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１．ご挨拶 

 

はじめまして。 

この度は『オーダー家具大辞典』をダウンロードして下さり誠に有難うございます。

GNASH（ナッシュ）/有限会社ジョイクラフトの内山と申します。この資料では『オーダ

ー家具』について私の知り得るすべてをお伝えさせて頂きたいと思います。 

 

私はオーダー家具の仕事に20年、携わってきました。製作・施工・メンテナンスから

見積り、打合せまで一通りの知識を持っています。工場で家具を製作し作る喜びを学

び、現場で家具を施工し、施工力の重要性と建物との納まりを学んできました。工場

では好きなだけ残業ができるのですが、現場では終了時間が決まっているのでそう

はいきません。時間内で施工を完了させるための段取りも学ぶことができました。 

 

工場ではいつもキャパオーバー気味になりながら、時には 2交代制のシフトで徹底

的に家具作りに打ち込んできました。つらいと思ったこともありますが、ここで培ったベ

ースが土台となり家具作りには絶対的な自信を持てたことは大きな財産となっていま

す。今では工場を離れ打合せをメインに動いていますが、年間を通し自分でもびっくり

するくらいの打合せの機会を頂いております。 

 

『オーダー家具が欲しい！』というお客様は皆さんパワーを持っていて、その想いに

応えたいというのが今の自分の原動力です。本当のオーダー家具というのはお客様

と工場が一緒になって創り上げていく『作品』なのだと強く実感しています。 

 

完成した家具と対面した時のお客様の笑顔は励みとなりここまで頑張ってくること

ができました。そしてもっと多くの方にオーダー家具の魅力を伝えたいと思うようにな

りました。 

 

この資料では皆様の知りたい、聞いてみたい『オーダー家具』の魅力をお伝えして

いきたいと思っております。少しでも皆様のお役に立つことができればこの上ない幸

せです。 

 

平成 28年 2月吉日 

有限会社ジョイクラフト 代表取締役 

内山 賢一 
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２．オーダー家具の魅力 

オーダー家具とは 

 

オーダー家具と聞いてまだまだピンとこない方も多いかと思います。同義語に注文

家具、特注家具など名称もたくさんあり、量販店のなどの店舗に買いに行くものでも

ありません。値段が高い、敷居が高い、不安要素が多い、面倒くさそうなど負のイメー

ジが先行しがちです。 

 

しかし、どの不安も解決できるものであり、作り手とお客様がしっかりと協力関係を

築くことができればとても魅力的な製品なのです。 

 

家具は日常の生活とは切り離せない、インテリアの主役です。その主役をより魅力

的にすることも、実用的にすることもできるのです。 

 

自分が思い描いていたデザインで収納にありがちな妥協を捨て、しかも同じものは

二つと存在しないあなただけの『世界で一つの家具』として出来上がります。 

 

オーダー家具とは、買いに行く家具ではなく「叶える家具」なのです。 
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オーダー家具のメリット 

 

ここでは、オーダー家具のメリットについてご紹介いたします。私が実感しているの

は、オーダー家具は非常に満足度の高い商品だということです。 

 

・自分の叶えたかった（理想の）デザインや収納のコダワリを実現できる 

・寸法を細かく調整できるので有効な空間利用が可能 

・マンションの梁等にも有効に対応できる 

・耐震性に優れている 

・長期間（20年から場合によっては 30年以上）使用できる 

・素材や色なども自分の好みを反映できる 

・間接照明やミラー、金属なども好みに応じて有効利用することができる 

 

納品に立ち会った際には、お客様が出来上がった家具と対面して感動、又は喜ぶ

姿を見ることができます。立ち合いの出来なかった物件でも、後日送って頂けるアン

ケートを拝見すると、やはり満足をして頂いている様子が伺えます。 

 

お客様の思い描いていたデザインは、コーディネーターによって機能性や収納力、

納まりがとことん検証されます。そこで作図された図面をもとに、経験豊富な工場で製

作されていきます。 

 

このような過程で製作された家具は、『製品』というよりは、お客様と共同で手掛け

る『作品』として感じられることでしょう。 
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オーダー家具のデメリット 

 

一方、オーダー家具のデメリットとしては、どのようなことが考えられるでしょうか。 

 

・既製品と比べると価格が高い 

・受注生産なので完成までの納期がかかる 

・どこに頼んだらいいのか分かりづらい 

・定価がないので同じ形状・仕様でも金額がマチマチ 

・何度も打ち合わせが必要 

・完成品は施工当日まで見ることができない 

・構造や納まりが複雑になる場合、対応できる工場が限られる 

 

…などが挙げられます。しかし、これらのデメリットは１つ１つ解決できます。 

 

確かに、オーダー家具は既製品と比べると価格は高いです。しかし、オーダー家具

の耐用年数は２０年以上もあります。気に入った物を長く使いたい方にとっては、オー

ダー家具の方がトータルでは安くなる場合もあるのです。 

 

また、打ち合わせや納期に時間がかかることも、オーダー家具の醍醐味です。 

理想の家具がやってくるまでのプロセスと割り切ってしまえば、期待に変えることが

できます。 

 

ただ、どうしても慎重にならなければいけないのが「オーダー家具をどこに頼むか」

というところです。現在、オーダー家具を提供しているところは、下記の通りさまざまで

す。同時に、それぞれにメリットやデメリットがあります。 

 

・マンションのオプション家具 

・オーダー家具専門店 

・ハウスメーカー 

・設計事務所 

・工場直営店 など 

 

同じ製品であればなるべく安く、そしてしっかりとした家具を手に入れたいですよね。

後章では、見積りの取り方から自分に適した依頼先を選定する方法などを詳しく説明

させて頂きます。  
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デッドスペースの有効活用 

 

オーダー家具の最大のメリットは、デッドスペースを有効に活用することが出来る

点です。空間をムダなく最大限に利用し、収納力を高めることが出来ます。 

 

建物の各部屋の壁寸法はマチマチで壁から壁、床から天井と既製品の家具ではな

かなかピッタリとはいきません。中途半端に空間にムダが残ってしまう場合が多いか

と思います。せっかく気に入ったデザインの家具を見つけても、小さかったり大きかっ

たりと妥協が必要です。マンションの場合は、梁や PS（パイプスペース）があるので尚

更です。 

 

オーダー家具なら、建物の造りによってデザインを妥協する必要はありません。む

しろ、梁やパイプスペースもデザインに取り込むことができます。そして後付感がなく、

はじめから建物に家具が作り付けてあったかのように見せることができます。 

 

また空間を有効利用するということは、収納力を MAXで増やすことができるという

ことです。収納する物に合わせて各ユニットを作り込むので、収納の面でも妥協をしな

くてよいのです。 

 

家具のデザインをしていく工程では、『デッドスペースをいかに有効活用するか』を、

常に意識しています。 

 

 

 窓周辺はデッドスペースになりがちですが・・・ 
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デッドスペース活用例 

  

デッドスペースの有効活用 

わずかなスペースも収納に 

デッドスペースの有効活用 

Ｌ型収納でスペースを使い切る 

  

梁部分もムダなく収納に 
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ＢＥＦＯＲＥ 

 

ＡＦＴＥＲ 

変形壁を・・・ 
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ＢＥＦＯＲＥ 

 

ＡＦＴＥＲ 

天井が斜めでも・・・ 
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オーダー家具と既製品の違い 

 

既製品の場合は、決められたデザインや寸法、価格の中から自分で選ぶ必要があ

ります。その為、価格は満足できても、どこかに妥協をしなければいけない場合があ

ります。それでも納得できるのであれば、家具選びは成功ということになります。 

 

しかし、「何か納得がいかない」、「デザインや寸法も自分のコダワリを反映させた

い」という場合は、オーダー家具を検討する事になります。 

 

私は普段、オーダー家具の打合せをしていてコダワリを持っている方とお話をする

機会が多いのですが、皆さんパワーがあります。何とかして自分の理想の家具を創り

たい、と色々なリクエストを持っています。 

 

一見、難しそうな造りや納まりを、知恵を絞りながら提案し、お客様に喜んで頂けた

ときは心の中でガッツポーズです。 

 

既成品は、作り手からユーザーまでが一方通行です。対して、オーダー家具は、双

方の意思の疎通から、「世界に一つだけの家具」が生まれます。 

 

価格面では、既製品よりオーダー家具の方が高くなる場合が多いですが、満足度・

収納力・耐用年数までをトータルに考慮すると、充分コストを吸収できると思います。 

 

既製品は『作られたもの』、オーダー家具は『創りあげるもの』なのです。 
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オーダー家具だからできるこんなこと 

この章ではオーダー家具だからできるこんなことをご紹介します。 

 

（１）既存のキッチンや建具などとの面材合わせ 

面材を合わせて製作をすると統一感が UP します。（一部対応不可な場合あり） 

  

  

キッチンの面材合わせ 
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（２）マンション特有の梁やパイプスペースなどをうまくかわしている例 

 

壁の形状に合わせての製作は収納力を最大限にすることが可能です。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

梁があっても問題なし 

梁下もデザインの一部に 

天板はＬ型加工で壁に対応 

梁下も収納に 
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（３）コンセントや点検口をうまく処理した例 

 

コンセントは家具内部に移設する方法と、既存の場所のまま部材をくり抜き加工を

して対応する場合があります。コンセントだけではなく配線ルートも都度、検証しご提

案をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

換気孔を 

うまくかわしています 

家具内部に 

コンセントを移設 

移設できないコンセントは

欠き込みで対応 
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点検口があっても大丈夫。収納には差支えの無い様加工をし、点検もできる様な

加工をします。フタを外すと点検口があり、メンテナンス・点検が可能です。 

 

 
 

 

 

 

  

フタを外すと点検口があり、 

メンテナンス・点検が可能です。 
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（４）金属やガラス等の素材を取り入れた例 

 

オーダー家具では必要に応じて鏡、ガラス、金属、石等の素材も取り入れます。アク

セントになる他、金属は補強の意味で使用する場合も多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミラー 

金属（ステンレス） 

ガラス 

ステンレス（脚） 
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（５）間接照明を取り入れた例 

 

間接照明は人気のアイテムです。最近は家具用の LED照明も普及してきています。

ダウンライトやスリムライン、テープライトなどの種類があり、場所により使い分けをし

ています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

テープライト 

スリムライン 

ダウンライト 
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（６）考え抜いた特殊な納まり 

 

他店では製作不可能と断られたそうですが当店に相談をして頂き納まった例です。 

 

  

 

  

 

すっきりデザインですが、 

内部には大量のＣＤを収納できます。 

ルンバ収納！人気があります！ 

奥行が取れなくても、 

食器を立てて収納できます。 
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（７）お客様のイメージがそのまま完成形になった例 

 

 

お客様のイメージをもとに詳細を検証、提案しながら、原案がほぼそのまま完成形

になった例です。まさに理想の家具が現実になった例ですが、お客様もパワーと情熱

があり、自分もインスパイアされ過去の経験をフルにリンクさせ、徹底的に頭の中で

納まりを検証します。 

  

