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atrandom
ユニットを組み合わせて、あなただけのキッチンに。

アトランダム

Tap Here!
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ナチュラルヴィンテージ
ブランド"a.depeche" の
人気ダイニング「スプレム」。
オーク材にクリアオイルを塗
布し、ナチュラルな透明感を
表現。黒スチールが全体を
引き締めます。

スプレム  120 オーク無垢 キッチンボード
材質
注釈

カラー
天板：ポリ合板　前板：オーク無垢材 ( オイル仕上げ )　フレーム：プリント化粧合板
幅 80 サイズも有り ( 売価 ¥126,500)・他色なし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥163,900

税込 ¥163,900
サイズ 幅122　奥行45　高さ183 (cm)

オーク無垢材とスチールを
組み合わせた、 オリジナル
キッチンボード【カデル】。
毎日目にするキッチンだから
こそ、 気を抜かずにこだわり
たい。

カデル  120 オーク無垢 キッチンボード
材質
注釈

カラー
前板：オーク無垢材 ( オイル仕上げ )　天板：ポリ合板　フレーム：プリント化粧板　取手 / 脚：スチール

他色、他サイズなし・2 口コンセント付き・日本製

メーカー希望小売価格  ￥163,900

税込 ¥163,900
サイズ 幅120　奥行45　高さ183 (cm)

国内大手インテリアメーカー
の OEM を数多く手がける
信頼の大川ブランド。
グレイッシュカラーのオーク
材とステンレスの組み合わせ
がとても今らしい。

アコルデ  120 オーク材 オープンボード
材質
注釈

前板：オーク無垢枠・オーク節有突板 ( オイル塗装 )・ステンレス・アイアン
80 カップボードや 120 カウンターも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥190,080

税込 ¥190,080
サイズ 幅120　奥行46.5　高さ188 (cm)

彩度を少し落とした節有りの
オーク材とステンレス天板の
見事な調和。ソフトクロージ
ング機構の引出、耐震ラッチ、
飛散防止ガラス、調湿消臭
の MOISS 等、性能も抜群。

アコルデ  80 オーク材 カップボード
材質
注釈

前板：オーク無垢枠・オーク節有突板 ( オイル塗装 )・ステンレス・アイアン
120 オープンボードや 120 カウンターも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥145,200

税込 ¥145,200
サイズ 幅80　奥行46.5　高さ188 (cm)
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コスパに優れるきれいな
木目のカウンターボード。
ステンレストップの
すっきりデザイン。
白い取手がかわいい。
取手色は白・黒を選べます。

リンツ I    110 カウンター
材質
注釈

カラー
強化紙・プリント紙 ( 側面 )・ステンレス
60, 90 ダイニングボードも有り・ブラウン色も有り・取手カラーは白・黒の全 2 色

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥69,300

税込 ¥69,300
サイズ 幅110.4　奥行45　高さ85 (cm)

コスパに優れるきれいな
木目のダイニングボード。
背面はマグネットグッズを
取り付けることも可能。
オープン上部にMOISS付き。
取手色は白・黒を選べます。

リンツ I　60 オープンダイニングボード
材質
注釈

カラー
強化紙・プリント紙 ( 側面 )・ステンレス・鉄板・MOISS
90 ダイニングボードも有り・ブラウン色も有り・取手カラーは白・黒の全 2 色

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥81,400

税込 ¥81,400
サイズ 幅59.9　奥行45　高さ181 (cm)

北欧らしいツートンカラーが
優しい国産ダイニングボード。
オープン部分は有孔ボードを
使って収納可能、作業台として使える
スライドテーブルも有り。
水蒸気に強い MOISS 付いてます。

北欧らしいツートンカラーが
優しい国産カウンター。
オープン部分は有孔ボードを
使って収納可能、作業台として使える
スライドテーブルも有り。
水蒸気に強い MOISS 付いてます。

メルク  120 ダイニングボード メルク  120 カウンター
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
強化シート ( オーク柄、WH、GY)
ホワイト、グレーの全 2 色・同サイズのダストタイプも有り・120 カウンターも有り・他サイズ無し

