COBA
INDUSTRIAL WORKS
2022 CATALOG

使う人に合わせて表情を変えて、ずっと長く使ってもらえる。
そんなINDUSTRIALな家具・雑貨をデザインしています。
素材はIRON（鉄）×WOOD（木）
重厚感あふれる黒皮鉄、長く使われ魅力を増した足場板。
どこにもないけど、誰もが懐かしい製品。ぜひご覧になってください。
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良質な板材をCOBAは提供します。
切断から、洗浄・メンテナンス・継加工まで、
社内生産ならではの、様々なニーズに答えられる
製品をラインナップしています。
他社では取扱いの少ない薄板の生産、販売も行っています。

古材足場板
600mm MK01-0600
1200mm MK01-1200
2000mm MK01-2000

900mm MK01-0900
1500mm MK01-1500
3000mm MK01-3000
内容

35(D)×190(W)×600・900・1200・1500・2000・3000(H)

サイズ(mm)

写真スペース

商品説明

・古材ﾘﾒｲｸ品のため割れ欠け節抜け（一部腐り・塗料残り）など
あり
・洗浄・釘抜き・ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ済み（整備品）
・寸法の誤差は±３cm

継板【巾240】

【巾400】

【巾300】

600mm MK04-3224-0600

600mm MK04-3230-0600

600mm MK04-3240-0600

900mm MK04-3224-0900
1200mm MK04-3224-1200

900mm MK04-3230-0900
1200mm MK04-3230-1200

900mm MK04-3240-0900

1500mm MK04-3224-1500

1500mm MK04-3230-1500

1200mm MK04-3240-1200
1500mm MK04-3240-1500

1800mm MK04-3224-1800

1800mm MK04-3230-1800

1800mm MK04-3240-1800

内容

サイズ(mm)

商品説明

【巾240】32(D)×240(W)×900・1200・1500・2000(H)
【巾300】32(D)×300(W)×900・1200・1500・2000(H)
【巾400】32(D)×400(W)×900・1200・1500・2000(H)

・ﾋﾞｽｹｯﾄｼﾞｮｲﾝﾄで継ぎ加工品になります.
・標準のサイズ200mmよりも広い箇所に使用します。
・厚み誤差は±2ｍｍ
・寸法誤差は±10mm

THIN PLATE(厚10)
足場薄板【厚10mm】
600mm MK02-1020-060

900mm MK02-1020-090

1200mm MK02-1020-1200

1500mm MK02-1020-1500

2000mm MK02-1020-2000
内容
10(D)×200(W)×600・900・1200・1500・2000(H)

サイズ(mm)

NO IMAGE

商品説明

・古材ﾘﾒｲｸ品のため割れ・欠け・節抜け（一部腐り・塗料残り）などあり
・厚み誤差は±2mm、
巾誤差は±5mm、
全長誤差は±10mm

THIN PLATE(厚15)
足場薄板【厚15mm】
600mm MK02-1520-060

900mm MK02-1520-090

1200mm MK02-1520-1200

1500mm MK02-1520-1500

2000mm MK02-1520-2000
内容
サイズ(mm)

商品説明

15(D)×200(W)×600・900・1200・1500・2000(H)

・古材ﾘﾒｲｸ品のため割れ・欠け・節抜け（一部腐り・塗料残り）などあり
・厚み誤差は±2mm、
巾誤差は±5mm、
全長誤差は±10mm

COBA製の鉄脚は、鉄材自体の黒色を活かしながら、
金属加工による繊細さを兼ね備えた商品です。
他にはないオリジナル性、長い間使い続けられる品質の
高さを特徴としています。

φ22ｼﾞｮｲﾝﾄ (H700_ADJ)

φ22ﾛﾝｸﾞ(H700_ADJ)

品番: AS22-JT70-AJ01

品番: AS22-LG70-AJ01
内容

内容
サイズ(mm)

140(D)×210(W)×670(H)

サイズ(mm)

140(D)×210(W)×670(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・ボススクリューにより、
長さ違いの下部パイプを
ジョイントすることで
高さを360㎜に変更可能。
・1本あたりの価格

商品説明

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

φ16ﾛﾝｸﾞ(H700_ADJ)

φ16ﾐﾃﾞｨｱﾑ (H400_ADJ)

品番: AS16-LG70-AJ01

品番: AS16-MD40-AJ01
内容

内容

サイズ(mm)

140(D)×210(W)×670(H)

サイズ(mm)

140(D)×210(W)×370(H)

商品説明

・支柱にφ16無垢棒を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

商品説明

・支柱にφ16無垢棒を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

φ16ﾛﾝｸﾞ (H700)

φ16ﾐﾃﾞｨｱﾑ (H400)

品番: AS16-LG70-XX01

品番: AS16-MD40-XX01
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

140(D)×210(W)×670(H)

・支柱にφ16無垢棒材を使用。
・脚先はゴムキャップ仕様。
・1本あたりの価格

サイズ(mm)

140(D)×210(W)×370(H)

商品説明

・支柱にφ16無垢棒を使用。
・脚先はゴムキャップ仕様。
・1本あたりの価格

IRON LEG
φ22ﾛﾝｸﾞﾄﾗｽ (H700_ADJ)
品番: AS22-LT70-AJ01

直角鉄脚 φ22ﾊｲｶｳﾝﾀｰ

(H900_ADJ)
品番: CS22-HC90-AJ01
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

140(D)×210(W)×670(H)

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・トラス（補強棒) 部分が
ロングになったデザイン。
・1本あたりの価格

サイズ(mm)

商品説明

140(D)×210(W)×870(H)

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・鉄脚シリーズ内で最も高い
サイズ。
・天板に対して直角に取り
付けられるデザイン。
・1本あたりの価格

直角鉄脚 φ22ﾛﾝｸﾞ(H700_ADJ)

直角鉄脚 φ16ﾛﾝｸﾞ(H700_ADJ)

品番: CS22-LG70-AJ01

品番: CS16-LG70-AJ01
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

140(D)×210(W)×670(H)

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・天板に対して直角に取り
付けられるデザイン。
・1本あたりの価格

直角鉄脚 φ22ﾛﾝｸﾞﾄﾗｽ

(H700_ADJ)
品番: CS22-LT70-AJ01
内容
サイズ(mm)

商品説明

140(D)×210(W)×670(H)

・支柱にφ22パイプ材を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・トラス（補強棒) 部分が
ロングデザイン仕様。
・天板に対して直角に取り
付けられるデザイン。
・1本あたりの価格

サイズ(mm)

140(D)×210(W)×670(H)

商品説明

・支柱にφ16無垢棒を使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・天板に対して直角に取り
付けられるデザイン。
・1本あたりの価格

角脚
角脚 H700

角脚 H400

品番: KS40-LG70-AJOO1

品番: KS40-MD40-AJ01

内容
サイズ
(mm)

商品説明

120(D)×100(W)×670(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

内容
サイズ
(mm)

商品説明

120(D)×100(W)×370(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

角脚 H900
品番: KS40-HC90-AJ01
内容
サイズ
(mm)

商品説明

120(D)×100(W)×870(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・1本あたりの価格

テーブル脚
ﾃｰﾌﾞﾙ脚 T型 (1台）

ﾃｰﾌﾞﾙ脚 ロ型 (1台）

品番: TBAS-TG00-001

品番: TBAS-SQ00-001
内容

内容
サイズ
(mm)

商品説明

450(D)×670(W)×350(H)

・縦置き、横置きの両方に使
える仕様。
・天板は固定せず、載せて使
用します。
・価格は1台あたり。テーブ
ル1台につき2台必要です。

サイズ
(mm)

商品説明

65(D)×700(W)×670(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・価格は1台あたり。テーブ
ル1台につき2台必要です。

ﾃｰﾌﾞﾙ脚 台型 (1台）

ﾃｰﾌﾞﾙ脚 ロ型ﾛｰﾀｲﾌﾟ (1台）

品番:

品番:
内容

内容
サイズ
(mm)

商品説明

65(D)×700(W)×670(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・価格は1台あたり。テーブ
ル1台につき2台必要です。

サイズ
(mm)

商品説明

65(D)×700(W)×370(H)

・支柱に40角パイプ材を
使用。
・脚先はアジャスター仕様。
・価格は1台あたり。テーブ
ル1台につき2台必要です。

フックは決して目立つものではありません。
そんな小さな部分にもこだわりをつめこみました。
金属加工ならではの切削面と、鉄のもつ自然な黒皮を
融合させた、そんな製品を紹介します

ﾄﾞｱﾌｯｸ

J型ﾌｯｸ R9.5

品番: FK00-DOOR

品番: FKRJ-SQ95
内容

内容
サイズ(mm)

120(D)×35(W)×110(H)

サイズ(mm)

商品説明

・耐加重1kg ※ﾄﾞｱの厚み35
ｍｍまでのものに使用可能
・塗装無し（蜜蝋仕上)

商品説明

55(D)×10 (W)×95(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

J型ﾌｯｸ R13

J型ﾌｯｸ R22

品番: FKRJ-FB13

品番: FKRJ-FB22
内容

サイズ(mm)

商品説明

内容

65(D)×13(W)×45(H)

サイズ(mm)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

商品説明

65(D)×22(W)×45(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

J型ﾌｯｸ R32

角型ﾌｯｸ S32

品番: FKRJ-FB32

品番: FKKJ-FB32
内容

サイズ(mm)

内容

65(D)×32(W)×45(H)

サイズ(mm)

75(D)×32(W)×110(H)

写真スペース

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

HOOK
角型ﾌｯｸ S22

角型ﾌｯｸ S13

品番: FKKJ-FB22

品番: FKKJ-FB13
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

75(D)×22(W)×110(H)

サイズ(mm)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

商品説明

ｽｸｴｱS字ﾌｯｸ 13mm
【S】品番: FKSS-FB13
【M】品番: FKSM-FB13

内容

NO IMAGE

S：60(D)×13(W)×90(H)
M：60(D)×13(W)×120(H)

