小島の家具のこだわり
明治19年に創業し、
130年以上の歴史をもつ書斎家具メーカー、
それが小島工芸です。
江戸指物（さしもの）
からの流れを経て、浅草三筋町から江戸川工場、
そして昭和39年に茨城県に工場を移転いたしました。
書斎メーカーが造った書斎家具。永年にわたり受け継がれてきた技術と職人達の厳しい目が、
「こだわり」
という名の誇りになっているのです。

健康へのこだわり
部屋に入ると目がしばしばする、鼻がむずむずする、涙が止まらないなどの症状がでるシックハウス
（室内空気汚染）症候群。
その原因になるとして
厚生労働省が有害性を指摘しているのが、
ホルムアルデヒドをはじめとする14種類の化学物質です。小島工芸はそれらの物質をできるだけ使用し
ないものづくりをしています。建築基準法で最も安全性が高いと定められたF☆☆☆☆相当の材料だけで、家具を生産しております。

Ｆ☆☆☆☆（エフフォースター）
建築基準法における国内最高基準（ホルムアルデヒド放散量平均値0.3mg／L以下）
の資材グレードです。

環境へのこだわり
地球温暖化や木材資源などの問題を考え、
リサイクル素材を構造パネル内部に使用しました。限りある資源をより大切に、
より有効に利用しています。

上質へのこだわり
木を愛し、
ものづくりを愛し、
だからこそ妥協はしたくないという気持ち。
その気持ちが、
ひとつひとつの製品にこめられています。
ひとつの製品の中で
木目や色を合わせるという初歩的なことだけでなく、木表や木裏、木目の上下、木が本来持っている美しさを最大限活かせる工夫を重ねてまいりまし
た。部屋においてわかる上質、使い始めてわかる上質。
つねに上を目指したものづくりをしているからこそ、長い歴史を経ることができたのです。

パーティションシェルフシリーズと
コーディネートできるデスクとボードもあります。
製品カタログのご請求は
こちらから
h ttp s ://www.e -kojim a. co. j p/ cat al og. ht m l

JDシリーズ

アコードシリーズ
アコ
ドシリ ズ

「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）
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。
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。
ベッド、
灯具は除く）
（チェア、

1.国産家具基準
2.品質基準

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

3.室内環境基準
4.木材基準
5.保護基準

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

6.モラル基準

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

小島工芸 東京ショールームのご案内

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。

↑小島工芸
ウェブサイト

↑小島工芸
公式facebook
ページ

Partition Shelf

↑Denkmal
online shop

パーティション シェルフ

● 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。
ご了承ください。
● 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、
● 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。

パーティション使いのできる引き出し付きオープンシェルフ
リモートワークなどの新しい生活様式の空間作りに
圧迫感なく空間を緩やかに仕切ることができます

アクセス
●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
営業時間：10:00〜18:00 無休（年末年始・夏季休暇を除く）

