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石 stone

ガラス glass

鉄 iron

突板 wood veneer

光 lighting

wood veneer

stone

lighting

iron

glass
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stone石

悠久の時が生み出す、無限の表情
天然素材のなかでも最も硬く、耐久性がある「石」は、自然

の風雨など、地球の営みによって長い年月を経て、育まれて

できた素材です。構成する鉱物の色・かたち・組成によって

ひとつとして全く同じものはないため、無限の表情をつくり

出します。

レザー仕上げ
家具に用いる天然石の仕上げとして、日本では光沢仕上げが

一般的ですが、ヨーロッパでは表面に石本来の凹凸を残した

マットな「レザー仕上げ」が主流です。cuumaでは厳選した

天然石に、この「レザー仕上げ」を採用しました。それぞれ

の石が持つ、質感や表情の違いを感じることができます。他

ではほとんど見られない大理石もご用意しました。

機能性素材
天然石以外にも、耐水性に優れた「クォーツストーン」

「人工大理石」も、各種取り揃えました。
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Top Panel Inside back Panel



ガラス glass
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非結晶が織りなす、自在な色とかたち
温度によって性質を変えていく非結晶の｢ガラス｣は、液体から

個体へと、自在に色とかたちを変えていきます。透明で硬く

いつまでも美しく輝き続ける、というイメージがある反面、

一瞬にして砕けてしまうという儚さが魅力です。

RAL特注色によるカラーガラス
cuumaではガラスメーカーと共同で、ヨーロッパの塗装基準

RALから選定した色による特注色の「カラーガラス」を商品化

することに成功。シルキー加工を施し、マットで手触りも良い

仕上げを実現しました。

グレーガラス
明るさで、中のものが微かに透過するため、深みのある高級感

を感じさせるグレーガラスは、シェルフ・ガラス扉に採用して

います。

Top Panel Inside back Panel Shelf
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iron鉄
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大地から生まれた、強さとしなやかさ
長い歴史のなかで、単に生活の道具として使われるだけでなく

文化を洗練させていく役割をも担ってきた「鉄」は、柔らかく

強靱で、弾性が大きいという特性から、技術の進歩に合わせて

人間の暮らしを飛躍的に向上させてきました。

シェルフ
海外では、鉄を用いた美しい収納家具や棚が多く見られますが

国内ではあまり見ることがありません。cuumaでは、岐阜の

メーカーと共同で材料の接合部分に繊細さを残し、力強い素材

をシンプルなデザインで表現した「アイアンシェルフ」を商品

化しました。

高い技術
また、岐阜には鎌倉時代より誕生した刀鍛冶の地として世界的

に知られている地域もあり、良質の土、松炭、そして長良川と

津保川の良質な水という理想的な風土条件を備えていたことで

繁栄しました。この卓越した伝統的技能が現代にも高い技術と

して受け継がれています。

Shelf
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wood veneer突板
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木の温かみと風合い
家具の素材として広く使われてきた突板は、木の温かみと

風合いを残しつつ、狂いが少なくメンテナンス性も高く、

素材としての安全性・安定性を確保しています。

モダン or クラシカル
cuumaでは、シンプルな「フラットデザイン」と伝統的な

「框デザイン」をご用意いたしました。ベーシックなデザ

インは、モダンとクラシカル両方の魅力を兼ね備え、スタイ

ルやテイストを選ばず幅広く柔軟に空間と調和します。

Flat Kamachi
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lighting光

素材の魅力を、浮かび上がらせるあかり
ひとの暮らしに欠かせないあかり。家具に設置された照明は

空間を照らすだけでなく、素材を美しく映し出します。

家具と照明を一体化することにより、光源である器具が隠れ

間接的な柔らかい光を得ることができます。また、照明と家

具を同時に提案することが可能となりました。

豊富な照明パーツ
cuumaでは、間接照明以外にも、棚や収納ユニットに照明を

組み込んだ「照明パーツ」を多数取り揃えました。生活の様

々なシーンで、時に柔らかく時に鮮やかに、空間を演出しま

す。

Upper Under Inside
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背面パネル
（クォーツストーン／ホワイトアティカ）
＋ 
照明ユニット

