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www.kokuyo-furniture.co.jp

ファニチャー事業本部

●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
●商品仕様および価格は、2020年2月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、
　あらかじめご了承ください。
●表示価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。販売価格は販売店が独自に
　定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。
●商品の納期、グリーン購入法に関する環境対応状況については、お問い合わせください。

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号







自分らしさを、持ち寄ろう！

この作業はカフェでやろう。

あしたは家で資料づくり。

次の会議はビデオチャットで。

ひとりで働く時間や場所は、だいぶ自由になったけど、

みんなで集まって話し合うシーンはどうだろう？

もっと気楽で、自由に集まれる空間があれば、

働く人々や会社はどう変わるだろう？

たどりついたのは、キャンプのような空間でした。

一人ひとりがリラックスした気分になって、

風通しよく、自分らしく、気楽に話し合える場所。

解放的になる。ちょっとワクワクする。

みんなの距離感が近くなる。会話がどんどん盛り上がる。

ふと何か思いつく。大きなアイデアが生まれる。

「i nGREEN」は、オフィスに心地よい風を連れてきます。
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青空の下で遊ぶように、

ラフに交流しよう。

野原でくつろぐように、

発表を聞こう。

話し合いから少し離れて、

アイデアを考えよう。

木陰で休むように

リラックスして話し合おう。

ひだまりに集まるように、

自然体で話し合おう。
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自然の中に身を置いたときに感じる、あの心地よい感覚を。

一人ひとりがリラックスした気分になって、

風通しよく、自分らしく、気楽に話し合える場所。

そのヒントは、アウトドアにありました。

森の中にテントを張って、みんなでくつろぐ。

野原でテーブルを囲んで、わいわいおしゃべり。

ちょっと木陰に入って、本音トーク。

そんな楽しいひとときを、オフィスの中につくってみよう。

自然に包まれると、人は本能的に心地よさを感じるという、

「バイオフィリア※」の考え方と、

オフィス家具としての機能性を組み合わせて、

今までにない空間をつくってみよう。

このような想いから誕生したのが、「i nGREEN」です。

コクヨの独自調査により、

自然の要素が取り込まれた環境で働いている方が

幸福度を感じやすいことが分かりました。

また、「i nGREEN」のテントでは、通常の会議室よりも

一体感や創造性が上がったという実験結果も得られています。
（リトルソフトウェアとの共同研究結果）

オフィスの中にアウトドアをつくる理由。

それは、単に楽しいからだけではないんです。
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inGREEN

33.9

脳波測定から推定される創造性の評価

創造性が3.8ポイントUP
脳波測定から推定される創造性の評価の結果、通常の会議室と比較して
創造性が3.8ポイントアップしたとの結果が得られました。（有意差なし）

自然の光がある場合
幸福度を「とても感じる」
「感じる」の割合が

室内植物がある場合
幸福度を「とても感じる」
「感じる」の割合が

＊ 脳活性の波形同期を一体感と定義(本検証はアイディアソンのため、対象パラメーターを脳活性に設定)

＊ コクヨ調べ　2019年オフィスホワイトワーカー824名に対するウェブ調査「仕事に関するアンケート」より
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11.8

脳波測定から推定される一体感の評価

（％）

一体感が6.9ポイントUP
脳波測定から推定される一体感の評価の結果、通常の会議室と比較して
一体感が6.9ポイントアップしたとの結果が得られました。（有意差なし）

オフィスの中にアウトドア？

自然の要素をオフィスに取り込むことによる「幸福度の向上」の調査結果 「i nGREEN」で構成された空間における実験結果

※バイオフィリアとは、人が生まれながらにして自然を求める本能があるという概念。
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・2種類のセッティングで30分ずつ、チームによるアイデア出しを実施　・n=36（1チーム6人で6チーム作成）
＊ 有意差なし　＊ チームメンバーは両実験（セッティング）で同じ
＊ 各実験（セッティング）の間には30分以上の休憩を設けた　　共同研究：株式会社リトルソフトウェア
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風通しよく、自分らしく、気楽に話し合える場所をオフィスにどうつくるか。

テント、テーブル、チェアー、スツールや植栽。

個性豊かなプロダクトを組み合わせた、レイアウト例をご紹介します。
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レイアウト例

オフィスの中に、キャンプサイトをつくるなら。

空間の広さや、醸成したい雰囲気に合わせて

inGREENは多彩で自由なレイアウトが可能です。

「フリーキャンプ」レイアウト

floor space：253㎡

seat：75seats

tent：4sets

❶テント（スクエア：８人用）＆ウッドデッキ：ミーティング

❷テント（スクエア：６人用）＆ウッドデッキ：ディスカッション

❸テント（サークル）：1on1ミーティング

❹テーブル＆ベンチ：ミーティング

❺スクリーン＆チェアー：プレゼンコーナー

❻シェード＆ウッドデッキ：ソロコーナー

インテリアの雰囲気を盛り上げるウッドデッキを2箇所に配置。

その上にテントを配置し、ミーティングやディスカッション用のセミクローズ空間に。

窓際には、ひとりでリラックスできるシェードのコーナーも。

オープンエリアにはテーブル＆ベンチを並べ、プロジェクターが投影できる

プレゼンテーションが可能なゾーンも用意。

❹
❷

❸❶

❺

❻

※ABW：Activity Based Workingの略。時間と場所を目的に合わせて自由に選択できる働き方のこと。

ABW※のオフィス空間に、自然と人が集まってくる、心地よい多目的スペースを。

気持ちや距離感もオープンになる会議スペースを。

席の近くで気軽にミーティングできるスペースを。

8,
58
5

キャンプを楽しむように
働けるオフィスに。

活用できていない空間を
憩いの休憩スペースに。
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floor space：100㎡