強化シート ( オーク柄、WH、GY)
ホワイト、グレーの全 2 色・同サイズのダストタイプも有り・120 ダイニングボードも有り・他サイズ無し

ホワイト グレー

メーカー希望小売価格  ￥117,700 メーカー希望小売価格  ￥71,500

税込 税込¥ ¥117,700 71,500
サイズ サイズ幅119.1　奥行44.7　高さ180 (cm) 幅119.1　奥行44.7　高さ90 (cm)
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【写真右】落ち着いた大人の
モダンシリーズ。
ヴィンテージライクな部屋に
も合わせやすく、万能ながら
簡単に１つ上のコーデが
作れるロングセラー。

クアトロ  105 アルダー無垢 キッチンボード
材質
注釈

[ 天板 ] 含浸紙化粧板　[ 前板 ] アルダー無垢 ( ウレタン塗装 )・含浸紙化粧板
他色なし・幅 70 キッチンボードや幅 120 カウンターも有り

BR ( ブラウン )

メーカー希望小売価格  ￥183,700

税込 ¥95,000
サイズ 幅104.6　奥行45　高さ185 (cm) カラー

落ち着いた大人の
モダンシリーズ。
隅の切り欠きデザインが、
他と一線を画すカウンター。
どんな部屋コーデにも
合わせやすいです。

クアトロ  120 アルダー無垢 カウンター
材質
注釈

カラー
[ 天板 ] 含浸紙化粧板　[ 前板 ] アルダー無垢 ( ウレタン塗装 )・含浸紙化粧板
他色なし・幅 105 キッチンボードや幅 70 キッチンボードも有り

BR ( ブラウン )

メーカー希望小売価格  ￥99,000

税込 ¥51,200
サイズ 幅119.6　奥行45　高さ84 (cm)
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ヴィンテージ系の部屋に
馴染む、ラフな質感の
キッチンカウンター。
天板にステンレス、前板に
節有りアルダー無垢材を
使った随分リッチな仕様。

リナ  120 アルダー材 カウンター
材質
注釈

アルダー材 ( 節あり・ウレタン塗装 )・強化紙化粧板
幅 120 や 70 のキッチンボードも有り・他色なし

メーカー希望小売価格  ￥156,200

税込 ¥94,000
サイズ 幅119.7　奥行45　高さ87 (cm)

展示品 天板凹みの為

¥62,000

ヴィンテージ調の味わい深い
木目とラフな黒スチールの組
み合わせがオトナな雰囲気。
引出前面はガラス窓があり、
お気に入りの食器をディスプ
レイして楽しもう。

ケイラ  105 キッチンボード
材質
注釈

カラー
本体：プリント化粧板　前板：強化紙化粧板　ガラス：透明ガラス 3mm
幅 70 サイズや 120 カウンターも有り・他色なし　 耐荷重：[ カウンター天板 ] 30kg  [ 棚板・引出 ] 10kg

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥146,300

税込 ¥83,000
サイズ 幅104.4　奥行46.3　高さ182 (cm)
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オプションパーツ。調味料収納に。オプションパーツ。隠したいモノを収納。 オプションパーツ。調理器具を引っかけられる。

ルーク 棚板 A-35ルーク 65 収納BOX ルーク 棚板 B-65
幅35　奥行20　高さ5 (cm)幅65　奥行27　高さ51 (cm) 幅65　奥行20.5　高さ6 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・塩ビ
シート ( セラウッド塗装 )・コート紙
幅 35cm (A-35)、幅 65cm (A-65) の
全 2 サイズ有り・他色なし

ダークブラウン
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・塩ビ
シート ( セラウッド塗装 )・コート紙
45、65、85 の全 3 サイズ
他色なし

ダークブラウン
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・塩ビ
シート ( セラウッド塗装 )・コート紙
幅 35cm (B-35)、幅 65cm (B-65) の
全 2 サイズ有り・他色なし

税込 ¥ 6,000税込 ¥ 20,000 税込 ¥ 9,000
メーカー希望小売価格  ￥8,800メーカー希望小売価格  ￥31,350 メーカー希望小売価格  ￥14,080

