


 

ＣＵＵＭＡ is ...
CUUMAは、株式会社板久（1931年創業）が、

2009年に立ち上げたシステム収納家具ブランドです。

本社兼工場を徳島とし、都内・横浜・関西に展開しております。

家具の製造工法は、ドイツで開発された「Sys t em32」を採用。

System32
敗戦後、ドイツ復興を目的として、安定した品質の家具を効率良く生産する為に、

材料・金物・設備、それぞれの業種の枠を超えた家具の製造工法です。

基材に一定間隔（32mm）の穴を所有し、それを利用して金物の取付けをする事により、

製造及び組立ての効率化を図る事を可能にしております。

基材に使われるMFC（Meram ine  F a c ed  Ch i pboa rd）は、

家具素材として最高グレードの耐久性（耐摩耗性・耐汚染性）を誇ります。

CUUMAでは、世界の多くのデザイナーから支持を得ている「Pf l e i g e r e r         」を採用しております。

鏡面素材は、深みのある光沢の美しさで高級キッチンメーカにも採用されている「Senop l a s t         」を採用。

ヨーロッパで家具は個人の技術ではなく、一つの産業として発展してきた歴史が有ります。

現在では、毎年発表される金物のほとんどが「Sys t em32」に合わせて設計されており、

世界規模なスタンダートとして確立しています。

我々は、システム家具を中心に異素材（石・鉄・ガラス・突板）等を、

自由な発想で組み合わせ、新しい価値のある形を目指しております。

ヨーロッパ クオリティ×  M a d e  i n  J a p a n

それが、CUUMAがご提案する”空間作り”です。
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施工例
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リビングボード

本体：ウォルナット・ウェンジ
扉　：ウォルナット塗装（突板）・ウェンジ塗装（框）
天板：グリジオカルニコ（天然石／レザー仕上げ）
吊戸下：アイアンシェルフ
　
ユニット・扉・カウンター材と異素材を組み合わせております。
扉面材は全て突板塗装となります。
フロートのボード／カウンターは天然石を採用し、高級感を演出。
中央のアイアンシェルフは、モジュールに沿って寸法変更が可能です。
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ダイニング・リビング

本体：ウォルナット／ホワイト（背板 ウォルナット）
扉　：ハリーグレー／イーチホワイト
ガラス扉：木枠フレーム／ホワイト
　　　　　ガラス／クリア
トップパネル：フレッシュコンクリート（クォーツストーン）

ユニット背面のみカラーを変えたり、
調光タイプの照明を仕込むことも可能。
カラーの組み合わせ例としてご提案致します。
形も自由に、ランダムに。
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リビングボード 

本体：ウェンジ
扉　：ハリーグレー
　
Wは1mm～、H・Dは32mmピッチでオーダー可能。
サイズ対応ができ、Planの自由度が広がります。
　
鏡面のグレーは高級感を保ちながらも落ち着いた印象です。
木目との相性も良く、様々な組み合わせに対応出来ます。 

サイドボード 

本体：ホワイト
天板：トラバーチンロマーノ（天然石／石灰）
扉　：鏡面ホワイト塗装（框）
引出前板：木目
　
天板に天然石を使用。
トラバーチンは自然の巣穴を
そのままの状態にしているため、風合いを楽しめます。
扉や前板のカラーを部分的に変え、
アクセントを付ける事も可能です。
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リビングボード・デスク

本体：ウォルナット
扉　：イーチホワイト・シューベージュ
ガラス扉：ブラックフレーム／ブロンズ
　
本体を木目、扉を鏡面にすることで
ワンランク上の雰囲気に。
施工例はデスクを一体型にPlanしております。
＊TV55インチ
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Ｌ型ボード

本体：ホワイトオーク
扉　：ホワイト
飾り棚：ホワイトオーク

ユニットを木目にすることで、ナチュラルな風合いに。
グレー系のクロスともよく合います。
本棚の奥行きを変えることで圧迫感を抑えます。
シンプルなデザインは様々なテイストに沿う事が出来ます。
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ダイニングボード

本体・扉：ダークメイプル
ガラス扉：シルバーフレーム／ブロンズ

梁や柱にぴったり納められるので、
ご家庭の空間に合わせたプランニングが出来ます。
すっきり納まることで、濃い木目であっても
お部屋を広くする効果が有ります。
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ダイニングボード

本体：ホワイト
扉　： パイン
ガラス扉：シルバーフレーム／ブロンズ

ダイニングボードは、TEL台や小物置きのスペースを確保したり
引出を使って利便性をUPしたりと、多機能です。
ブロンズガラスとパインがとても良く合った施工例です。
ガラス面は飛散防止フィルムです。
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デスク＆本棚 

本体・扉：ホワイト
天板：木目

ユニットとカウンターの組み合わせで、
デスクをおつくりすることも可能です。
既製品と違い、ご希望の寸法に対応ができ、カラーを統一出来ます。
本棚は可動棚を活かし、様々なサイズの本を収納。
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ブックシェルフ 

本体：ダークグレー
扉　：ダークグレー塗装（框）
　
背板を除くことで、
壁柄との組み合わせをコーディネート。
扉のバリエーションを変えたりお好みの空間を演出します。
　
框扉
MDF（単色塗装・鏡面塗装）
突板（木目塗装）
※塗装は、基本的にCUUMA標準色の近似塗装です。

