成品
W1000 D230 H1205
¥40,000（税抜）

リンリン 2071 ラック

脱着式ステップ／ストッパー付きキャスター

対象製品：
ダック N チェアー No.2
ダック N チェアー No.5 板座
ダック N チェアー No.5 GR
ダック N チェアー No.5 PI
ダック N チェアー No.5 IV
ダック N チェアー No.5 NB

◀固定棚

◀固定棚

塗装：自然塗料

取り外せるスライドブックエンド
大きな収納スペース

照明クランプ取付け穴

スライドレール

木製フック

スキップ 3521
ハンガーラック

■ 組立式
W610 D463 H1200
¥20,000
（税抜）
本体取手
高さ調整機能

■組立式
座面高調整無段階（ガス圧式）
ステップ高さ調整可
脱着式ステップ
ストッパー付きキャスター
座：板座
W520 D520 H770〜890 SH425〜550
¥32,000（税抜）

ダックチェアー ジュニアN

■組立式
座面高調整無段階（ガス圧式）
ストッパー付きキャスター
座：板座
W520 D520 H705〜795 SH350〜440
¥32,000（税抜）

ダック N チェアー No.2

■完成品
座面スライド
座面高調整 5 段階
ステップ高さ調整 2 段階
360 度回転キャスター（前輪）
座：板座
W430 D510 H780 SH433〜542
¥32,000（税抜）

ダック N チェアー No.5

収納型フック付き
フルオープン３段レール

Desklight

デスクライト

目に優しいブルーライト 70％低減 LED チップ搭載 *。超長寿命＆省エネ！使いやすいコンセント／ブレーカー付き。

板座

GR（グリーン）

PI（ピンク）

IV（アイボリー）

NB（ネイビー）

ダック N チェアー No.5

チェアー

書棚／デスクライト

アームを動かしても、
後ろに倒れない構造
なので、壁が傷つき
ません。

■完成品
座面スライド 座面高調整 4 段階
ステップ高さ調整 3 段階 360 度回転キャスター（4 輪）
座：PVC レザー
W425 D525 H780 SH420〜510
¥30,700（税抜）

LED ライト C-3652C
（左より WH / NA / BK）
¥17,100（税抜）
製品重量
付 属 品
仕
様

約 790g
クランプ 1 個
下締めクランプ式
1400W 用コンセント付き
電源コード長 1.7m

スマホや PC の充電
に便利なコンセント
付きです。

* 従来の LED チップと比べ、ブルーライト (415nm 〜 455nm) を 70％低減させた LED チップを採用
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