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MOEBE
Denmark

「ムーベ」はコペンハーゲンを拠点に、プロダクト、家具、インテリアを制作する北欧のデザ
インスタジオ。2015 年より 2 人の建築家マーティン・ドゥ・ネアガード・クリステンセン
（Martin de Neergaard Christensen）、ニコラス・オールドロイド（Nicholas Oldroyd）、そ
して家具職人のアンダース・タムス（Anders Thams）で活動しています。建築的な思考に基
づき、徹底的に考え抜いた構造によるシンプルで美しいデザインを目指してすべて自社で設
計を行っています。「良いデザインとは、それ自体がサステナブル（持続可能なもの）である」
という信条のもと、簡単にリペア、組立、リサイクルできるパーツで構成されています。アク
リル板と枠材をラバーバンドで固定するだけの「FRAME（フレーム）」、くさびで棚板を固定す
るシンプルな構造の「シェルビングシステム」など、緻密な構造とミニマリズムを追求したプ
ロダクトは発表されるや否やすぐに世界的な人気を博しています。
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FRAME
フレーム

FRAMEは、普遍の形ともいえる“額縁”をこれまでにない観点から捉え直しデザインされたアイテムです。２枚のアクリルガラスの4 辺を、オークまたは
アルミニウムの枠材で囲み、ラバーバンド1本で固定するという画期的な構造です。

FRAME A5
FOUA5

サイズ：W16.8×H23×D1.2cm

フレーム A5（オーク）

素材：オーク材・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FABA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ブラック）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FAWA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ホワイト）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FADRA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ディープレッド）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FALGA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ライトグレー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FAPRA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ペールローズ）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

FAPBA5

サイズ：W16.6×H22.8×D0.8cm

フレーム A5（ペトロールブルー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥4,000

5713520000065

5713520000126

5713520000188

5713520002199

5713520002274

5713520002434

5713520002359
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FRAME A4
FOUA4

サイズ：W23×H31.7×D1.2cm

FAWA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A4（オーク）

素材：オーク材・アクリル板・ゴム

5713520000041

フレーム A3（ホワイト）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

原産国：デンマーク

¥6,000

原産国：デンマーク

¥8,000

FABA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

FADRA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A4（ブラック）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

5713520000102

フレーム A3（ディープレッド）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

原産国：デンマーク

¥6,000

原産国：デンマーク

¥8,000

FAWA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

FALGA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A4（ホワイト）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

5713520000164

フレーム A3（ライトグレー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

原産国：デンマーク

¥6,000

原産国：デンマーク

¥8,000

FADRA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

FAPRA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A4（ディープレッド）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

5713520002175

フレーム A3（ペールローズ）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

5713520002250

原産国：デンマーク

¥6,000

原産国：デンマーク

¥8,000

FALGA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

FAPBA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A4（ライトグレー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

フレーム A3（ペトロールブルー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

原産国：デンマーク

¥6,000

FAPRA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

フレーム A4（ペールローズ）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥6,000

FAPBA4

サイズ：W22.8×H31.5×D0.8cm

フレーム A4（ペトロールブルー）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥6,000

5713520002410

原産国：デンマーク

¥8,000

FOUA2

サイズ：W44×H61.5×D1.2cm

フレーム A2（オーク）

素材：オーク材・アクリル板・ゴム

¥12,000

FABA2

サイズ：W43.8×H61.3×D0.8cm

フレーム A2（ブラック）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥12,000

FRAME A3
FOUA3

サイズ：W31.7×H44×D1.2cm

FAWA2

サイズ：W43.8×H61.3×D0.8cm

フレーム A3（オーク）

素材：オーク材・アクリル板・ゴム

フレーム A2（ホワイト）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム

原産国：デンマーク

¥8,000

FABA3

サイズ：W31.5×H43.8×D0.8cm

フレーム A3（ブラック）

素材：アルミニウム
（塗装）
・アクリル板・ゴム
原産国：デンマーク

¥8,000

5713520000027

5713520000089

5713520002151

5713520002236

5713520002397

5713520002311

FRAME A2

原産国：デンマーク

5713520002335

5713520000140

原産国：デンマーク

¥12,000

5713520000003

5713520000522

5713520000546
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POSTER HANGER
ポスターハンガー

