
新築・リフォームの
アパート向け壁面収納

01 02 03
床置きの家具と違って居住スペースが削
られることなく、効率の良い収納が可能。

賢い空間利用
ライフスタイルにあわせた組み合わせ
で、収納とインテリアを両立。

素敵な見せる収納
シンプルな構造により、省施工を実現。
ひとりでも取り付けが可能です。

リフォームしやすい施工性

●製品の施工は必ず専門業者が行ってください。　●専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。　●設置スペースを十分取って、人や物が製品に直接当たらない場所に設置して
ください。　●給湯器や冷暖房機器の排気等が直接当たる場所には、設置しないでください。部材・部品の変形や劣化を起こす恐れがあります。　●製品の分解・修理・改造をしないでください。怪我や事故の原因と
なります。　●不安定なもの、割れ易いもの、鋭利なものは置かないでください。収納物が落下し怪我をする恐れがあります。　●蒸気の出る家電製品や熱いものを直接置いたり近づけたりしないでください。火災の
発生、蒸気や熱による変形、破損の原因となります。　●製品に腰掛けたり、ぶら下がったり、揺すったり、踏み台としての使用はしないでください。　●製品は屋内での使用に限ります。高温多湿な場所や屋外にて取
付・改造・使用などはお避けください。　●このカタログの内容は2018年2月現在のものです。　●製品の色は、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。　●製品の仕様・外観は予告なく変更することがあ
りますので、あらかじめご了承ください。　●Accessory Wall、Accessory Wallロゴは株式会社デザインアークの登録商標です。

ご使用の時は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
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①本棚タイプ ②クローゼットタイプ ③ドレッサータイプ ④コーナータイプ
背面パネル 1枚 背面パネル 1枚 背面パネル 1枚 背面パネル 1枚

上カウンター 1枚 上カウンター 1枚 上カウンター 1枚 背面パネル（棚柱なし）
（化粧シート貼りアイアンシート） 1枚

下カウンター 1枚 スリットパイプ付
下カウンター 1枚 スリットパイプ付

下カウンター 1枚 上カウンター 1枚

可動棚 3枚 可動棚 3枚 可動棚 2枚 下カウンター 1枚
フィラー 左右1セット フィラー 左右1セット ミラー 1枚 可動棚 2枚

フィラー 左右1セット フィラー 左右1セット
オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

部材 対応タイプ 色 表面 芯材

背面パネル（t=20） 共通 ホワイト オレフィンシート 合板
合板（クロス仕上げ用） 合板素地 合板

カウンター（t=25） 共通 ヨーロピアンウォールナット オレフィンシート パーティクルボード
可動棚（t=25） 共通 ヨーロピアンウォールナット オレフィンシート パーティクルボード
棚柱 共通 マットブラック 粉体塗装 スチール
ブラケット 共通 マットブラック 粉体塗装 スチール
Lアングル（30×30） 共通 半ツヤホワイト 粉体塗装 スチール
スリットパイプ（角パイプ 19×19） ② ③ マットブラック 粉体塗装 スチール
ミラー（t=3） ③、①（オプション） ― 鏡 ―
鏡受 ③、①（オプション） ― ステンレス ―
化粧シート貼りアイアンシート ④ ホワイト オレフィンシート貼りアイアンシート パーティクルボード
黒板シート（W450×H550） ④（オプション） ダークグリーン ― マグネシート
配線口キャップ ④ 黒 樹脂製 ―

■製品タイプ（製品内容）

■製品仕様表

■寸法図（単位：㎜）
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② クローゼットタイプ
■正面図

③ ドレッサータイプ
■正面図
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●Lタイプ ●Rタイプ

※下カウンターは棚板の位置（L/R）によってタイプが分かれます。

背面パネルは2種類でご用意

背面パネルは、耐久性のあるオーソドックスなオレフィン合板（ホワイト）に加え、クロス貼りのできる合板（素地仕上げ）もご用意。
お好みのクロスを貼ることで、インテリアや色調に合わせたカスタマイズが可能です。 

