吉野産桧材を使用した天然木製のコンパクトな机です。
３種類の高さをご用意しました。
シニア世代の自宅での作業スペースや、在宅ワーク・ＳＯＨＯのパソコンデスクに。

ハイタイプ

受注生産品

日本の机 受注生産品

チェリーナチュラル ウォールモカ

製作期間に約４週間頂戴いたします。
お届けまで約５週間頂戴いたします。
※全て受注生産品のため、注文後のキャンセ
ル、製品の変更、色の変更はご遠慮ください。

CN

※サイズオーダー品も同じ納期になります。

高さ950mm
700（500〜700）

450（400〜480）

WM

仕様／天然木集成材（桧）

幅・奥行のサイズオーダーに対応
対応サイズ

幅：500〜700mm 10mm刻み
奥行：400〜480mm 10mm刻み

950

１本からお承りいたします。
サイズオーダー品も同価格です。
※高さは変更できません。

Ａ４ファイル収納
（ハイタイプのみ）
ハイタイプの下部棚板にはＡ４
ファイルも収納できます。

受注生産品 完成品(分解不可)
日本の机 ハイタイプ
税込￥80,300
（本体価格￥73,000）
CN No.2170008
WM No.2190044

ミドルタイプ

サイズオーダー
(10mm刻み)

高さ740mm
700（500〜700）

450（400〜480）

CN No.2170015
WM No.2190051

ロータイプ

節電６口コンセント付属
パソコンや周辺機器等の電気製品の使用に便利な個別スイッチ付
き６口コンセントが付属しています。デスクに取り付けて使用でき
ます。
（取り付けはお客様ご自身での施工になります。）

材料にはサステイナビリティを意識した
合法木材である奈良県吉野産のヒノキ
をふんだんに使用しました。吉野材の歴
史は足利末期（1500年頃）
までさかの
ぼります。天正年間には秀吉が大阪城
や伏見城の普請用材で多量に利用しま
した。長い年月を経た今も市場で珍重
されています。

その他の木質資材や塗料、接着剤はエンド
ユーザーの健康に配慮したF☆☆☆☆グレ
ードの材料のみを使用しています。
※天然木を使用しているので見た目の木目や塗装
の濃淡はクレームの対象とはなりません。
あらかじ
めご了承ください。

サイズオーダー
(10mm刻み)

W700 D450 H740mm 12kg 1個口
(アジャスター取付け時:H746mm〜）

W500〜700
D400〜480
H740mm

デスクマットの同時購入を
お勧めいたします。

木製椅子 スコール
税込￥69,300
（本体価格￥63,000）

デスクマット

高さ400mm

W440 D500〜
581 H786・SH440
〜530mm
重量10kg/1個口

450（400〜480）

700（500〜700）

創業明治 19 年、いつの時代もこだわりのものづくり
吉野産ヒノキ材をふんだんに使った「日本の机シリーズ」

F☆☆☆☆の健康資材。

740
受注生産品 完成品(分解不可)
日本の机 ミドルタイプ 税込￥55,000（本体価格￥50,000）

（透明）

400

CN No.1270143
WM No.1290141

受注生産品
税込￥6,600（本体価格￥6,000）

受注生産品 完成品(分解不可)
日本の机 ロータイプ 税込￥45,100（本体価格￥41,000）
CN No.2170022
WM No.2190068

W700 D450 H400mm 9kg 1個口
(アジャスター取付け時:H406mm〜）

「もの」から「こと」へ

サステイナビリティと吉野産
ヒノキ材。

W500〜700
D400〜480
H950mm

W700 D450 H950mm 16kg 1個口
(アジャスター取付け時:H956mm〜）

日本の机

W690 D440 ｔ1.2mm

サイズオーダー
(10mm刻み)

サイズオーダー
W490〜690 D390〜470
ｔ1.2mm
※幅・奥行共に製品サイズより
−10mm

W500〜700
D400〜480
H400mm

組立品(分解納品)
ラバーウッド材使用
（タイ製・Ｆ☆☆☆☆相当）
※座面昇降式。
座面前後可動式。沈み込みキャスター付。
※木製椅子「スコール」はラバーウッド材でできています。一般
的に家具用木材はヒノキなどの「針葉樹」と「広葉樹」に大きく
分けられ、広葉樹の方が硬いと言われています。
お子様の身体
を支える椅子には広葉樹のラバーウッド材を採用しました。

小島工芸のショールームでは、各ゾーンごとに書棚・デスク等ほとんどの製品がラインアップ。
上質な造りと安全性へのこだわり、各アイテムごとの使い方や機能、コーディネート等をご体感ください。