 絵が苦手な方も心配無用です。雑誌の切り抜きやショップで見かけた気に入ったデ

ザインをもとにご提案させて頂きます。 

 

こういった案件の納まりをじっくりと考える時間は自分にとってもかけがえのない時

間であり、この段階で家具造りは成功すると確信が持てます。 

 

以上、簡単に『オーダー家具だからだからできるこんなこと』をご紹介しましたが 

参考にして頂けますと幸いです。 
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ＢＥＦＯＲＥ 

 

ＡＦＴＥＲ 
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ＢＥＦＯＲＥ 

 

ＡＦＴＥＲ 
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ＢＥＦＯＲＥ 

 

ＡＦＴＥＲ 
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３．オプション家具をご検討中の方に 

オプション家具のこと① 

 

この章では、マンションを購入予定の方には興味深い、オプション家具について説

明をします。 

 

晴れてマンションを購入し、今後の生活に胸をときめかせている頃、契約業者から

オプション会の連絡が来ます。家具やカーテン、エアコンからエコカラットまで興味の

ある内容が揃っています。しかし、業者側から提示される金額を見て、驚かれる方も

多いと思います。 

 

そうです、オプション家具は高いのです。 

 

私はかつて、オプション家具を大量に製作していました。シーズンの繁忙期になる

と工場が家具だらけで埋まっていたのを思い出します。かなりの発注を抱え深夜まで

家具作りに没頭していました。 

 

オプション家具は値段が高いからと言って、製作単価が良いかといえば、そんなこ

とはありませんでした。しかし、今の自分があるのは、この時の忙しさを乗り切り、製

作方法や納まりを徹底的に叩き込んできたところが大きいのです。独立してから数年

も経つと機械も揃い、ノウハウも蓄えることができ、家具作りには相当な自信がつきま

した。 

 

しかし、経営は楽ではありませんでした。今現在もオプション家具の受注をあてに

生計を立てる工場が多いのですが、恐らく潤っているところは少ないと思います。 

 

ロットが小さく納期が比較的短いこの商品は、中国などの海外への移転は難しく、

国内での製作がほとんどです。今後は、職人の高齢化や減少の問題が立ちはだかっ

てきます。もっと、職人という職種を魅力あるものにして、子ども達や若者のあこがれ

の職業に選んでもらえるよう、努力をしていかないといけませんね。 
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オプション家具のこと② 

 

 

話がそれましたが、オプション家具は、どれだけの業者を経由するかによって値段

が決まります。つまり、中間マージンがかかりやすい仕組みになっている、ということ

です。作り手側にとって割に合わないだけではなく、お客様にとっても結果的に高額な

商品となります。お客様としては、高額であるため「一生ものだから」と思い、購入をす

るのです。 

 

少し前までは、マンション向けのオーダー家具を手に入れる為には、オプション家

具以外の選択肢がありませんでした。近年では、インターネット検索で直接業者を選

ぶお客様が増えてきています。ここ４～５年で特に感じていることですが、今後は当た

り前の流れになっていくでしょう。 

 

私は、今は家具の打ち合わせをメインで動いているので内覧会に同行をする機会

が多くあります。そこには、家具屋をはじめ、カーテン、エアコン、エコカラット、コーティ

ングなどの業者が目白押しです。 

 

オプション会と同じものであればなるべく安く、低コストで手に入れたいと思うのは

当たり前のことですよね。 
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オーダー家具とオプション家具の違い 

 

この章では、オーダー家具とオプション家具の違いについてお話します。まずは、

オプション家具のメリット、デメリットを挙げてみます。 

 

【メリット】 

・品質管理が厳しいので、高品質な家具を手に入れることができる 

・通常、マンションの引き渡し時には家具が納品されている 

 

【デメリット】 

・さまざまな業者が携わるので中間マージンが入り価格が高い傾向がある 

・細かな要望が受け入れられない場合がある 

・コーディネーターと細かな打ち合わせをじっくりとするのが難しい場合がある 

 

オプション家具の最大のメリットは、大手の販売会社が家具を提供するので、安心

感、信頼感が高いことです。価格が高くても、安心と信頼も買っていると思えば、納得

できるという方も多いでしょう。 

 

一方、デメリットとしては、価格が高い、細かな要望を取り入れてもらいにくい点が

挙げられます。 

 

納品後、お客様から頂いたアンケートの一例 
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では、安心感・信頼感があり、価格が適正で、しかもお客様の要望を細かいところ

まで満たしてくれる業者があるとしたらどうでしょうか。間違いなく顧客満足度の高い

家具が出来上がります。私たちのような、オーダー家具を独自で提供している業者は

それができるのです。そして日々スキルを高め、より安心・信頼していただけるよう、

日々お客様と向き合っています。 

 

私は、長年オプション家具の製作に携わり、今はオーダー家具を販売する立場に

なりました。すると、だんだんと双方の事情が見えてきました。 

 

オーダー家具は、オプション家具と比較すると、よりお客さま目線に近づいています。

それは、安心していただくため、満足していただくためです。そのためにも、価格以上

の満足をご提供できるように、日々努力を積み重ねています。 

 

オプション家具、オーダー家具ともに、どちらもメリット・デメリットはありますが、今

はご自分に合ったスタイルで業者を選択できる時代なのです。 

  



29 

 

４．オーダー家具店の選び方 

オーダー家具はどこで売っているのか 

 

オーダー家具を扱っている業者を探すには、ネット検索が一番です。オーダー家具

を扱っている業者は、実店舗やショールームを持っているところが少なく、小規模な企

業の場合が多いです。街で看板を見かけることも少なく、新聞のチラシや雑誌広告を

載せる業者も少ないので、（なのでオーダー家具の認知度は低いのかもしれません

が・・・）情報は自分から探しにいかなければいけません。（業者の探し方については

後章で説明をします。） 

 

近所に「○○工房」や「○○木工所」があれば訪ねてみるのも一つの手です。それ

でも、ネットで下調べをしてからの方が良いかと思います。 

 

オーダー家具を扱っている業者は、店舗やショールームを持たない分、宣伝広告、

特にインターネット広告やホームページに力を入れる傾向にあります。 

 

また、工房や木工所には、それぞれスタイルがあります。量産品を得意としている

ところ、少ロットの民芸品的な家具を扱う工房、店舗専門のところ、オーダー家具に特

化している工場などがあります。 

 

オーダー家具を扱う業者のなかでも、椅子やテーブルに強いところ、無垢材に強い

ところ、箱もの（収納家具）に強いところがあります。ご自分の欲しいアイテムが得意

な業者を探すことが重要になります。 

 

ホームページに力を入れている業者は、積極的に自社の得意分野をアピールして

いるので雰囲気ですぐに分かるかと思います。規模もある程度重要ですが、施工実

績の多い業者の方が、インターネットで家具を売る為のノウハウを積み上げてきてい

るので、より安心です。 

 

更に、オーダー家具は、対面での打合せや取付工事、納品後はメンテナンスが発

生する場合もあるのでエリアの選定も大事です。 
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テーブルや椅子などの置き家具、小規模のオーダー家具の場合は打合せが対面

でなくても進める事ができるのでその限りではありませんが、ある程度の規模になる

とやはりエリアの選定は重要になります。 

ネットで業者を検索する場合は、「オーダー家具 ○○」といったキーワードでの検

索される方が多いです。「オーダー家具」に加えて、エリアやアイテムなどの二次候補

を追加すると良いでしょう。 

 

下記のようなワードがおすすめです。 

 

・オーダー家具 東京（自分の地域） 

・オーダー家具 食器棚（アイテム） 

・オーダー家具 壁面収納（アイテム） 

 

詳しくは、後章の『どこに発注するべきか』でさらに詳しく説明をしますが、オーダー

家具はネットで探す。これに尽きます。 
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見積りの依頼方法 

 

見積りの依頼方法としては、まずは気になる業者を数社、目星を付けることから始

まります。前章でも触れたように、ショールームを持っているところに直接出向くか、ネ

ットで検索することになるかと思います。 

 

また、知り合いにオーダー家具を納品した人がいれば、そこの業者の評判を聞い

てみるのも良いかと思います。弊社の場合、ありがたいことに知人からの紹介のお客

様も増えてきています。知人からの紹介の場合は、ひとこと「知人からの紹介です。」

と業者側に伝えた方が良いかと思います。（私の場合、特に気合が入るので・・・） 

 

候補にする業者は、次の５点に留意すると良いでしょう。 

 

① 自分の住んでいる（家具を設置する）エリアを範囲としている 

遠方の業者は打合せやメンテナンスが発生した際、小回りが利かないことがありま

す。 

 

② 自分の欲しいアイテムを得意としている 

無垢材が得意なところ、収納家具を得意としている業者があります。 

 

③ エンドユーザー向けのオーダー家具に対する本気度が高いか 

何かの片手間にオーダー家具を展開している会社もありますし、エンドユーザー向

けのオーダー家具に特化しているところもあります。（ちなみに弊社はほぼ 100％エ

ンドユーザー向けの体制です。）エンドユーザー向けオーダー家具に特化している

業者の方が経験、ノウハウも多く安心感も高いと言えます。 

 

④ 施工例やお客様の声などの実績を多く紹介している 

 

⑤ 金額が明確である 

 

ここでは、ご自分のおおよその予算から多少の高い、安いはあまり気にしなくても

良いです。あくまでも、信頼度や実績の高そうなところを探してみてください。ここで

フィルターをかけると、ある程度候補の業者が見つかるかと思います。 
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見積りは何社に依頼をするべきか 

 

候補の業者を数社見つけたら、更に絞り込みをかけます。では、見積りは何社に依

頼をするのが良いのでしょうか。私は３社～４社くらいが適当かと思います。勿論、気

になる業者が多数ある場合は、それ以上でも構いません。 

 

「自分に合うオーダー家具をゆっくり探したい」という場合は、見積りの数は多い方

が、より多くの情報が得られます。「引っ越しまでには家具が欲しい」等と、あまり時間

のない場合は、多すぎると絞り込みに時間が掛かる場合があります。 

 

ちなみに、弊社で実施しているアンケートでは、２～３社に見積もり依頼をしたお客

様が最も多い結果が出ました。 

 

 

 

 

意外なことに 1社（GNASHのみ）という回答も 37％と多かったのですが、実際には

相場感を養うためにも数社には見積り依頼をかけた方が宜しいかと思います。 
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実際に見積りを依頼してみよう 

 

候補の数社が決まりましたら、実際に見積りを依頼してみましょう。 

 

最近では、ほとんどの業者で無料見積りは当たり前です。更に、サンプルの手配や

対面での打ち合わせ、提案図の作成なども無料で実施しているところが多いです。ま

ずは、気楽な気持ちで問い合わせてみましょう。 

 