機能性を損なうことなく、簡単に大きなポスターを飾ることができるPOSTER HANGER。シンプルでありながら、フレームレスでポスターを美しくみせる
ことができます。

PHBL50

サイズ：W51×φ0.5cm

ポスターハンガー 50×70cm

素材：スチール（塗装）

（ブラック）

原産国：ドイツ

¥6,500
PHBR50

サイズ：W51×φ0.5cm

ポスターハンガー 50×70cm

素材：真鍮

（ブラス）

原産国：ドイツ

¥6,500
PHBL70

サイズ：W71×φ0.5cm

ポスターハンガー 70×100cm

素材：スチール（塗装）

（ブラック）

原産国：ドイツ

¥7,600
PHBR70

サイズ：W71×φ0.5cm

ポスターハンガー 70×100cm

素材：真鍮

（ブラス）
¥7,600

原産国：ドイツ

5713520000751

5713520000799

5713520000812

5713520000850
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PINCH
ピンチ

お気に入りの写真やメモをクリップして、壁に取り付けることもできるPINCH。2枚の木材パーツとゴムバンドのみのシンプルな構造です。

POUT2

サイズ：W4×H9.6×D3.7cm

ピンチ（オーク）

素材：オーク材・ゴム
原産国：ポーランド

¥1,500

PABL

サイズ：W4×H9.6×D3.7cm

ピンチ（ブラック）

素材：ホワイトアッシュ
（塗装）
・ゴム
原産国：ポーランド

¥1,500

5713520000300

5713520002052
PINCHはロット2（混色可）となります

COAT RACK
コートラック

COAT RACK

スチールのバーと4 個または 6個のフックで構成されたコートラック。フックは固定されていないので、バーの長さの範囲で自由に動かすことができます。

CRBL40

サイズ：W40×H5.5cm

コートラック 40cm（ブラック）

素材：スチール（塗装）
原産国：中国

¥12,000

CRCH40

サイズ：W40×H5.5cm

コートラック 40cm（クロム）

素材：クロムメッキ鋼
原産国：中国

¥12,000

CRBL70

サイズ：W70×H5.5cm

コートラック 70cm（ブラック）

素材：スチール（塗装）
原産国：中国

¥14,000

CRCH70

サイズ：W70×H5.5cm

コートラック 70cm（クロム）

素材：クロムメッキ鋼
原産国：中国

¥14,000

5713520001147

5713520001185

5713520001161

5713520001208
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WALL HOOK
ウォールフック

WALL HOOKは、上下２箇所にハンギングできる構造です。上部にキャップ、下部にコートやアクセサリー等、複数のアイテムをひとつのフックにかけるこ
とができます。

WHBLS

サイズ：W0.5×H8×D3.1cm

ウォールフック S（ブラック）2pcs

素材：スチール(塗装)
原産国：台湾

¥3,000

WHBRS

サイズ：W0.5×H8×D3.1cm

ウォールフック S（ブラス）2pcs

素材：真鍮
原産国：台湾

¥3,000

WHCRS

サイズ：W0.5×H8×D3.1cm

ウォールフック S（クロム）2psc

素材：クロムメッキ鋼
原産国：台湾

¥3,000

WHBLL

サイズ：W0.6×H20×D3.6cm

ウォールフック L（ブラック）

素材：スチール(塗装)
原産国：台湾

¥2,700

WHBRL

サイズ：W0.6×H20×D3.6cm

ウォールフック L（ブラス）

素材：真鍮
原産国：台湾

¥2,700

WHCRL

サイズ：W0.6×H20×D3.6cm

ウォールフック L（クロム）

素材：クロムメッキ鋼
原産国：台湾

¥2,700

5713520001932

5713520001956

5713520001949

5713520001963

5713520001987

5713520001970
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STANDING MIRROR
スタンディングミラー