オプションアイテムでカスタマイズ

本棚タイプとコーナータイプの製品については、便利な専用オプションアイテムでさらに自由度の高い空間アレンジが行えます。

オレフィンシート（ホワイト） 素地バリエーション（ブルーグレイ）
クロス品番：© サンゲツ SG-5194/FE-4679

素地バリエーション（グレイ）
クロス品番：リリカラ ライト LL-8417

※記載のクロスは推奨品番です。出荷時には、クロスは施工されていません。

縦型ミラー（本棚タイプ）
棚の背面にオプション品のミラーを
設置すればマイルームの簡易ドレッ
サーとして、またアパレル店舗の姿見
付きのディスプレイスペースとして
活用できます。

黒板シート（コーナータイプ）
片側の化粧シート貼りアイアンシート
に、オプション品としてマグネット式の
黒板シートを貼り付けられます。収納
品とあわせて様々な使い方提案が
可能です。

黒板シート
（マグネット）

※写真の黒板シートは撮影用の特別品となりますので、実寸は裏面の仕様表をご確認ください。
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不足しがちな収納スペースを、空いている壁面を有効
利用して増設。散らかった部屋の整理整頓を後押しする
のはもちろん、床置きしていたものを収納することで、
居住スペースにゆとりが生まれます。

デッドスペースを利用した、効率の良い収納が可能

入居者様の心をつかむ
リフォーム収納アイテムを
ご提案します。

アパートをリフォームする際、修繕だけではなく、新たな魅力をプラスしたいもの。

「AccessoryWall®」は、部屋の壁面にスマートな収納スペースを簡単に設けることができ、

インテリアや趣味など、ライフスタイルに合わせて自由にお使いいただけます。

※写真は合成素地にクロス（ブルーグレイ）を貼ったものです。

施工はカンタン4ステップ。一人でも取り付け可能。

2本の取り付け部材を上下に設置し、
既存の壁の下地に向かってネジ止めし
ます。

※詳細は商品に同梱の施工要領書をご参考下さい。

〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
http://www.designarc.co.jp/divisions/works/mono/exteriormaterials/no4.html
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。　●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

取り付け部材に本体パネルを引っ掛け、
位置合わせを行います。

位置が確定したら、棚柱から取り付け
部材に向かってネジを打ち込み、本体
パネルを固定します。

可動棚にブラケットを取り付け、本体
パネルの棚柱に引っ掛けて設置します。
棚板の高さは自由に調整できます。

1 2 3 4

▼当社商品の施工動画に
　進むことができます。

どんなお部屋にも、入居者様 のライフスタイルに合わせて

棚に化粧 品やメイク道具を置くことで、シンプルなドレッサーに早変わり。
ファッショ ン小物のディスプレイとしても使えます。

趣味にこだわる方のアイテムスペースとして。
毎日好きな物を目にしながら暮らせる、素敵なマイルー ム作りをサポートします。

二つを並べて使用することで、限られたスペースでも、アイデアが生まれる作業スペース
へと早変わり。 ※本事例は（株）エイブル主催の『全国賃貸オーナーズフェスタin東京2017』に出展させていただいた際の別注対応品です。

ウォークインクローゼットの中に設置することで、出勤前の
身支度に必要なアイテムがすぐに使えて便利です。

ダイニングのコーナーを有効利用し、黒板や伝言メモなどを備えた
家族のコミュニケーションスペースとして活用できます。 ※事例の黒板シートは別注品です。

閑散としがちなエアコン直下のスペースが、家族写真や
お気に入りの小物の並んだインテリア空間に様変わりします。

収納棚を後付けすることで、手狭なプライベートルームから床置きを減らし、
空間にゆとりと利便性をもたらします。

店舗内の飾りつけや商品のディスプレイなど、住空間だけで
なく商空間においても新しい表情を演出できます。 

コーナータイプは、五角形のカウンターにPCやタブ
レットを置いて、簡易なデスクワークも可能。
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毎日好きな物を目にしながら暮らせる、素敵なマイルー ム作りをサポートします。