seat：30seats

tent：3sets

❶テント（スクエア：６人用）＆ウッドデッキ：ミーティング

❷テーブル＆チェアー：ミーティング

❸チェア＆ホワイトボード：ディスカッション

オフィスの中央にウッドデッキを並べ、セミクローズ空間をつくるテントを設置。

メッシュタイプのクロスにすることで視線の抜け感にも配慮しています。

窓際にオープンエリアを設置すれば、多様なシーンをレイアウトできます。

❶

❷ ❸

デスクの合間にウッドデッキとテントを設置し、単調になりがちな空間の雰囲気に変化を。

席から近場のブースをクイックに使用することができるので、仕事の効率アップにも貢献。

floor space：115㎡

seat：39seats

tent：4sets

❶テント（スクエア：８人用）＆

　ウッドデッキ：ミーティング

❷テント（スクエア：６人用）＆

　ウッドデッキ：ディスカッション

❸テント（サークル）：マネージャーブース

❹テーブル＆ベンチ：ミーティング

❺シェード：ソロコーナー

❶

❷

❸❸

❹❺

floor space：50㎡

seat：22seats

tent：1set

❶テント（スクエア：６人用）＆ウッドデッキ：ミーティング

❷テーブル＆チェアー：ミーティング

❸スクリーン：プレゼンコーナー

テーブルとチェアーで、息抜きやランチタイムなどにつかえるリフレッシュコーナーに。

ウッドデッキとテントを配置することで、気軽なミーティングもできます。

floor space：140㎡

seat：44seats

tent：3sets

❶テント（スクエア：８人用）＆

　ウッドデッキ：ミーティング

❷テント（サークル）：ミーティング

❸テント（サークル）：マネージャーブース

❹テーブル＆ベンチ：オープンワークベース

❺スクリーン＆チェアー：プレゼンコーナー

❻シェード：ソロコーナー

140㎡のオフィス全体に、「inGREEN」のアイテムをレイアウト。

キャンプの世界観に浸りながら、ソロワークもチームワークもリラックスしてできます。

❶

❷

❸

❹

❺
❻

❶

❷❸

「センターキャンプ」レイアウト 「ランダムキャンプ」レイアウト 「コーナーキャンプ」レイアウト 「オールキャンプ」レイアウト
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ミーティングブース

プロジェクター用スクリーン

一人用パーティション

ステージ

テーブル/ベンチ

2wayサイドテーブル

スツール

植栽

デザインチェアー
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プロジェクター用スクリーン

一人用パーティション

ステージ

テーブル/ベンチ

2wayサイドテーブル

スツール

植栽

デザインチェアー



まるでキャンプを楽しむように。

心地よく話し合える空間を。

カジュアルかつ開放的なデザインでありながら、

適度な一体感を生み出す

テントモチーフのミーティングブースです。

オフィスでの使用シーンに合わせて仕様や機能面など

細部にも配慮し、最大8人程度の使いやすいサイズ設定に。

クロスは巻き上げることができるので、

遮へいの度合いも調整できます。

スクエア型とサークル型の2タイプをご用意。

ミーティングブース



クロス下部には、靴
当たりなどにも汚れ
にくい 、ビニールレ
ザーを採用。
側 面クロス同 士 は
ファスナーで簡単に
につなげられます。

オプションの天井用ク
ロスは、ルーバーのよう
なデザインになってお
り、上部の開口を保ち
ながらも、テントの中に
居るかのような“囲われ
感”をつくりだします。

スクエア型のテントのクロスは
「メッシュウインドウ」と「クロス」
の2タイプ。
メッシュウインドウタイプは、
メッシュとクロスが2重になって
おり、外側のクロスを巻き上げると
メッシュとなります。外のようす
が見えつつ、適度な遮へい感も得
られます。