STANDING MIRRORはフレームレスの自立型のミラーです。軽量のワイヤーにミラーを立てかけるだけのシンプルな構造で、洗練されたデザインになって
います。

MIBL20

サイズ：W20×H23×D10cm

スタンディングミラー φ20cm

素材：スチール(塗装)・ガラス鏡

（ブラック）

原産国：ドイツ

¥6,000
MIBR20

サイズ：W20×H23×D10cm

スタンディングミラー φ20cm

素材：真鍮・ガラス鏡

（ブラス）

原産国：ドイツ

¥6,000
MIBL30

サイズ：W30×H35×D15cm

スタンディングミラー φ30cm

素材：スチール(塗装)・ガラス鏡

（ブラック）

原産国：ドイツ

¥10,000
MIBR30

サイズ：W30×H35×D15cm

スタンディングミラー φ30cm

素材：真鍮・ガラス鏡

（ブラス）
¥10,000

原産国：ドイツ

5713520000225

5713520000249

5713520000263

5713520000287
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WALL MIRROR
ウォールミラー

軽量のワイヤーのみで支えるフレームレスの壁掛けミラーです。本質的な要素だけを残したシンプルなデザインで、どんなシーンにも溶け込みます。

WMBL30

サイズ：W30×H45×D1.5cm、
重さ1kg

ウォールミラー φ30cm（ブラック）

素材：スチール(塗装)・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥15,000

WMBR30

サイズ：W30×H45×D1.5cm、
重さ1kg

ウォールミラー φ30cm（ブラス）

素材：真鍮・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥15,000

WMBL50

サイズ：W50×H68.5×D1.8cm、
重さ3.3kg

ウォールミラー φ50cm（ブラック）

素材：スチール(塗装)・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥28,000

WMBR50

サイズ：W50×H68.5×D1.8cm、
重さ3.3kg

ウォールミラー φ50cm（ブラス）

素材：真鍮・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥28,000

WMCR50

サイズ：W50×H68.5×D1.8cm、
重さ3.3kg

ウォールミラー φ50cm（クロム）

素材：クロムメッキ鋼・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥28,000

WMBL70

サイズ：W70×H94.5×D2.1cm、
重さ6.5kg

ウォールミラー φ70cm（ブラック）

素材：スチール(塗装)・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥42,000

WMBR70

サイズ：W70×H94.5×D2.1cm、
重さ6.5kg

ウォールミラー φ70cm（ブラス）

素材：真鍮・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥42,000

WMCR70

サイズ：W70×H94.5×D2.1cm、
重さ6.5kg

ウォールミラー φ70cm（クロム）

素材：クロムメッキ鋼・ガラス鏡
原産国：ドイツ

¥42,000

5713520000577

5713520000614

5713520000638

5713520000676

5713520001116

5713520000690

5713520000737

5713520001130
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TALL WALL MIRROR