サイズ(mm)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・※寸法誤差±10㎜

ｽｸｴｱS字ﾌｯｸ 22mm
【S】品番: FKSS-FB22
【M】品番: FKSM-FB22

内容

NO IMAGE

S：60(D)×22(W)×90(H)
M：60(D)×22(W)×120(H)

サイズ(mm)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・※寸法誤差±10㎜

75(D)×13(W)×110(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重1kg （取付には下
地が必ずあること）

ELEPHANT HOOK
Elephant Hook ○-2HOLE

Elephant Hook □-2HOLE

品番: ELF1-RD02

品番: ELF1-SQ02
内容

内容
サイズ(mm)

34(D)×32(W)×32(H)

サイズ(mm)

34(D)×32(W)×32(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

Elephant Hook ◇-2HOLE

Elephant Hook □-4HOLE

品番: ELF1-HS02

品番: ELF1-SQ04
内容

内容
サイズ(mm)

34(D)×45(W)×45(H)

サイズ(mm)

34(D)×32(W)×32(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

Elephant Hook FB-2HOOK

Elephant Hook FB-3HOOK

品番: ELF2-FB02

品番: ELF3-FB03
内容

内容
サイズ(mm)

34(D)×100(W)×32(H)

サイズ(mm)

34(D)×150(W)×32(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

Elephant Hook FB-4HOOK

Elephant Hook FB-5HOOK

品番: ELF4-FB04

品番: ELF5-FB05
内容

内容
サイズ(mm)

34(D)×200(W)×45(H)

サイズ(mm)

34(D)×250(W)×32(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

商品説明

・耐荷重1kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±5mm。

COAT HOOK
ｺｰﾄﾌｯｸ HEAD-NONE

ｺｰﾄﾌｯｸ HEAD-AL

品番: CF-HDXX

品番: CF-HDAL
内容

内容
サイズ(mm)

80(D)×32(W)×160(H)

サイズ(mm)

80(D)×32(W)×172(H)

写真スペース

写真スペース

商品説明

・耐加重３kg。
・ﾍｯﾄﾞ無しﾀｲﾌﾟ。

ｺｰﾄﾌｯｸ HEAD-BR
品番: CF-HDBR
内容
サイズ(mm)

80(D)×32(W)×172(H)

写真スペース

商品説明

・耐加重３kg。
・真鍮製のﾍｯﾄﾞ付ﾀｲﾌﾟ。

商品説明

・耐加重３kg。
・ｱﾙﾐ製のﾍｯﾄﾞ付ﾀｲﾌﾟ。

DIYの中でもブラケットは、比較的最初の段階で
用いられるスツールです。
見た目はシンプルでスタイリッシュ、でも他にはない
機能・アイデアはCOBA製品ならではです。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 90×180 Lﾀｲﾌﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 90×180 斜ﾀｲﾌﾟ

品番: BK01-0918-LL01

品番: BK01-0918-NN01
内容

サイズ(mm)

商品説明

90(D)×180(W)×32(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。
・L字の補強バーの部分に
ハンガーなどを掛けること
も可能。

内容
サイズ(mm)

商品説明

90(D)×180(W)×32(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×180 斜ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×260 斜ﾀｲﾌﾟ

品番:BK02-1818-NN01

品番:BK02-1826-NN01
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

180(D)×180(W)×32(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

サイズ(mm)

商品説明

180(D)×260(W)×32(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×360 斜ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 90×180 FBﾀｲﾌﾟ

品番: BK02-1836-NN01

品番: BK01-0918-FB01

内容
サイズ(mm)

商品説明

180(D)×360(W)×1000(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

内容
サイズ(mm)

商品説明

182(D)×32(W)×91(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

BRACKET
ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×180 FBﾀｲﾌﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×260 FBﾀｲﾌﾟ

品番: BK02-1818-FB01

品番: BK02-1826-FB01
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

182(D)×32(W)×182(H)

サイズ(mm)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

商品説明

261(D)×32(W)×182(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×360 FBﾀｲﾌﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 9.5角

品番: BK02-1836-FB01

品番: BK03-SQ95-0001
内容

サイズ(mm)

商品説明

内容

361(D)×32(W)×182(H)

サイズ(mm)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

商品説明

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 13角
品番: BK03-SQ13-0001
内容
サイズ(mm)

商品説明

185(D)×13(W)×110(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

凸-BRACKET
凸ﾌﾞﾗｹｯﾄ
【Φ18】

品番: BK04-DK18-0001

【Φ13】

品番: BK04-DK13-0001

内容
Φ18：20(D)×60(W)×25(H)
Φ13：20(D)×60(W)×20(H)

サイズ(mm)

商品説明

・寸法誤差±5mm。
・内側Rはφ18と13。
・画像の様な使用も可能。

175(D)×9.5(W)×125(H)

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。

凹-BRACKET
凹ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×180 ﾌﾞﾗｹｯﾄ本体

凹ﾌﾞﾗｹｯﾄ 180×360 ﾌﾞﾗｹｯﾄ本体

品番: BK05-1818-H001

品番: BK05-1836-H001

商品名

内容

内容

品番:
サイズ(mm)

185(D)×32(W)×185(H)

サイズ(mm)

365(D)×32(W)×185(H)

写真スペース

商品説明

COMING SOON

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。
・別売りのハンガー棒を
取付可能。

商品説明

・耐荷重5kg。
(取付には壁に要下地)
・寸法誤差±10mm。
・別売りのハンガー棒を
取付可能。

凹-BRACKET HANGER-BAR (IRON CAP)
凹ﾌﾞﾗｹｯﾄ 鉄ｷｬｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ棒
【600mm】 品番: BK05-0600-FE01

【900mm】

品番: BK05-0900-FE01

【1200mm】 品番: BK05-1200-FE01

【1500mm】

品番: BK05-500-FE01

【1800mm】 品番: BK05-1800-FE01
内容
22(D)×600・900・1200・1500・1800(W)

サイズ(mm)

商品説明

・鉄製のパイプ材を使用
・凹ブラケットに取り付け可能なハンガー棒です。
・落下防止のキャップ（鉄製）が両側についています。

凹ﾌﾞﾗｹｯﾄ 真鍮ｷｬｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ棒
【600mm】 品番: BK05-0600-BS01

【900mm】

品番: BK05-0900-BS01

【1200mm】 品番: BK05-1200-BS01

【1500mm】

品番: BK05-500-BS01

【1800mm】 品番: BK05-1800-BS01
内容
サイズ(mm)

商品説明

22(D)×600・900・1200・1500・1800(W)

・鉄製のパイプ材を使用
・凹ブラケットに取り付け可能なハンガー棒です。
・落下防止のキャップ（真鍮製）が両側についています。

部屋にある植物は、その部屋全体に
落ち着きと温かみを加えてくれます。
本来は相反するアイアン製品ですが、COBAの花器は
見た目のバランスををよく考えて作られています。
また、鉄の風合いが少しずつ変化するのも
アイアン花器の魅力といえるでしょう。

IRON 花器 鉄仮面
【 150角】GR-TK01-150
【200角】GR-TK02-200

内容
サイズ(mm)

150角：100(D)×150(W)×150(H)
200角：100(D)×200(W)×200(H)

商品説明

・置き使用、壁吊り、壁直付け可能
（直付けの際は、必ず下地を確認してください）

IRON 花器 ﾛﾋﾞﾝ
【150角】GR-LB01-150
【200角】GR-LB02-200

内容
サイズ(mm)

150角：100(D)×150(W)×150(H)
200角：100(D)×200(W)×200(H)

商品説明

・置き使用、壁吊り、壁直付け可能
（直付けの際は、必ず下地を確認してください）

IRON CUBE 花器
品番: GR-CB01-001

内容
サイズ(mm)

商品説明

150(D)×200(W)×200(H)

・置き使用で使用できます。
・蜜蝋仕上

AIR PLANTS HOLDER
ｷｾﾛﾎﾙﾀﾞｰ
ｴｱﾌﾟﾗﾝﾂﾎﾙﾀﾞｰ

GR-XE01-0001
【2個仕様】GR-AP01-0002
【3個仕様】GR-AP01-0003
【4個仕様】GR-AP01-0004
内容
ｷｾﾛﾎﾙﾀﾞｰ：200(W)×250(H)
ｴｱﾌﾟﾗﾝﾂﾎﾙﾀﾞｰ
2個仕様：200(W)×250(H)
3個仕様：200(W)×330(H) 4個仕様：650(W)×200(H)

サイズ(mm)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・ｴｱﾌﾟﾗﾝﾂを健康的にﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲできます

商品説明

RING HOLDER
ﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ
【S】

GR-RH01-S

【M】 GR-RH01-M

【MS】GR-RH01-MS
【L】GR-RH01-L

内容

サイズ(mm)

商品説明

S：10(D)×20(W)×45(H)
M：10(D)×43(W)×68(H)

MS：10(D)×25(W)×50(H)
L：10(D)×76(W)×100(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・ﾈｼﾞ部を壁などにねじ込み、ﾘﾝｸﾞ状の部分に植物などを
飾ることができます。

FLOWERPOT BASE
花台
【大】 GR-HD01-L
【小】 GR-HD02-S

内容

サイズ(mm)

商品説明

大：210(D)×210(W)×215(H)
小：150(D)×150(W)×155(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・植木鉢の台として利用いた だけます

IRON POT
鉄鉢
【XS】GR-TB01-XS

【S】 GR-TB01-S

【M】 GR-TB01-M

【L】 GR-TB01-L

【XL】 GR-TB01-XL
内容

サイズ(mm)

商品説明

XS：49(D)×49(W)×90(H) S：61(D)×61(W)×90(H)
M：90(D)×90(W)×110(H) L：115(D)×115(W)×120(H)
XL：165(D)×165(W)×120(H）

・鉄ﾊﾟｲﾌﾟで製作した植木鉢です。
・水分があまり必要でない植物に向きます。

TEST-TUBE PLANTER
25□一輪挿し φ15
【S】GR-1R15-S

【L】GR-1R15-L

【2連】GR-1R15-2P

【3連】GR-1R15-3P

内容

サイズ(mm)