ベンチの後ろを立って歩ける余裕のある高さとワイド。
テント内をスムーズに移動することができます。

フレームにはオプションの照明や植物などを吊り下げることも可能。
自由な位置にアレンジできます。

シチュエーションに合わせて、遮へいの度合いが調整できます。
巻き上げたクロスは、トグルボタンにより手軽に固定できます。

＊写真はメッシュウインドウタイプです。



●テント

フレーム形状 張り地種類 品番 価格 W D H 仕様

スクエア8人用

メッシュウインドウタイプ PIG-TA81M-6AM1LU1 ¥689,000
4620 2820 2050

メッシュウインドウ7枚/
コーナー2セット/フレーム

クロスタイプ PIG-TA81C-6AM1LU1 ¥626,000 クロス7枚/
コーナー2セット/フレーム

フレームタイプ PIG-TA81S-6A1 ¥460,000 4600 2800 2050 フレームのみ

スクエア6人用

メッシュウインドウタイプ PIG-TA61M-6AM1LU1 ¥545,000
3420 2820 2050

メッシュウインドウ5枚/
コーナー2セット/フレーム

クロスタイプ PIG-TA61C-6AM1LU1 ¥500,000 クロス５枚/コーナー2セット/
フレーム

フレームタイプ PIG-TA61S-6A1 ¥370,000 3400 2800 2050 フレームのみ

サークル

メッシュタイプ PIG-TB41M-6AM1LU1 ¥508,000
2730 2730 2050

サークル用メッシュ7枚/
フレーム

クロスタイプ PIG-TB41C-6AM1LU1 ¥459,000 サークル用クロス7枚/
フレーム

フレームタイプ PIG-TB41S-6A1 ¥333,000 2710 2710 2050 フレームのみ

●図面 ＊（　）内数値は、フレームタイプの寸法です。

クロス部
（GTM1）

●素材

レザー部
（側面クロス下部）

（VZLU）

フレーム部
（E6A）

スクエア6人用/メッシュウインドウタイプ

スクエア8人用/クロスタイプ

スクエア6人用/フレームタイプスクエア6人用/クロスタイプ

サークル/メッシュタイプ

スクエア8人用/メッシュウインドウタイプ

サークル/クロスタイプ

スクエア8人用/フレームタイプ

サークル/フレームタイプ

メッシュ部
（JDM1）

2820（2800）

3420（3400）

間口1175

2730（2710）

2730（2710）

2820（2800）

4620（4600）

2050 20502050

スクエア6人

スクエア８人

サークル

間口1788

間口1175 間口845

間口1788 間口1788

●テントの選び方

フレーム形状を選ぶ

・スクエア8人用

・スクエア6人用

・サークル

・メッシュウインドウタイプ

・クロスタイプ

セットから選ぶ

（ オプション ）

・フレームタイプに側面／
　コーナークロスを
　オプションで追加する

個別に選ぶ

・フレームタイプ

側面クロスなし

＊取付可能数量にご注意ください。

（スクエアのみ）

＊専用オプション以外は使用しないでください。

STEP
1

天井・照明・植栽を足す

・天井用クロス  p19

・照明  p19

・ハンギンググリーン  p25

（p19参照）

STEP
3

側面クロスの有無を選ぶ

STEP
2

側面クロスあり

・メッシュタイプ（サークルのみ）

フレーム/スチール丸パイプ（φ22.2、焼付塗装）
クロス/ポリエステル、エコPVCレザー
＊クロスは材料の性質上、しわが入りやすい製品です。あらかじめご了承ください。



クロスの構成
スクエアタイプ

サークルタイプ

天井用クロス 天井用クロス

コーナー
コーナー

入口
＊入口部にクロスは取り付けられません。＊入口部にクロスは取り付けられません。

入口

★：側面クロス
8人用は最大7枚、6人
用は最大 5 枚、コー
ナークロスは最大2
セット取付可能。（コー
ナークロスは1品番に
つき左右1枚ずつが含
まれています）

▲：サークル用側面
クロス最大7枚取付
可能。

▲
▲ ▲

▲

▲

▲
▲

●照明

●植栽

●側面クロス　

品名 品番 価格

天井用クロス単品

スクエア8人用 PIG-CL8C-M11 ¥70,000

スクエア6人用 PIG-CL6C-M11 ¥50,000

サークル PIG-CLBC-M11 ¥45,000

品名 品番 価格

スクエア用
クロスタイプ PIG-CSAC-M1LU1 ¥18,000

メッシュウインドウタイプ PIG-CSAM-M1LU1 ¥27,000

スクエア用コーナークロスタイプ（左右1枚ずつセット） PIG-CCAC-M1LU1 ¥20,000

サークル用
クロスタイプ PIG-CSBC-M1LU1 ¥18,000

メッシュタイプ PIG-CSBM-M1LU1 ¥25,000

品名 品番 価格

テント用照明

ライトソケット PIGA-S01263-BK1 ¥4,200

ライトシェード PIGA-C01-DG1 ¥4,200

電球 PIGA-B0126-1 ¥5,200

延長コード PIGA-E012-BK1 ¥3,000

＊  ライトソケット、ライトシェード、電球
は有限会社リンインクープの製品
です。

＊  延長コードは、株式会社ヤザワコー
ポレーションの商品です。

＊ 天井用クロスを採用の場合は、設置条件などを
  担当営業にお問い合わせください。

＊フレームタイプの本体に追加する場合

クロス部
（GTM1）

●素材

レザー部
（側面クロス下部）

（VZLU）

メッシュ部
（JDM1）

スクエア6人用スクエア8人用 サークル

ソケット仕様：中間スイッチ付き、色：黒、適合電球：E26 電球型蛍光灯、E26 LED電球 max25W、E26 白熱電球 /
max40W（ランプ別売）、定格電圧：100V 50/60HZ、入力電流：0.4A/コード長3m　シェード仕様：色：ダークグレー /
サイズφ125×H190　電球仕様：LED電球 （LED専用調光器対応型）、口金：E26、定格電圧：100V 50/60HZ、
消費電力：4.0W、入力電流：46mA、明るさ：白熱電球15W相当＝140lm、色温度：電球色=2000K
延長コード仕様：コード長2m、結束バンド4本入り