TALL WALL MIRROR

トールウォールミラー

全身を映し出すトールタイプも円形タイプ同様にシンプルでミニマルなデザイン。リビングや玄関のほか、ホテルやモデルルーム等で幅広く活躍します。

WMBL133

トールウォールミラー（ブラック）

サイズ：W44×H146.5×D2.1cm、
重さ9kg
（ミラーサイズ：W44×H133cm）
素材：スチール(塗装)・ガラス鏡

¥73,000

WMBR133

トールウォールミラー（ブラス）

原産国：ドイツ

サイズ：W44×H146.5×D2.1cm、
重さ9kg
（ミラーサイズ：W44×H133cm）
素材：真鍮・ガラス鏡

¥73,000

WMCH133

トールウォールミラー（クロム）

原産国：ドイツ

5713520001239

サイズ：W44×H146.5×D2.1cm、
重さ9kg
（ミラーサイズ：W44×H133cm）
素材：クロムメッキ鋼・ガラス鏡

¥73,000

5713520001222

原産国：ドイツ

5713520001246

SIDE TABLE
サイドテーブル

季節や時間、気分に合わせて空間をアレンジしたい時も、様々な場所へ移動がしやすいデザインです。お気に入りの場所にぜひ置いてみてください。

SIDE TABLE

POLYGRIF
STBLBT

サイズ：W42×H49×D42cm

サイドテーブル（ブラック）

素材：スチール(塗装)・ラミネートCDF
原産国：デンマーク

¥30,000

STBLWT

サイズ：W42×H49×D42cm

サイドテーブル（ホワイト）

素材：スチール(塗装)・ラミネートCDF
原産国：デンマーク

¥30,000

5713520000485

5713520000492

POLYGRIF
ポリグリフ

POLYGRIFは架空の動物です。形が違う木製のパーツを組み合わせて、様々な形態を楽しむことができ、クリエイティブな時間を与えてくれます。

WSOUT1

サイズ：W21×H32×D8cm

ポリグリフ

素材：オーク材
原産国：リトアニア

¥18,000

5713520000508
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SHELVING SYSTEM
シェルビングシステム

ネジや複雑なツールを使用せず、自由自在に構築することができる革新的なラック。くさびで棚板を固定するシンプルな構造により、棚板の位置を自由に
設定できます。また、ニーズに合わせてパーツを追加することで縦にも横にも拡張が可能。理想のラックをつくることができます。オークとブラックの
2 色ではスタンダードな形を 6 タイプ展開。高さ 85cm・115cm・200cm の３種類、それぞれにシングルとダブルがあり、スチールの脚は共通です。
※ホワイトはパーツ販売のみとなります。

SHELVING SYSTEM H85
SSO85SET

サイズ：W85×H85×D35cm

シェルビングシステム シングルH85

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥82,000
SSBL85SET

サイズ：W85×H85×D35cm

シェルビングシステム シングルH85

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥82,000
SSODO85SET

サイズ：W162×H85×D35cm

シェルビングシステム ダブルH85

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥150,000

5713520001437

5713520001444

5713520001451

★受注発注商品

SSBLDO85SET

サイズ：W162×H85×D35cm

シェルビングシステム ダブルH85

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥150,000

5713520001468

★受注発注商品

SHELVING SYSTEM H1 15
SSO115SET

サイズ：W85×H115×D35cm

シェルビングシステム シングルH115

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥1 10,000
SSBL115SET

サイズ：W85×H115×D35cm

シェルビングシステム シングルH115

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥1 10,000

5713520001475

5713520001482
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SSODO115SET

サイズ：W162×H115×D35cm

シェルビングシステム ダブルH115

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥180,000

5713520001499

SHELVING SYSTEM : Wardrobe

SHELVING SYSTEM : Desk

★受注発注商品

SSBLDO115SET

サイズ：W162×H115×D35cm

シェルビングシステム ダブルH115

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥180,000

5713520001505

★受注発注商品

SHELVING SYSTEM H200
SSO200SET

サイズ：W85×H200×D35cm

シェルビングシステム シングルH200

素材：棚板・背板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥165,000
SSBL200SET

サイズ：W85×H200×D35cm

シェルビングシステム シングルH200

素材：棚板・背板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥165,000
SSODO200SET

サイズ：W162×H200×D35cm

シェルビングシステム ダブルH200

素材：棚板・背板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥285,000

5713520001512

5713520001529

5713520001536

★受注発注商品

SSBLDO200SET

サイズ：W162×H200×D35cm

SHELVING SYSTEM : Wardrobe

シェルビングシステム ダブルH200

素材：棚板・背板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

シェルビングシステム：ワードローブ

（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥285,000

5713520001543

服をかけることはもちろん、付属の棚には靴や鞄、小物などを収納できます。他のパーツと組み合わせることで、寝室や廊下にぴったり合うようにデザイン
することができます。