商品説明

S：25(D)×25(W)×155(H)
L：25(D)×25(W)×155(H)
2連：25(D)×75(W)×155(H) 3連：25(D)×90(W)×155(H)

・鉄黒皮材からの削り出し
・Φ15の試験管が付属します。

25□一輪挿し φ18
【S】GR-1R18-S

【L】GR-1R18-L

【2連】GR-1R18-2P

【3連】GR-1R18-3P

内容

サイズ(mm)

商品説明

S：25(D)×25(W)×170(H)
L：25(D)×25(W)×170(H)
2連：25(D)×75(W)×170(H) 3連：25(D)×90(W)×170(H)

・鉄黒皮材からの削り出し
・Φ18の試験管が付属します。

25□一輪挿し φ15 (真鍮ﾀｲﾌﾟ）
【S】GR-1R15-SBR

【L】GR-1R15-LBR

【2連】GR-1R15-2PBR

【3連】GR-1R15-3PBR

内容

サイズ(mm)

商品説明

S：25(D)×25(W)×155(H)
L：25(D)×25(W)×155(H)
2連：25(D)×75(W)×155(H) 3連：25(D)×90(W)×155(H)

・真鍮削り出し
・Φ15の試験管が付属します。

25□一輪挿し φ18 (真鍮ﾀｲﾌﾟ）
【S】GR-1R18-SBR

【L】GR-1R18-LBR

【2連】GR-1R18-2PBR

【3連】GR-1R18-3PBR

内容

サイズ(mm)

商品説明

S：25(D)×25(W)×170(H)
L：25(D)×25(W)×170(H)
2連：25(D)×75(W)×170(H) 3連：25(D)×90(W)×170(H)

・真鍮削り出し
・Φ18の試験管が付属します。

PLUMBING PLANTER
配管ﾌﾟﾗﾝﾀｰ ｴﾙﾎﾞｰ
品番

【40A】GR-PLEL-40A
【50A】GR-PLEL-50A

内容
大：210(D)×210(W)×215(H)
小：150(D)×150(W)×155(H)

サイズ(mm)

商品説明

・本体亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
※脚はｽﾃﾝﾚｽ
・配管穴にﾓｽなどを詰めて、花器（植木鉢）の代わりに
使用できます。

配管ﾌﾟﾗﾝﾀｰ ﾁｰｽﾞ
品番

【40A】GR-PLTE-40A
【50A】GR-PLTE-50A

内容
大：210(D)×210(W)×215(H)
小：150(D)×150(W)×155(H)

サイズ(mm)

商品説明

・本体亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
※脚はｽﾃﾝﾚｽ
・配管穴にﾓｽなどを詰めて、花器（植木鉢）の代わりに
使用できます。

配管ﾌﾟﾗﾝﾀｰ ﾌﾟﾗｸﾞ
品番

【40A】GR-PLTE-40A
【50A】GR-PLTE-50A

内容

サイズ(mm)

商品説明

40A：
50A：

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・配管ﾌﾟﾗﾝﾀｰｴﾙﾎﾞｰ、ﾁｰｽﾞの蓋として使用します。

電線配管
品番

【S】AC03-0001
【M】AC03-0002
【L】AC03-0003
内容

サイズ(mm)

商品説明

S：
M：
L：
・電線配管金具を利用したプランターです。本体メッキ仕上げ。
・エアープランツを飾ったり、モスなどを詰めて花器として
使用できます。

日常で使うもの、雑貨にこそこだわりたい。
COBAも一番触れるもの、最も使うものにこだわりを
注いでいます。アイアンの重厚さと
古材の落ち着き、そこに使いやすさもプラスした、
オリジナル商品をお届けします。

ｽﾊﾟｲｽﾗｯｸ 300mm

ｽﾊﾟｲｽﾗｯｸ 450mm

品番: HM-SPRK-030

品番: HM-SPRK-045
内容

サイズ(mm)

95(D)×330(W)×120(H)

商品説明

・下地材に直接ネジを打って
固定します。
・ラック下部はタオルハン
ガーとして使用できます。
・古材を使用しているため、
写真と雰囲気が違う場合が
あります。

COMING SOON

ｽﾊﾟｲｽﾗｯｸ 600mm
品番: HM-SPRK-060
内容
サイズ(mm)

95(D)×630(W)×120(H)

商品説明

・下地材に直接ネジを打って
固定します。
・ラック下部はタオルハン
ガーとして使用できます。
・古材を使用しているため、
写真と雰囲気が違う場合が
あります。

内容
サイズ(mm)

95(D)×480(W)×120(H)

商品説明

・下地材に直接ネジを打って
固定します。
・ラック下部はタオルハン
ガーとして使用できます。
・古材を使用しているため、
写真と雰囲気が違う場合が
あります。

COMING SOON

FINGER GRIP
つまみ φ22ﾃｰﾊﾟ型

つまみ φ16ﾃｰﾊﾟ型

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM03-TP22-SU

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM03-TP16-SU

【真鍮】 TM03-TP22-BS

【真鍮】 TM03-TP16-BS

【黒皮】 TM03-TP22-FE

【黒皮】 TM03-TP16-FE

内容
サイズ(mm)

22(D)×22(W)×25(H)

商品説明

・ステンレス・真鍮・鉄黒皮
からの削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

内容
サイズ(mm)

16(D)×16(W)×25(H)

商品説明

・ステンレス・真鍮・鉄黒皮
からの削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

つまみ φ28-20四角型

つまみ φ23ﾌﾗｯﾄ型

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM05-2820-SU

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM06-23FL-SU

【真鍮】

【真鍮】 TM06-23FL-BS

TM05-2820-BS

【黒皮】 TM03-23FL-FE
内容
20(D)×20(W)×16(H)

サイズ(mm)

・ステンレス削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

商品説明

内容
サイズ(mm)

23(D)×23(W)×16(H)

商品説明

・ステンレス・真鍮・鉄黒皮
からの削り出し
・端面は緻密な渦形状
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

つまみ φ23凸型

つまみ φ23凹型

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM02-23DC-SU

【ｽﾃﾝﾚｽ】 TM01-23BC-SU

【真鍮】

【真鍮】

TM02-23DC-BS

内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

23(D)×23(W)×20(H)

・ステンレス削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

つまみ 切欠型 ｽﾃﾝﾚｽ・真鍮
【ｽﾃﾝﾚｽΦ22】 TM08-22KK-SU
【ｽﾃﾝﾚｽΦ19】 TM09-19KK-SU
【真鍮Φ22】 TM08-22KK-BS
【真鍮Φ19】 TM09-19KK-BS

サイズ(mm)

商品説明

(mm)

商品
説明

【Φ22】22(D)×22(W)×28(H)
【Φ19】19(D)×19(W)×28(H)

・ステンレス削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

23(D)×23(W)×19(H)

・真鍮削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

つまみ 切欠型・黒皮
【黒皮Φ22】 TM08-22KK-FE
【黒皮Φ19】 TM09-19KK-FE

内容
サイズ

TM01-23BC-BS

内容
サイズ
(mm)

商品
説明

【Φ22】22(D)×22(W)×28(H)
【Φ19】19(D)×19(W)×28(H)

・ステンレス削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

FINGER GRIP

HANDLE
つまみ 四角型

25四角取手
【S】TT03-SQ25-S
【M】TT03-SQ25-M
【L】TT03-SQ25-L

【S】 TM07-SQ19
【M】 TM07-SQ22
【L】 TM07-SQ25

内容

内容
サイズ(mm)

【S】19(D)×19(W)×19(H)
【M】22(D)×22(W)×22(H)
【L】25(D)×25(W)×25(H)

商品説明

・黒皮の鉄からの削り出し
・指に当たる面は凹形状に加
工しています。
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

【S】25(D)×90(W)
【M】25(D)×135(W)
【L】25(D)×185(W)

サイズ(mm)

商品説明

Φ13丸棒浮かし取手

・黒皮の鉄からの削り出し
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

13四角棒浮かし取手

【S】TT05-RD13-S
【M】TT05-RD13-M
【L】TT05-RD13-L

【S】TT04-SQ13-S
【M】TT04-SQ13-M
【L】TT04-SQ13-L
内容

サイズ(mm)

商品説明

内容

【S】13(D)×65(W)×38(H)
【M】13(D)×135(W)×38(H)
【L】13(D)×200(W) ×38(H)

サイズ(mm)

・黒皮の鉄からの削り出し、
溶接による加工
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

・黒皮の鉄からの削り出し、
溶接による加工
・裏からＭ4のネジで止めて
ください。

商品説明

取手

真鍮取手

【ﾗｳﾝﾄﾞ】TT01-RD01

【ﾗｳﾝﾄﾞ】TT01-RQ01-BS

【ｽｸｴｱ】 TT01-SQ01

【ｽｸｴｱ】 TT01-SQ01-BS
内容

内容

写真スペース

サイズ(mm)

ラウンド
商品説明

スクエア

【S】13(D)×65(W)×38(H)
【M】13(D)×135(W)×38(H)
【L】13(D)×200(W) ×38(H)

19(D)×135(W)×25(H)

サイズ(mm)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・鉄フラットﾊﾞｰを切削後に
プレス加工しています。
・4mmの木ネジで留めて使
用します。

ラウンド
商品説明

スクエア

19(D)×135(W)×25(H)

・真鍮製
・4mmの木ネジで留めて使
用します。

WALL MEMO HOLDER
壁付ﾒﾓﾎﾙﾀﾞｰ
【厚3×巾13×600L】MB13-0600

【厚3×巾13×900L】MB13-0900

【厚3×巾32×600L】MB32-0600

【厚3×巾32×900L】MB32-0900
内容

サイズ(mm)

商品説明

3(D)×600・900(W)×13・32(H)

・取付の際は下地の確認をし
てから取り付けてください。
・壁に取付ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌｯｸなどを
使用して収納などに利用出
来ます。

