スペースボード・ベーシックボード共通機能
飛散防止ガラスを標準装備

選べる扉

強い衝撃で割れてしまっても、
破片がほとんど飛び散ることなく安全です。

扉番号
Space Board

板扉と飛散防止ガラス扉をご自由にお選びいただけます。
どちらの扉を選んでも同価格です。
板扉仕様／天然木化粧板

Basic Board

Space Board
飛散防止ガラス

板扉
＋飛散防止ガラス

板扉
＋飛散防止ガラス

飛散防止ガラス

Basic Board

例：BB-120L
ウォールモカ
例：SP-80H
ウォールモカ
小島工芸の飛散防止ガラスは、防犯ガラスとしても使われる
「合わせガラス」
を採用。割れても破片
が飛び散る事がほとんどなく安全です。
また、一般的な
「飛散防止ガラス」
は、10年程度でフィルム
の張り替えが必要なのに対し
「合わせガラス」
は半永久的に使用可能で、防音効果やＵＶカット効
果も発揮します。

※板扉をご注文の際には、
ご希望の位置を右図の番号でご指定ください。
ご指定以外は飛散防止ガラス扉になります。
（各色共通）
※製作期間を約２週間頂戴いたします。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。

高さ1cm刻みでのオーダーに対応。

耐震補助具の可動範囲

高さ30〜60cmまで、1cm刻みのサイズオーダー。
安心の耐震補助具を標準装備。可動棚板付。

5cm

収納力＆耐震補助具(耐震棒)で安心！

8〜10cm

特注上置には震災時の転倒防止のため、耐震補
助具を標準で装備しています。高さサイズオーダ
ーにより天井までのスペースを有効に使いながら、
耐震補助具によって震災時にも安心です。転倒防
止補助金具と併用すると転倒防止効果が向上し
ます。
（天井の構造や材質によっては、耐震効果が
無いことがあります。）
小島工芸の耐震補助具は、本体側板内部にボルト
を通してあるため、収納空間の邪魔になりません。

耐震書斎家具

特注上置の設置上のご注意

※天井は、石膏ボードを木材または軽量鉄骨材に
留め構造天井から吊ってある場合が多いため、必ず
芯材のある場所に設置してください。芯材のない部
分では、天井に穴があく場合があります。

特注上置

特注上置

60cm

50cm

高さ30〜45cm／
6cmピッチ 3段
高さ46〜60cm／
6cmピッチ 5段

Book
Board

○特注上置は設置の際に天井との間に隙間が必要になります。
設置余裕寸法として約3cm〜5cmをご考慮ください。
○耐震補助具をご使用の場合は、設置する前にあらかじめ耐震補助具を差し込み、
一番低い位置（約5cm）
まで下げてから設置してください。
設置後、
天井まで耐震補助具を伸ばし適度に突っ張ってください。

組み合わせ高さ例

40cm

※図の高さは40cmです。
※棚受け

〜

※表示の寸法には耐震補助具の高さを含みません。
※耐震補助具は着脱可能です。取付け時は、本体高さ寸法プラス5cm〜10cmになります。
※耐震補助具は特注上置の付属部品です。
ご使用されない場合でも価格は変わりません。

30cm

18cm

13cm13.5cm

2.3cm

可動範囲は天板上5cm〜10cmまでとなります。10cmを超えてしまいますと耐震の
効果が十分に得られない場合がありますのでご注意ください。

耐 震 補 助具 付き
天井との隙間

270cm

最大対応天井高

天井までのスペースを有効に活用でき、
収納力が大幅にアップします。

10cm

特注上置

↑①・③を板扉に
した場合

↑②・④を板扉に
した場合

30〜60

cm
（1cmきざみ）

特注上置 高さサイズ算出方法（耐震補助具ご利用時）
高さサイズは以下の計算方法で算出して下さい。(30cm〜60cm、
1cm刻み）
※間口サイズは80幅、
120幅からお選び下さい。

ハイタイプ

床から天井まで

200.3cm

の高さｃｍ

cm

230.3cm

240.3cm

250.3cm

260.3cm

（200.3＋30）

（200.3＋40）

（200.3＋50）

（200.3＋60）

製品の高さ

−

ｃｍ

200.3 cm

−

耐震補助具の
出っ張り5cm
＋
設置に必要な隙間
3〜5cm

8〜10 cm

特注上置の高さ

＝

※30cm〜60cm
1cm単位

cm

<例> 天井の高さ240cm、設置に必要な隙間を3cmとした場合

240cm−200.3cm−8cm＝31.7cm

※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※特注上置はオーダー対応製品のため、製作期間を約３週間頂戴いたします。

特注上置の高さは、32cmでご注文ください。

棚受けネジ式金ダボ

転倒防止補助金具

可動棚18mmベタ芯構造

棚受けを強く固定するネジ式金ダ
ボを使用しています。
ネジ式のため
外れにくく安心です。

(H1500mm以上の製品のみ)