ライティングシェルフ

Combination

アイアンシェルフ＋ ガラス棚 ＋ ダウンライト
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Combination

照明棚（ダウンタイプ）

ディスプレイカウンター
（クリアガラス）
＋ 
天然石（エンペラドールライト）
＋ 
框 扉

アイアンシェルフ ＋ カラーガラス（セピア）



天然石

アラベスカート

グリジオカルニコ

アウリジナフィオリータ

ネロマルキーナ

トラバーチン エンペラドールライト

エンペラドールオスクーロ

クォーツストーン

Snow Organic White

Raw concrete Matt Shitake

Ice Cap

Mink

Nougat

Jet Black

Crème Brule

Fresh Concrete Matt

Raven Frozen Terra Matt Linen Sleek Concrete Matt

Standard

White Attica Frosty Carrina

Symphony Grey Piatra Grey

London Grey

Emperadoro

Noble Gley

Vanilla noir

Tuscan Dawn

Cloudburst Concrete

Rugged Concrete Moorland Fog Dreamy Marfil

Premium

Bianco Drift Coastal Grey WoodLands

Special

Calacatta Nuvo Statuario Nuvo Statuario Maximus

Super Premium

人工大理石

ベリーホワイト フォグ

ブリザード フィンミスト

カメーロ

ランドグラバル

ポーラーホワイト

サンドパラフィン

カラス

ナイトスカイ

リプルス ベルベット ナッツペストリー カーニバル

サウスポール ファーローズ オークティアラ オイル バルク

ノースポール

オールドキャッスル

サクラ サンゴ

ドレス コットン

アイ

スノー

コクバン

チャイ

フレンチグレー

エクリュ

インディゴ ネロ

ベビーピンク フォーン セピア リバーブルー

カラーガラス

ラーバシエナ メタリックホワイト メタリックブラックシートピア

天然石 ¥251,500
人工大理石（ベリーホワイト） ¥138,300
人工大理石（ベリーホワイト以外） ¥178,200
カラーガラス ¥210,900

W2400×D442×t20
W2400×D442×t20
W2400×D442×t20
W2400×D442×t5

クォーツストーン（Standard） ¥222,900
クォーツストーン（Special） ¥248,600
クォーツストーン（Premium） ¥285,800
クォーツストーン（Super Premium）

※ 仕様・価格の詳細につきましては、お問い合わせください。

[ 参考価格 ]

¥442,900

W2400×D442×t20
W2400×D442×t20
W2400×D442×t20
W2400×D442×t20
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突板

パイン ホワイトオーク

アメリカーノ グレーアッシュ

ウォルナット

エボニー

ダークメイプル ウェンジ

塗装

ホワイト ダークグレー

鏡面塗装

イーチホワイト シューベージュ

電球色（2700K） 昼白色（5000K）

ハリーグレー モモブラック

lighting光

サンドブラック スノーホワイト

+ Spec

[参考価格]

2連×２列（W1200×H640×D314）
サンドブラック ¥235,800
スノーホワイト ¥264,300

[参考価格]

ライン照明
電球色 ¥26,600／m
昼白色 ¥47,600／m

[参考価格]

片開き（W550×H640）
フラットデザイン
突板塗装 ¥39,000
鏡面塗装 ¥80,600
框デザイン ¥45,600
突板塗装 ¥89,300

本カタログは2018年9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。

本カタログの商品は納期が約4週間となります。
また、アイアンシェルフは約6週間となります。
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cuuma
TOKYO OFFICE YOKOHAMA SHOWROOM KANSAI  OFFICEAOYAMA  SHOWROOM

〒107-0062 
東京都港区南青山5-10-12
青山EDGE2F
TEL：03-6805-0173
FAX：03-6805-0174

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

〒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

OPEN 10:00～19:00：

OPEN 10:00～19:00【完全予約制】：

（ショールーム受付 10:30～18:00）
CLOSE：水曜日（予約優先）

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-1
住空間ビルB1F

（ショールーム受付 10:30～18:00）

※ご予約はオフィス（東京）にて承ります
CLOSE：水曜日

2018.09
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