POT STAND
鍋敷き 本体

鍋敷き 替板

品番:KI01-001

品番: KI01-002
内容

内容
サイズ(mm)

180(D)×220(W)×40(H)

(D)×(W)×(H)

サイズ(mm)

NO PHOTO

COMING SOON
商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・鍋敷き・鉢植え置き・小物
置き等に使用できます。

商品説明

・COBA鍋敷き用の替板

TOWEL HANGER
φ13(T脚)ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ 475×33

品番: TH-1345-20

475×53

品番: TH-1345-40

475×73

品番: TH-1345-60
内容
13(D)×475(W)×33/53/73(H)

サイズ(mm)

商品説明

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。

φ13(T脚)ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ 930×33

品番: TH-1390-20

930×53

品番: TH-1390-40

930×73

品番: TH-1390-60
内容
13(D)×930(W)×33/53/73(H)

サイズ(mm)

商品説明

9.5四角ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ 2段
品番: TH-SQ09-W
内容
サイズ(mm)

150(D)×600(W)×100(H)

商品説明

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。

TOWEL HANGER
Φ9丸棒ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ（脚ﾛﾝｸﾞ）
610mm TH-RD09-61L

490mm TH-RD09-49L

310mm TH-RD09-31L

210mm TH-RD09-21L

120mm TH-RD09-12L
内容
9(D)×630/510/330/230/140(W)×65(H) ※土台部除く

サイズ(mm)

商品説明

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。
・個体によりサイズに誤差有り

Φ9丸棒ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ （脚ｼｮｰﾄ）
610mm TH-RD09-61S

490mm TH-RD09-49S

310mm TH-RD09-31S

210mm TH-RD09-21S

120mm TH-RD09-12S
内容
9(D)×630/510/330/230/140(W)×35(H) ※土台部除く

サイズ(mm)

商品説明

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。
・個体によりサイズに誤差有り

9.5四角ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ（脚ﾛﾝｸﾞ）
610mm TH-SQ09-61L

490mm TH-SQ09-49L

310mm TH-SQ09-31L

210mm TH-SQ09-21L

120mm TH-SQ09-12L
内容
9(D)×620/500/320/220/130(W)×65(H) ※土台部除く

サイズ(mm)

商品説明

・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。
・個体によりサイズに誤差有り

9.5四角ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ （脚ｼｮｰﾄ）
610mm TH-SQ09-61S

490mm TH-SQ09-49S

310mm TH-SQ09-31S

210mm TH-SQ09-21S

120mm TH-SQ09-12S
内容
サイズ(mm)

商品説明

9(D)×620/500/320/220/130(W)×65(H) ※土台部除く
・黒皮の鉄製
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジな
どで固定して使用します。
・個体によりサイズに誤差有り

TOILET PAPER HOLDER
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ (W) 板付き

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ (S) 真鍮

品番:WC01-W001

品番: WC01-S003
内容

内容
サイズ(mm)

140(D)×350(W)×160(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上) ※木
部は古材無垢のまま
・取付には下地がある場所に
木ﾈｼﾞで取付てください。
※耐加重1㎏

COMING SOON

サイズ(mm)

100(D)×180(W)×100(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・取付には下地がある場所に
木ﾈｼﾞで取付てください。
※耐加重1㎏

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ (S) ｱｲｱﾝ

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ (S) ｽﾃﾝﾚｽ

品番: WC01-S001

品番: WC01-S002
内容

サイズ(mm)

100(D)×180(W)×100(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・取付には下地がある場所に
木ﾈｼﾞで取付てください。
※耐加重1㎏

COMING SOON

内容
サイズ(mm)

100(D)×180(W)×100(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・取付には下地がある場所に
木ﾈｼﾞで取付てください。
※耐加重1㎏

COMING SOON

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ FB曲げ

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾄｯｶｰ

品番: WC01-S004

品番: WC02-0001
内容

内容
サイズ(mm)

100(D)×150(W)×80(H)

サイズ(mm)

110(D)×110(W)×305(H)

商品説明

・鉄棒を組み合わせて作った
ペーパーストッカー。
・塗装無し

COMING SOON

COMING SOON
商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・FBを曲げて作ったシンプル
なペーパーホルダーです

KITCHEN PAPER HOLDER
ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 押さえ付き

ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ (FB曲げ)

品番: KI02-0001

品番: KI02-0002
内容

内容
サイズ(mm)

100(D)×370(W)×35(H)

サイズ(mm)

100(D)×280(W)×60(H)

COMING SOON

COMING SOON
商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・紙の逆戻り防止バーがつい
ています。

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)

KEY HOOK STAND
ｷｰﾌｯｸｽﾀﾝﾄﾞ１段

ｷｰﾌｯｸｽﾀﾝﾄﾞ２段

品番: AC01-0001

品番: EAC01-0002
内容

内容
サイズ(mm)

100(D)×310(W)×310(H)

サイズ(mm)

100(D)×310(W)×310(H)

商品説明

・黒皮の鉄材を使用
・上部のひさしには小物を置
いたりマグネットを使うこと
ができます（耐荷重1kg）

写真スペース

商品説明

・黒皮の鉄材を使用
・上部のひさしには小物を置
いたりマグネットを使うこと
ができます（耐荷重1kg）

GOODS
ﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽﾎﾙﾀﾞｰ 壁付用(ﾊﾞｰ無)

ﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽﾎﾙﾀﾞｰ ﾃｰﾌﾞﾙ用(ﾊﾞｰ有)

品番: TS01-KB01

品番: TB01-TB01
内容

内容
サイズ(mm)

170(D)×230(W)×70(H)

サイズ(mm)

170(D)×230(W)×70(H)

商品説明

・テーブルの下などに、
ティッシュボックスを取り
付けられます。

写真スペース

商品説明

・下地材に直接ネジで止めて
固定します。
・壁にティッシュボックスを
取り付けられます。

ﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ

COBAﾋﾟﾝ（4個入り）

品番: AC02-0001

品番: AC02-0002
内容

サイズ(mm)

135(D)×250(W)×65(H)

内容
10(D)×23(H)

サイズ(mm)

COMING SOON
商品説明

・一般的なﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽ
（125×240×50までのｻｲ
ｽﾞ）のﾃｯｼｭﾎﾞｯｸｽのｶﾊﾞｰと
して使用可能。

商品説明

・COBAのロゴデザインの押
しピン
・アルミ製
・4個で1セット

COBAﾏｸﾞﾈｯﾄ真鍮(4個入り)

COBAﾏｸﾞﾈｯﾄ ｱﾙﾐ(4個入り)

品番: AC02-0003

品番: AC02-0004
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

15(D)×15(H)

・COBAのロゴデザインのマ
グネット
・真鍮製
・4個で1セット

サイズ(mm)

商品説明

15(D)×15(H)

・COBAのロゴデザインのマ
グネット
・アルミ製
・4個で1セット

GOODS
ﾍﾟｰﾙ缶（黒）

ﾍﾟｰﾙ缶（白）

品番: SG-FR04-002

品番: SG-FR04-003
内容

内容
サイズ(mm)

280(D)×280(W)×330(H)

サイズ(mm)

280(D)×280(W)×330(H)

商品説明

・ペール缶の外側を黒く塗装
した商品
・多少のハケむらや、ペンキ
垂れなどあり
・内側は未塗装

写真スペース

写真スペース

商品説明

・ペール缶の外側を黒く塗装
した商品
・多少のハケむらや、ペンキ
垂れなどあり
・内側は未塗装

COBA CASTER(IRON黒染め)

COBA CASTER(真鍮)

品番: AC-CAST-IR

品番: AC-CAST-BR
内容

内容
サイズ(mm)

40(D) ×40(W)××56(H)

商品説明

・取り付け部はM8オスネジ
・車輪は双輪タイプですので
スムーズに稼動します。
・ベアリング不使用
・耐荷重10kg

サイズ(mm)

40(D) ×40(W)××56(H)

商品説明

・取り付け部はM8オスネジ
・ワッシャ、車軸、鋼球は鉄
製になります。
・車輪は双輪タイプですので
スムーズに稼動します。
・ベアリング不使用
・耐荷重10kg

COBA CASTER(SUS)

ﾄﾗｽｺﾌﾞﾘｷ缶

品番: AC-CAST-SUS

品番: TRSC
内容

内容
サイズ(mm)

40(D) ×40(W)××56(H)

商品説明

・取り付け部はM8オスネジ
・ワッシャ、車軸、鋼球は鉄
製になります。
・車輪は双輪タイプですので
スムーズに稼動します。
・ベアリング不使用
・耐荷重10kg

サイズ(mm)

110(D) ×205(W)××57(H)

商品説明

・色はブラック、オリーブ、
ベージュの3色
・前面プリントは、COBAの
文字ロゴ、ネジロゴの
どちらかを選択

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ A4

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ B4

品番: FR-MGRA-A4

品番: FR-MGRA-B4
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

30(D) ×270(W)××200(H)

・黒皮の鉄からの削り出し後、
溶接仕上
・壁や家具の側面に本や雑誌
をオシャレに飾ることがで
きます。
・φ４mmの木ネジで固定し
て使用

サイズ(mm)

商品説明

30(D) ×370(W)××200(H)

・黒皮の鉄からの削り出し後、
溶接仕上
・壁や家具の側面に本や雑誌
をオシャレに飾ることがで
きます。
・φ４mmの木ネジで固定し
て使用

GOODS
十字

ﾊﾞﾙｰﾝ

ﾛｰﾚｯﾄ

ｷｭｰﾌﾞ

六角

画鋲
十字(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-020

ﾊﾞﾙｰﾝ(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-019

ﾛｰﾚｯﾄ(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-008

円錐(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-022

ｷｭｰﾌﾞ(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-021

六角(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-012

丸頭(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-009

だるま(12個ｾｯﾄ)

品番: ST-PM03-007
内容

丸頭

サイズ(mm)