依頼方法としては、①メール②電話③FAXがあります。おおよその金額や対応を

確認したい場合は、メールだと気軽に問い合わせができます。至急、詳細を知りたい

場合、本命の業者に問い合わせたい場合は、電話でも良いかと思います。 

 

見積りを依頼する場合の注意点は３点あります。 

 

① 寸法や使用したい素材（決まっている場合）等の情報をなるべく細かく記入する 

 

見積りは寸法と素材を元に算出します。特に、奥行は 30センチや 45センチが見積

り上の目安になります。例えば、奥行 30センチと 32センチでは金額が変わる場合

がありますので、「本当に必要な寸法か」を気にするとコストを下げやすくなります。 

 

また、使用する材料の種類でも金額が変わりますのでイメージが湧かない場合は、

「相談したい」などと明記するのもポイントです。 

 

② 形状のイメージ資料・画像を添付する 

 

私は毎月 100件以上のオーダー家具の見積りをこなしていますが、情報が少ない

と詳細見積りをお伝えできない場合があります。寸法からの概算はお伝えできます

が、実際のイメージで扉や引出し等の数が極端に多かったりすると、当初の概算よ

り金額がぶれてしまう場合があります。 

 

ここでのイメージは、簡単な絵や写真などで構いません。この資料があるだけでか

なり詳細の金額を出すことができ、提案をすることも可能になります。 

 

画像や絵で伝えるのが苦手な場合は、備考欄などにコメントだけでも構いません。 

例えば次のようなコメントです。 
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【食器棚の場合】 

・上下が分かれている形 

・面材はシステムキッチン合わせ 

・炊飯器とゴミ箱を収納したい。 

 

【壁面収納の場合】 

・基本的に全部隠したい 

・一部写真などを飾るオープンスペース 

・引出しは○箇所 

・パソコンで作業するデスクも組み込みたい。 

 

このようなコメントでも、下記のような資料を添付頂ければ、より詳細なお見積もりをご

用意できます。なるべくこの段階でイメージを伝えることが大切です。 

 

 

 

また、オプション会等でもらった資料を金額を伏せて送っていただくことも有効です。 

 

③ 希望予算は入れない 

 

「予算は○○円です」と伝えてくれる方がいますが、私はこの段階では予算を伝え

ない方が良いかと思います。施工事例に金額が記載されていれば、その業者の価
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格がおおよそ分かります。施工事例の金額を参考にしながら、まずは、素のままの

情報から各業者の金額を比べるのが宜しいかと思います。 

 

オーダー家具は、相場を算出するのが難しく、定価がない場合が多いです。実際

の予算より安く上がる場合でも、業者側は「予算を越えなければ大丈夫」と操作をして

しまうケースもあるからです。 

 

ある程度、見積りが出揃ったら「○○社の金額は適正か」を、別の業者に見積り診

断をしてもらうこともありかと思います。 

 

以上の 3点に留意し、見積りを依頼すると、業者よってはかなりの価格差があるこ

とに気付くかと思います。（このロジックについては後章でご説明します。） 

 

ここまでの作業でご自分の理想の家具の相場感が見えてくるかと思います。 
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見積りではここを見よう 

 

候補の業者から見積りが届いたら、下記の項目を確認してみましょう。形状や寸法

が同じでも、仕様が違うと金額が変わってくるからです。また、金額以外にもチェックし

ておくべきポイントがあります。 

 

（１）材料・金物について 

 

① 素材は適材か 

・化粧合板を使用する場合、扉や天板には傷に強い素材を使用しているか。 

・一般的には、傷に強い素材（メラミン化粧合板）は高価、紙を使ったプリント化粧

合板は安価です。素材が適材適所で使用されているかを確認しましょう。 

 

② 金物のグレード 

・最近は、扉・引出しレールはソフトクローズが主流です。ソフトクローズがオプショ

ンの場合は追加金額の把握をしておくと良いでしょう。 

・引出しのレールも、引出し箱が完全に手前まで引き出せる完全スライドと、全部引

き出せない４分の３スライドで金額が変わります。ここも確認をしておきましょう。 

 

 

完全スライドシステムレール 
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③ 耐震金物 

・目線より上の扉には、耐震ラッチが標準で付いているか確認しましょう。 

 

このご時世、耐震ラッチは必要金物です。 

通常、目線よりも上の扉には、耐震ラッチを付けますが、クローゼット等のアイテム

には付いていない場合もあります。 

 

 

 

 
耐震ラッチ 

 

 

（２）見積り条件について 

 

① 税込価格か 

・見積りは税込金額で把握しておきたいので税込表示になっているかの確認も必

要です。税込表示をしないで余白に小さく『消費税は別途』と記載されている場合

があるので注意しましょう。 

 

② 諸経費について 

・打合せや図面作成の諸費用が含まれているかの確認も必要です。 

 

③ 運賃・搬入取付費について 

・運賃や搬入取付費も含まれているかの確認も必要です。 
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（３）納期について 

 

希望納期がある場合は、製作期間や工事（取付作業）の日数、施工時間の把握も

必要です。引越し等に合わせて家具の納品を希望される場合も多いかと思いますが、

オーダー家具の製作期間は短くても３週間以上はかかります。 

  

弊社では通常は1か月、春先の繁忙期ではさらにプラス1週間程を見て頂いており

ます。製作期間の他、更に打合せや図面等の資料の準備期間がありますので余裕

を持ってスケジュールを組む必要があります。 

  

弊社でもタイトなスケジュールの場合は工場での段取りを調整したり、メーカーに部

材の納期短縮依頼をかけたりと手を尽くしますが、それでも正直、間に合わない場合

があります。 

 

 希望納期を叶えてくれる業者を探すのも一つの手ですが、家具は納品されてからが

本当のお付き合いです。その後 20年以上も使用するのですから、間に合わせの考え

はあまりお勧めできません。 

 

 ある程度の規模があり機動力のある工場（業者）が忙しくて間に合わないのは、むし

ろ人気のバロメーターと判断することも可能かと思います。 

 

（４）支払い条件について 

 

・支払い条件は、主に３通りのパターンがあります。 

 

・契約時に全額支払い 

・契約時に手付金（あるいは半金程度）の支払い 

・支払いは納品後、確認をして OK なら支払い 

 

 言うまでもなくユーザーにとってリスクが少ないのは③ですが意外な程、後払いの

業者は少ないです。 

 オーダー家具は納品時まで現物を確認できない場合が多いので不安に感じる場合

があるかと思いますが、支払いは納品された家具を確認、納得をしてから払うという

ことができるだけで不安は和らいでくるかと思います。 
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 万一、納品された家具が納得できない場合は、対策も立てやすく業者も逃げること

はありません。 

 

 弊社は後払い式ですが、通常は打合せの段階でお互いの信頼関係が生まれるの

で心配はしていません。 

 

以上の条件を踏まえて確認をすると、思いのほか同条件でも価格の差が発生して

くる場合があります。安いところは安い理由が、高いところは高い理由があり、その理

由も明確に把握をする必要があります。 

 

オーダー家具に定価はありませんが適正価格はあります。経験上、価格の高い業

者の家具は、すべてデラックスな材料を使い、最高の技術で製作・施工をしているか

と言えばそうでもない場合が多いです。また、価格が安いけど、製作から設置までが

それなりの場合もあるので、業者選びは見極めが非常に難しいところです。 

 

同じ条件の家具であれば信頼できる業者から、なるべく安く買い安心して長く使用

したいと思うのは誰もが思うことで、ここに業者選びの難しいところがあります。金額

が高いところのカラクリ、安いところのカラクリは後章で説明をしますので参考にして

下さい。 

 

最終的には１社に絞ることになるのですが、高い理由、安い理由と業者の強みまで

を把握して、トータルでご自分に合った業者を選定することが、オーダー家具購入で

の最大のポイントになります。 
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金額だけでの判断は禁物 

 

各社からの見積りは予想していた通りの金額でしたでしょうか。候補の数社からの

見積りが揃ったら、改めて条件、仕様、金額を整理してみましょう。 

 

オーダー家具は定価がないので、同じ条件で見積りの依頼をしても、各社からの回

答はマチマチです。思いのほか、金額に差があってビックリすることもあるかと思いま

す。オーダー家具は、金額の安いところは品質が低く、金額の高いところは高品質と

言えないところに業者選びの難しさがあります。 

 

オーダー家具の金額が決まる要素は、主に『工場の製造原価』と『マージン』です。 

 

『工場の製造原価』は、設備力・職人のスキル・仕入れ力で変わってきます。設備

が整っていれば、精度の高い加工を短時間でこなせます。（Ｐ47参照）また、職人の

スキルが高いと、精度の高い家具をより短い時間で仕上げていくことが可能です。仕

入れ力が高いと、メーカーから直接材料や部材を仕入れることができます。直接仕入

れができない場合でも、たくさん買っている分、得値を出して貰えます。つまり、これら

に力を入れている工場は高品質な家具を低コストで提供できる仕組みが整っている

のです。 

 

また、『マージン』も各社で大きな開きがあります。ショールームがあったり、工場を

持たずデザイン力や提案力を売りにしている業者は、マージンが高くなる傾向にあり

ます。弊社の様に、工場が直接オーダー家具を提案、提供している形態（工場直営）

では低マージンの傾向にあります。 

 

私は、この『マージン』を否定するつもりはありませんが、少なくとも「あの業者は高

いだけ、安いだけ」と評価されることは、絶対に避けなければいけません。より良いオ

ーダー家具を提供する為には、少なくとも作り手側と提案側が優れていることが必要

であり、双方のバランスが取れていることが大切です。 

 

結果、値段が高かったとしても、その業者のデザイン力や提案力、実績や理念に

共感できるのであれば、トータルで満足のいく家具を手に入れることができます。値段

だけで選んだ結果、納まりや使い勝手に満足できないようでは本末転倒です。 
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したがって、金額だけで業者を判断をするのはリスクを伴います。見積り金額だけ

では見えてこない理念やスキルと実績、安心感までを考慮し、自分が一番共感でき

る業者を選ぶことが最大のキモになってきます。 
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値引きはするべきか  

 

値引きは売り手側からの個人的な意見ですが、あまりおすすめはしません。ただし、

節度を持った交渉は当然可能です。予算の枠があり見積りが枠を超えてしまった場

合、枠に近づける様な提案を求めたり、交渉をすることは、積極的にした方がいいで

しょう。 

 

私はオーダー家具の見積りを月に 100件以上していますが、たくさん儲けようと思

って算盤（そろばん）をはじくことはありません。弊社は工場直営なので、原価に手間

工賃と諸経費をたすだけのシンプルな金額設定をしています。工場直営の最大のメリ

ットである余計なマージンをかけない工場直営価格を売りにしているのでそれゆえ値

引きは難しいところです。 

 

ただ全く値引きには対応しないかと言えばそうでもありません。状況によっては対

応をしています。 

 

そこで私が感じる、正しい値引きの方法とダメな値引きの方法を披露します。中に

は裏技的に使えるものもあるかと思いますので実践してみて下さい。 

 