クロス コーナークロスメッシュウインドウ

スクエア用

クロス メッシュ

サークル用

テントフレームに取付可能な照明です。
ぬくもりを感じる光により、居心地のよい
空間を演出します。

テントのフレームに吊り下げ可能な植栽、
「inGREEN Plant」もご用意しております。
詳しくはp24-25をご覧ください。

ライトソケット 電球ライトシェード 延長コード

・スクエア用テント（8人用）には
  各2個ずつご注文ください。

・スクエア（6人用）/サークルには
  各1個ずつご注文ください。

1055

1810

870

1055

1810

870

1810

730

1810

730

1220

1810

1210

1220

1810

1210

スクエア用クロス

クロス クロス メッシュメッシュウインドウ

スクエア用コーナークロス サークル用クロス

＊取付イメージ
●天井用クロス　



意見も、質問も、風通しよく。

プレゼンテーションを、

もっと自由に。

品名 品番 価格 W D H

スクリーン BSN-01F080B-6A1 ¥125,000 2745 708 1900

フレーム/スチール丸パイプ（φ22.2、焼付塗装）
スクリーン/PVC（スクリーン幕）

スクリーン幕仕様/80インチ対応（投影有効寸法1870×995）

プロジェクター用スクリーン 

野外シネマのような空間を演出する

開放的なスクリーン。

情報共有やプレゼンテーションを、

形式ばったスタイルから、

風通しのいいコミュニケーションの場に

変えていきます。

2745

950（フックピッチ）

708

19001870

995

●素材

フレーム部
（E6A）



設置するだけで空間の印象を開放
的に変える、天然木を使用したウッド
デッキ。オプションの配線カバーを
取り付ければ、床からの配線の取り回
しも簡単です。

品名 品番 価格 W D H

シェード PIG-TC12M-6AM1LU1 ¥99,000 1360 912 1800

上部と背面を覆うことで、適度なパーソナルスペースをつくりだすシェード。
ひとりで考える時間にくつろぎをもたらします。

配線穴が開いたカバーを取り付けることで、床からコンセントを
立ち上げることができます。

フレーム/スチール丸パイプ（φ22.2、焼付塗装）
クロス/ポリエステル、エコPVCレザー
＊クロスは材料の性質上、しわが入りやすい製品です。あらかじめご了承ください。

本体・配線カバー / 天然木・集成材
＊天然木を使用しているため、色や木目にバラツキがあります。木材の特性で木口は色が濃くなりますが、製品の不具合ではありません。

●配線カバー

隣り合う辺の数量を
お求めください。

●連結金具 ●連結金具取付位置

●素材

ウッドデッキ
（WF2）

正面 側面

1800

1360 912

一人用パーティション  ステージ

品名 品番 価格 W D H

本体
W1800 BWD-IGK1809-WF21 ¥113,000 1800 900 100

W900 BWD-IGK0909-WF21 ¥80,000 900 900 100

オプション
配線カバー BWDA-IGW1-WF21 ¥9,600 900 150 55

連結金具 BWDA-IGC1-1 ¥1,500 75 30 50

グレー網かけ部分は配線カバーに取り替え可能

W900

W1800

配線カバー

900

900

900

1800

100100

30

30

4コ 3コ

3コ 8コ

クロス部
（GTM1）

●素材

メッシュ部
（JDM1）

レザー部
（側面クロス下部）

（VZLU）

フレーム部
（E6A）



天然木の表情が、開放的な空間を演出。

機能性も併せ持つテーブルとベンチ。

WD2
OSB

●カラーサンプル

WD6
スノコ

（エイジンググレー）

WD4
スノコ

（エイジングブラウン）

テーブル/ベンチ

屋外用家具のようなデザインと、

オフィス家具としての機能性を併せ持つテーブルとベンチです。

設置するだけでカジュアル&ラフな空間を演出。

ちょっと腰かけての会話や休憩、短時間の作業など、使い方は自由自在です。

コンセントはオプションを使うことで天板裏に収納可能。 個々に異なる天然木ならではの表情を残したカジュアルな
デザイン。

●オプション

電源コンセント（3口） ワイヤリングポケット（2枚入り）

Table

Bench

＊天然素材のため、色のムラや凸凹があります。



上面

側面側面 正面

∅900
1075

1655 748

1800/1500

木目方向
スノコ: :778
OSB::800

718

木目方
向

スノコ: :720
OSB::718

1800/1500

1800/1500

390

木目方向
スノコ: :388
OSB::400

スノコ: :420
OSB::418

天板・座板/＜OSBタイプ＞積層材（OSB）、ポリウレタン塗装　天板厚み：22mm
＜スノコタイプ＞ブナ材、ポリウレタン塗装　スチール、粉体塗装　天板厚み：24mm
脚/ブナ材、ポリウレタン塗装　フレーム/スチール、粉体塗装
アジャスター/樹脂成型品（ポリエチレン）

