
スキマを

ステキに

変えたくて
無 垢 材 で つ く る   ラ フ ジュ 工 房 の オーダー 家 具

ス キ マ シリ ー ズ 新登場

オーダー家具なのに

驚きのお値段
かんたん手順で

取り入れやすい

暮らしにプラス

したくなるデザイン



家具選びのスキマ、お埋めします。

オーダー家具のいいところって自由な「サイズ」だけでしょうか。

価格がお手頃なものがない

高級感があるか安っぽいかの2極でほどよい見た目のものがない

注文が面倒など

サイズの指定以外に

従来のオーダー家具が叶えられなかった

様々な悩みの「スキマ」も解決できたら。

そんな思いでラフジュ工房では新たにオーダー家具

「スキマ」シリーズの作成をスタートさせました。

細かくサイズ指定ができるのはもちろんのこと

手頃な価格や、簡単な注文手順

そして日本のアンティーク家具をベースにした素朴で優しいデザインで

今までありそうで無かった

気軽に取り入れられるオーダー家具に仕上がりました。

あなたの「もう少しこうだったら」を叶えてくれる「スキマ」シリーズの家具たち。

あなたのお部屋に潜ませてみてはいかがでしょう。
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オーダー家具のお悩みあるある

収納したいもの・置きたいスペースに
ぴったりサイズの家具がない…

オーダー家具の注文って手間が掛かって大変そう…

家具に強いこだわりがあるわけじゃないけれど、
こんな私でもオーダーしていいの…

きちんと見た目にもこだわりたいけれど価格が…

届いてみてイメージと違ったらどうしよう…

整理整頓が気になる「キレイ好きさん」も大丈夫
ラフジュ工房のオーダー家具では外寸はもちろん収納スペースの内寸も5mm単位で

サイズ指定をすることが可能です。収納スペースの作りもオープンラックと扉収納・

引き出しの比率を変えたりと臨機応変に変更できますので、納まりがよくスッキリ洗

練されたお部屋作りが叶います。

打ち合わせの回数が多かったり、要望を細かく決めて伝えなくてはいけなかったりと

何かと手間が掛かりそうな印象があるオーダー家具ですが、ラフジュ工房では専門の

スタッフが専任の担当としてお付きし、お客様の絶対に譲れない点をヒアリング。

あとはお任せでなんてこともできるので、お客様の手間を必要に応じて最小限に抑え

ることが可能です。

オーダー家具は家具にこだわりがある人、家具に詳しい人が注文するハードルが高い

ものだと思っていませんか。ラフジュ工房のオーダー家具は「細かいことは分からな

いけれどざっくりした要望はある」なんて状態でも安心して相談可能。

専門スタッフが丁寧にお話をお聞きし、あなたに最適な 1 台を一緒に考えていきます

ので、家具に詳しくなくても大丈夫なんです。

見た目が安っぽいのは嫌だけれど、かと言って頑張って買うような価格のものは挑戦

しにくいというのが本音ですよね。ラフジュ工房では見栄えする国産無垢材を使用し

つつも、経費を削減するために自社内で一貫生産。さらに加工機械を効果的に導入する

など様々な工夫でローコストを実現。気軽に挑戦していただけるリーズナブルな価格

設定にこだわっています。（他社販売の国産無垢材を使用した家具と比べ 3 割安／当社調べ）

オーダー家具を注文しても、きちんと自分の理想通りに仕上がるかは不安ですよね。

ラフジュ工房では完成後、お届け前にお品物のお写真をしっかりご確認いただくシス

テムを採用。「届いてびっくり！」となることはありません。安心して家具のオーダ

ーをお楽しみください。

最小限の労力で挑みたい「効率重視派さん」も大丈夫

オーダーにハードルを感じる「初心者さん」も大丈夫

お財布の紐は締めたい「しっかり屋さん」も大丈夫

確実に理想の1台を手に入れたい「慎重派さん」も大丈夫

家具探し、こんなことでお困りではありませんか？
ラフジュ工房のオーダー家具なら、

どこでも解消できなかった「スキマ」をとことん解決！
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その隙間にぴったり！サイズ指定は縛りなし
大き目サイズから小ぶりなものまで 5 mm 単位で細かくサイズ指定が可能です

手軽な注文ステップ&丁寧なご案内で挑戦しやすい
ご注文の流れは 5 ステップととってもシンプル
さらに親切・丁寧・経験豊富なオーダー家具専任スタッフが対応
初めてでも安心とご好評いただいております

