




De s i g n  :  K e i s u k e  Fu r u t a

FLAX ser ies
フラックス シリーズ 木々の間を吹き抜ける風、木立の間から落ちてくる木漏れ

日。そんな風景を思わせる、開放的なシリーズ「FLA X（フ

ラックス）」に、新たなプロダクトが登場します。

無垢材を丁寧に加工したハンガーラック、シェルフとひと

つになったハンガーユニットは、空間を風通し良く軽やか

に保ちながらも、日々を力強く支えてくれます。サッと身

に纏いたいもの、よく手に取るものたちがゆるやかに繋が

り、あなたらしさが溶け込む空間をお楽しみください。

愛着が増す、収納のカタチ



フラックス ハンガーラック チェストタイプ
W602 D400 H1571mm

オーク   ¥97,460
ブラックチェリー　　　　　　　　　　  ¥100,100

ハンガーラックに引出収 納がついたチェストタイプ。
お気に入りの小物、日々の道具を暮らしの導線上にし
まうことで、気軽な使い心地をお楽しみいただけます。

（写真上）上 2 段の浅引出しにはアクセサリーや
お出かけ前の小物を、下の深引出しはレール付
きなので、大きめのもの、重さのあるものも楽に
引き出せます。（下）無垢材を削り出したユニー
クな手掛けもアクセントに。日常の道具と共に、
収納する家具も味わい深く育っていきます。

フラックス ハンガーラック
W602 D400 H1571mm

オーク   ¥64,020
ブラックチェリー   ¥69,300

無垢のフレームが美しいハンガーラック。気に入った
日常使いの衣服や小物を気持ちよくかけておく場所と
して、ちょうどよい存在感の収納です。
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ルームウェアやストールなど、おやすみ前のあれこれをしまう場
所としても活躍します。チェストタイプは、ほどよい高さで、サイ
ドテーブルような使用感もおすすめです。同シリーズと合わせて、
風通しのよいコーディネートをお楽しみください。左から、ベッド
シングル（オーク）、ハンガーラックチェストタイプ（ブラックチェ
リー）、ベンチ H420（オーク）



フラックス ハンガーユニット
W1182 D400 H1571mm

オーク ¥173,030
ブラックチェリー ¥191,950

ハンガーラックと 4 段のシェルフがひとつになったハ
ンガーユニット。両側から手に取ることができるオー
プンタイプなので、間仕切りとしても活躍します。カ
ゴやボックスを組み合わせたり、スピーカーを置いた
りと、コーディネートをお楽しみください。

フラックス ハンガーユニット チェストタイプ
W1182 D400 H1571mm

オーク ¥184,910
ブラックチェリー ¥198,550

ハンガーユニットに引出収納が着いたチェストタイプ。
高さがありながらも、圧迫感を感じさせないオープン
シェルフの軽やかさに、3 段の収納を手に取りやすい
位置にプラス。堅牢でバランスも良く、さまざまなシー
ンで日々を支えます。

使い勝 手の良い高さに収 納を備えたチェストタイプのハンガーユ
ニットは、暮らしの中心となるリビングダイニングにもよく馴染みま
す。季節の草花を飾ったり、趣味の道具を身近な場所にしまうこと
で、美しさや楽しさをそばに感じる空間に。左から、フラックスベ
ンチ H420、ジャスミンダイニングテーブル、ジャスミンダイニングチェ
ア H、ハンガーユニットチェストタイプ（すべてオーク）
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フラックス シェルフ 1×4
W602 D400 H1571mm

オーク ¥138,600
ブラックチェリー ¥154,000

天然木でできたシンプルなハイシェルフ。前後がない
デザインなので、両面から使えます。美しい木部のフ
レーム感と、風通しの良いフレキシブルなコーディネー
トをお楽しみください。