＊配線オプションはW1800/1500タイプには4個取付可能。
  丸テーブル（φ900）には取付できません。

天板/積層材（OSB）、ポリウレタン塗装　フレーム/スチール、粉体塗装　床当たり材/樹脂成型品（ナイロン）
脚先キャップ/樹脂成型品（ポリエチレン）
＊座ることはできません。

座板/積層材（OSB）、ポリウレタン塗装
脚/丸鋼φ9、クロームメッキ、メラミン焼付塗装
＊この製品はスタックできません。

置く向きを変えることで2パターンの高さで使用できるサイドテーブル。
手もとにコンセントを配することも可能です。

腰かけたり、飲み物やケータイ、手帳など、
ちょっとした小物を置いたりするのにも便利なスツール。

ロータイプのPCテーブルとして（H502）

小物置きとして（天板高さH352） プロジェクター台として（天板高さH352）

Table

Bench

2wayサイドテーブル スツール

品名 品番 価格 W D H

サイドテーブル TIG-Z0504L-E6AWD21 ¥62,000 502 400 402

オプション 電源コンセント XY-BECTB ¥5,300 − − −

品名 品番 価格 W D H

スツール CK-750E6WD2 ¥39,400 405 405 432

天板部
（OSB） 座面部

（OSB）

側面

400

∅400

木
目
方
向

∅405

432

品名 品番 価格 W D H

OSB
W1800 NIG-B1804Z-W2BWD21 ¥136,200 1800 400 418

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD21 ¥133,200 1500 400 418

スノコ
（エイジングブラウン）

W1800 NIG-B1804Z-W2BWD41 ¥154,200 1800 388 420

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD41 ¥149,200 1500 388 420

スノコ
（エイジンググレー）

W1800 NIG-B1804Z-W2BWD61 ¥154,200 1800 388 420

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD61 ¥149,200 1500 388 420

品名 品番 価格 W D H

OSB

W1800 TIG-K1808M-W2BWD21 ¥169,800 1800 800 718

W1500 TIG-K1508M-W2BWD21 ¥164,800 1500 800 718

φ900 TIG-C0909M-W2BWD21 ¥159,200 1075 1075 718

スノコ
（エイジングブラウン）

W1800 TIG-K1808M-W2BWD41 ¥198,800 1800 778 720

W1500 TIG-K1508M-W2BWD41 ¥188,800 1500 778 720

スノコ
（エイジンググレー）

W1800 TIG-K1808M-W2BWD61 ¥198,800 1800 778 720

W1500 TIG-K1508M-W2BWD61 ¥188,800 1500 778 720

オプション
電源コンセント XY-BECTB ¥5,300 − − −

ワイヤリングポケット
（２枚入り） MTA-BMWC1N ¥8,600 − − −

●テーブル

●ベンチ
502400

402

木目方向

木目方向

●素材
●素材

フレーム部
（E6A） フレーム部

（E6）

テーブル（6分割）

ベンチ（3分割）

＊スノコタイプの場合は
  天板および座面部が
  分割されています。



空間の印象を、手軽に、心地よく。

植栽

メンテナンスに手間がかからず、

手軽に空間の印象を変えることができる人工植物のラインアップです。

設置式と吊り下げ式の2タイプをご用意。

本物らしい高いクオリティを実現。

テントフレームに吊るすことも可能です。



300

1800

310

1600

700

ボダイジュ ストレチア
600

300

310

●S字フック

＊S字フックはテントフレーム取付用です。
  ハンギンググリーン１個につき1個ご注文ください。

吊りアルミ
吊りホグラ草

吊りアルミ
吊りホグラ草

ポリストーン

アイビー スマイラックス

バンブー

人工植物SW SB WB WY

ポリストーン

ボダイジュ ストレチア

バンブー

プラントボックス

品名
品番 価格 W D H

人工植物 鉢カバー

アイビー
吊りアルミ AEG-HSIV05-CP1 ¥21,800 400 400 640

吊りホグラ草 AEG-HSIV06-1 ¥14,600 400 400 890

スマイラックス
吊りアルミ AEG-HSSL05-CP1 ¥21,800 400 400 640

吊りホグラ草 AEG-HSSL06-1 ¥14,600 400 400 890

吊り下げオプション S字フック XY-BLSFE6AN ¥1,400 − − −

ハンギンググリーン（人工植物と鉢カバーのセット）

品名 品番 価格 W D H

ボダイジュ AEG-BD01-1 ¥62,000 600 600 1800

ストレチア AEG-ST01-1 ¥62,000 700 700 1600

人工植物　＊プランター（樹脂・ホワイト色）が付属します。

ハンギンググリーン
＊ 人工植物は、 株式

会社シード・トレー
ディングの製品です。

＊ プラントボックス
は、 株式会社ヤマ
テーの製品です。

＊ 社外品のため、コ
クヨ環境基準の対
象外です。

品名 品番 価格 W D H

ポリストーン APB-S03S38-□1 ¥57,000 380 380 380

バンブー APB-S04B42-■1 ¥35,000 420 420 370

プラントボックス（人工植物は含まない）

＊□には、SW/SB が、■には WB/WY が入ります。

●人工植物 ●ハンギンググリーン

●プラントボックス

ボダイジュ：幹/天然植物特殊加工、葉/ポリエステルクロス、小枝/鋼線入樹脂成型
ストレチア：幹/鋼線入樹脂成型、葉/ポリエステルクロス、小枝/鋼線入樹脂成型　アイビー・スマイラックス：葉/ポリエステルクロス
吊りアルミ：鉢/アルミ　吊りホグラ草：鉢/ホグラ草　ポリストーン：本体/ポリストーン　バンブー：本体/竹、水草

