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お部屋が片付かなくて
困っていませんか？

それとも、本当はキレイな
お部屋で過ごしたいけど、
片付けることを諦めていませんか？

この本では、私達クーマが
壁面収納を使って解決してきた
実例を Before & After で
ご紹介しています。

まず最初に家をまるごと
壁面収納でキレイにしたお客様を
ご紹介いたします！

次のページへ

モノで溢れた現代社会
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カップボード

Size

W1600 × H2246 × D442

Material

本体：ホワイト

扉： ホワイト

既製の食器棚の上や、手前の通路に
家電や食材などがあふれています。
見た目がごちゃごちゃしているだけでなく、
作業スペースも狭いですね…

奥様のコメント
このカップボードにしてから、モノの定位置が決まり、
新しく購入したお気に入りの食器を
サッと取り出せるのが嬉しいです！
スライドトレーは引き出しやすく、使い勝手も良いですよ。
ゴミ箱スペースには、分別ゴミ箱を３つ入れています。

リビングボード

Size

W3350× H2324／2004 × D442／314

Material

とにかく膨大な量のモノが、いたるところに
あふれています。ダイニングテーブルの上にも
モノが積み上げられていて、
ここでご飯を食べるのも厳しそうです…

ライティングデスク 掃除機収納

本体：ホワイト
扉： ウォルナット

奥様のコメント
このリビングボードは、収納力も、色も、とても気に入っています。
収納スペース的にはまだまだ空きがありますが、もう絶対に（!!!）
リバウンドしたくないので「モノは増やさない！」と、
家族みんなで決めています。リビングに掃除機をしまえるのは、
最初はピンとこなかったのですが、使い始めてみると、
便利ですね。ライティングデスクも使いやすいです。
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Material

本体： ホワイト
扉： ホワイトオーク
デスク： ホワイトオーク

デスク収納
Size

W1254× H1120 × D700
W1519× H2324 × D314（写真右）

（写真正面）

元々、お姉ちゃんの勉強机が置かれていたお部屋。
既製家具など大量のモノに囲まれている状態です…

奥様のコメント
息子は、この部屋を「事務所」と名づけて、
とても気に入っています。
宿題も遊びも、ここでするようになりました。
自分のモノを自分でしまうようになり、
“片付け”の習慣もできました。

ファイブリッジパネル

Size
W600 × H1844 × D378／442
Material

パネル：ホワイトオーク

棚： ホワイトオーク

ファイブリッジパネル

Size

W600 × H1844 × D378／442

Material

素材やテイストが違う
既製家具や衣装ケースなどが
いくつも置かれています…

娘さんのコメント
まず、自分の部屋ができたことが嬉しいです！
広くて明るいし、どこに何を置いたかよくわかるので、
片付けもしやすいです。私はこの空間が大好きで、雑誌を読んだり
ＤＶＤを観たり、部屋にいる時間が長くなりました。
集中して勉強できるし、何より落ち着きます。特に、机の左隣の棚が
お気に入り！これから、ぜひ友達を招待したいです！

パネル： ホワイトオーク

棚： ホワイトオーク

デスク収納

Size

W2000× H2324 × D282
W2000× H754 × D700
Material

本体： ホワイト

（デスク部分）

扉： ホワイトオーク
デスク： ホワイトオーク
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神奈川県にお住まいのＮ様は、
ご夫婦と、中学2年生の娘さん、小学2年生の息子さんの4人家族。

12年前、今のお住まいに引越してこられました。実はその前から、たくさんのモノを
お持ちだったそう。引越しの際に詰めて以来、開けないまま11年経ってしまった
ダンボールもたくさん…。さらに、どんどん新しいモノも増えて、いつしか居住スペース
が狭くなり、落ち着いて生活することが難しい状態に…。モノが増え過ぎてお部屋
が暗くなり、片付けようという気力もわかなくなってしまったそうです。

そんな時、「そろそろ子供たちに、それぞれの部屋を作ってあげたい」と考えたご夫婦は、
ちょうどリフォームのテレビ番組を見たことで、今のお住まいをリフォームすることに。

「大量のモノを、とにかく片付けたい！表にモノを出したくない！本気でキレイにし
たい！」という切実かつ強い希望を抱き、リフォーム会社さんを訪れたところ、壁面
収納を勧められます。それがＣＵＵＭＡとの出会いでした。
「壁面収納にすれば、大容量の収納スペースを確保でき、見た目もスッキリしますよ」
そう言われたご夫婦は、ＣＵＵＭＡのショールームを訪れ、実際に製品をご覧になって、
ＣＵＵＭＡの壁面収納に決定。お家全体で、合計7箇所の設置が決まりました。

いざ決まったら、家族全員、本気スイッチＯＮ！開けないまま11年も眠っていたダン
ボールやらなにやら、なんとトラック1台分もの大量のモノを処分されました！！！

リフォームを経て、見違えるような空間に生まれ変わったＮ様邸。
新しいお住まいに、ご家族皆様、大変満足されているそう。あらためて以前の写真をご覧になった
奥様は「よく生活していたなぁ」としみじみ。「もう絶対にリバウンドしたくない！」と、
これ以上モノを増やさないことを、固く決意されていました。