18mm厚ベタ芯構造の棚板は抜
群の耐荷重で安心してご利用いた
だけます。

地震による転倒の危険を軽減する
ため、高さ1500mm以上の製品
にはＬ字型の転倒防止補助金具を
付属しております。
※対象製品１本につき、
１個付属。

仕様／プリント紙化粧
パーティクルボード

東京ショールーム 〒133-0044 東京都江戸川区本一色3-13-3
ウェブサイト https://www.e-kojima.co.jp/
公式facebook https://www.facebook.com/kojima.jp
製品についてのお問い合わせ toiawase@e-kojima.co.jp

Denkmal
想

い

を

刻

む

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

「安全＋安心＋環境」
に配慮した国内生産家具
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。

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。

1.国産家具基準 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
2.品質基準
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

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。

↑小島工芸
ウェブサイト

↑小島工芸
公式facebook
ページ

↑Denkmal
online shop

3.室内環境基準 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
4.木材基準
ア.修理およびメンテナンスに応じること
5.保護基準
6.モラル基準

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改訂
22.2

Space Board

■意匠登録済

ベーシックボード

スペースボード

すっきりとしたお部屋づくりに、
シンプルで機能的なデザインを。

くつろぎのひと時。木の温もりをお届けします。

同じモジュールの扉の連続が、
ベーシックな中にもシンプルで美しいデザインを生
み出しました。部分的に板扉に変更するなど、
オリジナル性を持たせたコーディネ
ートが可能です。
見せる収納と隠す収納をライフスタイルに合わせてご自由にお選
び下さい。
役員室の壁面やワンランク上の書庫などに最適の書棚です。

重厚感のある落ち着いた趣のスペースボードシリーズ。天然木仕様の前板や扉は、時
を重ねるごとに味わいを増し、豊かな表情になります。使いやすさの訳は上下に長い
掘り込みがなされた扉手掛け部のデザイン。背の高さが変わっても楽に操作ができる
配慮がしてあります。品質・使いやすさ、共に世代を超えても愛され続ける書棚です。

ウェンジ

ウォールモカ
★オール飛散防止ガラス
★耐震ラッチを装備（ハイタイプ上台）

書棚／BB-120H（②・④・⑥板扉）、特注上置BB-120(H470)、
BB-120L
（①・②・③板扉）カラー:ウェンジ

ロータイプ Ｈ1068ｍｍ

完成品(2個口納品)

税込￥339,900
（本体価格￥309,000）

W803 D400 H2003
重量67kg／2個口 可動棚板／8枚

W1203 D400 H2003
重量96kg／2個口 可動棚板／12枚

（H300mm）

（H400mm）

W1203 D400 H1068
重量58kg／1個口 可動棚板／6枚

オーダー対応

扉の開き方

扉の開き方

左開き 右開き 右開き

左開き 右開き 右開き
295 280 280 285 280 270

税込￥255,200
（本体価格￥232,000）

特注上置 Ｈ300〜600ｍｍ

税込￥220,000
（本体価格￥200,000）

W803 D400 H1068
重量42kg／1個口 可動棚板／4枚

BB-120H ウォールモカ No.2190167
No.2151809
BB-120H ウェンジ

完成品(分解不可)

（H500mm）

（H600mm）

特注上置BB-80 ウォールモカ No.2190211 特注上置BB-120 ウォールモカ No.2190204
特注上置BB-80 ウェンジ
No.2151854 特注上置BB-120 ウェンジ
No.2151847
（本体価格￥63,000）
税込￥69,300

税込￥94,600
（本体価格￥86,000）

W803 D400 H300〜600
重量14〜16kg／1個口 可動棚板／2枚

W1203 D400 H300〜600
重量17〜21kg／1個口 可動棚板／3枚

803
370

370

扉の幅は全て同じ40cm。
ワイドの違う製品を並べても、
すっきり美しく見えます。

地震の発生時、感知センサーが
揺れを感知し、扉の開放のおそ
れを軽減します。室外に避難する
時間を作ります。

370

370

290
375

棚受け：高さ300〜450mm／60mmピッチ 3段
高さ460〜600mm／60mmピッチ 5段

すっきり連続レイアウト

上台の扉に耐震ラッチを
標準装備

370

台輪カット

SP-80H ウォールモカ No.2190112
No.2151892
SP-80H ウェンジ

オプション棚板

壁面に家具をぴったり設置す
るため、巾木にあたる部分に
隙間（10mm 107mm）を
設けました。

ライフスタイルや用途に
合わせて棚板の追加が
可能です。
棚板 80・120タイプ

完成品(分解不可)

税込￥339,900（本体価格￥309,000）

W803 D400 H2003
重量71kg／2個口 可動棚板／8枚

W1203 D400 H2003
重量91kg／2個口 可動棚板／8枚

オーダー対応

SP-120L ウォールモカ No.2190129
No.2151908
SP-120L ウェンジ

税込￥185,900
（本体価格￥169,000）

税込￥236,500
（本体価格￥215,000）

W803 D400 H1503
重量52kg／1個口 可動棚板／6枚

W1203 D400 H1503
重量74kg／1個口 可動棚板／6枚

完成品(分解不可)