（１）いい値引き 

 

 「どうしても○○さんで作ってもらいたい」と、その会社の理念や家具に共感して

いることをアピールする 

 

名指しで指名をされると何とか対応したいという気持ちになるからです。 

 

 繁忙期は大幅値引きをしてまで仕事を増やせない場合があるので時期的に待て

るのであれば、落ち着いた時期に製作の依頼をする 

 

 金額を値引くよりは追加やオプションで発生した小物をサービスしてもらう。 

 

例えば、追加で増えた引出しや棚板など、金額を引くよりは現物値引きの方が協力し

やすい場合があるからです。 
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 搬入・取付の現場作業でサービスの追加を交渉する。 

 

例えば、壁掛けテレビの設置や施主支給のコートハンガーやホスクリーン、小物の取

付などです。 

 

 値引きの変わりに打合せから施工後の情報を提供するモニターになることを提

案する 

 

ホームページのコンテンツに力を入れている業者であればなびく可能性があります。 

 

（２）ダメな値引き 

 

 材料や金物の品質を下げて金額を下げることを要求する。 

 

結果的に耐久性を下げることになり、家具を長く使えないことになる場合があります。 

 

 上から目線の値引き 

 

「○○社ではいくらだったから合わせられるはず」、「自分では○○円で作れると思っ

ているから」と難しい指値を迫る方がいます。オーダー家具はユーザーと製作者が協

力、信頼してこそいい作品が出来上がるものなので、信頼関係を築くのが難しくなりま

す。 

 

 大幅値引きをする代わりに知人やコミュニティーで紹介をするという駆け引き 

 

紹介や口コミはお互いの信頼があって発生するものなのでやはり信頼関係を築くの

が難しくなります。 

 

 今回この金額で納品をしたら他の部屋の家具も任せるという駆け引き 

 

こちらも初回のきつい金額がベースになることが見えているので次回注文があったと

してもテンションが上がらないことになります。 
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以上、私が経験してきたいい値引きと悪い値引きを上げてみました。一番に感じる

ことは、同じ金額を値引きするにしても気持ちよく値引きができる場合と、そうでない

場合があるということです。 

 

信頼関係を築けなくなるような値引きは、トータルでは損をすることになるかもしれ

ません。逆に、大幅指値を 1発 OKする様な業者には気を付けた方がよいかもしれま

せん。いままでの金額は何だったのかと思うでしょう。 

 

見積りは各社とも自社の強みを発揮できる金額を伝えているはずなので、節度と

線引きが必要なのです。 
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工場直営のメリット 

 

オーダー家具を提供している業者には、さまざまな形態があります。オプション家

具系列、設計事務所、工務店、リフォーム、リノベーション専門店、そして工場直営店

などがあります。 

 

弊社は工場直営のオーダー家具専門店です。BtoB（対業者）ではほとんど取引を

せず、BtoC（対個人顧客）で直接エンドユーザーと取引しています。 

 

各業者にもメリットはありますし、工場直営が一番だと言うつもりはありませんが、

私が感じている工場直営のメリットを３点説明させてもらいます。 

 

（１）中間マージンがかからない 

 

工場直営店の最大のメリットは、中間マージンがかからないことです。つまり、オプ

ション家具やブローカーが介入する形態と比較して、同じ物、同等グレード以上の家

具がより低価格で買えるということです。 

 

工場（あるいは生産者やサービスの提供元）とユーザーが直接取引をする形態は

近年増加していますが、今後はますます増えるでしょう。同じものなら安く買いたいと

思うのは当たり前の心理です。それが、インターネットと検索エンジンの普及によりユ

ーザーはメーカー（販売者）や問屋、ブローカーを通さず生産者と直接取引をすること

が容易になったのです。 

 

実際にはオプション家具では２割～５割、また、他店の見積りと比べても安くなる場

合が多いです。もちろん、ただ安いだけではなく、「提案や品質にも満足した」というお

客様の声も多くいただいております。弊社のような形態の業者も、ユーザーの役に立

てているという実感を持てるようになってきました。 

 

（２）作り手目線での提案も可能 

 

他店のオーダー家具のホームページでは、「工場は作るだけで提案はできない」と

いう類の説明を見かけたりもします。もし、その工場がオーダー家具専門店やオプシ

ョン家具店並の説明や提案ができたらどうでしょうか。 
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私たちは日頃から家具に向き合っていて、打ち合わせ、製作、施工、メンテナンス

について、少しでも顧客満足度を上げることができるように取り組んでいます。日々の

行動、取り組みはノウハウに繋がり、打ち合わせ時には作り手として培ってきた引出

しからさまざまな提案ができるようになりました。机上で図面を引いているだけでは見

えてこない世界です。 

 

（３）ユーザーとの直接取引のため、とてつもない責任感が芽生える 

 

エンドユーザーと直接取引をするということは作り手側に大きな責任感が生まれま

す。 

 

今の体制前は親元から渡された図面に対し機械的に製作をこなしていくだけでした。

しかし、エンドユーザーと直接取引をしている今、評価もクレームも直接こちらに跳ね

返ります。また、お客様と打ち合わせで対面し、顔見知りになるということは間違って

も無様な仕事はできないという強い責任感が生まれます。 

 

以前のような、見ず知らずの顧客名が入った図面をさばくのとは訳が違います。収

納やインテリアのメインであるオーダー家具を納品するという、お客様の生活に入り

込むことになるのです。 

 

工場のスタッフも直接取引の重さを感じ、自主的に傷の検査や納まりの確認と検

証にも重点を置くようになり明らかに品質が上がりました。恐らく、他の下請け工場で

はここまでの想いで１件 1件の 1枚 1枚の図面に心が入ることはないかと思います。

心が入ったオーダー家具は製品ではなく作品になるということも理解をしました。 

 

以上、工場直営のメリットを説明しました。少しでも参考になりますと幸いです。 
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工場の見分け方 

 

オーダー家具は、どの形態の業者に発注をしても、必ず工場での製作が必要にな

ります。売る側と工場側がしっかりとしたパイプで繋がっているかが肝心となります。

ここがしっかりしていないと、売る側は注文を取って、工場に発注をしても他の仕事で

忙しく対応できず、その先のヒマで不慣れな工場にタライ回しにされがちです。 

 

また、工場も熟練職人が製作しているのは勿論のことですが、どれだけ機械化され

ているかも重要なポイントとなります。機械が充分に揃っている工場は、手作業工程

の多い工場よりも高精度な製品を低コストで製作できるアドバンテージとなるからです。

少々マニアックな話になってしまいますが、私が感じるオーダー家具製作には欠かせ

ない機械を３つ紹介します。 

 

（１）サイザー 

 

この機械は家具の各パーツを正寸（狙った寸法）にカットする機械です。一見、当た

り前のように思われがちですが、パーツをまっすぐバリ（※）が出ないように、そして正

確にカットするのは、実は結構難しいのです。 

 

この機械は、弊社の場合はノコ刃を 5枚装着しているので、短時間でバリを出さず

正確にカットすることができます。この段階でパーツを正確に仕上げるということは、

大きなアドバンテージとなります。 

 

※バリとは、材料を加工する際に発生する凹凸やひび割れなどのことです。 

 サイザー 
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（２）縁貼り機 

 

縁貼り機は、パーツの縁の部分に化粧材を貼る機械です。ここの仕上がりはとても

重要です。私は他社の家具を見るときは、まずこの部分を必ずチェックします。つまり

ここを見るとその工場のレベルが分かるということです。 

 

この部分が雑だと安っぽい家具に見えます。また、しっかり貼れていないと剥がれ

てきたりするので耐用年数を全うするのが難しくなります。縁貼り機のないところは手

貼りをしているのですが、縁貼り機を使用したほうが、どんなに熟練な職人が貼るよ

り数倍もスピーディーかつ綺麗に仕上がります。 

 

私も職人の新人時代には、当時の工場にこの機械がなく手貼りをしていました。機

械を使ったことがなかったので当たり前のように手貼りをしていました。綺麗に仕上げ

るのもかなりのコツがいり、紙やすりでの仕上げや接着剤を拭いたりする後工程も大

変でした。そのうち機械が入ってからというものは、手貼りの数倍以上のスピードに後

工程の仕上げも不要になり、機械のありがたみを痛感しました。 

 

手貼り時代を経て、随分とこの工程には自信がありましたが、縁貼り機とは腕を張

り合う気すら起きません。１回セットすれば誰が作業しても同じスピード、同じ時間で

仕上がります。つまり、スキルのある職人は別の工程をどんどん進めることができ、こ

の作業はアルバイト君でも充分対応できるのです。ここでも大幅に生産性を上げるこ

とができ、コストダウンに繋がることになるのです。 

 

 

縁貼り機 
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（３）NCルーター 

 

NCルーターも、もはや手放すことができない重要な機械です。この機械はパーツ

に穴を開けたり、削ったりする機械です。家具はさまざまな部材で構成されており、穴

を開けたり、金物を付けたり、色々な形状に加工をする必要があります。 

 

この加工も熟練職人さんは当然、手作業でこなすことが可能ですが、機械はその

数倍のスピードでかなりの高精度で加工をすることができます。 

 

ただし、この機械は先ほどの２つの機械のように、誰でも使いこなせるものではあ

りません。加工のプログラミングはもとより、機械のクセまで知る必要があります。こ

の機械を手足のように使いこなすまでには、かなりのスキルが必要となります。スキ

ルのある職人が扱ってこそ、100％の力を発揮する機械なのです。 

 

主要なパーツを高精度で仕上げる事ができるということは、高品質の家具を作るこ

とに直結します。 

 

 

  

ＮＣルーター 
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私は、この３種類の機械を「三種の神器」と呼んでいます。オーダー家具を製作す

る上では、この三種の神器（サイザー、縁貼り機、ＮＣルーター）をもっている工場は、

品質面とコスト面でかなりのアドバンテージを持っていると断言できます。 

 

全ての工程を短時間で完璧にこなす職人は、今ではかなり少なくなってきました。

必要な箇所は機械の手を借り、最終的な仕上げは熟練職人がこなすスタイルは、オ

ーダー家具製作の上では最強だと思います。 

 

オーダー家具を発注する際には、製作工場のことまでは見えてこないのが現状で

すが、どんな工場で自分の家具が製作されるのかは、知ってはおきたいポイントです

ね。見積りや打ち合わせの際には、工場の設備について確認をしてみることもリスク

を減らす要素になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＧＮＡＳＨの工場風景 
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どこに発注するべきか 

 

 

では、オーダー家具を発注する際の一番重要な業者選び、『どこに発注するべきか』

を私の持論で説明をさせて頂きます。ここでもう一度、オーダー家具を提供している業

者の特徴をまとめてみたいと思います。 

 

（１）マンションのオプション業者 

 

マンションを購入する方には気になる存在。安心感を優先する方にはおすすめで

す。 

 