円錐

だるま

商品説明

【十字】10(D)×17(H)
【ﾊﾞﾙｰﾝ】10(D)×22(H)
【ﾛｰﾚｯﾄ】10(D)×20(H)
【円錐】10(D)×20(H)
【ｷｭｰﾌﾞ】9(D)×9(W)×20(H)
【六角】10(D)×20(H)
【丸頭】10(D)×15(H)
【だるま】10(D)×23(H)

・真鍮の削り出し
・専用のマッチ箱に入って納品されます。

ROOM SIGN
ﾙｰﾑｻｲﾝ
(BATHROOM)

品番: RS32-BATH

(KITCHEN)

品番: RS32-KITC

(TOILET)

品番: RS32-TOIL

(WELCOME)

品番: RS32-WELC

(OPEN)

品番: RS32-OPEN

(CLOSE)

品番: RS32-CLOS

(OFFICE)

品番: RS32-OFFI

(STAFF ONLY)

品番: RS32-STAF

内容

サイズ(mm)

商品説明

32(D)×120(W)×3(H)

・黒皮の鉄の削り出し
・表面処理なし（蜜蝋仕上）
・壁や扉に4mmの木ネジなどで固定して使用します。
・字体の変更はできません。

CUTTING CHARACTERS
真鍮

切文字 (１～９)

銅

切文字 (１～９)

品番: MJ-BSNB-001 ～ 010

品番: MJ-CUNB-001 ～ 010

内容

内容

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・真鍮板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

真鍮

切文字 ｺﾞｼｯｸ(A～Z)

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・銅板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

銅

切文字 ｺﾞｼｯｸ(A～Z)

品番: MJ-BSGS-001 ～ 026

品番: MJ-CUGS-001 ～ 026

内容

内容

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・真鍮板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

真鍮

切文字 ｸｰﾊﾟｰ(A～Z)

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・銅板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

銅 切文字 ｸｰﾊﾟｰ(A～Z)

品番: MJ-BSCP-001 ～ 026

品番: MJ-CUCP-001 ～ 026

内容

内容

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・真鍮板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

サイズ(mm)

約30(D)×約30(W)×2.5(H)

商品説明

・銅板からの削り出し
・角はバレル処理のため、少
しダレた感じになります。
・字体はクーパー書体になり
ます。
・一文字当たりの価格

アイアン家具はDIYの主役です。
全体の雰囲気はもちろん、機能性や使いやすさも
商品の良し悪しを左右します。
自社製作こその頑丈さや安定感、それでも外観もこだわ
りが詰まっている、それがCOBA商品の魅力です。

ﾍﾞﾝﾁ
1000mm

品番: FR-IS04-100

1100mm

品番: FR-IS04-110

1200mm

品番: FR-IS04-120

1300mm

品番: FR-IS04-130

1400mm

品番: FR-IS04-140

内容
320(D)×1000・1100・1200・1300・1400(W)×460(H)

サイズ(mm)

・天板はWAXなし。片側カンナ仕上げ、座面側はサンダー仕上
・塗装無し（蜜蝋仕上)
・脚部は2個で1セット
・アジャスター付

商品説明

CAMPERS RACK
ｷｬﾝﾊﾟｰｽﾞﾗｯｸ

ｷｬﾝﾊﾟｰｽﾞﾗｯｸ用板

2段（1台）

品番: LK-CAMP-2D

410×895：LK-CAMP-4189

205×895：LK-CAMP-2089

3段（1台）

品番: LK-CAMP-3D

410×740：LK-CAMP-4174

205×740：LK-CAMP-2074

410×600：LK-CAMP-4160

205×600：LK-CAMP-2060

内容
【2段】440(W)×520(H)
【3段】440(W)×780(H)

サイズ(mm)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐荷重8kg
・脚先はキャップ付き
・1台あたりでの販売（板は別売り）

BOTANICAL RACK
ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾗｯｸ 240mm 2段

ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾗｯｸ 240mm 3段

品番: LK10-BT02-0240

品番: LK10-BT03-0240
内容

内容
サイズ(mm)

270(W)×500(H)【本体】

商品説明

・天板は付属しません
・耐荷重10kg
・ネジを使わずにラックを組
むことができます。
・1台あたりでの販売

COMING SOON

サイズ(mm)

270(W)×780(H)【本体】

商品説明

・天板は付属しません
・耐荷重10kg
・ネジを使わずにラックを組
むことができます
・1台あたりでの販売

COMING SOON

NET RACK
網棚
【W455】

品番: DY-TN01-0455

【W910】

品番: DY-TN01-0910

【W1365】

品番: DY-TN01-1365
内容

195(D)×455・910・1365(W)×160(H)

サイズ(mm)

・壁に取り付けるタイプの網棚。すべて鉄黒皮製
・耐荷重5kg（棚下部のバーには軽いものがかけられます。耐荷重1kg）
・下地のある所にコースレッドなどで固定してください。

商品説明

HANGING SHELF
ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞｼｪﾙﾌ
600×900

品番: FR-S101-002

300×900

品番: FR-S101-003

内容
サイズ(mm)

商品説明

300・600(D)×900×(W)×25(H)

・天井から吊るして電飾をつけたり、工具を吊るしたりして使用します。
・各コーナーには吊り下げ用の金具がついています。
・メッシュ部は600×900は150mmスパン、300×900は100mmスパン
・壁に取り付けて、メッシュラックとしても使用できます。

HANGER RACK
ちょい置きﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ

ちょい置きﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸⅡ

品番: FR-HR01-001

品番: FR-HR01-002
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

240(D)×310(W)×1580(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・壁に立てかけて使用する家
具です。写真のハンガーは
付属しません。

サイズ(mm)

240(D)×310(W)×1500(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・壁に立てかけて使用する家
具です。
・脚部と枝部を外すことが可
能（組立式）
・ハンガーをかける箇所は凹
型になっています。

ﾊﾝｶﾞ-ﾗｯｸ

ﾊﾝｶﾞ-ﾗｯｸ

品番: FR-HR02-001

品番: FR-HR02-002
内容

サイズ(mm)

400(D)×1000(W)×1600(H)

商品説明

・塗装無し
・耐荷重10kg
・棚板1枚、底板1枚、真鍮製
のフックが付属します。

幅広ﾀｲﾌﾟ

内容
サイズ(mm)

500(D)×1000(W)×1600(H)

商品説明

・塗装無し
・耐荷重10kg
・棚板1枚、底板1枚、真鍮製
のフックが付属します。

STOOL
ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H480mm

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H480mm

品番: FR-IS01-001

品番: FR-IS01-002

座面穴なし

座面穴あり
内容

内容

270(D)×300×(W)×480(H)

サイズ(mm)

サイズ(mm)

270(D)×300(W)×480(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面に穴の無いタイプです

COMING SOON
・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き

商品説明

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

座面穴なし・足置きあり

座面穴あり・足置きあり
品番: FR-IS02-003

品番: FR-IS02-004

内容

内容

270(D)×300×(W)×700(H)

サイズ(mm)

サイズ(mm)

270(D)×300(W)×700(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面に穴の無いタイプです

COMING SOON
・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き

商品説明

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

座面穴なし・足置きなし

座面穴あり・足置きなし
品番: FR-IS02-001

品番: FR-IS02-002

内容

内容

270(D)×300×(W)×700(H)

サイズ(mm)

サイズ(mm)

270(D)×300(W)×700(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面に穴の無いタイプです

COMING SOON
・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き

商品説明

鉄鉢
ｻｲｽﾞ
ｽﾂｰﾙ XL
(moku)
品番:
品番:GR-TB01-XL
FR-IS05-002
内容
内容
サイズ(mm)
サイズ(mm)

COMING SOON

商品説明

商品説明
オプション

底形状

165(D)×165(W)×120(H)
270(D)×300(W)×480(H)
・鉄ﾊﾟｲﾌﾟで製作した植木鉢
です。
・水分があまり必要でない
・座面、脚部共に古材で作ら
植物に向きます。
れたスツールです
・板の状態により写真とは雰
囲気が変わります

3,000円（税抜） 最小Lot. 3

STOOL
ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H480mm

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H480mm

品番: FR-IS01-001+

品番: FR-IS01-002+

背もたれ付き・座面穴なし

背もたれ付き・座面穴あり
内容

内容

サイズ(mm)

250(D)×360(W)×650(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面までの高さは480
・背もたれは奥行（深さ）を
調整できます

サイズ(mm)

250(D)×360(W)×650(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面までの高さは480
・座面に穴の無いタイプです
・背もたれは奥行（深さ）を
調整できます

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

ｽﾂｰﾙ (ｱﾝｸﾞﾙ) H700mm

品番: FR-IS02-003+

品番: FR-IS02-004+

背もたれ付き・座面穴なし

背もたれ付き・座面穴あり
内容

内容

サイズ(mm)

320(D)×360×(W)×870(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面までの高さは700
・背もたれは奥行（深さ）を
調整できます

サイズ(mm)

320(D)×360×(W)×870(H)

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面までの高さは700
・座面に穴の無いタイプです
・背もたれは奥行（深さ）を
調整できます

ｽﾂｰﾙ (TR)

品番: FR-IS07-001
内容
サイズ(mm)

商品説明

290(D)×290(W)×450(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・脚にはｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付き
・座面は450～650まで
高さ調整可。

背もたれ付き・ﾍﾞﾝﾁ
1000mm

品番: FR-IS06-100

1200mm

品番: FR-IS06-120

1400mm

品番: FR-IS06-140

1800mm

品番: FR-IS06-180

内容
サイズ(mm)

商品説明

424(D)×1000・1200・1400・1800(W)×832(H)

・天板はWAXなし。片側カンナ仕上げ、座面側はサンダー仕上
・塗装無し（蜜蝋仕上)
・脚部は2個で1セット
・アジャスター付

LADDER
ﾗﾀﾞｰ ｽﾄﾚｰﾄ

ﾗﾀﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞ

品番: FR-LD01-001

品番: FR-LD01-002
内容

サイズ(mm)

内容

10(D)×300(W)×1800(H)

サイズ(mm)

270(D)×300(W)×1600(H)