二つを並べて使用することで、限られたスペースでも、アイデアが生まれる作業スペース
へと早変わり。 ※本事例は（株）エイブル主催の『全国賃貸オーナーズフェスタin東京2017』に出展させていただいた際の別注対応品です。

ウォークインクローゼットの中に設置することで、出勤前の
身支度に必要なアイテムがすぐに使えて便利です。

ダイニングのコーナーを有効利用し、黒板や伝言メモなどを備えた
家族のコミュニケーションスペースとして活用できます。 ※事例の黒板シートは別注品です。

閑散としがちなエアコン直下のスペースが、家族写真や
お気に入りの小物の並んだインテリア空間に様変わりします。

収納棚を後付けすることで、手狭なプライベートルームから床置きを減らし、
空間にゆとりと利便性をもたらします。

店舗内の飾りつけや商品のディスプレイなど、住空間だけで
なく商空間においても新しい表情を演出できます。 

コーナータイプは、五角形のカウンターにPCやタブ
レットを置いて、簡易なデスクワークも可能。



不足しがちな収納スペースを、空いている壁面を有効
利用して増設。散らかった部屋の整理整頓を後押しする
のはもちろん、床置きしていたものを収納することで、
居住スペースにゆとりが生まれます。

デッドスペースを利用した、効率の良い収納が可能

入居者様の心をつかむ
リフォーム収納アイテムを
ご提案します。

アパートをリフォームする際、修繕だけではなく、新たな魅力をプラスしたいもの。

「AccessoryWall®」は、部屋の壁面にスマートな収納スペースを簡単に設けることができ、

インテリアや趣味など、ライフスタイルに合わせて自由にお使いいただけます。

※写真は合成素地にクロス（ブルーグレイ）を貼ったものです。

施工はカンタン4ステップ。一人でも取り付け可能。

2本の取り付け部材を上下に設置し、
既存の壁の下地に向かってネジ止めし
ます。

※詳細は商品に同梱の施工要領書をご参考下さい。

〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
http://www.designarc.co.jp/divisions/works/mono/exteriormaterials/no4.html
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。　●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

取り付け部材に本体パネルを引っ掛け、
位置合わせを行います。

位置が確定したら、棚柱から取り付け
部材に向かってネジを打ち込み、本体
パネルを固定します。

可動棚にブラケットを取り付け、本体
パネルの棚柱に引っ掛けて設置します。
棚板の高さは自由に調整できます。
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新築・リフォームの
アパート向け壁面収納

01 02 03
床置きの家具と違って居住スペースが削
られることなく、効率の良い収納が可能。

賢い空間利用
ライフスタイルにあわせた組み合わせ
で、収納とインテリアを両立。

素敵な見せる収納
シンプルな構造により、省施工を実現。
ひとりでも取り付けが可能です。

リフォームしやすい施工性

●製品の施工は必ず専門業者が行ってください。　●専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。　●設置スペースを十分取って、人や物が製品に直接当たらない場所に設置して
ください。　●給湯器や冷暖房機器の排気等が直接当たる場所には、設置しないでください。部材・部品の変形や劣化を起こす恐れがあります。　●製品の分解・修理・改造をしないでください。怪我や事故の原因と
なります。　●不安定なもの、割れ易いもの、鋭利なものは置かないでください。収納物が落下し怪我をする恐れがあります。　●蒸気の出る家電製品や熱いものを直接置いたり近づけたりしないでください。火災の
発生、蒸気や熱による変形、破損の原因となります。　●製品に腰掛けたり、ぶら下がったり、揺すったり、踏み台としての使用はしないでください。　●製品は屋内での使用に限ります。高温多湿な場所や屋外にて取
付・改造・使用などはお避けください。　●このカタログの内容は2018年2月現在のものです。　●製品の色は、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。　●製品の仕様・外観は予告なく変更することがあ
りますので、あらかじめご了承ください。　●Accessory Wall、Accessory Wallロゴは株式会社デザインアークの登録商標です。