After Report
N様邸

玄関収納

Size

W2219 × H1792 × D378

Material

お部屋に入りきらない
衣類や家電など、いろいろなモノが
あふれている玄関…

奥様のコメント
家族４人分の靴と、バッグなどを入れても、
まだまだ余裕があります。息子はきちんとしまいたがり、
娘は自分のスペースにこだわりを持つようになりました。
他人の目にも触れる場所なので、キレイになって本当に良かったです。本体：ホワイト

扉： ウォルナット
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実 例 集Before
  & After

1211

最近は、ホコリの掃除が困難とよく言われる既製品ラック。
収まっているモノも丸見えです。
お部屋全体も何となく狭く見えます…

同じテレビ、同じ照明、同じソファーなのにこんなにも違った印象になります。
収納スペースも増え、片付けが楽になりました。

以前の状態ではピアノやテレビ台、ラックの後方まで
掃除に気を使っていましたが、壁面収納を取り付けてからは
サッと掃除機をかけるだけで良くなり、日々の掃除がとても楽になりました。

Living room Case1

収納スペースがとても少ないため
モノが増えれば大変なことに…

壁面いっぱいにあつらえた収納ですが逆にお部屋が広く感じられます。
天井も高く見えますね。

テレビから上の空間全てが収納スペースになりました。
モノが増えても安心な上、扉でいつもキレイに隠されています。

Living room Case2
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本当は隠しておきたい子供のおもちゃ。
でも毎日使うモノだからリビングに出しっぱなし…

お部屋の隅に積み重なっていたおもちゃ類が綺麗に収納されました。
ライティングデスクがあることで子供と一緒にリビングでお勉強も。

テレビを壁掛けにすることで、地震時のテレビの転倒が防げます。

Living room Case4

ライティングデスク

実は結構片付けているつもりでも
家具がバラバラなので
見た目が全くスッキリしない…

１つの家具でカタチとカラーを統一することで
見た目がとてもスッキリ！！
片付ける手間も以前の半分に！！

お手持ちのトール型スピーカーに合わせて
置き場所もしっかり確保。

Living room Case3



最初は飾ったりしまったりしているはずが
部屋の中が散乱状態に見えるように…

少しずつ集めた大切な小物たちの居場所を作りました。
天井まで伸ばした収納で、見せたくない物はしっかりと隠すことができました。

ガラス扉を使えば、お気に入りのモノを
ショーケースのように飾ることができます。

Living room Case6

ホコリがたまる場所ばかりで掃除が大変…

「とりあえず」と、既製の家具を使っていましたが壁面いっぱいの収納にチェンジ！
家具が倒れてくる心配がないので小さな子ものびのびと遊べます。

掃除機を収納することで
気になった時に気軽にサッとお掃除ができます。

Living room Case5

掃除機収納

1615



既製家具を増やして収拾がつかなくなってしまった、
典型的な例ですね…家具の隙間のホコリにも
悩みがおありだったそうです。

梁下にきっちりと合わせたプランで、上部の空間にも収納が可能になりました。
見違えるほどスッキリしています。

隙間なくピッタリとおさめることでホコリのたまるスペースが
無くなりました。日々のお掃除がとても簡単になりました！！

Living room Case8

せっかく集めた趣味のDVDも、収納場所に困り平積み…
見たい時に見られない状態でした。

DVDはオープン棚でいつでも見つけられるように。
上部の扉付き収納も大活躍です。見せるモノとしまうモノの場所が決まりました。

平積み状態では取ることもできなかったDVDもすべて閲覧できるように
薄型のオープン棚に収納。見たい時に見たいDVDがすぐに取り出せます。

Living room Case7
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2019

特に決まった収納先がない全ての物がリビングに
溢れ出している印象。壁面がそのまま空いている為、
部屋全体が雑然として見えます。

驚くほどの収納スペースを確保しながら、窓からの光を入れる事ができる様になりました。
明るいリビングに家族の笑い声が聞こえそうです。

ホワイトを貴重にした収納で部屋全体が明るくなりました！
扉で隠せる収納と、飾り棚との調和がうまく取れました。

Living room Case10

その都度、何となく増えていった既製家具と簡易家具で
せっかくのお部屋が勿体無い雰囲気になっていました。

収納スペースがグンと増え、掃除機等を簡単に取り出せるユニットも組み入れました。
これまでの部屋の雰囲気が全く違って見えます。

収納本体を落ち着いたダークグレーにし、扉を明るめの木目に。
TV等の機器と部屋の明るさがうまく調和しました。

Living room Case9



がらんと殺風景なコーナー。これからどんな家具をプラン
するか決められないまま、物の収納先を思案していました。

基本をホワイト系で統一し、アーティスティックな空間に仕上げました。
鏡面ホワイトの扉で高級感が感じられつつも、写真などを飾りやすいオープン部分がアクセントに。
リビング全体に高級感が漂います。