COMING SOON

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重2kg

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重2kg

ﾊﾟｲﾌﾟﾗﾀﾞｰ

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗﾀﾞｰ H1800

品番: FR-LD02-001

品番: FR-LD03-001
内容

内容
サイズ(mm)

22(D)×315(W)×1600(H)

サイズ(mm)

35(D)×300×(W)×1800(H)

商品説明

・ラダーに本を立掛けられる棚が
ついています。
・耐荷重2kg

COMING SOON

商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐加重2kg
・パイプ材を使用しているた
め重厚なﾗﾀﾞｰです

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗﾀﾞｰ H980

FBﾗﾀﾞ-

品番: FR-LD03-002

品番: LD02-FB
内容

内容
サイズ(mm)

35(D)×300(W)×980(H)

商品説明

・ラダーに本を立掛けられる棚が
ついています。
・耐荷重2kg

サイズ(mm)

32(D)×250×(W)×600(H)

COMING SOON
商品説明

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・天面・底面・側面にビス穴が
あるので、天吊、壁付け、置き
型の3WAYタイプのシェルフと
して使えます。

WALL LADDER SHELF
ｳｫｰﾙﾗﾀﾞｰｼｪﾙﾌ 300幅用 (1台)

ｳｫｰﾙﾗﾀﾞｰｼｪﾙﾌ 200幅用 (1台)

品番: LD01-0300

品番: LD01-0200
内容

内容
サイズ(mm)

21(D)×330(W)×730(H)

サイズ(mm)

21(D)×230(W)×730(H)

写真スペース

商品説明

・耐荷重4kg。(棚1段あたり)
・棚板は別売。(足場板300幅)
・単品販売。(設置時の必要数は
2台以上です)

商品説明

・耐荷重4kg。(棚1段あたり)
・棚板は別売。(足場板200幅)
・単品販売。(設置時の必要数は
2台以上です)

CAFE TABLE
ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 天板 4枚仕様
品番: FR-TB06-002

ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 天板 4枚仕様

(WAXあり)

品番: FR-TB06-001

内容
サイズ(mm)

600(D)×900(W)×400(H)

商品説明

・天板は切り出した足場板
4枚はめ込み。取り外し可。
・テーブル下に網棚が付属
・ゴムキャップなどの付属品
はなし

COMING SOON

(WAXなし)
内容

サイズ(mm)

600(D)×900(W)×400(H)

商品説明

・天板は切り出した足場板を
4枚はめ込み。取り外し可。
・テーブル下に網棚が付属
・ゴムキャップなどの付属品
はなし

COMING SOON

ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 天板 7枚仕様
品番: FR-TB06-004

(WAXあり)

ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ 天板 7枚仕様
品番: FR-TB06-003

内容

内容
サイズ(mm)

600(D)×900(W)×400(H)

商品説明

・天板は切り出した足場板を
7枚はめ込み。取り外し可。
・テーブル下に網棚が付属
・ゴムキャップなどの付属品
はなし

(WAXなし)

サイズ(mm)

600(D)×900(W)×400(H)

商品説明

・天板は切り出した足場板を
7枚はめ込み。取り外し可。
・テーブル下に網棚が付属
・ゴムキャップなどの付属品
はなし

ｶﾌｪﾃｰﾌﾞﾙ FIT
品番: FR-TB07-FIT
内容
サイズ(mm)

600(D)×900(W)×430(H)

商品説明

・天板は切り出した足場板を
5枚はめ込み。取り外し可。
・側面はマガジンラックと
して使用可。

SIDE TABLE
ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ コ型 (ﾗｯｸなし)

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ コ型 (ﾗｯｸあり)

品番: FR-TB02-011

品番: FR-TB02-012
内容

サイズ(mm)

500(D)×305(W)×550(H)

商品説明

・天板は古材足場板
・ラック部分（写真の×部）
の無いタイプになります。
・寸法は天板を含みます

内容
サイズ(mm)

500(D)×305(W)×550(H)

商品説明

・天板は古材足場板
・ラック部分に雑誌などを入
れることができます
・寸法は天板を含みます

OPEN SHELF(X)
ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300) 背面_X
W900 (WAXなし)

品番: FR-TN01-X09

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300) 背面_X
W900 (WAXあり)

品番: FR-TN01-X09W

内容
サイズ(mm)

300(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)
W1200 (WAXなし)

品番: FR-TN01-X12

内容
サイズ(mm)

300(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)
W1200 (WAXあり)

品番: FR-TN01-X12W

内容
サイズ(mm)

300(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)
W1500 (WAXなし)

品番: FR-TN01-X15

内容
サイズ(mm)

300(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)
W1500 (WAXあり)

品番: FR-TN01-X15W

内容
サイズ(mm)

300(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450) 背面_X
W900 (WAXなし)

品番: FR-TN02-X09

内容
サイズ(mm)

300(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部WAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450) 背面_X
W900 (WAXあり)

品番: FR-TN02-X09W

内容
サイズ(mm)

450(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

内容
サイズ(mm)

450(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

OPEN SHELF(X)
ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)
W1200 (WAXなし)

品番: FR-TN02-X12

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)
W1200 (WAXあり)

品番: FR-TN02-X12W

内容
サイズ(mm)

450(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)
W1500 (WAXなし)

品番: FR-TN02-X15

内容
サイズ(mm)

450(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)
W1500 (WAXあり)

品番: FR-TN02-X15W

内容
サイズ(mm)

450(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり

内容
サイズ(mm)

450(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部WAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり

OPEN SHELF(MESH)
ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W900 (WAXなし)

品番: FR-TN01-M09

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W900 (WAXあり)

品番: FR-TN01-M09W

内容
サイズ(mm)

300(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W1200 (WAXなし)

品番: FR-TN01-M12

内容
サイズ(mm)

300(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W1200 (WAXあり)

品番: FR-TN01-M12W

内容

内容
サイズ(mm)

300(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

サイズ(mm)

300(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

OPEN SHELF(MESH)
ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W1500 (WAXなし)

品番: FR-TN01-M15

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D300)背面MESH
W1500 (WAXあり)

品番: FR-TN01-M15W

内容
サイズ(mm)

300(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま。
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W900 (WAXなし)

品番: FR-TN02-M09

内容
サイズ(mm)

300(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W900 (WAXあり)

品番: FR-TN02-M09W

内容
サイズ(mm)

450(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W1200 (WAXなし)

品番: FR-TN02-M12

内容
サイズ(mm)

450(D)×900(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W1200 (WAXあり)

品番: FR-TN02-M12W

内容

内容
サイズ(mm)

450(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W1500 (WAXなし)

品番: FR-TN02-M15

サイズ(mm)

450(D)×1200(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(D450)背面MESH
W1500 (WAXあり)

品番: FR-TN01-020

内容
サイズ(mm)

450(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部は無垢のまま
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

内容
サイズ(mm)

450(D)×1500(W)×900(H)

商品説明

・装無し（蜜蝋仕上)
※木部はWAX仕上
・奥行450Lタイプ
・中間棚のみ可動式
※棚板は追加可能（別売）
・棚板は古材使用のため割れ
欠け、塗料残りなどあり。

OPEN SHELF(ADD BOARD)
ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(W) 追加棚板 1枚(WAXなし)

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ 追加棚板 1枚(WAXなし)

【W900用】 品番: FR-TN02-T09
【W1200用】 品番: FR-TN02-T12
【W1500用】 品番: FR-TN02-T15

【W900用】 品番: FR-TN01-T09
【W1200用】 品番: FR-TN01-T12
【W1500用】 品番: FR-TN01-T15

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ(W) 追加棚板 1枚(WAXあり)

ｵｰﾌﾟﾝｼｪﾙﾌ 追加棚板 1枚(WAXあり)

【W900用】 品番: FR-TN02-T09W
【W1200用】 品番: FR-TN02-T12W
【W1500用】 品番: FR-TN02-T15W

【W900用】 品番: FR-TN01-T09W
【W1200用】 品番: FR-TN01-T12W
【W1500用】 品番: FR-TN01-T15W

内容
295(D)×875・1175・1475(W)×35(H)
【W】445(D)×875・1175・1475(W)×35(H)

サイズ(mm)

商品説明

・300巾オープンシェルフ・450巾(W)オープンシェルフ専用の追加棚板
・COBA製の古材足場板を使用した継板仕様（耳なし）
・天板には使用できません。

TV BOARD
ﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ
1200mm(WAXなし)
1500mm(WAXなし)
1800mm(WAXなし)

品番: FR-TV01-120
品番: FR-TV01-150
品番: FR-TV01-180

1200mm(WAXあり)
1500mm(WAXあり)
1800mm(WAXあり)

品番: FR-TV01-120W
品番: FR-TV01-150W
品番: FR-TV01-180W

内容
460(D)×1200・1500・1800(W)×520(H)

サイズ(mm)

・アイアン部は塗装無し（蜜蝋仕上)
・耐荷重50kg
・棚板はCOBA製の古材足場板使用。継板仕様で割れ欠け、節抜け、塗料、ｾﾒﾝﾄ残りなどあり

商品説明

GARDEN RACK
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｯｸ
品番: FR-TN05-001
内容
サイズ(mm)

商品説明

265(D)×1100(W)×1140(H)

・塗装無し（蜜蝋仕上)
・棚板4枚付属

GODAN WAGON
GODAN WAGON
本体のみ（キャスターあり）

品番：FR-TN04-N00

本体のみ（キャスターなし）

品番：FR-TN04-N01

GODAN WAGON OPTION
天板(ステンレス板)

品番：FR-TN04-P01

中棚板(320×510)

品番：FR-TN04-P02

プレス缶

品番：SG-FR03-001

プレス缶(浅型)

品番：SG-FR03-P06

プレス缶【青】

品番：SG-FR03-P09

プレス缶【青】浅型

品番：SG-FR03-P10

プレス缶【赤】

品番：SG-FR03-P07

プレス缶【赤】浅型

品番：SG-FR03-P08

パンチングプレス缶

品番：SG-FR03-P11

内容

サイズ(mm)

商品説明

（本体）350(D)×580(W)×850(H)