Denkmal
想

い

を

刻

む

'22.2改訂

online shop https://www.denkmal.jp/
22.2

お部屋を緩やかに仕切ってほどよく目隠し。
背板のないオープン収納は、新しい生活様式に向けての提案です。

Partition Shelf Item Lineup
完成品(分解不可) Partition Shelf シリーズ

Ｈ１２００㎜

チェリーナチュラル

キャスター 台

ボックス＆引き出し

Cherry Natural+
Woody White
チェリーナチュラル +
ウッディホワイト

■PS-90H

130130

1910

072

370

重量76kg／1個口

No.2318431

No.2318448

No.2318455

チェリーナチュラル

No.2374185

No.2374192

No.2374208

ウォールモカ

No.2390284

No.2390291

ウッディウエンジ

No.2359830

No.2359847

本体

ウッディホワイト

チェリーナチュラル ウォールモカ

ウッディウエンジ

ウッディホワイト

No.2318349

No.2318356

No.2318363

No.2318370

No.2374215

チェリーナチュラル

No.2374109

No.2374116

No.2374123

No.2374130

No.2390307

No.2390314

ウォールモカ

No.2390208

No.2390215

No.2390222

No.2390239

No.2359854

No.2359861

ウッディウエンジ

No.2359755

No.2359762

No.2359779

No.2359786

700

370

税込￥118,800
（本体価格￥108,000）

PS-90L

※アジャスター付（付属部品）

900

380

365

160 435 160

350

1200

350 350

270

380

365

350

350

365

350

390

160 435
1200

365

380

390

No.2318424

350 350

365

350

270
370

税込￥151,800
（本体価格￥138,000）

W900 D380 H1200

重量48kg／1個口

ボックス＆引き出し

※アジャスター付（付属部品）

ボックス＆引き出し
本体

ウッディホワイト

チェリーナチュラル ウォールモカ

ウッディウエンジ

ウッディホワイト

チェリーナチュラル ウォールモカ

ウッディウエンジ

ウッディホワイト

No.2318462

No.2318479

No.2318486

No.2318493

ウッディホワイト

No.2318387

No.2318394

No.2318400

No.2318417

チェリーナチュラル

No.2374222

No.2374239

No.2374246

No.2374253

チェリーナチュラル

No.2374147

No.2374154

No.2374161

No.2374178

ウォールモカ

No.2390321

No.2390338

No.2390345

No.2390352

ウォールモカ

No.2390246

No.2390253

No.2390260

No.2390277

ウッディウエンジ

No.2359878

No.2359885

No.2359892

No.2359908

ウッディウエンジ

No.2359793

No.2359809

No.2359816

No.2359823

ウッディウェンジ

ウォールモカ

本体

■PS-70H

355

390

ウッディホワイト

本体

160 435 160

130130

ウッディウエンジ

ロー タイプ

ウッディホワイト

340 355
720

チェリーナチュラル ウォールモカ

重量37kg／1個口

365

ボックス＆引き出し

ウッディホワイト

W700 D380 H1200

380

税込￥185,900
（本体価格￥169,000）

W900 D380 H1910

390

Ｈ１９１０㎜

本体

900

棚受け 上段・下段共30mmピッチ 13段

PS-90H

重量51kg／1個口

380

345 355
720

370

ボックス＆引き出し

それぞれ組み合わせると１６通りものカラーバリエーションに。

ウッディホワイト +
ウォールモカ

270

税込￥151,800
（本体価格￥138,000）

W700 D380 H1910

PS-70L

Woody White+
Wall Mocha

335 335 335 335 335

365

350

棚受け 上段・下段共30mmピッチ 13段

カラーは４色。
【本体】と【ボックス＆引き出し】で色違いの組み合わせも可能です。
単色カラーとバイカラー、お好みに合わせてお選びください。

355

345 355
720

160 435

380

カラーを組み合わせる

380

130130

365

1910

ハイタイプ

335 335 335 335 335

700

340 355
720

幅900mm
380

PS-70H

ウッディウェンジ

ウォールモカ

仕様／プリント紙化粧板

幅700mm

パーティションとして使う
ライフスタイルに合わせて欲しくなるパーティション。
リビングにワークスペースを設置する、ワンルームでベッドを目隠ししたい、
ユーティリティスペースを親子で分けたいなど、あらゆるシーンで活躍します。
また、子どもの成長などで間仕切りを必要としなくなった時は、そのまま壁付けにも。
生活の変化に合わせて自由に設置できるのが魅力です。

チェリーナチュラル

ウッディホワイト

幅2サイズ 高さ2サイズ、
カラーは４色。
【本体】
と
【ボックス＆引き出し】
で色違いの組み合わせが選べます。

130130

「Partition Shelf（パーティションシェルフ）
」は両面から使用できるオープンシェルフ。だから空間のパーティションとして活躍します。
リモートワークやリビング学習など一つの空間で集中できるスペースを作りたい時や、兄弟や親子などお部屋をそれぞれのマイルームに区切りたい時に便利。
カラーはおしゃれな４色。
【本体】と【ボックス＆引き出し】で色を変えることもできます。
新しいライフスタイルに最適な、
「Partition Shelf（パーティションシェルフ）
」です。