・ 大手が提供するので安心感があり通常、引き渡し時には家具が設置されている 

・ 場合によっては寸法や仕様等、細かい要望が通らないことがある 

・ 価格は高いが、早期割引や値段のこなれたシリーズがある 

 

（２）オーダー家具専門店 

 

オプション家具に精通した業者が多いので、オプション家具と同等品をよりリーズナ

ブルに提供しています。 

 

・ 細かな要望にも対応可能でデザインや提案も売りにしている。 

・ ＷＥＢ検索すると、この形態が多いことがお分り頂けると思います。施工実績の

ほか、金額や保証内容などを、トータルで比較、検討して共感できる業者を候補

にしていくと良いかと思います。 

 

 

（３）ハウスメーカー、リフォーム・リノベーション業者 

 

新築戸建てやリフォーム、リノベーションを検討している方は、建物と一緒にオーダ

ー家具も同じ施工会社に依頼をしやすいという利点があります。 

 

・ 家具代金をローンに組み込んだりすることも可能です。 

・ しかし、実際は打合せ、製作、施工は他社や他工場に依頼をするので、マージ

ンを考えると分離発注して家具は施主支給という形をとる方も多いです。 
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・ 実際弊社にもこういった業者からの依頼と新築戸建て、リフォーム、リノベーショ

ンを検討しているお客様からの問い合わせ、発注も多いです。 

 

 

（４）工場直営店 

 

オーダー家具の製作工場が打合せから製作、施工までを提供する形態。弊社はこ

ちらに属しますが最近この形態が増えてきています。 

 

・ もともと製作のスキルがあるので、打合せや提案にも作り手目線からの提案、

アドバイスが可能。 

・ 余計なマージンが掛からないので、金額も他形態に比べると安くなる傾向があ

る。 

・ エンドユーザーと直接取引なので、強い責任感が芽生える。 

 

 

私は工場とユーザーが直接つながることができる「工場直営店」は最強の形態と

思っています。オーダー家具が普及していくのも、他の工場が“脱・下請け”で独自の

強みを発揮することで、これ以上物づくりが衰退していかない為にも大きな役目を担

っていると思っております。 

 

以上がオーダー家具を提供している主な業者の形態です。私が普段、打合せに出

向き感じていることは、皆さん見積り依頼時の対応（ファーストコンタクト）やホームペ

ージ上での施工例の充実度、お客様の声などの実績からの信頼度の判断でおおよ

そ同じ業者を候補にしています。 

 

ズバリ名前を明かすことはできないのですが、大体同じ競合が候補として挙がって

いるのです。施工事例やお客様の声などのアンケートは一朝一夕では揃いませんし、

ましてや口コミなどで紹介をして頂けるようになるにはそれなりの実績を積まないと 

いけません。 

 

つまり、オーダー家具に精通していて真面目に取り組んでいるところのホームペー

ジはそれなりの雰囲気が出ています。しかし、一方では虚偽の情報をのせてスタッフ

がたくさんいたり、あたかも自社工場で製作しているような表現もホームページ上では

簡単にできてしまうのも事実です。 
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ですから、『どこに発注をするべきか』というテーマは、さまざまな価値観がある以上、

非常に難しいのですが、下記の点を考慮し、ご自身の優先事項を照らし合わせた結

果、ピンとくる業者との打ち合わせをオススメします。 

 

・ クリーンな情報開示をしているか。 

・ 高い、安い、それなりの理由を、理念をもとにきちんと説明ができているか。 

・ どれだけ普段からオーダー家具に向き合い、片手間ではなく本気で向かい合

っているか。 

・ 耐用年数を全うするために保証やアフターにどれだけ力を入れているか。 

 

そして、時間が許す限り対面で相談、打合せを進め、窓口の担当が信用、安心で

きるところが良きパートナー、良き業者になってくれるかと思います。 
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５．知っておきたいオーダー家具のこと 

オーダー家具の耐用年数 

 

オーダー家具の耐用年数は、使用頻度にもよりますが、おおよそ 20～30年以上に

なります。無垢材のオーダー家具の場合は、メンテナンス次第で親子何代かにわたっ

て使用することも可能です。 

 

しかし、近年の主流である『化粧合板』をメインに製作すると、残念ながら何世代か

で使い続けることはできません。それでも 20～30年以上使い続けられるという点では、

製品としては比較的長持ちする方かと思います。 

 

化粧合板においては、20～30年以上の対応年数を全うする為には、しっかりと『加

工』されていることが条件となります。使用する化粧合板の種類や加工方法によって、

耐用年数は、大きく変わってくるのです。 

 

規格化されていないオーダー家具は、材料によって金額が変わります。また、加工

も機械と人の手では、仕上がりに差が出てきます。 

 

価格重視で数年間使用出来れば良いという場合は、あまり耐用年数を気にしなく

て良いと思います。しかし、「お気に入りの家具をなるべく長く使いたい」という場合は

適材を使用した適切な加工が必要になります。 

 

私は職業柄色々な工場の家具を見てきましたが、店舗などでは通用してもエンドユ

ーザー向けのオーダー家具では通用しない工場もあります。また、作り手側にも面倒

な工程（手間のかかる）を仕上げる力量が必要とされるので、トータルのバランスが必

要です。 

 

つまり、オーダー家具は発注する先によって耐用年数や使い心地が変わってくるの

です。  
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納品までの期間はどれくらい？ 

 

オーダー家具は、受注生産のため、製作期間は通常 1か月ほどかかります。冬か

ら春先の繁忙期には、更に１週間ほどかかる場合があります。例年、この時期は引っ

越しシーズンと各企業の決算等とも重なり引き渡し物件が増えます。とにかくこの時

期は、メーカーも工場も多忙を極めることになります。 

 

また、家具を発注するまでの打ち合わせ期間が、短くて１～２週間、長いお客様と

は数か月に及ぶこともあります。オーダー家具は、一旦製作に入ると変更や作り直し

が難しい商品です。見切り発車にはならないよう、納得するまで時間をかけて打ち合

わせをすることが必要です。 

 

製作後には施工が必要になりますが、施工日はどうしても土日・祝日から日程が埋

まってしまう傾向にあります。当店でも納品件数の約半分が土日・祝日で占められて

います。どうしても引っ越し前などの決められた期日まで家具が必要な場合には、見

積り依頼の段階から要望を伝えておく必要があります。 

 

ただ注意をしないといけないのが、納期を優先するあまり、相場よりも高い業者や

スキルの低い業者に依頼をするハメに陥らないということです。しっかりとリサーチし

た上で、場合によっては「多少は待ってみるか」と、ある程度のゆとりは持ったほうがト

ータルでは満足できる家具が仕上がるかと思います。 

 

当店でも普段の見積りや打合せのなかで、結構な割合での短納期案件があるの

ですが、あらゆる方向で調整をして、なるべく希望納期に間に合うよう、心がけていま

す。 

 

納期は価格や品質と同様、重要な条件なので、一旦約束をした納期は特殊な事情

が無い限り遅らせることはありません。しかし、製作側からのワガママな本音を言え

ば、家具は納品されてからが本当のお付き合いです。打ち合わせや待つことさえも、

オーダー家具生活の楽しみの工程として受け入れていただけると幸いです。 
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保証期間はどれくらい？ 

 

保証期間は、各業者によってマチマチですが、納品後６か月～２年くらいに設定さ

れていることが多いかと思います。ちなみに、オーダー家具に使用される材料や金物

のメーカー保証期間も同じくらいです。 

 

どの製品でもそうですが、保証期間が過ぎてからが不具合の発生する可能性が増

えてきます。ただ、オーダー家具の場合は、不具合が発生したとしてもメンテナンスを

することにより、元通り使用できるようになります。 

 

弊社でのメンテナンス依頼の内容は、下記のようなものになります。 

 

①壁と家具の隙間を埋めるための充填剤（コーキング・シリコン）の切れ、縮み 

②金物（丁番やレール）の初期不良やがたつき、緩み 

③納品後、扉や本体に傷が見つかった 

④誤っての破損（固い物をぶつけた、落とした。お子様が扉や引出しの上に乗って

しまったなど） 

 

弊社では、製品代の支払いは後払いとなっています。万一、後で傷が見つかった

場合でも、交換・適した補修をし、お客様に納得していただいてからの支払いとなりま

す。傷や不具合に関して逃げるということはしませんし、最後まで責任を持って対応し

ています。 

 

①、②については軽微なメンテナンスで済みますので基本的には金額発生のない

よう無償で動いています。④については、部品代はお客様に負担をして頂くことには

なりますが、交換の工賃はなるべく金額が発生しないよう、調整をしています。 

 

当店では、当初は保証期間をどれくらいに設定をするか悩みました。これまで大が

かりなメンテナンスはほぼ皆無であり、メンテナンスが発生しても軽微なものが大半を

占めることから、あえて保証期間を設けないスタンスにしました。 

 

保証期間を設けないということは、製作側の自信の表れでもあります。保証期間や

メンテナンスについても金額同様、見積りの段階で各社のスタンスを確認しておくと良

いでしょう。 
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施工時間と施工方法 

 

オーダー家具はテーブルや椅子、小型の TV台など置き家具として使用できるもの

と食器棚や壁面収納、本棚等取付工事が必要なアイテムがあります。 

 

壁に対して適切な固定をすることは、オーダー家具のメリットの一つである耐震性

に優れているという点に繋がってきます。 

 

また、マンションではビスを打ってはいけない壁（共有壁や躯体）があったり、賃貸

物件でもビス止めができない場合が多くあります。ビス止めできない場合は、家具を

天井にアジャスターなどの金物で強固に突っ張って止める方法などがあります。見積

りや打ち合わせの段階で固定方法を確認しておくと良いでしょう。 

 

余談ですが、マンションでは家具の納品、施工に管理事務所の許可が必要な場合

があります。申請時に『家具工事』と伝えると、リフォーム等の規模の大きい工事と受

け止められ、掲示板に貼り紙をしたり、隣人（隣や上下階）の許可が必要となります。

あらかじめの報告が必要な場合は、『家具の搬入、組立』と申請してもらった方が面

倒な手続きなく進める事ができる場合が多いのでお勧めです。 

 

それと、施工箇所の壁に付いては『補強は必要ですか』という問い合わせをいただ

くことがあります。壁の補強については、オプション会で勧められたり、補強をしないと

家具を設置できないと説明される場合が多いようです。実際には平面図などで確認

が可能ですが、壁補強なしのデフォルトの状態で設置可能な場合が多いです。 

 

共有壁や躯体に家具を固定しなければいけない場合や、壁の奥側がエレベーター

部分であったりする場合は、補強やフカシ壁の造作が必要な場合もあります。ですが、

家具の形状で対応できたり、壁内部にきちんと間柱（木軸や軽量鉄骨）があれば十

分な強度で施工が可能です。補強工事を申し込む前には、できれば相談をしてもらい

たい箇所です。 
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主なアイテムの施工時間は、下記の通りです。 

 