・工業用のプレス缶を使用したシェルフ
・「本体のみ」にはアイアンフレーム、天板（キャスター付きの場合はキャスター、キャスターなし
の場合はアジャスター）が含まれます。
・「中棚板」は古材足場板使用、WAXなし
・プレス缶はへこみや軽い傷などあります。
・最大でプレス缶5個を取り付けできます。

TOP BOARD ORDER
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ天板
内容
サイズ(mm)

各表を参照

商品説明

・テーブル天板のオーダー商
品です（脚は付属しません）
・Standardは継板仕様。裏
側はサンダー仕上げ
・Herringbone、Diamond
は裏側は合板を貼付け

Herringbone、Diamond
のコーナー部形状

Standardの木口隠し形状

WAX

・オーダー品のため、納
期は注文時に打ち合わ
せになります。

WAXありを選ばれた場合は、
色を指定することができま
す。WAXはすべてBRIWAX製
を使用し、磨き上げまでし
てから納品されます。

BOARD SIZE

古材足場板をリメイクした
継板を使用。独特の風合い
を残しつつ、処理や木口隠
しもきちんと施した上質な
天板。シンプルで落ち着き
のある雰囲気があります。

Herringbone
開きにしたニシン(herring)
の骨(bone)という意味をも
つ柄模様。懐古的でありな
がら上品な模様は、長く
使っても飽きの来ない製品
です。

Diamond
菱形のパーツを組み合わせ
た、もっともパーツの数の
多い天板。小さいパーツを
隙間なく敷き詰めた表情は
繊細かつ個性的で、ひとき
わ目を引く一枚です。

COBAでは現場で使用された足場板をリメイクして天板を製作しています。また、組み木の
場合は複数の板材からのパーツを組み合わせており、それぞれ木目や色合いが変化します。
そのため、写真と現物とでは色や模様が異なる場合があります。
また、足場板の規格により欠けや小さな段がある場合があります。

WAXなし

Standard
Herringbone
Diamond

WAXあり

Standard
Herringbone
Diamond

WAXなし

Standard
Herringbone
Diamond
Standard
Herringbone
Diamond

640×1500

FR-TB-64090
FR-TBHR-64090
FR-TBDY-64090
FR-TB-64090W
FR-TBHR-64090W
FR-TBDY-64090W

【640mm(D)×1200mm(W)×32mm(H)】

WAXあり

640×1200

FR-TB-64120
FR-TBHR-64120
FR-TBDY-640120
FR-TB-64120W
FR-TBHR-64120W
FR-TBDY-64120W

【640mm(D)×1500mm(W)×32mm(H)】

WAXなし

Standard

FR-TB-64150

WAXあり

Standard

FR-TB-64150W

640×1800

【640mm(D)×1800mm(W)×32mm(H)】

WAXなし

Standard

FR-TB-64180

WAXあり

Standard

FR-TB-64180W

800×1200

【800mm(D)×1200mm(W)×32mm(H)】

WAXなし

Standard

FR-TB-64180

WAXあり

Standard

FR-TB-64180W

800×1500

【800mm(D)×1500mm(W)×32mm(H)】

WAXなし

Standard

【640mm(D)×900mm(W)×32mm(H)】

Standard
Herringbone
Diamond

WAXあり

BOARD PATTERN

640×900

Standard
Herringbone
Diamond

800×1800

FR-TB-80150
FR-TBHR-80150
FR-TBDY-80150
FR-TB-80150W
FR-TBHR-80150W
FR-TBDY-80150W

【800mm(D)×1800mm(W)×32mm(H)】

WAXなし

Thickness(H (32mm))

640×900
×1200
×1500
×1800
800×1200
×1500
×1800

Standard
Herringbone
Diamond

WAXあり

D (mm)

W (mm)

（INDIGOは藍染めの染色に
なります。コーティングは
無しになります）

Standard
Herringbone
Diamond

FR-TB-80180
FR-TBHR-80180
FR-TBDY-80180
FR-TB-80180W
FR-TBHR-80180W
FR-TBDY-80180W

CUBE RACKは家具の形を自由に組み替えるという
まったく新しいスタイルを提案します。
COBAオリジナルで、他ではまねのできない
自由で個性的な空間を実現します。

BASIC PARTS
JOINT BALL(IRON黒染め)

JOINT CAP(IRON黒染め)

品番: CUBE-BALL-IR

品番: CUBE-JCAP-IR
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

22.5(D)×18.5(H)

・CUBE RACKの接続部メイ
ンパーツ
・鉄製（黒染め処理）

サイズ(mm)

商品説明

20(D)×4(H)

・JOINT BALLのCAP、
WIDE BEAMの脱落を防止
します。
・鉄製（黒染め処理）

SIDE CAP(IRON黒染め)

TOP CAP(IRON黒染め)

品番: CUBE-SCAP-IR

品番: CUBE-TCAP-IR
内容

内容
サイズ(mm)

商品説明

13(D)×4(H)

・JOINT BALLの溝部で、
WIDE BEAMを取り付けて
いない箇所をカバーします。
・鉄製（黒染め処理）

サイズ(mm)

13(D)×5(H)

商品説明

・JOINT BALLの最上段部に
取り付けます。WIDE
BEAM、JOINT CAPの脱落
を防止します。
・鉄製（黒染め処理）

TOP CAPｺﾞﾑ付(IRON黒染め)

BEAM NUT(IRON黒染め)

品番: CUBE-TCAP+G-IR

品番: CUBE-BNUT-IR

内容
サイズ(mm)

13(D)×7(H)

商品説明

・CUBE RACKに天板を乗せ
て使用する際、天板への傷防
止・滑り止めとして使用しま
す。
・鉄製（黒染め処理）
・樹脂はφ8ｺﾞﾑｼｰﾙ（透明）

内容
サイズ(mm)

13(D)×4(H)

商品説明

・WIDE BEAM固定用のナッ
ト（1本につき2個必要）
・外側の斜め形状が大きい側
を内側にして使用します。
・六角は15巾
・鉄製（黒染め処理）

LEG BOSS(IRON黒染め)

LEG(IRON黒染め)

品番: CUBE-LEGBOSS

品番: CUBE-LEG-IR
内容

サイズ(mm)

13(D)×14(H)

商品説明

・CUBE RACKのLEG、また
はキャスターを取り付ける
ためのネジパーツ
・ゆるみ止めのため、横に
M4の止めネジ付属
・鉄製（黒染め処理）

内容
サイズ(mm)

24(D)×12(H)

商品説明

・CUBE RACK専用アジャス
ター
・LEG BOSSの上からかぶせ
るように使用します。
・外径ローレット仕上
・鉄製（黒染め処理）

BASIC PARTS（POLE & BEAM）
HEIGHT POLE(IRON)
100

CUBE-POIR-100

200

CUBE-POIR-200

300

CUBE-POIR-300

400

CUBE-POIR-400

600

CUBE-POIR-600

800

CUBE-POIR-800
内容

13(D)×95・204・313・422・641・859(H)

サイズ(mm)

・CUBE RACKの高さ方向に使用する部材
・メスネジ(M5)が下向き、オスネジ(M13×P1）が上向き
・鉄黒皮（処理なし）

商品説明

オス側(上部)

メス側(下部)

WIDE BEAM(IRON)
XS

CUBE-BMIR-S

S

CUBE-BMIR-S

100

CUBE-BMIR-100

200

CUBE-BMIR-200

300

CUBE-BMIR-300

400

CUBE-BMIR-400

600

CUBE-BMIR-600

800

CUBE-BMIR-800
内容

サイズ(mm)

13(D)×14・41・96・205・314・424・642・860(H)

商品説明

・CUBE RACKの横幅・奥行方向に使用する部材
・両側にBEAM NUTを取り付けて使用します。（XSはNUTは取り
付けられません。無しで使用します）
・鉄黒皮（処理なし）

先端部形状

M5 SCREW(IRON黒染め)

WIDE BEAM

内容
サイズ(mm)

11(D)×10(H)

商品説明

・JOINT BALLの中で、LEG
BOSSやHEIGHT POLEな
どを固定するために使用し
ます。
・プラスドライバー穴あり
・鉄製（黒染め処理）

TOP CAP

SIDE CAP

JOINT BALL
BEAM NUT

HEIGHT POLE

OPTION PARTS
JOINT BALL(真鍮)

JOINT CAP(真鍮)

品番: CUBE-BALL-BR

品番: CUBE-JCAP-BR

JOINT BALL(SUS)

JOINT CAP(SUS)

品番: CUBE-BALL-SUS

品番: CUBE-JCAP-SUS
内容

内容
22.5(D)×18.5(H)

サイズ(mm)

商品説明

・CUBE RACKの接続部メイ
ンパーツ
・真鍮・ステンレス製

サイズ(mm)

商品説明

20(D)×4(H)

・JOINT BALLのCAP、
WIDE BEAMの脱落を防止
します。
・真鍮・ステンレス製

SIDE CAP(真鍮)

TOP CAP(真鍮)

品番: CUBE-SCAP-BR

品番: CUBE-TCAP-BR

SIDE CAP(SUS)

TOP CAP(SUS)

品番: CUBE-SCAP-SUS

品番: CUBE-TCAP-SUS
内容

内容
13(D)×4(H)

サイズ(mm)

商品説明

・JOINT BALLの溝部で、
WIDE BEAMを取り付けて
いない箇所をカバーします。
・真鍮・ステンレス製

サイズ(mm)

13(D)×5(H)

商品説明

・JOINT BALLの最上段部に
取り付けます。WIDE
BEAM、JOINT CAPの脱落
を防止します。
・真鍮・ステンレス製

TOP CAPｺﾞﾑ付(真鍮)

BEAM NUT(真鍮)

品番: CUBE-TCAP+G-BR

品番: CUBE-BNUT-BR

TOP CAPｺﾞﾑ付(SUS)

BEAM NUT(SUS)

品番: CUBE-TCAP+G-SUS

品番: CUBE-BNUT-SUS
内容

内容
サイズ(mm)

13(D)×7(H)