フラックス シェルフ 1×4 チェストタイプ
W602 D400 H1571mm

オーク ¥150,480
ブラックチェリー ¥160,600

スリムなシェルフに引出収納が着いたチェストタイプ。
小さなスペースでも、見せるもの隠すものをきちんと
区別しつつ、空間を整えることができます。

必要なものをサッと取り出せるチェストタイプのシェルフ 1×4 は、
ワークスペースでも大活躍。細々したステーショナリーからフォルダ
などデスク周りのあれこれを整理しやすく、シェルフ 2×2 と組み合
わせれば、よりプライベートな空間に間仕切ることもできます。左
から、フラックスシェルフ 1×4、シェルフ 2×2、ミモザ スタッシュ
デスク（すべてブラックチェリー）、ジャスミンダイニングチェア H

（オーク × ブラックチェリー）
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フラックス シェルフ 2×2
W1182 D400 H871mm

オーク ¥158,950
ブラックチェリー  ¥176,550

天 然 木でできたシンプルなミドルシェルフ。腰 高の
2×2 タイプは、空間をゆるやかに区切ったり、ハンガー
ラックと並べてコーディネートしたりと、シーンに合わ
せてレイアウトを楽しめます。

FLAX Opt ion
フラックス オプション

無垢板棚（通常仕様）
無垢材を丁寧に加工した板
棚。手当たりの良い柔らか
な丸 み のエッジ 加 工、縦
横 に ハ ギ 合 わ せることに
よって、天然木の動きに強
く設計しています。

光や風を通す、開放的な意匠のフラックスシリーズ。
本カタログの製品では、風合い豊かに溶け込む天然木の無
垢板棚を標準に、シリーズならではの格子棚に変更できる
オプションをご用意しました。より軽やかに、明るさ広がる
コーディネートをお楽しみください。

格子棚（オプション仕様）
無垢板同様に、丁寧に丸く
エッジ加工しつつ、縦横に
組 んだ 中 を格 子 にしまし
た。より軽やかな意匠がワ
ンランク上の空間を演出し
ます。

フラックス 格子棚オプション
ショートタイプ（ハンガーラック、ハンガーユニット、シェルフ 1×4 対応）      　　　　            @１枚  ¥12,100
ロングタイプ（ハンガーユニット、シェルフ 2×2 対応）　                               　               ＠１枚 ¥24,640

樹種共通追加価格

一番触れる棚板は、手に馴染むよう、丸みをつけた面
に仕上げました。木目豊かな無垢材を挟み込むように組
み上げ、意匠性と強度を高めた構造です。

　　　　線の無垢板棚は、格子棚に変更可能です。同サイズの場合、組み立て時
に入れ替えることができます。チェストは、すべて固定位置となります。
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ショートタイプ
ロングタイプ



複数名で囲みやすいサークルテーブル。空間をやわら
かく演出してくれるやさしい佇まいに、会話も弾みま
す。3 樹種、3 サイズよりお選びください。

美しいテーブルと 3 タイプのチェアの組み
合わせが楽しげなジャスミンシリーズに、
サークルタイプが登場です。

素材感たっぷりのシンプルな天板、それ
を支えるしなやかなスピンドル。チェアと
のバランスも美しい、素敵な佇まいのテー
ブルです。

ジャスミン ダイニングテーブル サークル
φ1000, 1100, 1200 H710mm

＊写真はφ1100 です

De s i g n  :  K e i s u k e  Fu r u t a

JASMINE ser ies
ジャスミン シリーズ

ウォールナット

オーク
ブラックチェリー

φ1000

¥178,860

¥234,300
¥181,500

φ1100

¥203,500

¥261,800
¥206,800

φ1200

¥226,600

¥300,300
¥228,800
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◎仕上げはオイル塗装です ◎商品価格は、すべて消費税込・運賃別の表
記です。 ◎商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。予
めご了承ください。 ◎商品の色味は、印刷の都合上、実物と異なる場合
がございます。 ◎本カタログは、2023年1月発行の商品情報です。
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