・食器棚：４～７時間程 

・壁面収納 ：６～８時間程度 

・本棚：３～６時間程度 

・吊戸棚：１～３時間程度 

 

上記はあくまでも目安の時間です。ボリュームや施工の複雑さ、職人のスキルで施

工時間は変わってきます。また、納品当日に引越し屋などとバッティングし、搬入に時

間が掛かってしまう事も考えられます。時間には余裕を見ておいた方が良いでしょう。 

 

施工方法としては、何ユニットかに分割して製作し、現場でジョイントをしながら固

定、仕上げをしていくイメージです。また、特に本棚のように扉が付かないような家具

では、ジョイント同士の部材のダブり（無駄な重なり）を出したくないので、各部材を部

屋内で組立をしながら施工する場合もあります。 

 

いずれも待ちに待った家具が組上がっていく過程を眺めることは楽しい時間です。

時間のある場合は、見学するのも面白いでしょう。私も施工をする機会がありますが、

お客様の嬉しそうな顔を見たり、喜んでいる場面に立ち会えることは幸せな時間です。 

 

改めて、この仕事の遣り甲斐を感じる時間でもあります。 
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最近の優れた金物など 

 

ここでは、最近の優れた金物について触れてみます。オーダー家具には、多種多

様の金物が使用されています。適材適所で使い分けをしますが、金物は使い心地や

コストを決める要因にもなります。 

 

家具を安全に快適に使用する為の金物を簡単に紹介しますので、見積りやプラン

の参考にして頂ければと思います。 

 

 

（１）耐震ラッチ 

 

このご時世、この金物は外せません。地震で建物が揺れている間、扉をロックして

くれる金物です。当店では目線より上の開き扉には標準でセットしています。目線より

下の扉でも要望があれば取付をしています。 

 

通常、開き扉に付くタイプが主流ですが、引出しや引き戸に対応した耐震ラッチも

あります。特にマンションに住んでいる方からは、「後付で既存の家具やクローゼット

等の扉にも安心の為に付けたい」と相談を頻繁に受けます。 

 

現地確認の上になりますが、対応できる場合が多いので、気になる方は家具と一

緒に耐震ラッチの相談を各業者にしてみると良いかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震ラッチ 
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（２）システムレール 

 

特に食器棚に使用されるシステムレールです。メーカーにより性能は異なりますが、

当店で使用しているのはドイツのハーフェレ社製のシステムレールです。耐荷重が１

杯あたり 40キロもあり、必要な場合は重量用（70 キロ）も選べます。 

 

人気のソフトクローズと完全スライド（引出しボックスをほぼ完全に手前まで引き出

せる）も標準なので使い勝手は快適です。 

 

コストを下げる為、ソフトクローズや完全スライドをオプションにしているところもある

のですが、長く使う意味でもこの２つは価値ある機能なのでできれば押さえておきた

いところです。当店ではシステムレールは食器棚には標準ですが、他のアイテムでは

オプションとなります。 

 

 

 

 

 

 

完全スライドシステムレール 
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（３）ダンパー付丁番 

 

この金物は扉に使用する金物ですが、扉も途中からゆっくりと閉まるソフトクローズ

の金物が主流です。当店ではすべての扉に標準で付けています。（ただしプッシュオ

ープン扉、リフトアップ扉、収納扉には使用不可です。） 

 

こちらもコストを下げる為、ダンパー付丁番（ソフトクローズ）をオプションとしている

業者もありますが、今どき“バタン、バタン”と閉まる扉はナンセンス。やはりオーダー

の家具なのでこの金物も押さえておきたいところです。 

 

 

 

 

 

 

ダンパー付丁番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

（４）収納扉用金物 

 

当店では特に食器棚に組み込む場合が多いです。開いた扉を、家具本体に収納

することができるアイテムです。 

 

  
 

 

家電やダストボックスを扉の中に隠してしまいたい。または普段は扉を空けっ放し

で使用し来客の際、扉を閉めて隠したい場合などに対応できます。 

 

開いた扉を収納するタイプ（垂直収納）と、上に持ち上げた扉を収納するタイプ（水

平収納）があり、用途に応じ、使い分けをしています。ただし、扉を家具本体に収納す

る為、有効寸法が小さくなったり他の扉とラインが揃わなかったり等、使用するにあた

ってはいくつかの検証が必要になります。 
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（５）マグネットキー 

 

 

この金物は扉や引出しに使用する鍵です。特に小さなお子様が間違って扉や引出

しを開けて手を挟んだりしないよう、鍵をかけておきたい場合に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

スガツネ工業 ホームページより転用 

 

 

 

特徴は扉、引出し内部に付けた鍵がマグネットの本体を近づけると解除になるとこ

ろです。これならば、あからさまに鍵穴などが見えないので外観を損ねることもなく、

必要な箇所に鍵をかけておくことができます。多い方は十数か所に設置をしたりしま

す。ただし、本体キーを失くしたりお子様に見つかるとメリットは半減するので注意が

必要です。 
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（６）間接照明 

 

こちらは金物ではないのですが紹介したいアイテムです。Ｐ13の『オーダー家具だ

からできるこんなこと』でも説明をしましたが、間接照明を家具に取り入れる要望も多

く、LEDの家具用の製品も普及しています。 

 

空間や壁（エコカラットなど）を照らしたり対象物（食器やテレビ）を照らす場合で、適

した照明が変わってきます。主に、ダウンライトとスリムラインとテープライトを使い分

けています。 
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照明の色は、電球色と昼白色の２種から選べるのですが、電球色の方が人気があ

ります。調光できるタイプもあり、選択肢は多いのですが、家具用 LEDは価格的には

まだ少々高いのが現状です。 

 

 

 

その他、家具用の金物は紹介しきれない種類があり、日進月歩で高性能なものが

たくさん出てきています。興味のある方はビックサイトなどで行われる展示会（Japan 

Home Building Show など）やメーカーのショールームで見学、体験をするのもおスス

メです。 

 

■おすすめのメーカーのショールーム 

 

・ スガツネ工業 http://www.sugatsune.co.jp/showroom/ 

・ ハーフェレジャパン  http://www.hafele.co.jp/jp/about-us/6989.asp 

・ デニカ     http://www.denica.co.jp/page005.html 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.sugatsune.co.jp/showroom/
http://www.hafele.co.jp/jp/about-us/6989.asp
http://www.denica.co.jp/page005.html
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（７）カラーガラス 

 

こちらも金物ではないのですが紹介したいアイテムです。旭硝子（株）の製品で 21

色のラインナップがあります。 

 

■旭化成 カラーガラス 

https://www.asahiglassplaza.net/products/colorglass/lineup/index.html 

 

 

旭化成 ホームページより転用 

 

  

ピュアホワイト使用例 クラシックブラック 使用例 

 

色付きのガラスなのですが透けないので家具に綺麗に貼り付けることができます。思

いのほか、家具にガラスを貼りたいというニーズは多く、このガラスは重宝しています。

赤外線は通すのでリモコン対応可能ですが、強化ガラスではないので耐荷重の検証

が必要なのと価格が高いのが少々ネックとなりますが、検討の価値はありです。 

 

https://www.asahiglassplaza.net/products/colorglass/lineup/index.html
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よく使用される素材 

 

ここではオーダー家具によく使用される素材を紹介します。 

 

（１）メラミン化粧合板 

化粧合板の中では"耐久性"、"耐熱性"に優れています。扉や天板の他、強度や

耐熱を重視する箇所に使用します。コストは高めなのですが扉、天板の単価として計

算すると価格的にも充分見合う素材です。色や柄の種類も豊富で最近のメラミン化粧

合板は質感もあがり、一見すると天然木と見分けのつかない精巧さがあります。 

 

（２）ポリエステル化粧合板 

一般的には"ポリ板"、"ポリ合板"と呼ばれています。合板基材（ベニヤ）の上にポ

リエステル樹脂層で仕上げをしていますので、こちらも質感的には優れています。コ

ストパフォーマンスに優れていますので、メラミン化粧合板と使い分けをして、トータル

コストを調整しています。 

 

（３）オレフィン化粧合板 

非塩ビ系（燃やしても有害物質が殆どでない）のシートを使用した化粧合板です。

建具や枠、家具に幅広く使用されています。質感は高いのですが"メラミン化粧合板"

や"ポリエステル化粧合板"と比べると、耐久性と耐熱性に劣るので特に天板に使用

する際には検討が必要です。 

天板上に何を置くか、頻繁に動かしたりするのか、作業をするのか等を視野に入れ、

必要な場合は別の素材を取り入れると良いかと思います。 

 

（４）天然木突板 

天然の木を薄くスライスし合板基材（ベニヤ）に貼り付けた化粧合板です。無垢材

は高価な上、反りやネジレなどの品質保持が難しいのに対して天然木突板は安定し

ています。表面が天然木なので質感には優れますが、それでも他の化粧合板に比べ

ると高価です。樹種（木の種類）や塗装の仕上げ具合により金額が変わってきます。 

 

最近はメラミンやポリ板の質感が上がってきたので天然木突板を選ばれる方は減

ってきていますが、塗装仕上げという一手間をかけるだけあって本質的な質感はナン

バー１です。 
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（５）プリント化粧合板 

基材合板（ベニヤ）に強化紙を貼った化粧合板です。化粧合板のなかでは一番安

価なのですが"傷に弱い"というデメリットがあるので、当店では通常、使用していませ

ん。ただ『ポリエステル化粧合板』に比べると、化粧合板独特の臭い（スチレン臭）を抑

えることができるので、強度よりも臭い重視の場合、検討することがあります。 

 

化粧合板独特の臭い（スチレン臭）は新車の車と同じで数か月たてば落ち着きます。

"耐久性"を重視した方がより永く家具を使えるメリットがあるので、単にコストを下げ

る為使用するのには注意が必要です。 
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以上がオーダー家具によく使用される素材の説明になります。これらのメリット、デ

メリットを押え、適材適所で材料を選ぶのがトータルで満足できる家具造りに繋がって

きます。 

 

ここでちょっと・・・ 

 

余談ですが、「もう少し安くする為に材料で調整することはできますか。」という質問

を頂くことがあります。私の持論では材料のグレードを下げることはおススメしません。

家具を永く使って頂く為には適した材を選ぶことが必要だからです。どうしても値引き

調整が必要な場合でも材料や金物のグレードを下げたことはありません。そのような

時は工場での手間工賃を見つめ直し、できる範囲での調整をさせて頂いております。 

 

ただ当店は工場直営なので工賃を調整することができますが、工場を持たない業

者が材料と金物のグレードはそのまま、手間工賃を安くしろということになると理不尽

なイジメとなります。時として問題になる"偽装"はこうした歪みから芽を出します。 

 

本来、値引きや材料費の値上がり、工期の短縮等のリスクは平等に負担をするべ

きなのですが、実際現場で作業をする人や製作側だけに廻ってきがちです。私はそ

のような会社をたくさん見てきましたし、お付き合いもしてきました。 

  