■PS-70L

■PS-90L

PS-70L用キャスター台
税込￥47,300
（本体価格￥43,000）
W700 D380 H100

PS-90L用キャスター台
税込￥50,600
（本体価格￥46,000）

重量5kg／1個口

ウッディホワイト

チェリーナチュラル

ウォールモカ

ウッディウエンジ

No.2318516

No.2374277

No.2390376

No.2359922

※キャスター台、
等分布耐荷重＝100kg

W900 D380 H100

重量6kg／1個口

ウッディホワイト

チェリーナチュラル

ウォールモカ

ウッディウエンジ

No.2318509

No.2374260

No.2390369

No.2359915

※キャスター台、
等分布耐荷重＝100kg
引き出しの内寸です。
※図の●は可動棚です。 ※青色の寸法は、

耐震対策

ジョイント穴あけ加工

震災時の転倒防止や収納物の落下などを防ぐため、
耐震用製品をご用意しています。

２本以上並べてお使いの場合にぴったり隙間なく並べることが
できます。

転倒防止補助金具

１本あたり 税込￥18,480（本体価格￥16,800）

特注対応

ジョイント穴あけ加工（ジョイント金具付き）

考えられた機能で、使いやすさもアップ
引き出し表裏取り付け自由

ロータイプ用キャスター台

引き出しは表裏の向きを変えることが
できます。

キャスター台を取り付けることで、可動式のパーティシ
ョンに早変わり。
ストッパーでしっかり固定できます。

Cherry Natural+
Cherry Natural

ハイタイプには震災に備えた、
転倒防止補金具を付属しております。

※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※製作期間を約1ヶ月頂戴いたします。

※図の
は、穴あけ加工位置です。
※ジョイント穴の数、位置は選べません。

※部材の小口面には、取り付けないでください。
※ロータイプには付属していません。

チェリーナチュラル +
チェリーナチュラル

転落防止補助金具「ボンフック」 特許登録済
ダボ穴に取り付けて、市販のラバーバンドを通して使用します。
震災時に収納物の落下を抑制し、破損被害を軽減します。
また、落下物によるケガの心配も軽減し、室外に避難する時間も作ります。

Woody Wenge+
Wall Mocha
リフトロック
レバーをおろすと車輪の間のストップパッドが降下します。
車輪ではなくパッドが本体を固定するのでグラつきません。

ウッディウェンジ +
ウォールモカ

■PS-70H

■PS-90H

■PS-70L

■PS-90L

ボンフック価格
税込￥385
（本体価格￥350）

１個

※ラバーバンドは付属
しておりません。
※ハイタイプのみご利用いただけます。
ロータイプではご利用いただけません。

きっちり空間を 2 つに分ける、
ハイタイプのパーティション。
ハイタイプのパーティションシェルフは、収納力
も抜群で間仕切り力も高いのが魅力。
新しい生活様式にあわせた、在宅勤務スペース
構築にも最適です。奥側にワークスペースを設置
すれば、Web 会議中でも家族に邪魔されにくい、
安心空間ができ上がります。
背の高い分、圧迫感があるのも否めませんが視
界が抜けるよう、上段に低めのものを置くことで
カバー。
また、ワークスペース側に向けた本や資料などの
裏側が見えてしまうのが残念な場合は、ブックエ
ンドや仕切り板で奥行きを仕切り、リビング側に
本を立てかけ見せる収納にするのもアイデア。
おしゃれなリビングボードができあがります。

PS-90H ウォールモカ＋ウォールモカ
PS-70H ウォールモカ＋ウォールモカ
※デスクアイテムはJDシリーズの
カタログをご参照ください。

ＰＳ-90H
ＰＳ-70H

カラー／本体：ウォールモカ
カラー／本体：チェリーナチュラル

ボックス＆引き出し：ウッディホワイト

親子の境界線は、気配を感じるロータイプで。
親子のワークルームにロータイプのパーティション。椅子を引いて立

ボックス＆引き出し：ウォールモカ

※写真右のソファはイメージです。

※写真左のチェアはイメージです。

PS-90L チェリーナチュラル＋ウッディホワイト
PS-70L チェリーナチュラル＋ウッディホワイト

ち上がればお隣の顔が見える、間仕切りです。気配は感じるけれど

※デスクアイテムはJDシリーズの
カタログをご参照ください。

プライベート感が得られるのがこのレイアウト。

ＰＳ-70Ｌ
ＰＳ-90Ｌ

ロータイプのライトな間仕切りは、
リビング学習に最適。
ロータイプのパーティションは圧迫感がなく、間
仕切っているのにお部屋が狭く感じられません。
個室がまだ必要のないお子さんの、LD 学習ス
ペース作りにも最適。ダイニングテーブルに家族
がいても椅子に座れば顔が見えないため、集中
力も高まります。
また、ごちゃつきがちな子どものスペースを、緩
やかに隠せるのが嬉しいレイアウトです。

PS-90L ウッディウェンジ＋ウォールモカ
（ ２）
PS-90L用キャスター台 ウッディウェンジ
（ ２）
※デスクは日本の机シリーズの
カタログをご参照ください。

カラー／本体：ウッディホワイト ボックス＆引き出し：ウォールモカ

ベーシックに壁付け収納。
壁付けで設置することももちろん可能です。横に連続して並べる時、
ボックスを等間隔に配置でき、美しいシンメトリーになります。
ＰＳ-90Ｌ
＋キャスター台

カラー／本体：ウッディウェンジ

ボックス＆引き出し：ウォールモカ

※写真左のテーブルはイメージです。

ＰＳ-90Ｌ
＋キャスター台

引き出し付きなので、文具や医薬品など細かいものも収まって、リビ
ングがすっきり。CD も収納できます。
市販のボックスファイルや収納ケースなどが綺麗に収まるサイズで設
計されているため、効率よく美しい収納が実現します。

※写真のソファとテーブルはイメージです。

PS-90H ウッディホワイト＋ウォールモカ
PS-70H ウッディホワイト＋ウォールモカ
ＰＳ-70H ＰＳ-90H

