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数多くのリフォームに携わってきた多賀工務店。

お客様からのご要望に応え、

たくさんの家具も手作りしてきました。

そんな中から、 特にご要望が多かったものを

お客様の個性を発揮いただけるオリジナル家具として

システム化した 「あつらえシリーズ」。

職人の知恵と技が詰まった一品に

あなたのセンスをプラスして

お住まいを素敵に彩ってみませんか？





魅せる‼ 片付く‼ 自由自在‼魅せる‼ 片付く‼ 自由自在‼

あつらえシェルフあつらえシェルフ

扉がないから出し入れ簡単！
パット取り出せて、 ササっと片付く！
どこに何があるか、 家族みんなで共有できる快適収納！

薄くて丈夫！ 高いインテリア性！

スマートで洗練されたデザイン！　パーツや
クロスを自由に選んでお部屋をイメージ UP ！

オンリーワンのオーダーメイド収納！

自由に棚の位置を調整できるのはもちろん、
オプションを使えばデスクやクローゼットにも
なっちゃうんです！T邸施工画像

お好みのクロスとパーツカラーの組合せで
 世界に一つだけの個性が演出できる！！
あつらえシェルフの人気の秘密です☆

選べる！！
超豊富な
クロス柄

選べる！！
超豊富な
クロス柄



幅 900 ×  高さ 1800
基本サイズ・セット内容

ｍｍ    ｍｍ

￥
棚柱：2本   棚板：2枚   棚受：2組

50,000
上記は基本サイズです。

ご希望のサイズで
ひとつひとつ丁寧に
おつくりいたします☆

下地ボード 5.5mm

クロス地ボード 9mm

ブラケットの取付け・
取外しはどなたでも
簡単に行えます

ブラケットの取付け・
取外しはどなたでも
簡単に行えます

【施工図】 
5.5ｍｍの下地ボードの上に、9ｍｍのクロス地ボードと棚柱を
交互に取付けます

工事費込み価格 ※税抜価格

ご希望の場所に
取付け可能か
不安な時は
お気軽に

ご相談くださいね♪

棚  柱 基本サイズの
棚板・ブラケットは
奥行30ｃｍ

基本サイズの
棚板・ブラケットは
奥行30ｃｍ
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パーツ一覧／標準装備編

棚 　板　9color

・傷・汚れに強いEBコート仕様
・ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆
・4VOC基準適合表示登録
・耐荷重：棚板1枚につき20kg

シェルホワイト　　　   クリアホワイト　　 　  ホワイトチェリー

ブライトウォールナット　 アッシュウォールナット   アンバーウォールナット

パールグレー　　　　  ダークグレー　　　　　　 シナ

巾 900ｍｍ　奥行 300ｍｍ　厚さ 20ｍｍ　



棚　柱 　3color

シルバー

ホワイト

ブラック
可動ピッチ 19ｍｍで棚間隔を細かく設置可能

棚 　受　3color

シルバー

ホワイト

ブラック

抜け落ち防止のスイッチロックが標準装備

取付け時 取外し時

奥行 250ｍｍ　　
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パーツ一覧／オプション編

ハンガーパイプ　3color

左から
ホワイト
ライト
アッシュ
ダーク
ブラック

棚板コーナーパッド　5color

シルバー　　　　ホワイト　　　　ブラック



あつらえシェルフ
応用編

あつらえシェルフ
応用編

デスクコーナーとして 玄関収納として

棚板を奥行 450ｍｍ・ 600ｍｍに
すれば、 デスクスペース仕様に。
テレワークスペースとしても
お勧めです。

棚板とハンガーパイプをミックス
して玄関収納仕様に。
湿気や臭いのこもらないオープン
タイプ収納のメリットが最大限に
活かせます。



あつらえシェルフ
施工事例／その1
あつらえシェルフ
施工事例／その1

尼崎市T邸

・ 取付け場所 ： 寝室
・ サイズ ： 幅 2700 × 高さ 1820
・ 価格 ： 100,000 円
・ クロス ： レンガブロック調
・ 棚 ： アッシュウォールナット
・ 棚受 ： ブラック
・ 棚柱 ： ブラック
・ オプション ： ハンガーパイプ