※青色の寸法は、
内寸です。

（H300mm）

（H400mm）

（H500mm）

（H600mm）

※耐震補助具は着脱可能です。
取付け時は、
本体高さ寸法プラス5cm〜10cmになります。

特注上置SP-80 ウォールモカ No.2190150
特注上置SP-80 ウェンジ
No.2151939

特注上置SP-120 ウォールモカ No.2190143
特注上置SP-120 ウェンジ
No.2151922

※発注時に高さをご指定下さい。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※特注上置はオーダー対応製品のため、
製作期間を約３週間頂戴いたします。

税込￥69,300（本体価格￥63,000）

税込￥94,600（本体価格￥86,000）

W803 D400 H300〜600
重量14〜16kg／1個口 可動棚板／2枚

W1203 D400 H300〜600
重量17〜21kg／1個口 可動棚板／2枚

もう少し低ければキレイに収まるのに…。
"台輪カット"で対応できます。

ハイタイプ・ロータイプの台輪部分をカットします。
カット寸法最大8cm。
1cm刻みで対応します。

最大8cmカット！

台輪部分
を外す

税込￥4,620
（本体価格￥4,200）

※棚板1枚につき金ダボ4個付属。
仕様／プリント紙化粧パーティクルボード

SP-120H ウォールモカ No.2190105
No.2151885
SP-120H ウェンジ

税込￥255,200（本体価格￥232,000）

特注上置 Ｈ300〜600ｍｍ

台輪部分
をカット

壁面ぴったり設計

ロータイプ Ｈ1503ｍｍ

完成品(2個口納品)

SP-80L ウォールモカ No.2190136
No.2151915
SP-80L ウェンジ

400

1203

書棚／SP-120H
（②・④板扉）、特注上置SP-120(H300)、
SP-80H（②・④板扉）、
特注上置SP-80(H300) カラー:ウォールモカ

BB-120L ウォールモカ No.2190181
No.2151823
BB-120L ウェンジ

（本体価格￥153,000）
税込￥168,300

300〜600
245〜545

BB-80H ウォールモカ No.2190174
No.2151816
BB-80H ウェンジ

ハイタイプ Ｈ2003ｍｍ

完成品(分解不可)

BB-80L ウォールモカ No.2190198
No.2151830
BB-80L ウェンジ

書棚／SP-120L、
SP-80L カラー:ウェンジ

製品高さ10.5cm低くなります。

製品高さ1〜8cm低くなります。
1cm刻みで対応します。
※上置をご利用の場合は連結用の余裕3cmを
ご考慮ください。
※別途加工料金が必要となります。
※製作期間を約3週間頂戴いたします。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮下さい。

803
365

狭いスペースでも引き戸タイプで、
出し
入れが自由にできます。
また、地震の時
でもスライド式の扉は収集物が飛び出
しにくく安心です。

扉を閉めて施錠することで、地
震の揺れによる扉の開放を防
止します。収納物の落下を防
ぎ室外に避難する時間を作り
ます。
マイナンバー制度のセキ
ュリティ対策にも最適です。

365

565

400
565

290
375

棚受け：高さ300〜450mm／60mmピッチ 3段
高さ460〜600mm／60mmピッチ 5段

引き戸で、省スペース

扉に開放防止ロックを
標準装備

1203

台輪カット

オプション棚板

壁面に家具をぴったり設置す
るため、巾木にあたる部分に
隙間（10mm 73mm）を設
けました。

ライフスタイルや用途に合わせて棚板の追加が可能です。

最大5cmカット！

台輪部分
をカット
台輪部分
を外す

棚板・120タイプ

税込￥4,620
（本体価格￥4,200）

※棚板1枚につき金ダボ4個付属。

仕様／プリント紙化粧
パーティクルボード

※発注時に高さをご指定下さい。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※特注上置はオーダー対応製品のため、
製作期間を約３週間頂戴いたします。

もう少し低ければキレイに収まるのに…。"台輪カット"で対応できます。

税込￥5,610
（本体価格￥5,100）

棚板・80タイプ

※青色の寸法は、
内寸です。
※耐震補助具は着脱可能です。
取付け時は、
本体高さ寸法プラス5cm〜10cmになります。

ハイタイプ・ロータイプの台輪部分をカットします。
カット寸法最大5cm。
1cm刻みで対応します。

※扉の手掛けの部分は扱いやすいよう
に長い掘り込み加工になっております。

壁面ぴったり設計

300 280 280 285

ハイタイプ Ｈ2003ｍｍ

★オール飛散防止ガラス
★扉開放防止ロックを装備

285 220 275 285 220 275

書棚／BB-120L、
BB-80L カラー:ウォールモカ

ウェンジ

仕様／扉・前板・縁材：天然木ホワイトアッシュ材
本体:プリント紙化粧板

295 280 280

ウォールモカ

仕様／扉:天然木タモ材
本体:プリント紙化粧板
縁材:天然木ホワイトアッシュ材
ロータイプ天板:天然木化粧板

300〜600
245〜545

Basic Board

製品高さ7cm低くなります。

製品高さ1〜5cm低くなります。
1cm刻みで対応します。
※上置をご利用の場合は連結用の余裕3cmを
ご考慮ください。
※別途加工料金が必要となります。
※製作期間を約3週間頂戴いたします。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮下さい。