オープン棚とガラス扉のプランで、飾り収納と隠し収納の
バランスを取る事ができました。

Living room Case9

2221

キッチンカウンター周辺はモノを置いておくのに
とても便利なスペース。
ただその反面、モノであふれかえってしまい
手のつけようのない状態になりがち…

カウンター手前まであった既製家具をなくし、
パソコンとプリンターが置けるちょっとしたワークスペースと
カウンター下収納を一つのラインにまとめました。

1つの家具で統一することで見た目もスッキリ！！
ダイニングを綺麗にするためにも
「カウンター下収納」はとても重要な収納家具です。

Dining room Case1



既製のハンガーラックに
部屋が圧迫された感じで狭く見えてしまいます…

Private room Case1

限られた壁面も、ファイブリッジパネルで
圧迫感のない収納スペースに。ハンガー掛けはもちろん、
棚板の位置も変更可能で、モノが増えても安心です。

洋室のような限られた空間では、床面積を極力減らさないためにも
パネル式の家具はオススメです！！

2423

窓の高さや扉横のスペースとの兼ね合いが難しい時がある
既製家具。貴重な空間にデッドスペースはもったいないですね。

部屋に合わせた壁面収納をプランし、更に機能的に。
収納場所も増え、窓からの光もたっぷり取れる気持ち良い部屋になりました。

カウンターをR形状にすることで、部屋への出入りもスムーズに。

Private room Case2



せっかくのアクセサリーの置き場がとりあえずの場所。
身につけるものが足元ではもったいないですし
寝室なのに服や小物の収納が足りません。

レコードコレクションの場所、アクセサリー収納の場所、と定位置が決まり、
ご夫婦の心地良いくつろぎスペースになりました。

レコード、オーディオ、電話、アクセサリーなど
大切なモノの定位置を決めることで
限られたスペースでも、とても効率良く生活することができます。

Private room Case3

2625

壁面が使えない分、モノが散らばって
雑然とした雰囲気にも見えます…

使い勝手が良く、和室にもぴったりのファイブリッジパネル。
家族全員の服をかけておくのにも充分なスペースがあります。

お手持ちの既製家具と壁面収納の組み合わせで
予算を抑えながらも快適な空間にすることができます。

Japanese room Case1
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壁面収納って
圧迫感ないのかな？

収納に組み込めば配線類
も見えにくくスッキリ。

スピーカー周りの
ごちゃつく配線
どうにかならないかな

洋服を収納したいけど
既製のタンスは
置けないみたい…

奥行きが 3 タイプから
選べるので薄型の
クローゼットも作れます。

奥行
40cm

壁と一体化するので
気になりません。
扉のない空間を作ると
メリハリも出ます。

リビングの一部にあつらえた
メイクコーナーは忙しい朝や
就寝前のお手入れに
ぴったりの場所！

リビングに
机がほしいけど
置き場がないな…

壁面収納でお悩みを解決

せっかく集めた
コレクション。
見せる場所がほしいなぁ

でも、パソコンの
出っ放しも
リビングにはねぇ… パソコンは

使う時だけ出せると
ほこりも入りません。

見せたい部分だけ
ガラス扉にできます。

Q & A収納のお悩みBefore
  & After
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リビングに掃除機を収納。
効率的かつ機能的です。

梁があっても
壁いっぱいに作れます。

実はお仏壇の場所。
大切なご家族が
いつも側にいます。

増え続ける家族の物
どうしよう…

大きくて変わった形の物も
しまいたいなぁ…

折りたたみ椅子や
ファンヒーター等、
不揃いな形の物もスッキリ。

必要に応じて棚板の枚数や
位置も調整できます。

こんなにスッキリ！
天井との隙間も埋められます。



本カタログは2 0 2 1年1月現在のものとなります。記載しております価格はすべて税別となります。
商品改良のため、予告なく改廃や仕様が変更する場合がございます。また、価格の改定を実施する場合もございますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ  :   i n f o @ c u u m a . j p
T E L  :  03 -  5468 -  3468　FAX  :  03 -  5468 -  3469
〒107-0062　東京都港区南青山 7-8-4  高樹ハイツ6A号室
東京

関西

T E L  :  06  -  6535  -  9503　FAX  :  06 -  6535  -  9533
〒550-0014　大阪市西区北堀江 1-1-10  アークビルディング401

F a c t o r y

T E L  :  088  -  698  -  8646　FAX  :  088  -  698  -  2498
〒771-0202　徳島県板野郡北島町太郎八須字惣野 8

青山ショールーム

OPEN :   10:00 - 19:00　定休日 :  水曜日　 予約優先
T E L  :  03 -  6805  -  0173

（ショールーム受付 10:30 -  18:00）

〒107-0062　東京都港区南青山 5-10-12  青山EDGE 2F

システム収納家具

S h o w  r o o m

O f f i c e
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