魅せて収納してお部屋を
映えさせるオープンスタイル
キッチンボード。オプション
パーツを揃えて自分なりの
牙城を作ることができる。
バックパネルはマグネット式。

ルーク  180 ウォールナット突板 キッチンボード
材質
注釈

カラー
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・塩ビシート ( セラウッド塗装 )・コート紙・ソフトクロージングレール・フルオープンレール

100、140、180 の全 3 サイズ・他色なし　　　※耐荷重：天板 60kg・棚板 10kg・スライドカウンター 15kg

ダークブラウン

メーカー希望小売価格  ￥289,300

税込 ¥178,000
サイズ 幅180　奥行48　高さ200 (cm)

扉付きの食器収納キャビネット

ルーク 40 キャビネット (R)
幅40　奥行40.5　高さ200 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークブラウン
ウォールナット突板 ( ウレタン塗装 )・塩ビ
シート ( セラウッド塗装 )・コート紙
L タイプ・R タイプの 2 種あり ( 扉方向 )
他色、他サイズなし

税込 ¥ 50,000
メーカー希望小売価格  ￥79,200
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2トーンカラーのカジュアルな
レンジボード。メラミンカウン
ターは耐久性抜群。本体は汚
れを拭き取りやすい EBコー
ティングを使用。フェザーレー
ルで静かでなめらかな滑り。

ファンシー  120 レンジボード
材質
注釈

カラー
EB コーティングシート・メラミン・フェザーレール
幅 80、100 サイズの食器棚、幅 80、100、120 サイズのレンジボード有り・他色なし

ホワイト

メーカー希望小売価格  ￥200,200

税込 ¥95,000
サイズ 幅117　奥行49　高さ 186(cm)

美しいクリスタルトップ・ハイグ
ロスシートを前面にまとった
キッチンボード。(ガラスでは
ないので割れる心配無し)
引出はハーフェレー社製
クローザーレール仕様。

美しいクリスタルトップ・ハイグ
ロスシートを前面にまとった
キッチンボード。(ガラスでは
ないので割れる心配無し)
引出はハーフェレー社製
クローザーレール仕様。

クリスタルトップ 120 レンジボード クリスタルトップ 60 食器棚
材質
注釈

材質
注釈

カラー カラー
ハイグロス
幅160、140、120 レンジボードや 60食器棚も有り・上置き有り・ブラック、グレーの全 2 色

ハイグロス
幅160、140、120 レンジボードや 60食器棚も有り・上置き有り・ブラック、グレーの全 2 色

GT ブラック GT ブラック

メーカー希望小売価格  ￥239,800 メーカー希望小売価格  ￥156,200

税込 税込¥ ¥148,000 95,000
サイズ サイズ幅117　奥行48　高さ202 (cm) 幅59　奥行48　高さ202 (cm)

耐熱180°、硬度 9H の
ドイツ製 高耐久メラミンを
天板に使った、大人気
セラミック柄の食器棚。
フェザーレール仕様の窓ガラ
スは滑りがなめらか。日本製。

Gabbana  160 セラミック柄 レンジボード
材質
注釈

カラー
ドイツ製メラミン・フェザーレール・飛散防止フィルム付きガラス
幅 60、120、140、160 の全４サイズ・シガーナッツ色も有り

クローチェ

メーカー希望小売価格  ￥283,800

税込 ¥165,000
サイズ 幅156　奥行48　高さ203 (cm)
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アメリカンカントリーを
思わせるカップボード。
ワイングラスを逆さまに
吊り下げられる収納が
またおしゃれ。

MONT  105アルダー材 カップボード
材質
注釈

アルダー材 ( オイル塗装 )・強化紙・4mm 強化ガラス
廃盤につき現品限り

メーカー希望小売価格  ￥88,000

税込 ¥74,800
サイズ 幅103.9　奥行45　高さ175 (cm)