★受注発注商品

SSOWO200SET

サイズ：W85×H200×D35cm

シェルビングシステム

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

ワードローブ（オーク）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
クロスバー / スチール(塗装)

¥130,000

原産国：リトアニア

5713520002595

★受注発注商品

SSOWBL200SET

サイズ：W85×H200×D35cm

シェルビングシステム

素材：棚板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

ワードローブ（ブラック）

くさび / オーク材(無垢)、脚 / スチール(塗装)
クロスバー / スチール(塗装)

¥130,000
★受注発注商品

原産国：リトアニア

5713520002601

120 MOEBE

MOEBE 121

SHELVING SYSTEM : Desk

SSBLBP85

サイズ：W75×H1.6×D25cm

シェルビングシステム：デスク

シェルビングシステム 背板（ブラック）

素材：オーク材(ラッカー塗装)・MDF

デスク天板が含まれるシェルビングシステムのセットで、リビングや寝室のちょっとしたスペースをワークスペースとして。あるいはキッチンカウンター

¥13,000

原産国：リトアニア

の代わりとしても。

SSDSO200SET

サイズ：W85×H200×D50cm

SSBPWH85

サイズ：W75×H1.6×D25cm

シェルビングシステム デスク

素材：棚板・デスク天板・背板 / オーク材(ラッカー

シェルビングシステム 背板（ホワイト）

素材：MDF(ポリウレタン塗装)

（オーク）

塗装)・MDF、くさび / オーク材(無垢)、
脚 / スチール(塗装)

¥150,000

原産国：リトアニア

5713520002618

原産国：リトアニア

¥13,000

5713520001819

5713520002809

★受注発注商品

★受注発注商品

SSDSBL200SET

サイズ：W85×H200×D50cm

SSCB85

サイズ：W93×H9.5×D2.3cm

シェルビングシステム デスク

素材：棚板・デスク天板・背板 / オーク材(ラッカー

シェルビングシステム クロスバー

素材：スチール（塗装）

（ブラック）

塗装)・MDF、くさび / オーク材(無垢)、
脚 / スチール(塗装)

¥150,000

原産国：リトアニア

5713520002625

原産国：リトアニア

¥18,000

5713520002540

★受注発注商品

★受注発注商品

SSCBWH85

シェルビングシステム クロスバー
（ホワイト）

サイズ：W93×H9.5×D2.3cm
素材：スチール（塗装）
原産国：リトアニア

¥18,000

5713520002878

★受注発注商品

SHELVING SYSTEM : Parts

SSDSO85

サイズ：W85×H1.6×D50cm

シェルビングシステム：パーツ

シェルビングシステム デスク天板

素材：デスク天板 / オーク材(ラッカー塗装)・MDF

（オーク）

スタンダードのSHELVING SYSTEMにパーツを追加することで、縦にも横にも拡張することができます。

くさび / オーク材(無垢)
原産国：リトアニア

¥27,000

5713520002502

★受注発注商品

SSOES85

サイズ：W85×H1.6×D35cm

SSDSBL85

サイズ：W85×H1.6×D50cm

シェルビングシステム 棚板（オーク）

素材：棚板/オーク材(ラッカー塗装)・MDF

シェルビングシステム デスク天板

素材：デスク天板/オーク材(ラッカー塗装)・MDF

くさび/オーク材(無垢)

¥20,000

原産国：リトアニア

5713520001796

（ブラック）

くさび/オーク材(無垢)
原産国：リトアニア

¥27,000

571320002519

★受注発注商品

SSBLES85

サイズ：W85×H1.6×D35cm

SSDSWH85

サイズ：W85×H1.6×D50cm

シェルビングシステム 棚板（ブラック）

素材：棚板/オーク材(ラッカー塗装)・MDF

シェルビングシステム デスク天板

素材：デスク天板 / MDF(ポリウレタン塗装)