アクセス

小島工芸 東京ショールーム
営業時間：10:00〜18:00

無休（年末年始・夏季休暇を除く）

●電車・バス

JR総武線
「新小岩駅」南口より 京成バス 2番乗り場
・
「瑞江駅」行 ・
「江戸川スポーツランド」
行 5分 「本一色」
下車

●お車

首都高速 ・中央環状線「平井大橋」
出口 約10分
・7号線「小松川」
出口 約15分
※駐車場完備
〒133-0044 東京都江戸川区本一色3-13-3
Tel:03-3652-3191 Fax:03-3674-2020
E-mail toiawase@e-kojima.co.jp URL https://www.e-kojima.co.jp/
公式facebook https://www.facebook.com/kojima.jp

Denkmal
想

い

を

刻

む

↑小島工芸
ウェブサイト

↑小島工芸
公式facebook
ページ

online shop https://www.denkmal.jp/

● 寸法表示はすべてｍｍ単位です。
また表示より多少の誤差が生じる場合がありますので、
ご了承ください。
● 商品写真に使用している照明器具小道具等の装飾品は、
価格には含まれておりません。
● 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。
● 印刷の都合上、色柄は実物と多少異なる事があります。
● このカタログの消費税は、令和4年2月現在のものを適用しております。

↑Denkmal
online shop

小島工芸は
（一社）
日本家具産業振興会の国産家具事業者認定企業です。

奈良県農林部奈良の木ブランド課 「奈良の木で健康になる」実証事業結果より抜粋

認定基準
（概要）

認定基準をクリアした製品
には国産家具認定マークを
表示しています。
（チェア、
ベッド、
灯具は除く）

3.室内環境基準
4.木材基準
5.保護基準
6.モラル基準

奈良県産ヒノキ材は、抗菌性やダニの忌避性、紫外線の軽減効果、消臭性
や吸放湿等の効果があり、私たちの健康な暮らしに役立つ効能を持つこと
がわかっています。（奈良県の奈良の木ブランド課の実証試験結果より）
奈良県産のヒノキ材に接触すると、感染力のあるインフルエンザウイルス
の不活化（ウイルスの感染力が低下）の効果が確認されています。室内で
使用することで、インフルエンザの感染拡大を軽減できる可能性があると
しています。
抗ウイルス活性値
数値が高いほど、インフルエンザウイルスの不活化に効果があることを
示します。不活化とは、感染力のあるウイルスの数を減らすことです。

「安全＋安心＋環境」
に配慮した国内生産家具 (チェア、
ベッド、
灯具は除く）

1.国産家具基準
2.品質基準

ヒノキ材の効能をご存じですか？

原材料を除き、
家具の部分品の生産以降の工程を日本国内で行った製品であること
ア.JIS
（日本工業規格)などを参考として家具の安全性などの目安を定めた本会の指針に適合していること
イ.地震の時の備えを含め安全面の取扱上の注意事項を取扱説明書などに記載してあること
ホルムアルデヒドの放散量が少ない原材料などを使うこととした本会の
「シックハウス指針」
に適合していること
木製家具の場合は、
合法木材供給事業者であること、
または森林認証制度におけるCoC認証を受けていること
ア.修理およびメンテナンスに応じること
イ.家具を使用して万が一の事故が起きたときに対応できるように、
PL保険
（生産物賠償責任保険）
に加入していること
他社の実用新案や特許、
デザインなどをまねたり、
勝手に使ったりしないこと

22.2

ʻ22.2改訂

チェリーナチュラル

日本の机

ウォールモカ

☆LED スタンドライト・専用デスクマット付属
デスクに付属しています。

َٚؕع
CN

「もの」から「こと」へ。思いをつなげる机です。

WM

仕様／主材:天然木集成材（桧） 他:プリント紙化粧板

日本の机 90ポライト4点セット
（デスクマット・LED照明付）
税込￥310,200
（本体価格￥282,000）

W900 D500 H1110mm 重量39kg 4個口
※写真のチェアは別売です。
チェア：スコール ウォールモカ 税込￥69,300（本体価格￥63,000）