ご使用の時は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
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①本棚タイプ ②クローゼットタイプ ③ドレッサータイプ ④コーナータイプ
背面パネル 1枚 背面パネル 1枚 背面パネル 1枚 背面パネル 1枚

上カウンター 1枚 上カウンター 1枚 上カウンター 1枚 背面パネル（棚柱なし）
（化粧シート貼りアイアンシート） 1枚

下カウンター 1枚 スリットパイプ付
下カウンター 1枚 スリットパイプ付

下カウンター 1枚 上カウンター 1枚

可動棚 3枚 可動棚 3枚 可動棚 2枚 下カウンター 1枚
フィラー 左右1セット フィラー 左右1セット ミラー 1枚 可動棚 2枚

フィラー 左右1セット フィラー 左右1セット
オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

部材 対応タイプ 色 表面 芯材

背面パネル（t=20） 共通 ホワイト オレフィンシート 合板
合板（クロス仕上げ用） 合板素地 合板

カウンター（t=25） 共通 ヨーロピアンウォールナット オレフィンシート パーティクルボード
可動棚（t=25） 共通 ヨーロピアンウォールナット オレフィンシート パーティクルボード
棚柱 共通 マットブラック 粉体塗装 スチール
ブラケット 共通 マットブラック 粉体塗装 スチール
Lアングル（30×30） 共通 半ツヤホワイト 粉体塗装 スチール
スリットパイプ（角パイプ 19×19） ② ③ マットブラック 粉体塗装 スチール
ミラー（t=3） ③、①（オプション） ― 鏡 ―
鏡受 ③、①（オプション） ― ステンレス ―
化粧シート貼りアイアンシート ④ ホワイト オレフィンシート貼りアイアンシート パーティクルボード
黒板シート（W450×H550） ④（オプション） ダークグリーン ― マグネシート
配線口キャップ ④ 黒 樹脂製 ―

■製品タイプ（製品内容）

■製品仕様表

■寸法図（単位：㎜）
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① 本棚タイプ
■正面図

④ コーナータイプ
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L アングル
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② クローゼットタイプ
■正面図

③ ドレッサータイプ
■正面図

■正面図 ■側面図

■側面図 ■側面図 ■側面図
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●Lタイプ ●Rタイプ

※下カウンターは棚板の位置（L/R）によってタイプが分かれます。

背面パネルは2種類でご用意

背面パネルは、耐久性のあるオーソドックスなオレフィン合板（ホワイト）に加え、クロス貼りのできる合板（素地仕上げ）もご用意。
お好みのクロスを貼ることで、インテリアや色調に合わせたカスタマイズが可能です。 

オプションアイテムでカスタマイズ

本棚タイプとコーナータイプの製品については、便利な専用オプションアイテムでさらに自由度の高い空間アレンジが行えます。

オレフィンシート（ホワイト） 素地バリエーション（ブルーグレイ）
クロス品番：© サンゲツ SG-5194/FE-4679

素地バリエーション（グレイ）
クロス品番：リリカラ ライト LL-8417

※記載のクロスは推奨品番です。出荷時には、クロスは施工されていません。

縦型ミラー（本棚タイプ）
棚の背面にオプション品のミラーを
設置すればマイルームの簡易ドレッ
サーとして、またアパレル店舗の姿見
付きのディスプレイスペースとして
活用できます。

黒板シート（コーナータイプ）
片側の化粧シート貼りアイアンシート
に、オプション品としてマグネット式の
黒板シートを貼り付けられます。収納
品とあわせて様々な使い方提案が
可能です。

黒板シート
（マグネット）

※写真の黒板シートは撮影用の特別品となりますので、実寸は裏面の仕様表をご確認ください。
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