カウンター収納 + デスク 

本体：ダークグレー　扉：木目
　
キッチンカウンターの下を有効活用できる薄型収納。
引き戸にする事で、より限られたスペースを活かし収納できます。
テーブルを片持たせにする事で一体型に。
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書斎デスク

本体：ダークグレー（背板ウォルナット）
扉　：ダークグレー塗装（框）
ガラス扉：ブラックフレーム／クリア
左中央：背面ミラー

Planの形はモジュールに沿って自由自在です。
ライティング、多種ご提案致します。（ダウン・アッパー・スポット・ライン）
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ショーケース 

本体：ダークグレー
扉　：ハリーグレー
ガラス扉：ブラックフレーム／ペールミラー
天板：カラーガラス／ネロ
背面：ホワイトアンティカ（クォーツストーン）

間仕切り型のショーケース。
ユニット奥側にライン照明を施しております。
背面のクォーツストーンとガラスと際立たせます。　
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ショーケース 

本体：ウェンジ
扉　：パイン
ガラス扉：シルバーフレーム／クリア

収納内部にダウンライトをもうけ、
ガラス棚にして光を下まで落とし、食器を引き立たせたプラン。
ガラス扉のフレームはシルバーの他ブラックと、
お好みの雰囲気に合わせてお選び頂けます。
　
框はアルミフレーム（シルバー/ブラック）または、木枠（MFC）
ガラスは全６色からお選び頂けます。　
※ガラスカラー
  （クリア・乳白色・ハーフミラー・ペールグレー・ブロンズ・スモーク）
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カップボード 

本体：ホワイトオーク
扉　：ホワイト
天板：アイスホワイト（クォーツストーン）
セパレート中央部：カラーガラス／エクリュ

家電やゴミ箱を縦に収納することで
カウンターの作業スペースを広くもうけることができます。
家電収納上部に、湿気や水分を吸収する「MOISS(湿気吸収調整材)」を
取付けることで、炊飯器などを収納したままの使用が可能です。
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ダイニング・カップボード 

本体：ホワイト
扉　：ウォルナット
カウンター：人工大理石（ホワイト）t30

カウンターには、人口大理石のホワイトを使用。
木目と石の異素材の組み合わせが
洗練された雰囲気をつくりだします。
キッチンスペースから、ダイニングまで伸ばしたPlanです。
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クローゼット

本体：パイン
扉　：パイン・シューベージュ
　
クローゼットユニットのW標準寸法は、700：800：900（mm）
　
扉をツートンにすることで、スタイリッシュな印象を与えます。
鏡面のベージュは、明るめの木目とも良く合います。

ドレッサー

本体：ホワイト
扉　：イーチホワイト
　
ミラーまわりのライトは調光式。
格納タイプの扉は様々な用途に活用が可能。
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デスク・クローゼット

本体：ホワイトオーク
扉　：ウェンジ・ハリーグレー

クローゼットには、棚板やハンガーパイプ以外にも、
スラックス・ネクタイハンガーなど
用途に合わせたパーツを付ける事が可能。
洋室にデスクと一体型でご提案致します。
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ファイブリッジパネル 

パネル：ホワイトオーク
パーツ：ウェンジ　※木目の選択はフリーです。

CUUMAオリジナルのパネル式システム家具。
レールが付いており、パーツを可動できるため
季節や環境の変化に応じてカスタマイズが可能。
WICをメインに、洋室、リビングなど活用のシーンは様々です。

40 41



ファイブリッジパネル

パネル：アメリカーノ
棚　板：アメリカーノ
吊戸本体：ホワイト
扉　：シューベージュ・アメリカーノ
天板：人工大理石（ホワイト）t12　

ファイブリッジパネルに吊戸や
引出を固定することで、収納力を確保。
デザイン性も高くなります。
ミラーを取付けドレッサーとしてもお使いいただけます。
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シューズクローク

本体：ダークグレー
扉　：ダークメイプル
天板：集成材

ユニットをフロートタイプにし、
足元にLED照明を取付けました。
光の陰影により、玄関スペースを広く感じさせます。
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ダウンライト付ウォールユニット

本体：ホワイトオーク
扉　：ハリーグレー

ハネ上げ式のフラップアップ扉。
スタイリッシュな空間を演出します。

46 47



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

CUUMA TOKYO OFFICE
〒107-0062 
東京都港区南青山 5-10-2　第2九曜ビル603号
TEL ：03-5468-3468 
FAX：03-5468-3469 

AOYAMA  SHOWROOM 
〒107-0062 
東京都港区南青山 5-10-12　青山EDGE 2F 
TEL ：03-6805-0173
FAX：03-6805-0174
OPEN：10:00 ～ 19:00 

CLOSE
※ショールームご予約はオフィス（東京）にて承ります。

：水曜日　　要予約 

CLOSE：水曜日　　予約優先 

YOKOHAMA  SHOWROOM  
〒231-0011 
神奈川県横浜市中区太田町1-1　住空間ビル B1F 

東京メトロ表参道 B1 出口から
渋谷方面へ徒歩 3 分
青山学院大学手前を左折

横浜高速鉄道みなとみらい線
日本大通り駅 1 出口から
横浜スタジアム方面へ
徒歩 4 分
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