160140

400400

730500

160140

スマイラックス／吊りホグラ草アイビー／吊りアルミ

160140

400400

730500

160140

スマイラックス／吊りホグラ草アイビー／吊りアルミ

420

370

380

380

420

370

380

380

＊人工植物・ハンギンググリーンは、 形状や色に個体差があります。



座り心地のよさと実用性を兼ね備えたLafuma社のデザインチェアー。気分をほぐし、
リラックスしたムードを演出します。軽量で折りたたみ可能です。

デザインチェアー

SPHINXはクッション性の高い張り地を使用しています。 BUBBLEは4段階で背もたれ角度を変えられます。

品名 品番 価格 W D H 座面高さ

POPUP　 グレ XLF-K1BF2C-GRE1 ¥25,800 910 830 870 350

POPUP　 カリー XLF-K1BF2C-CUR1 ¥25,800 910 830 870 350

SPHINX　ラテ XLF-K2GF2C-LAT1 ¥60,000 910 830 870 350

SPHINX　オーキッド XLF-K2GF2C-ORC1 ¥60,000 910 830 870 350

BUBBLE　アルドワーズ XLF-K3BF2C-ARD1 ¥29,000 620 960 920 380

＊Lafuma社の製品です。

GRE
グレ

●カラーサンプル

POPUP（ポップアップ）

BUBBLE（バブル）SPHINX（スフィンクス）

LAT
ラテ

ORC
オーキッド

ARD
アルドワーズ

CUR
カリー

グレ

ラテ オーキッド アルドワーズ

カリー

仕様
＜POPUP＞背座/張り地：ポリエステル、脚/スチールパイプ　＜SPHINX＞背座/クッション：ポリエステル、張り地：ポリエステル、脚/
スチールパイプ　＜BUBBLE＞背座/クッション：ポリウレタン、張り地：コットン、ポリエステル、脚/スチールパイプ