現在は自社で直接エンドユーザー様と取引させて頂く事ができ、その心配はなくな

りましたが、技術と情熱をもちながらあえいでいる工場が沢山あるかと思います。 

 

これからの私の半生はオーダー家具を普及させることに全力で取り組み、技術と

情熱をもった工場と提携をし、ユーザーも作り手もお互いが幸せになれる様な強固な

土台を造り上げていきたいと思っています。 

 

納品時のお客様の喜んでいる顔は、それが成功することを物語っており、確かな手

応えを掴みかけています。 
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６．よくある質問 

 

ここでは、お客様からのよくある質問の中から、他社サイトにあるような一般的なＱ

＆Ａではあまり載っていない、もう少し突っ込んだ質問をご紹介いたします。 

 

システムキッチンの面材と合わせることは可能ですか 

 

システムキッチンと面材を合わせたオーダー家具は、見た目の統一感を演出でき

ます。マンションと戸建てでは条件が異なりますので、それぞれご紹介させていただき

ます。 

 

（１）マンションの場合 

 

 マンションの場合、通常は面材合わせが可能です。メーカー名と品番が分かってい

る場合はすぐにお調べできます。ご不明な場合は、物件名とお部屋番号を教えて頂く

とこちらで管理会社様に問い合わせも可能なのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 ただ一部物件ではオリジナル柄を使用し対応不可だったり、面材が廃番になってい

て対応不可の場合もあります。 

 

 更にシステムキッチンが輸入品（海外メーカー）の場合も対応不可の場合が多く、特

殊な仕様（天然木突板仕様や UV塗装）の場合では金額がアップします。 

 

 また面材だけではなく取っ手や天板もシステムキッチンと合わせることができる場合

が多いので、対応の可否と金額の差額を整理し検討すると良いかと思います。 

 

 システムキッチン合わせが不可の場合は、類似柄をご提案させて頂きます。類似で

のご検討かキッチン以外の建具やパントリー（食品庫）との面材合わせも視野に入れ

て、ご相談、ご提案をさせて頂いております。 

 

 

（２）戸建ての場合 

戸建ての場合は面材や取っ手、天板がメーカーのオリジナル柄を使用している場

合が多く、システムキッチン合わせは難しい場合が多いです。 
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 また、システムキッチン合わせが可能な場合でもメーカーは面材に対して高い価格

設定をしているので金額がアップすることが多いです。 

 

 こちらも必要な場合、類似柄や別柄をご相談、ご提案をさせて頂いております。 

 

扉と引き出し、おすすめはどちらですか 

 

扉はコスト的に引出しより有利で有効寸法を最大限に利用できるので、収納力にも

優れています。また、扉内部に可動の棚を付けることによりいろいろな用途に対応が

可能です。 

 

一方、引き出しは扉よりもコストは上がってしまうのですが、真上から物を出し入れ

できるので使い勝手に優れています。 

 

家具の部材や金物（レール）、引出し箱の厚みが有効寸法を小さくしてしまうので、

収納力は扉に比べると小さくなってしまうデメリットもあるのですが、引出しを収納のメ

インに考えている方は多く、特に食器棚は引出しを増やしたいという方が多いです。 

 

何を収納するかによって用途も変わってくるので収納力とコスト面を含め、ご相談、

ご提案させて頂いております。 

 

納品後の家具のニオイが気になります 

 

オーダー家具には独特の匂いがあります。主に、化粧合板に含まれる物質（スチレ

ン）のニオイで、敏感な方には少々不快なニオイに感じてしまいます。 

 

納品後、おおよそ数か月でニオイは落着きます。使用している材料は建築基準法

で定められた基準をクリアしておりますので人体への悪影響はありません。 

 

どうしても気になる場合はスチレン臭を抑えたノンスチレンという材料も一部柄では

ありますのでご相談をさせて頂いております。（その場合、材料費の差額分がアップし

ます。） 
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キッチンの背面に引き戸がありますが、設置可能ですか 

 

間取りによってはキッチンの背面に引き戸がある場合があります。背面に引き戸が

あっても設置は可能ですが、現地を確認させて頂いた上で、適切な形状をご提案させ

て頂いております。 

 

引き戸をそのまま使用できる形状にしたり、引き戸をつぶし全面を収納にする場合

がありますので、こちらもご相談をさせて頂き、ご提案をさせて頂いております。 

 

メラミンの天板と人工大理石・天然石、傷に強くお手入れしやすいのは 

 

オーダー食器棚では、メラミンの天板が標準になります。一方、システムキッチンで

は天板が人工大理石や天然石が多いので、それぞれの特性をご説明させて頂きま

す。 

 

 

（１）メラミン 

 

メラミンは化粧合板の中では強度や熱に優れ、人工大理石や天然石よりもコスト的

に優れています。標準は白系なのですが、多用な色柄があるので変更も可能です。

（材料費の差額分がアップしますが、二者と比べるとまだまだ安価です。） 

 

一般的な天板としての利用であれば強度も十分で通常のお手入れも、から拭きか

マジックリンなど洗剤を併用した水拭きで十分です。 

 

傷が付いた場合の修復は難しいのですが、当店の施工例の９割位は標準のメラミ

ンの天板となっています。 

 

 

（２）人工大理石 

 

一般的に人工大理石は強度や耐熱に優れていると言われております。お手入れも

から拭きや水拭きで落ちない汚れにはクレンザーやスポンジ等研磨剤入りのお手入

れグッズでキレイにすることができます。 
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また、中まで均質な素材でできている為に小傷程度は磨いて消してしまうことも可

能です。いずれもコーティングなどをしている場合は、ツヤ感が変わってしまう場合が

あるので注意が必要ですが高級感とトータル性能に優れた素材であると思います。 

 

 

（３）天然石 

 

強度や耐熱性能は抜群ですが、多孔質なので液状の汚れは染み込みやすい特性

があります。ただ、こぼしてしまってもすぐに拭けば問題のないレベルです。システム

キッチンと合わせると高級感を演出してくれます。 

 

天然の素材なので産地やロットにより多少、色柄の雰囲気が違ってくるので、シス

テムキッチンと雰囲気が完全に一致しない場合があります。 

 

私の持論ですが、メラミンに比べ人工大理石や天然石はコスト的にはかなり上がっ

てしまいます。また、食器棚の場合は天板の上に電子レンジや家電を並べて置く方が

多いので、普段はあまり見えなくなる贅沢なアイテムでもあります。 

 

キッチンの面材がダークや黒系の場合は白い天板がキッチンを明るい雰囲気にも

変えてくれますので、コストと使い勝手、圧迫感や明るさをトータルで検討して決める

のが良いかと思います。 
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ゴミ箱を収納したいのですが、どのような種類がありますか 

 

食器棚の内部にゴミ箱を収納したいというニーズは多く、食器棚の形状はゴミ箱を

収納するかどうかによって大きく変わってきます。ゴミ箱の収納方法はいろいろあるの

ですが主な４パターンを説明します。 

 

■パターン１ 

ゴミ箱専用のオープンスペースを作る。 

ゴミ箱の数にもよりますが扉のないオープンスペースを作り、床の上に直接ゴミ箱を

収納するパターンです。 

 

ゴミをダイレクトに捨てることができるので使い勝手が良く、コスト的にも扉が減る分減

額となります。主に、下記のようなダストボックスが人気があります。 

 
 

オークス社製 ダストボックス 

￥3,000（税別） 

オークス社製 ダストボックスワゴン 

・２連タイプ ￥30,000（税別） 

・３連タイプ ￥40,000（税別） 
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■パターン２ 

 

ゴミ箱を扉で隠してしまう。 

パターン１のオープンスペースに扉を付けるイメージです。 

ゴミ箱を隠してしまいたい場合の選択肢となります。 

  

 

ゴミ箱は床に置いたまま扉を開けてから捨てるので、扉の開け閉めが多少煩わしく

感じてしまうのですが見た目を優先したい場合には有効で割と人気のあるパターンで

もあります。 

 

開けた扉をユニット内部に収納することができる（垂直収納扉）仕様もありますので、

こちらと合わせて検討しても良いかと思います。 

 

ただし、垂直収納扉は金物代の金額が UPするのと扉を収納する為、有効寸法が

小さくなりますのでこの部分のデメリットを押さえておくことが肝心です。 
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■パターン３ 

 

引出し内部にごみ箱を収納する。 

 

引出しの中にダストボックスを収納するので見た目はスッキリです。ゴミを捨てる度

に引出しを手前にスライドをしないといけないのですが、ゴミを真上から捨てることが

でき、収納の際は引出しを軽く押してあげればソフトクローズなので引出しがゆっくり

と戻っていきます。見た目と使い勝手がいいのでゴミ箱の収納方法としては一番人気

でもあります。 
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ゴミ箱はお客様支給の物でも対応可能なのですが、『オークス』というメーカーのゴ

ミ箱が標準仕様の奥行 45センチにジャストフィットしますので、このゴミ箱とセットで検

討される方が多いです。 

 

『オークス』のゴミ箱は当店でも取扱い可能で容量は２６・５リットル、価格は 1個あ

たり￥3,000（税別）となります。 

 

 

 

■パターン４ 

 

先程のパターン３と同じく、引出しの中にゴミを収納するのですが、ゴミ箱ではなく

金属製のフックを使いビニール袋をぶらさげて捨てるタイプです。 
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なるべく少ないスペースでゴミをたくさん分別して捨てたいという方の選択肢となり

ます。先ほどの『オークス』のゴミ箱は引出しの中に２個収納する場合で横幅が５８セ

ンチ必要になります。（実際の引出しの有効横幅は 48センチとなります。） 

 

ビニール袋の場合はその４８センチで３～４分別で捨てることができます。１つの袋

に捨てることができる容量は小さいのですが、マンションの場合は 24時間いつでもゴ

ミ出しができる物件が多いので溜まったら都度、コマメに捨てに行くイメージです。 

 

引出しの中にゴミを捨てるのは臭いが気になるという方も多いかと思いますが、ゴ

ミ箱として使用する場合はそのユニットを独立した構造にしますので、臭いは他のユ

ニットに移ることはないので安心して頂いて大丈夫です。 

 

以上がおおよそのゴミ箱（ゴミ）を収納する場合の例ですが、ご参考にして頂けます

と幸いです。 

 

食器棚で標準の 45 センチの天板に大型電子レンジを置けますか。 

 

当店の食器棚の標準の奥行は 45センチです。実際には 48センチまで同額で奥行

を増やすことができます。袖壁の奥行やシステムキッチンとの距離を考慮してご提案

をさせて頂いております。（食器棚を置いてもできれば 80センチ程の空間を残したい

ので） 

 

最近の電子レンジは奥行が大きな機種が多く48センチ～50センチを超えてくるタイ

プもありますが、天板の奥行が 45センチあればレンジの脚部分はしっかりと載るので

大丈夫です。 

 

どうしても操作パネルやハンドルの部分が天板より出てきてしまうのですが、見た

目はさほど気にならないので大丈夫です。 
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内覧会に同行してもらいたい 