無垢材オーダー家具なのにリーズナブル
完全社内一貫生産などの工夫で、無垢ならではの見た目の良さとリーズナブルさ、両方を実現しました

どんな希望も叶います！多彩な加工オプション
過去にお客様の加工のご要望をお断りしたことはありません！
高い技術力を要するアンティーク家具修理で得たスキルで、どんな理想も形になります

お届け時も手間要らず、設置までしっかりお手伝い
無料の組み立て・設置・梱包材回収サービス付きで、お届け当日はお立合いいただくだけでＯＫ
その他壁掛け家具などの面倒な取り付けもお手伝いいたします（別途お見積もりとなります）

早く作って！お急ぎ納期にも対応
ご相談いただければ、基本納期である２ヶ月よりも早くお受け取りいただくことが可能です

ラフジュ工房のオーダー家具だからできる６つのこと
だから選ばれる！
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こだわりは細部に宿る！

ラフジュ工房オーダー家具4つの魅力
ラフジュ工房の

「スキマ」シリーズ商品ラインナップ

普段は大きな声では言いませんが、このラフジュ工房のオーダー家具「スキマ」シリーズ、実はぱっと見た際には分から
ないような細部にかなりこだわっているんです。今回はその隠された魅力を 4 つ、こっそりご紹介します。

スペースのスキマだけでなく、なんでこういう家具がないんだろう…という理想と現実のスキマを埋めるために作られ
たラフジュ工房オリジナルの「スキマ」シリーズ。それぞれのアイテムごとにも、家具選びのお悩みに関するスキマを埋
めるための秘密がたくさん詰まっています。あなたのスキマを解決してくれるのはどの家具でしょう。

厚みのある無垢材は丈夫で高級感がありますが、材料費が
高くなるのがネック。そのため家具には 18 ～ 21 mm の無
垢材が使われる事が多いです。しかしラフジュ工房ではさ
らなる見栄え・耐久性をプラスしつつ、ローコストを叶え
るギリギリの厚みである 24 mm 厚のヒノキ無垢材を使用。
お手頃価格なのに長く愛用できる良質なオーダー家具を手
に入れることが可能です。

見栄えも耐久性も叶う
こだわりの24mmヒノキ無垢材

日常使いの木製家具なら、天板は断然扱いやすい防水仕様
がおすすめ。けれどせっかくの無垢材の質感を生かさない
のはもったいないですよね。
ラフジュ工房のオーダー家具にはアンティーク家具修理で
培われた、木の質感を殺さないクリア塗装による防水加工
を施しています。
実用性も木のあたたかみも両方楽しめるのがポイントです。

木の質感を殺さない天板防水加工

ラフジュ工房のオーダー家具は、和や洋・レトロやモダン、
様々なインテリアに馴染みやすい古い日本のアンティーク
家具からデザインのヒントを得て作成しています。
もちろん塗装や取っ手などのパーツ・ガラスなど細部に至
るまで、デザインを損ねない雰囲気のあるものを厳選。そ
のためコーディネートも失敗知らずで簡単おしゃれに取り
入れていただけます。

簡単おしゃれに決まる
アンティークデザイン

ラフジュ工房のオーダー家具は収納スペースのサイズがご
希望いただけるだけでなく、収納の作りまで細かくご指定
いただくことができます。例えば棚や引き出しなどの収納
の指定、扉は木製やガラス製など素材の選択肢も豊富。
お好みの収納を自由に組み合わせて、理想の収納家具を作
ることができるんです。どうぞあなたのわがままを、どん
どん叶えてくださいね！