100ポライト4点セット
（デスクマット・LED照明付）

90ポライト4点セット
（デスクマット・LED照明付）

100 cm

90cm

税込￥346,500
（本体価格￥315,000）

税込￥310,200（本体価格￥282,000）

5個口

5個口

CN No.1279931

CN No.1279924

WM No.1299939

フレキシブルアームなので、可動範
囲が広くなっています。
また、
スマー
トフォンなどを立てて置くこともでき
ます。

天板を保護する専用のデスクマット。

WM No.1299922

完成品(分解不可)
ポライトシリーズ

税込￥256,300
（本体価格￥233,000）

税込￥220,000（本体価格￥200,000）

3個口

3個口

320

308

430

265
235
235

380
320
320

215

100デスク

300
320

ワゴン

90デスク

W308 D430 H590mm
重量13.5kg

W1000 D500 H740mm W900 D500 H740mm
重量21kg
重量20kg

380
330

ペントレー

税込￥19,800
（本体価格￥18,000）

税込￥9,900
（本体価格￥9,000）

１個口

CN No.1271287
WM No.1291032

230
370

265

WM No.1299908

590

500
45

450
630

630

900
265

740

1000
550

タブレットスタンド

１個口

CN No.1279900

WM No.1299915

245 65 65

CN No.1279917

上棚ポライト
税込￥60,500
（本体価格￥55,000）

190
130

１個口

CN No.1271317
WM No.1291063

320

CN No.1271300
WM No.1291056

100

265

25
190

90cm

235

90ポライト ワゴン付
（デスクマット・LED照明付）

100 cm

45

100ポライト ワゴン付
（デスクマット・LED照明付）

上棚

タブレットスタンド

ペントレー

W380 D230 H370mm
重量4kg

W320 D100 H235mm
重量1kg

W265 D190 H25mm
重量0.5kg

※図、青色の寸法は引き出し内寸です。

◆名前やメッセージの彫刻で、世界に一台だけの机へ。
ペントレーとタブレットスタンドには、記念のメッセージやお子様のお名前を無償で彫刻いたします。世界に一台だけの特別な机にすることが出来ます。

ヒノキ製ペントレー

■お名前・メッセージ 記入フォーム

赤枠の範囲にお名前（10 文字まで）
を入れることができます。
（中心合わせになります。）

ペントレー ①お名前彫刻

有

・

無（不要）

②内容をご記入ください。（全角 10 文字まで）

デスク天板配線えぐり

大型フック2ヶ付き

引き出し底板5mm厚、活性炭パワー

ワゴン下段引き出しA4対応

天板後部にはえぐり加工
をしました。壁につけても
パソコンなどのコードが通
せます。

デスクの左 右に各１個ず
つ、大型のフックが付いて
います。
ランドセルもラクラ
ク整頓できます。

底板の厚み5mmで重いものにも耐えられる丈夫な
造りになっています。
また、底板裏面には特殊技法によ
り炭を使用しました。炭の力が、デスク近辺の悪臭を
取り除きホルムアルデヒドを吸着します。

天板にはものを置くスペースがあるので、別売のペン
トレーを置いたり、タブレットやモバイルの一時的な置
き場にも便利です。下段引き出しは、
A4 ファイル対応。
フルオープンレールで最後まで引き出せ、出し入れも
楽に行えます。

彫刻イメージ

タブレットスタンド ①メッセージ彫刻

ヒノキ製タブレットスタンド 彫刻イメージ
背面にメッセージ（20 文字まで）
を入れることができます。
（スタンド背面中央部になります。）

有

・

無（不要）

②内容をご記入ください。（全角 20 文字まで）

※フォントは指定できません。左写真彫刻イメージの明朝体のみとなります。彫刻できる文字の種類は、
全角ひらがな・全角カタカナ・常用漢字・全角英数字です。記号やマークはご指定いただけません。

彫刻イメージ

※名前彫刻、
メッセージ彫刻が有りの場合は、製作期間を約２週間頂戴いたします。

◆長年愛用した机の一部を一生の思い出に。

背板前面左取り付けの場合

背板背面取り付けの場合

節電６口コンセント付属
付属の 6 口コンセントはデスク背板の前面の左右、又はデス
ク背面に取り付けが可能です。
レイアウトにあわせてお使いく
ださい。
（取り付けはお客様ご自身の施工になります。
）

ペントレー

取っ手えぐり加工

タブレットスタンド

鉛筆やボールペンなど、文具を整理するためのヒ
ノキ製のトレーです。
引き出しの中やワゴンの天板
に収まるように設計されています。
お名前を無償
で彫刻することができます。

机の上のお掃除や整理
整頓のために移動しや
すいようにする工夫で
す。

タブレットを利用した学
習シーンをサポートしま
す。背面には思いを込め
たメッセージを無 償で
彫刻できます。

長年愛用した思い出のたくさんつまった学習机。
いつの日か、一人暮らしをはじめたり、お部屋のコーディネートを変更したいなど、机としての役割を終える時がきます。捨ててしまうのは寂しいし、費用もかかる。
そんな
時はその机を当社が心を込めてスマホスタンドにリメイクします。
机をお買い上げ頂いたときに付属しているシリアルナンバーカードと机を当社に送っていただければ、熟
練の職人たちが丁寧にスマホスタンドへと生まれ変わらせます。
スマホスタンドにはお好きなメッセージを 10 文字以内で彫刻いたします。
思い出や感謝のメッセージをお知らせください。

スマホスタンド
サイズ 縦 8ｃｍ 横 15ｃｍ
・スマホスタンドにする部位は指定できません。
・スマホスタンドを作った後の机については当社が無償にて処分いたします。
・机の送料はお客様のご負担（元払い）でお送りください。

シリアルナンバーカード