くさび/オーク材(無垢)

¥20,000

原産国：リトアニア

5713520001789

（ホワイト）

くさび / バーチ材（塗装）
原産国：リトアニア

¥27,000

5713520002847

★受注発注商品

SSSWH85

サイズ：W85×H1.6×D35cm

SSCABO85

サイズ：W85×H45.3×D35cm

シェルビングシステム 棚板（ホワイト）

素材：棚板/MDF(ポリウレタン塗装)

シェルビングシステム キャビネット

素材：キャビネット/オーク材(ラッカー塗装)・MDF

くさび/バーチ材(無垢)

¥20,000

原産国：リトアニア

5713520002793

★受注発注商品

(オーク)

くさび/オーク材(無垢)
原産国：リトアニア

¥75,000

5713520002748

★受注発注商品

SSBPO85

サイズ：W75×H1.6×D25cm

SSCABBL85

サイズ：W85×H45.3×D35cm

シェルビングシステム 背板（オーク）

素材：オーク材(ラッカー塗装)・MDF

シェルビングシステム キャビネット

素材：キャビネット/オーク材(ラッカー塗装)・MDF

原産国：リトアニア

¥13,000

5713520001307

(ブラック)

くさび/オーク材(無垢)
原産国：リトアニア

¥75,000
★受注発注商品

5713520002755

122 MOEBE

MOEBE 123

SSCABWH85

サイズ：W85×H45.3×D35cm

シェルビングシステム キャビネット

素材：キャビネット/MDF(ポリウレタン塗装)

(ホワイト)

くさび/バーチ材(無垢)
原産国：リトアニア

¥75,000

5713520002762

SHELVING SYSTEM : White Parts

★受注発注商品

SSISCABO85

サイズ：W65×H1.6×D29cm

シェルビングシステム キャビネット棚板

素材：オーク材(ラッカー塗装)・MDF

(オーク)

原産国：リトアニア

¥7,500

5713520002991

★受注発注商品

SSISCABBL85

サイズ：W65×H1.6×D29cm

シェルビングシステム キャビネット棚板

素材：オーク材(ラッカー塗装)・MDF

(ブラック)

原産国：リトアニア

¥7,500

5713520003004

★受注発注商品

SSISCABWH85

サイズ：W65×H1.6×D29cm

シェルビングシステム キャビネット棚板

素材：MDF(ポリウレタン塗装)

(ホワイト)

原産国：リトアニア

¥7,500

5713520003011

★受注発注商品

SSEBLLS115 SSLSBL115

サイズ：φ1.8×H115cm

シェルビングシステム 脚２本セット

素材：スチール（塗装）

115cm

原産国：リトアニア

¥15,000
SSEBLLS85

5713520001857
5713520001338

SSLSBL85

サイズ：φ1.8×H85cm

シェルビングシステム 脚２本セット

素材：スチール（塗装）

85cm

原産国：リトアニア

¥12,000

5713520001840
5713520001321

SSLSWH115

サイズ：φ1.8×H115cm

SSECSCWH

シェルビングシステム 脚２本セット

素材：スチール（塗装）

シェルビングシステム

115cm(ホワイト)

原産国：リトアニア

¥15,000

5713520002823

★受注発注商品

エンドキャップ（4個入）+ セーフティー
クリップ(ホワイト)
¥2,500

サイズ：エンドキャップ / φ1.8×H1.7cm
セーフティークリップ / W3.5×H4.5cm
素材：エンドキャップ / プラスチック
セーフティークリップ / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

★受注発注商品

SSLSWH85

サイズ：φ1.8×H85cm

SSTBX2EX

サイズ：φ1.5×H4cm

シェルビングシステム 脚２本セット

素材：スチール（塗装）

シェルビングシステム 脚連結ボルト

素材：スチール

85cm(ホワイト)