折りたたみ時のイメージPOPUP SPHINX BUBBLE
POPUP/SPHINX

910

350

870

830 910

350

870

830

1240

840-960

770-920

320-380

620

BUBBLE

＊社外品のため、コクヨ環境基準の対象外です。



inGREEN Tent  〈スクエア/8人用/フレームタイプ〉PIG-TA81S-6A1 ×1

 〈天井用クロス単品/スクエア８人用〉PIG-CL8C-M11 ×1

 〈スクエア用クロス/クロスタイプ〉PIG-CSAC-M1LU1 ×5

 〈スクエア用クロス/メッシュウインドウタイプ〉PIG-CSAM-M1LU1 ×2

 〈コーナータイプ〉PIG-CCAC-M1LU1 ×2

 〈テント用照明/ライトソケット〉PIGA-S01263-BK1 ×2

 〈テント用照明/ライトシェード〉PIGA-C01-DG1 ×2

 〈テント用照明/電球〉PIGA-B0126-1 ×2

 〈テント用照明/延長コード〉PIGA-E012-BK1 ×2

inGREEN Plant 〈ハンギンググリーン/スマイラックス/吊りホグラ草〉

  AEG-HSSL06-1 ×1

 〈ハンギンググリーン/アイビー/吊りアルミ〉

  AEG-HSIV05-CP1 ×1

 〈吊り下げオプション S字フック〉XY-BLSFE6AN ×2

inGREEN Table/Bench〈テーブル/W1800/スノコエイジングブラウン〉

  TIG-K1808M-W2BWD41 ×1

 〈ベンチ/W1800/スノコエイジングブラウン〉

  NIG-B1804Z-W2BWD41 ×2

inGREEN WoodDeck 〈本体W1800 〉BWD-IGK1809-WF21 ×12

 〈配線カバー〉BWDA-IGW1-WF21 ×1

 〈連結金具〉BWDA-IGC1-1 ×17

inGREEN Plant 〈人工植物/ボダイジュ〉AEG-BD01-1 ×1

 〈プラントボックス/ポリストーン〉APB-S03S38-SB1 ×1

inGREEN Screen 〈スクリーン〉BSN-01F080B-6A1 ×1

Lafuma Chair 〈POPUP カリー〉XLF-K1BF2C-CUR1 ×1

 〈SPHINX ラテ〉XLF-K2GF2C-LAT1 ×2

 〈SPHINX オーキッド〉XLF-K2GF2C-ORC1 ×1

inGREEN SideTable 〈サイドテーブル〉TIG-Z0504L-E6AWD21 ×1

inGREEN Stool 〈スツール〉CK-750E6WD2 ×1

Total ¥2,803,700

Total ¥432,200

inGREEN Table/Bench〈テーブル/OSB/W1800〉TIG-K1808M-W2BWD21 ×1

 〈ベンチ/OSB/W1800〉NIG-B1804Z-W2BWD21 ×2

Total ¥442,200

inGREEN Tent 〈サークル/フレームタイプ〉PIG-TB41S-6A1 ×1

 〈サークル用クロス/クロスタイプ〉PIG-CSBC-M1LU1 ×4

 〈サークル用クロス/メッシュタイプ〉PIG-CSBM-M1LU1 ×3

 〈天井用クロス単品/サークル用〉PIG-CLBC-M11 ×1

 〈テント用照明/ライトソケット〉PIGA-S01263-BK1 ×1

 〈テント用照明/ライトシェード〉PIGA-C01-DG1 ×1

 〈テント用照明/電球〉PIGA-B0126-1 ×1

 〈テント用照明/延長コード〉PIGA-E012-BK1 ×1

inGREEN Plant 〈ハンギンググリーン/スマイラックス/吊りホグラ草〉AEG-HSSL06-1 ×1

 〈ハンギンググリーン/アイビー/吊りアルミ〉AEG-HSIV05-CP1 ×1

 〈吊り下げオプション S字フック〉XY-BLSFE6AN ×2

Lafuma Chair 〈POPUP カリー〉XLF-K1BF2C-CUR1 ×1

 〈SPHINX ラテ〉XLF-K2GF2C-LAT1 ×1

 〈SPHINX オーキッド〉XLF-K2GF2C-ORC1 ×1

inGREEN SideTable 〈サイドテーブル〉TIG-Z0504L-E6AWD21 ×1

inGREEN Stool 〈スツール〉CK-750E6WD2 ×1

Total ¥828,000

inGREEN Shade 〈シェード〉PIG-TC12M-6AM1LU1 ×1

inGREEN SideTable 〈サイドテーブル〉TIG-Z0504L-E6AWD21 ×1

Lafuma Chair 〈BUBBLE〉XLF-K3BF2C-ARD1 ×1

inGREEN Plant 〈人工植物/ボダイジュ〉AEG-BD01-1 ×1

 〈プラントボックス/ポリストーン〉APB-S03S38-SB1 ×1

Total ¥309,000

組み合わせ例



フレーム形状 張り地種類 品番 価格 W D H 仕様

スクエア8人用

メッシュウインドウタイプ PIG-TA81M-6AM1LU1 ¥689,000
4620 2820 2050

メッシュウインドウ7枚/コーナー2セット/フレーム

クロスタイプ PIG-TA81C-6AM1LU1 ¥626,000 クロス7枚/コーナー2セット/フレーム

フレームタイプ PIG-TA81S-6A1 ¥460,000 4600 2800 2050 フレームのみ

スクエア6人用

メッシュウインドウタイプ PIG-TA61M-6AM1LU1 ¥545,000
3420 2820 2050

メッシュウインドウ5枚/コーナー2セット/フレーム

クロスタイプ PIG-TA61C-6AM1LU1 ¥500,000 クロス５枚/コーナー2セット/フレーム

フレームタイプ PIG-TA61S-6A1 ¥370,000 3400 2800 2050 フレームのみ

サークル

メッシュタイプ PIG-TB41M-6AM1LU1 ¥508,000
2730 2730 2050

サークル用メッシュ7枚/フレーム

クロスタイプ PIG-TB41C-6AM1LU1 ¥459,000 サークル用クロス7枚/フレーム

フレームタイプ PIG-TB41S-6A1 ¥333,000 2710 2710 2050 フレームのみ

スクエア
メッシュウインドウタイプ クロスタイプ

サークル
メッシュタイプ

フレームタイプ

クロスタイプ フレームタイプ

ラインアップ一覧

品名 品番 価格 W D H

本体
W1800 BWD-IGK1809-WF21 ¥113,000 1800 900 100

W900 BWD-IGK0909-WF21 ¥80,000 900 900 100

オプション
配線カバー BWDA-IGW1-WF21 ¥9,600 900 150 55

連結金具 BWDA-IGC1-1 ¥1,500 75 30 50

品名 品番 価格 W D H

スクリーン BSN-01F080B-6A1 ¥125,000 2745 708 1900

シェード PIG-TC12M-6AM1LU1 ¥99,000 1360 912 1800

品名 品番 価格

天井用クロス単品

スクエア8人用 PIG-CL8C-M11 ¥70,000

スクエア6人用 PIG-CL6C-M11 ¥50,000

サークル PIG-CLBC-M11 ¥45,000

スクエア用クロス　
クロスタイプ PIG-CSAC-M1LU1 ¥18,000

メッシュウインドウタイプ PIG-CSAM-M1LU1 ¥27,000

スクエア用コーナークロスタイプ（左右1枚ずつセット） PIG-CCAC-M1LU1 ¥20,000

サークル用クロス
クロスタイプ PIG-CSBC-M1LU1 ¥18,000

メッシュタイプ PIG-CSBM-M1LU1 ¥25,000

テント用照明

ライトソケット PIGA-S01263-BK1 ¥4,200

ライトシェード PIGA-C01-DG1 ¥4,200

電球 PIGA-B0126-1 ¥5,200

延長コード PIGA-E012-BK1 ¥3,000

＊ 天井用クロスを採用の場合は、設置条件などを担当営業にお問い合わせください。　＊  ライトソケット、ライトシェード、電球は有限会社リンインクープの製品です。　＊  延長コードは、株式会社ヤザワコーポレーションの製品です。