【T 様のお声】
想像以上の収納量に驚いています。
丈の長い洋服を掛けられるハンガーパイプも
とても重宝しています。
レイアウトが自在なので色々と考えられ、
どうすればお洒落になるのか想像できて
楽しいですね。



あつらえシェルフ
施工事例／その2
あつらえシェルフ
施工事例／その2

豊中市K邸

・ 取付け場所 ： 店舗バックヤード
・ サイズ ： 幅 900 × 高さ 1800 （×2セット）
・ 価格 ： 100,000 円 （モニター価格）
・ クロス ： グレーチェック調
・ 棚 ： シナ
・ 棚受 ： ホワイト
・ 棚柱 ： ホワイト

【K 様のお声】
PC 用デスクに合わせてコーディネイトしました。
細かく棚のピッチを調整できるので、 無駄なく
商材を保管できて、 たいへん助かっています。
床に物を置くことなく、 スムーズに物の出入れ
ができ、 快適なバックヤード空間になりました。



間仕切りマジック‼間仕切りマジック‼

あつらえパーテーションあつらえパーテーション
空間を生み出す
一つの空間に2つ以上の意味を持たせることができる、 間仕切るという
日本古来の風習がスタイリッシュなパーテーションとして蘇ります。

感染症予防対策にも！

取外しが簡単な
省スペースタイプ
なら、感染症対策や
目隠しとしても
有効です。

オンリーワンのオーダーメイド！

素材やパーツをお好みでコーディネートできるから、 デザインだけ
でなく、 機能にもこだわることができるマルチなパーテーションです。

豊中本店ショールーム 美容院施工画像



あつらえパーテーションがあれば
LDK に快適テレワークスペースが誕生♪

頑丈なパーテーションの厚みと
明るい照明効果で、 想像していた以上に

しっかり集中できると大好評！！

完全オーダーメイド

ご希望サイズ・ご希望素材でお造りします

勉強
したいねん。

早くそこ
ゆずって～

ただいま
メール返信中♪
もうちょっと
待っててね～

豊中本店ショールーム

豊中本店ショールーム

打合せルームの目隠しとして使用中の
あつらえパーテーション。
でもそれだけじゃもったいない！！
通路側の表面は空気浄化効果のある
エコカラット仕様、 裏面は会議にかかせない
ホワイトボード仕様にカスタマイズしました♪

裏

表



あつらえパーテーション
パーツ一覧

あつらえパーテーション
パーツ一覧

支　柱　

壁　面　

黒皮鉄
角材（木）

＋
金物

岩肌シート　　　　　   木製パレットウォール　  　　  エコカラット （LIXIL）

左記の仕様は一例です。
ご希望の材がございましたら
お気軽にご相談くださいませ。

上記の仕様は一例です。 ご希望の材がございましたらお気軽にご相談くださいませ。



守口市　介護系オフィス I 様

・ 取付け場所 ： エントランス
・ サイズ ： 幅　00 × 高さ　00
・ 価格 ： 　　　　　円
・ 壁材 （上） ：
・ 壁材 （下） ：

【I 様のお声】
壁にしてしまうと味気なくなると思いご相談
したところ提案いただいたのが 「あつらえ
パーテーション」 でした。
おかげでエントランスの雰囲気が無機質に
なることなく、 とてもいい味わいを醸し出して
くれていて、 スタッフみんなのお気に入りに
なっています。

あつらえパーテーション
施工事例

あつらえパーテーション
施工事例



「あつらえシリーズ」についてのお問合せは
下記フリーダイヤルまでどうぞ

0120-79-18039：00～19：00
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