 

内覧会のご同行は可能です。オーダー家具は製作前に必ず現地を確認させて頂

き、壁の寸法や形状の他、コンセントの位置や枠、報知器などの位置なども確認をさ

せて頂いております。 

 

また実際に家具を設置する場所で打合せをさせて頂くことにより、明るさや圧迫感

などの雰囲気も実感できます。 

 

内覧会や確認会はその数少ない機会となりますので、極力同行をさせて頂くように

しております。 

 

ただ、日にちによってはスケジュールが重なってしまい、調整がつかずお伺いでき

ない場合があります。その場合は物件にもよりますが後日、担当者様の立ち合いの

もと入室をさせて頂き検寸や打合せの時間を貰える場合もありますので都度、確認を

させて頂いております。 

 

内覧会までに候補を１社に絞れなかった 

 

見積りや事前打ち合わせで候補の業者をある程度絞り込み、内覧会までには業者

選択ができていればベストですが、やはり大きな買い物なので難しい場合があるかと

思います。その場合は複数業者と内覧会で打合せをしても大丈夫です。 

 

私も何度か経験がありますが内覧会で他社様の名刺を見かけることがあります。

同じ時間帯で一緒に入室をしたことはないので、打ち合わせ時間をずらして頂く配慮

をして下さっていたのかと思いますが、基本的にはお客様主導で良いのです。そして

後日、各社のプレゼンを確認してからの最終決断でも宜しいかと思います。 
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ピクチャーレールや鏡、エコカラットの取扱いはありますか 

 

当店の場合は、ピクチャーレールと鏡は対応しています。その他、エコカラットやア

クセントクロス、バルコニータイル等の問い合わせもよく頂くのですが、取扱いのない

アイテムは専門業者さんを紹介させて頂いております。 

 

紹介できる業者さんは何社かあるのですが当店では紹介のみで、後はお客様と業

者さんで直接取引をして頂いています。直接取引の方が無駄なマージンをかけずに

済むからです。 

 

またはオプション会で扱っているアイテムを総合的にカバーしている業者様もいま

すので、まとめてお願する場合と分離発注する場合との労力とコストで判断しても宜

しいかと思います。 
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食器棚の人気のオプションが知りたい 

 

食器棚の人気のオプションをランキングでご紹介いたします。 

 

１位 引出しの追加 

２位 家電スライドカウンター 

３位 アルミフレームガラス扉 

４位 奥行変更 

５位 モイス 

６位 家電などを隠す扉 

７位 引き戸に変更 

８位 天板のシステムキッチン合わせ 

９位 作業スライドカウンター 

１０位 ハンガーポールの設置 

 

 

■１位 引出し追加 

 

コスト面や収納力の面で扉収納より不利な点もあるのですが、真上から出し入れ

ができるという点で使い勝手を重視する方に人気があります。 
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■２位 家電スライドカウンター 

 

家電スライドカウンターは、家電を下台に収納するオプションです。蒸気対策に有

効なので炊飯器等、蒸気が発生する家電を収納するのに適しています。 
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■３位 アルミフレームガラス扉 

  

高級感やキッチンに明るさ感を求める方に人気があります。ガラスの色は白系で２

色の他、透明やブロンズ、スモーク、ミラー調などから選ぶことができます。 
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■４位 奥行変更 

 

奥行変更は、収納力を増やしたい方が検討をするオプションです。吊戸棚の奥行を

増やす場合は圧迫感や扉の軌道を説明、ご提案をさせて頂きます。下台の奥行を増

やす場合はシステムキッチンとの距離までを含めご相談、ご提案をさせて頂いており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

■５位 モイス 

 

数年前に三菱商事建材が開発した素材で湿気を調整したり耐熱性に優れているこ

とから、主に食器棚の吊戸棚の下端等に貼り蒸気を吸収する為に使用するアイテム

です。天板の上で炊飯器など蒸気の出る家電を使用する場合に検討をして頂いてお

ります。 
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■６位 家電などを隠す扉 

 

主に下開き扉、垂直収納扉、水平収納扉があり用途に応じご提案をさせて頂いて

おります。特に家電スライドカウンターと下開き扉をセットで検討をする方が多いで

す。 

 

 

  

下開き扉 

垂直収納扉 
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また大き目の扉を１～２枚で製作、リフトアップをして開けるタイプもあります。 

 

  

 

 

いずれも家電を普段隠して収納し、見た目をスッキリとさせることができるアイテム

です。コスト次第では検討をしたいと考えている方が多いです。 

 

  

水平収納扉 

リフトアップ扉 
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■ ７位 引き戸に変更 

 

扉をスライド式の引き戸に変更するオプションです。食器棚の幅により扉の枚数は

２枚～４枚となります。引き戸は扉が前後に重なるので有効奥行が小さくなる分、奥

行も大きくする必要があります。板扉での製作も可能ですがアルミフレームガラス扉と

セットで検討する方が多いです。 

 

  
 

■８位 天板のシステムキッチン合わせ 

 

標準の白系のメラミンポストフォーム天板からシステムキッチン合わせに変更する

オプションです。キッチン全体の雰囲気に統一感が出るのですが天板の変更は食器

棚のオプションの中でも一番金額の張るオプションです。また、天板の上にはオーブ

ンレンジをはじめ家電を並べて収納したいという方が多いのですが、あまり見えなくな

ってしまう贅沢なオプションです。（一部天板はキッチン合わせが不可の場合がありま

す。） 
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■９位 作業スライドカウンター 

 

作業スライドカウンターは補助天板として必要な時に本体から引き出して使用する

天板です。電子レンジ使用時、調理途中の仮置きや冷蔵庫の中身を整理する場合な

どに重宝します。天板を全開に引き出した時にロックが掛かるので安定します。レー

ルの耐荷重は 25キロとしっかりしているので直接作業をこなすことも可能な便利アイ

テムです。 
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■１０位 ハンガーポールの設置 

 

吊戸棚の下端に設置。調理器具やミトンなどを引っ掛けることができます。ハンガ

ーポールは、ＫＡＷＡＪＵＮ社の物を使用する場合が多いです。 

 

ＫＡＷＡＪＵＮ社  

http://www.kawajun.jp/hardware/products/accessory/kitchenaccessory/item2297 

 

 

 

 
 

小物を引っ掛けることのできるフックが付属しています。長さは既成では３種類

（600・1200・1800）ですが特注で寸法調整も可能です。 

 

 

 

  

http://www.kawajun.jp/hardware/products/accessory/kitchenaccessory/item2297
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納戸に棚がないのですが増やせますか 

 

納戸は貴重な収納スペースですが通常、棚板が付いていないのでそのままでは有

効活用が難しいです。市販のラックやＤＩＹでの対応も可能ですがオーダーで棚板を付

けたいというニーズは多いです。 

 

用途が決まっている場合、棚板は固定でもよいのですが可動棚の方が使い勝手が

広がるのでおススメです。 

 

棚を可動にする場合は棚板の他、金物が必要になります。また金物はどこの壁に付

けるかにより種類が変わってくるのと設置予定の壁に直接取付ができるか否で追加

の部材が必要になってきます。 

 

現地を確認させて頂き芯（柱）の位置を確認させて頂いてからご相談、ご提案をさ

せて頂いております。 
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以上、ここまでは実際に頂く質問の一例からの抜粋ですが、回答は当店のケース

となります。実際は各業者で対応が違う場合もあるかと思いますので参考にして頂け

ればと思います。  
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おわりに 

 

『オーダー家具大辞典』に目を通して頂きまして有難うございます。 

 

私は今年でオーダー家具の仕事に就いて 20年を迎えることができました。25歳で家

具造りを始め、５年後には独立をして今の会社を立ち上げることができました。 

 

コネも資金もなく始めた訳ですから仕事量を安定させる為に、強引な（今思えば恥ず

かしい）営業で超大手のハウスメーカーからも仕事を出してもらい、いつも忙しく動き

回っていました。 

 

とにかく人と違うことをしたいと常々考えていたので、身の丈に合わないショールーム

を作ったり（約４年程で閉鎖しました）、中国に提携工場を探しに行ったりと無謀なこと

ばかりしてました。 

 

ホームページを作ったのは今から 10年程前ですが当時、自分の周りにホームページ

を持っている家具工場が無かったのと、今では消えてしまった大手のＨＰ製作会社に

"猿でも稼げる"と言われたからです。 

 

ただ単にオリジナル家具を作って並べていただけなので、"猿"よりも稼げなった訳で

すが何度かリニューアルをし『オーダー家具』に力を入れたところ徐々に反響がでてき

ました。 

 

その頃は何もしなくても仕事は沢山あったので無理に自分でオーダー家具の仕事を

取りに行くのは無駄で非効率だと思っていました。 

 

しかし年々、機械とスキルが増え精度とスピードは上がってきているのに、経営は苦

しくなってきました。 

 

あるタイミングで我慢できない出来事が起こり、下請けであることからの理不尽さに嫌

気がさし脱下請けに移行することを決めました。 

 

お蔭さまで今ではホームページからの集客のみで直接エンドユーザー様との取引を

させて頂いておりますが、あの時の判断が遅ければズルズルと儲かりも死にも（倒産）
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もしない植物人間（工場）になっていたかもで、それは自分の『人と違うことがしたい』

という主義から外れることでした。 

 

実際に直接取引をして気付いたのは、作り手とユーザーが直につながり家具を納品

できることの素晴らしさです。 

 

今までの仕事ではユーザーの気持ちや背景などがまったく分からないまま（理解しよ

うともしないまま）ただ、クレームのこない平均点の家具をとにかく数多くこなすことし

か頭にありませんでした。 

 

しかし、直接取引ではユーザーと対面をして打合せをします。ユーザーの家具に対す

る理想（背景）や想いが直接伝わるのです。 

 

そこには絶対的責任感が生まれ、自分を始め工場のスタッフも有り難味と重みを感じ

ながら行動をするようになりました。 

 

下請け仕事ではこの感覚は絶対に理解できません。話をするのは図面を持ってくるブ

ローカーだけだからです。 

 

この絶対的責任感は直接取引の大きなメリットの一つだと思います。 

 

納品後のお客様の喜ぶ姿に触れることは今までにはない充実感を感じ、そしてオー

ダー家具は顧客満足度の高い商品だということを身を持って感じてきました。 

 

まだまだ自分が至らず、お客様にご迷惑をかけてしまうこともありますが、とにかく直

接取引では怒られたり、クレームがあったとしても素直に受け入れ対応ができるので

す。 

 

逆に成長と改善の機会を頂いているのですから有難いことです。 

 

今後、オーダー家具は徐々に浸透してより身近な存在になってくると思いますが、自

分もさらにスキルを高め、少しでもユーザー様の役に立てる様に頑張って行きたいと

思います。 

 

この資料がオーダー家具に関心のある方にとって、少しでもお役に立つことが出来ま

したら幸いです。 