展示品に限り特価

¥58,800

和風のご家庭に愛される
定番にして永遠の食器棚。
エコな木材ラバーウッドを
主材とし、引出は丈夫な箱組。
好まれやすい引き戸タイプ。
そして大川職人の安心感。

ランタナ  90 国産ダイニングボード
材質
注釈

カラー
ラバーウッド無垢材 ( ウレタン塗装 )・日本製
ナチュラル色も有り・幅 120cm(引き戸タイプ)、120cm(オープン)サイズも有り

ブラウン

メーカー希望小売価格  ¥90,640

税込 ¥65,800
サイズ 幅90.3　奥行45　高さ180 (cm)

展示品に限り特価

¥55,000
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BAR COUNTER



自宅のキッチンカウンターや
お店のカウンターとしても
シックな雰囲気が作れる
モダンバーカウンター。
95バーカウンターと組み合
わせるとL 字型になります。

自宅のキッチンカウンターや
お店のカウンターとしても
シックな雰囲気が作れる
モダンバーカウンター。
115バーカウンターと組み合
わせるとL 字型になります。

バルブ  115 バーカウンターバルブ  95 バーカウンター
材質
注釈

材質
注釈

カラーカラー
天板・MDF 木目調強化シート
95、115、170 の全 3 サイズ・ブラック、ホワイトの全 2 色

天板・MDF 木目調強化シート
95、115、170 の全 3 サイズ・ブラック、ホワイトの全 2 色

ブラックブラック

メーカー希望小売価格  ￥72,490メーカー希望小売価格  ￥68,090

税込税込 ¥¥ 37,00034,800
サイズサイズ 幅115　奥行43　高さ103.5 (cm)幅95　奥行43　高さ103.5 (cm)

自宅やお店をイカしたカフェ
に早変わりさせるカウンター。
裏面は大容量収納スペース。
前面のマガジンラックに映え
アイテムを飾って、あとは
美味しい珈琲を入れるだけ。

NEITS  120 バーカウンター
材質
注釈

天板：強化紙化粧板 本体：プリント化粧板 マガジン部：MDF（黒塗装） 足置き：ステン巻きパイプ
他色、他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥82,500

税込 ¥49,500
サイズ 幅120　奥行44.5　高さ105 (cm)
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KITCHEN ITEMS



名工・曙工芸製作所が作った 名工・曙工芸製作所が作った

天然カバ材 引出付きワゴン 天然カバ材 引出付きワゴン
幅64　奥行39　高さ70 (cm) 幅64　奥行39　高さ70 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

IY
カバ材 ( ウレタン塗装 )

NA ( ナチュラル ) 色も有り

NA
カバ材 ( ウレタン塗装 )

IY ( ブラウン ) 色も有り

税込 ¥ 18,500 税込 ¥ 18,500
メーカー希望小売価格  ￥21,780 メーカー希望小売価格  ￥21,780

むしろ花台にしてもいい好ルックス

1601 ワゴン
幅66　奥行42　高さ82 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
スチール

CL 色もあり

税込 ¥ 18,000
メーカー希望小売価格  ￥19,800

同じワゴンなら愛着が沸く方がいい

マイカ 60 ワイドワゴン
幅60　奥行38　高さ75 (cm)

カラー
材質

注釈

パイン無垢材 ( オイル塗装 )・スチール

49 サイズも有り ( 構造は異なります )

税込 ¥ 13,800
メーカー希望小売価格  ￥26,400

カラー
材質

注釈

ナチュラル
ラバーウッド

他色、他サイズなし

中棚は取り外してトレーになる

ミント キッチンワゴン
幅59　奥行34　高さ73 (cm)

税込 ¥ 8,180
メーカー希望小売価格  ￥8,180

ウォールナット突板天板。収納力高し

ファイン 幅49 ワゴン
幅49　奥行38　高さ70 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
ウォールナット突板 ( ラッカー塗装 )
スチール製クロームメッキ   [Ｆ★★]
幅38スリムワゴンや幅60ワゴンも有り
ブラウン、ホワイトの全 2 色

税込 ¥ 14,800
メーカー希望小売価格  ￥21,633
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