商品説明

・CUBE RACKに天板を乗せ
て使用する際、天板への傷防
止・滑り止めとして使用しま
す。
・真鍮・ステンレス製
・樹脂はφ8ｺﾞﾑｼｰﾙ（透明）

LEG(真鍮)
品番: CUBE-LEG-BR

LEG(SUS)
品番: CUBE-LEG-SUS
内容
サイズ(mm)

24(D)×12(H)

商品説明

・CUBE RACK専用アジャス
ター
・LEG BOSSの上からかぶせ
るように使用します。
・外径ローレット仕上
・真鍮・ステンレス製

サイズ(mm)

13(D)×4(H)

商品説明

・WIDE BEAM固定用のナッ
ト（1本につき2個必要）
・外側の斜め形状が大きい側
を内側にして使用します。
・六角は15巾
・真鍮・ステンレス製

OPTION PARTS（【BSBM】POLE & BEAM）
HEIGHT POLE(真鍮)
100

CUBE-POBR-100

200

CUBE-POBR-200

300

CUBE-POBR-300

400

CUBE-POBR-400

600

CUBE-POBR-600

800

CUBE-POBR-800

内容
13(D)×95・204・313・422・641・859(H)

サイズ(mm)

・CUBE RACKの高さ方向に使用する部材
・メスネジ(M5)が下向き、オスネジ(M13×P1）が上向き
・真鍮製

商品説明

オス側(上部)

メス側(下部)

WIDE BEAM(真鍮)
XS

CUBE-BMBR-S

S

CUBE-BMBR-S

100

CUBE-BMBR-100

200

CUBE-BMBR-200

300

CUBE-BMBR-300

400

CUBE-BMBR-400

600

CUBE-BMBR-600

800

CUBE-BMBR-800

内容
サイズ(mm)

13(D)×14・41・96・205・314・424・642・860(H)

商品説明

・CUBE RACKの横幅・奥行方向に使用する部材
・両側にBEAM NUTを取り付けて使用します。（XSはNUTは取り
付けられません。無しで使用します）
・真鍮製

先端部形状

OPTION PARTS（【SUS】POLE & BEAM）
HEIGHT POLE(SUS)
100

CUBE-POSUS-100

200

CUBE-POSUS-200

300

CUBE-POSUS-300

400

CUBE-POSUS-400

600

CUBE-POSUS-600

800

CUBE-POSUS-800

内容
13(D)×95・204・313・422・641・859(H)

サイズ(mm)

商品説明

オス側(上部)

メス側(下部)

・CUBE RACKの高さ方向に使用する部材
・メスネジ(M5)が下向き、オスネジ(M13×P1）が上向き
・ステンレス製

WIDE BEAM(SUS)
XS

CUBE-BMSUS-S

S

CUBE-BMSUS-S

100

CUBE-BMSUS-100

200

CUBE-BMSUS-200

300

CUBE-BMSUS-300

400 CUBE-BMSUS-400

600

CUBE-BMSUS-600

800 CUBE-BMSUS-800
内容

先端部形状

サイズ(mm)

13(D)×14・41・96・205・314・424・642・860(H)

商品説明

・CUBE RACKの横幅・奥行方向に使用する部材
・両側にBEAM NUTを取り付けて使用します。（XSはNUTは取り
付けられません。無しで使用します）
・ステンレス製

OPTION BOARD
CUBE RACK 棚板(WAXなし)
100×100

CUBE-TANA-1010

200×200

CUBE-TANA-2020

300×300

CUBE-TANA-3030

100×200

CUBE-TANA-1020

200×300

CUBE-TANA-2030

300×400

CUBE-TANA-3040

100×300

CUBE-TANA-1030

200×400

CUBE-TANA-2040

400×400

CUBE-TANA-4040

100×400

CUBE-TANA-1040
内容
100～400(D)×100～400(W)×32(H)

サイズ(mm)

商品説明

・CUBE RACKの枠サイズに合わせて作られた棚板（100・200は足場板1枚、300・400は継板使
用）。古材仕様のため、反り・傷あり。WAXなし
・品名は呼び寸。実物寸法は100→91mm、200→200mm、300→309mm、400→418mmです
Ｓ。

OPTION BOARD BRACKET
CUBE RACK ｱﾝｸﾞﾙ棚受け金物（基本）
100

CUBE-TANA01-100

200

CUBE-TANA01-200

300

CUBE-TANA01-300

400

CUBE-TANA01-400
内容

サイズ(mm)

商品説明

20(D)×81・190・299・408(W)
・棚板のサイドに取り付けて、CUBE RACKに取り付けるための
金物
・Φ4のコーススレッドで取り付けます。
・隣り合う箇所では使用できません。
・鉄黒皮製（蜜蝋仕上）

CUBE RACK ｱﾝｸﾞﾙ棚受け金物（凹タイプ）
100

CUBE-TANA02-100

200

CUBE-TANA02-200

300

CUBE-TANA02-300

400

CUBE-TANA02-400
内容

サイズ(mm)

商品説明

20(D)×81・190・299・408(W)
・棚板のサイドに取り付けて、CUBE RACKに取り付けるための
金物
・Φ4のコースレッドで取り付けます。
・隣り合う箇所でも凸と組み合わせて使用できます。
・鉄黒皮製（蜜蝋仕上）

CUBE RACK ｱﾝｸﾞﾙ棚受け金物（凸タイプ）
100

CUBE-TANA03-100

200

CUBE-TANA03-200

300

CUBE-TANA03-300

400

CUBE-TANA03-400
内容

サイズ(mm)

商品説明

20(D)×81・190・299・408(W)
・棚板のサイドに取り付けて、CUBE RACKに取り付けるための
金物
・Φ4のコースレッドで取り付けます。
・隣り合う箇所でも凹と組み合わせて使用できます。
・鉄黒皮製（蜜蝋仕上）

ー デスク ー
奥行、長さ、高さなど自分の好みに合った
デスクを組み上げることができます。

ー 本棚 ＆ 収納ＢＯＸ ー
BOXはオーダーでお作りしています。
一度組んで、また形を変えて2段の棚に
作り替えることも可能です。

ー パーティション ＆ ちょいかけイス ー
部分的に目隠しし、全面を壁にしないことで
空間を広く見せることができます。

ー カウンターテーブル ー
２人掛け用の長さで少し奥行きを持たせて
組みました。形を変えて、棚にすることも
できます。

ー 看板掛け ＆ シェルフ ー
キューブラックの中央部を空洞にして
そのスペースに看板を掛けました。
周りのキューブラック棚には棚板を取り
付けて、植物や商品など様々なアイテム
を飾ることができます。
ショップの看板掛けととしてご利用いた
だけます。

ー 飾り板立て掛けパーティション ー
中央部に飾り板を立てかけています。
板が倒れてこないよう、小さなBeamで
突起を作っています。
大きな部屋を、また店舗の広いエリアを
区切りたい時のパーティションとして
組み上げることができます。

ー ウォークインクローゼット用
ハンガーラック ー
クローゼットの中に、ハンガーラックと
シェルフ一体型のキューブラックを組み
上げました。上部には板を渡し、小物や
バッグを置くこともできます。

Cube Rackの組み立てについて
COBAのInstagramトップページに、キューブラック組立動画をアップ
しています。組立時にご覧ください。

お取扱いに関しての注意
【木材商品について】
COBA industrial works では、使い込まれた木のあじわいとぬくもりを生かすため、使い込んだ足場板を用いて商品
を製作しています。使い込んだ足場板には、新品にはない USED の木の“個性”があります。
COBA 製品の品質を下げることなくその“個性”を生かすため、製品に使う足場板は、独自に定める基準で選定
しています。どうぞ以下の足場板選定基準をご確認ください。

割れ

欠け

表面一面での判断。裏面に関しては不問

表面一面での判断。裏面に関しては不問

■板厚の半分まで貫通割れは除外

■約 450ｍｍ程度

節

反り

節、抜け節があります

表面一面での判断。裏面に関しては不問
■約１０ｍｍ程度

跡
タッカー針跡、釘・ビス穴跡、番線跡、錆び跡、油染み・塗料・接着剤跡、セメント跡等、商品の特性上味わい深
いものになると判断したものは含まれますが、以下の基準により選定しています。
■著しく多いものは除外

・タッカー跡

・釘・ビス穴跡

・ペンキ跡

・ボンド跡

・セメント跡

・錆び跡

お買い上げいただいた商品で、“割れ”や“欠け”などの特徴がお気に召さない場合でも、製品に用いる足場板が上
記の選定基準に沿ったものである限りご返品に応じることができません。この点をご了承の上、ご注文いただけれ
ば幸いです。

【アイアン商品について】
COBA のアイアン商品はすべて無塗装仕上げとなります。黒皮鉄のもつ独特の雰囲気を大切にしたいからです。
黒皮鉄とは金属が作られるときに自然に生じる酸化被膜で、1 本ずつ異なる表情はどこか温かみや独特の味わいが
あります。黒皮鉄のもつ味わいは傷、色ムラ、凸凹などの素材感に表れます、また塗装しないために錆が生じやす
くなっております。それらすべてを COBA ではご愛用頂く方々の人生と共に経年成長する味わいとしてとらえお
客様に提供しております。
お買い上げいただいた商品で、表面の傷、色ムラ、凸凹、錆など黒皮鉄のもつ独特の特徴がお気に召さない場合
でも、著しくひどいものでない限りご返品に応じることができません。この点をご了承の上、ご注文いただければ
幸いです。

当店はオーダーアイアン、
オーダー家具を承っています

コンテナの販売もおこなっております

ご関心のある方はお気軽に
お問い合わせください！

Instagram
COBA industrialworks 福岡店
福岡県福岡市西区今宿西1-33-26
Tel ： 092-707-7155
E-mail ： coba.inc@tetsuya-coba.com
COBA industrialworks 大阪店
大阪府和泉市テクノステージ3-9-3
Tel ： 0725-51-1818
E-mail ： coba.inc@tetsuya-coba.com

Online
Shop

HP