原産国：リトアニア

¥12,000

5713520002816

★受注発注商品

SSEECSC

シェルビングシステム
エンドキャップ（4個入）+ セーフティー
クリップ

サイズ：エンドキャップ / φ1.8×H1.7cm
セーフティークリップ / W3.5×H4.5cm
素材：エンドキャップ / プラスチック
セーフティークリップ / スチール(塗装)
原産国：リトアニア

¥2,500

5713520002830

5713520001826

（２個入）
¥2,500

原産国：リトアニア

5713520001277

124 MOEBE

MOEBE 125

〈シェルビングシステムのご注⽂について〉

CERAMIC PENDANT

・ご注文をいただいてから納品までに1週間以上のお時間をいただいております。また、受注発注商品はメーカー在庫を確認の上、納期を確定させていただきます。
・お客様への直送も行っておりますが、シェルビングシステムの組立てや設置作業は承っておりません。
・発送後のキャンセルはお受けしておりませんので、予めご了承ください。

〈シェルビングシステムの送料について〉
・シェルビングシステム シングル / ダブル / ワードローブ / デスク のセット商品は、1商品につき一律1,500円（お客様へ直送の場合3,000円）の送料がかかります。
・シェルビングシステム：パーツは、ご発注金額5万円未満の場合（パーツのみ）は一律800円、ご発注5万円以上の場合（パーツのみ）は5万円ごとに1,500円（お客様へ
直送の場合3,000円）の送料がかかります。
・沖縄及び離島への送料は上記の条件外となりますので、別途費用をお見積もりさせていただきます。担当営業までお問い合わせください。

〈セラミックペンダント基本仕様（ナロー・ワイド共通）〉
・適合ランプ：E26普通ランプシリカ60W
・⼊力電圧：AC100V 50/60H
・全長（天井からシェードの下まで）：122cm
・コード（ホワイト）：HVCTF
・他付属品：引掛シーリングキャップ、フランジキャップ（ホワイト）、ソケット（ランプは製品に付属していません）

〈セラミックペンダントのコード変更について〉
・コードの長さを50mm単位で変更（カット及び延⻑）することができます。
・コード変更の場合、ご発注⽇から出荷まで約2週間のお時間をいただいております。また、加⼯台数が5台以上の場合、通常より長い納期となる可能性がございますので、
事前に担当営業までお問い合わせください。
・コード加⼯は⼿作業のため、指定⼨法±10mm程度を許容範囲とさせていただきます。
・受注処理後の注⽂及び加⼯内容の変更、キャンセルはできませんので予めご了承ください。

変更内容

詳 細

コードカット

ー

2,000円

2.5mまで

2,500円

3.5mまで

3,000円

5.0mまで

3,500円

コード延長

CERAMIC PENDANT
セラミック ペンダント

マットなテクスチャーのシェードは素焼きのセラミック。一つ一つ手作業のため、手作りならではの個体差を楽しめます。コードに固定されていないので、
シェードを左右に動かし角度を変えることで光の向きを調整できます。サイズは、ナローとワイドの 2 種類。ベッドサイドでは単一で、ダイニングテーブ
ルには いろいろと組み合わせて多灯吊りにするなど、空間に合わせて様々な表情を演出できます。

CPLWHNAR
セラミック ペンダント ナロー

サイズ：シェード部分 W11.2×H22cm

11.3

全長 122cm、重さ 0.7kg
素材：セラミック
（シェード）

¥17,000

原産国：ポルトガル

CPLWHWI

サイズ：シェード部分 W11.2×H22cm

セラミック ペンダント ワイド

23.5

¥20,000

24

全長 122cm、重さ 1.1kg
素材：セラミック
（シェード）
原産国：ポルトガル

5713520002700

5713520002724

加工費（税抜）