クロスタイプ

スクエア8人用 スクエア6人用 サークル

メッシュウインドウタイプ メッシュタイプ

ライトソケット

シェードスクリーン

電球ライトシェード 延長コード



＊表示価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。　＊商品の寸法はmm単位です。

品名 品番 価格 W D H

OSB

W1800 TIG-K1808M-W2BWD21 ¥169,800 1800 800 718

W1500 TIG-K1508M-W2BWD21 ¥164,800 1500 800 718

φ900 TIG-C0909M-W2BWD21 ¥159,200 1075 1075 718

スノコ
（エイジングブラウン）

W1800 TIG-K1808M-W2BWD41 ¥198,800 1800 778 720

W1500 TIG-K1508M-W2BWD41 ¥188,800 1500 778 720

スノコ
（エイジンググレー）

W1800 TIG-K1808M-W2BWD61 ¥198,800 1800 778 720

W1500 TIG-K1508M-W2BWD61 ¥188,800 1500 778 720

オプション
電源コンセント XY-BECTB ¥5,300 − − −

ワイヤリングポケット（2枚入り） MTA-BMWC1N ¥8,600 − − −

Table

品名 品番 価格 W D H

OSB
W1800 NIG-B1804Z-W2BWD21 ¥136,200 1800 400 418

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD21 ¥133,200 1500 400 418

スノコ
（エイジングブラウン）

W1800 NIG-B1804Z-W2BWD41 ¥154,200 1800 388 420

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD41 ¥149,200 1500 388 420

スノコ
（エイジンググレー）

W1800 NIG-B1804Z-W2BWD61 ¥154,200 1800 388 420

W1500 NIG-B1504Z-W2BWD61 ¥149,200 1500 388 420

Bench

品名
品番 価格 W D H

人工植物 鉢カバー

アイビー
吊りアルミ AEG-HSIV05-CP1 ¥21,800 400 400 640

吊りホグラ草 AEG-HSIV06-1 ¥14,600 400 400 890

スマイラックス
吊りアルミ AEG-HSSL05-CP1 ¥21,800 400 400 640

吊りホグラ草 AEG-HSSL06-1 ¥14,600 400 400 890

吊り下げオプション　S字フック XY-BLSFE6AN ¥1,400 − − −

品名 品番 価格 W D H

ポリストーン APB-S03S38-□1 ¥57,000 380 380 380

バンブー APB-S04B42-■1 ¥35,000 420 420 370

品名 品番 価格 W D H

ボダイジュ AEG-BD01-1 ¥62,000 600 600 1800

ストレチア AEG-ST01-1 ¥62,000 700 700 1600

ハンギンググリーン（人工植物と鉢カバーのセット）

プラントボックス（人工植物は含まない）

人工植物

＊□には、SW/SBが、■にはWB/WYが入ります。　＊人工植物は、株式会社シード・トレーディングの製品です。　＊プラントボックスは、株式会社ヤマテーの製品です。　＊社外品のため、コクヨ環境基準の対象外です。 

＊プランター（樹脂・ホワイト色）が付属します。

品名 品番 価格 W D H 座面高さ

POPUP　 グレ XLF-K1BF2C-GRE1 ¥25,800 910 830 870 350

POPUP　 カリー XLF-K1BF2C-CUR1 ¥25,800 910 830 870 350

SPHINX　ラテ XLF-K2GF2C-LAT1 ¥60,000 910 830 870 350

SPHINX　オーキッド XLF-K2GF2C-ORC1 ¥60,000 910 830 870 350

BUBBLE　アルドワーズ XLF-K3BF2C-ARD1 ¥29,000 620 960 920 380

＊Lafuma社の製品です。　＊社外品のため、コクヨ環境基準の対象外です。 

Side Table

品名 品番 価格 W D H

サイドテーブル TIG-Z0504L-E6AWD21 ¥62,000 502 400 402

オプション 電源コンセント XY-BECTB ¥5,300 − − −

品名 品番 価格 W D H

スツール CK-750E6WD2 ¥39,400 405 405 432

Stool

＊配線オプションはW1800/1500タイプには4個取付可能。丸テーブル（φ900）には取付できません。



コクヨお客様相談室 受付時間 : 9時～17時（土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く）

www.kokuyo-furniture.co.jp

ファニチャー事業本部

●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
●商品仕様および価格は、2020年2月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、
　あらかじめご了承ください。
●表示価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。販売価格は販売店が独自に
　定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。
●商品の納期、グリーン購入法に関する環境対応状況については、お問い合わせください。

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
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