収納の作りを細かく指定可能

パタパタ収納棚
扉付きは通気性が悪い上にさっと開けられない、そんな悩みの「スキマ」を解決！

‧…………………………………Ｐ8

薄型オープンシェルフ
高さのあるシェルフはどうしても圧迫感が…  そんな悩みの「スキマ」を解決！

……………………………Ｐ9

ガラス戸棚／サイドボードタイプ
扉付きは開け閉めに場所を取る、そんな悩みの「スキマ」を解決！

………………Ｐ10

ガラス戸棚／重ねタイプ
大きなガラス収納棚は取り入れるのに勇気が…  そんな悩みの「スキマ」を解決！

‧………………………Ｐ11

マス目棚
収納棚は中がごちゃごちゃになりやすい、そんな悩みの「スキマ」を解決！

…………………………………………Ｐ12

壁掛け収納棚
空いた壁スペースがさみしい・もったいない、そんな悩みの「スキマ」を解決！

‧……………………………………Ｐ13

アンティーク金具付き引き出し／大ぶりタイプ
使いやすいサイズの引き出しがない、そんな悩みの「スキマ」を解決！

…Ｐ14

アンティーク金具付き引き出し／小ぶりタイプ
小さい収納家具はオーダーできないの？  そんな悩みの「スキマ」を解決！

…Ｐ15

番外編：その他オリジナルオーダー家具
ソファ・テーブルなど、他とはひと味違う雰囲気あるデザインのアイテムが揃います

‧………Ｐ16
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パタパタ収納棚

小物用に
引き出しをプラス

（参考価格：税別 104,000 円）

S-02

S-03

S-04 S-05 S-07 S-08 S-09

オープンラック付きの
サイドボードに

（参考価格：税別 157,000 円） 

パタパタと引き出しの
複合型

（参考価格：税別 117,000 円）

ガラス扉で
コレクションケースに

（参考価格：税別 100,000 円） 

こんな風に使えます！

玄関ぴったりの
サイズに作って 下駄箱 に

お問い合わせ No. S-02

お問い合わせ No. S-01　参考価格：税別117,000円（高さ1255×幅815×奥行355mm）

食器がさっと取り出せる
食器棚 に

ガラス扉に変更 して
コレクションケースに

薄型オープンシェルフ

引き出しを小物を入れやすい
小ぶりサイズに

（参考価格：税別 140,000 円）

爽やかペイントカラーで
すっきりと

（参考価格：税別 180,000 円）

棚の下段を
ボックス型収納に変更

（参考価格：税別 250,000 円）

台形型の奥行 ですっきりした
印象ながら安定感ある作り

お問い合わせ No. S-06　参考価格：税別140,000円（高さ1780×幅640×奥行370mm）

最下部を ボックス型収納 にし
ておもちゃやブランケットを
入れるのも◎

棚板の位置や数、全体のサイ
ズも 細かく指定可能。大型サ
イズは店舗にもおすすめです

こんな風に使えます！

アレンジ例 アレンジ例

高さのあるシェルフはどうしても圧迫感が…  そんな悩みの「スキマ」を解決！扉付きは通気性が悪い上にさっと開けられない、そんな悩みの「スキマ」を解決！
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S-11 S-12
S-13 S-14 S-15 S-16

ガラス戸棚／サイドボードタイプ

こんな風に使えます！

ガラス戸棚／重ねタイプ
大きなガラス収納棚は取り入れるのに勇気が…  そんな悩みの「スキマ」を解決！扉付きは開け閉めに場所を取る、そんな悩みの「スキマ」を解決！

下段は文様ガラスで
ほんのり目隠し

（参考価格：税別304,000円）

引き出し無しで
シンプルクールに

（参考価格：税別184,000円）

組子風細工で
和モダンに味付け

（参考価格：税別219,000円）

上下別々に並べ、サイドボード
に。別室で分けて使うのも◎

お問い合わせ No. S-14　参考価格：税別304,000円（高さ1840×幅1820×奥行400mm）

両面引き戸にしてお部屋の
間仕切り家具に

強化ガラス・アクリルに変え
ることも可能。割れにくいガ
ラスケースを実現！

強度の高い天板でテレビ台や
カウンターなど様々なシーン
で活躍

引き戸仕様で限られたスペー
スでも取り入れやすい

文様ガラスやすりガラスを使
って目隠し機能をプラス

こんな風に使えます！

アレンジ例 アレンジ例

お問い合わせ No. S-10　参考価格：税別180,000円（高さ920×幅1820×奥行400mm）

引き出しの位置を
使いやすい上に

（参考価格：税別180,000円）

組子風細工の建具を
障子戸に仕立てローボードに
（参考価格：税別202,000円）

当店オリジナルステンドグラスで
ぐっと華やかに

（参考価格：税別198,000円）
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マス目棚

シンプルで使いやすい
オープンラックタイプ

（参考価格：税別 102,000 円）

扉付きも
欲張りミックス

（参考価格：税別 72,000 円） 

開けやすいパタパタ扉に
チェンジ

（参考価格：税別 123,000 円）

プレートとペイントで
クールに

（参考価格：税別 145,000 円） 

こんな風に使えます！

木材・ガラス・扉無しなどの
豊富な扉バリエーション

お問い合わせ No. S-17　参考価格：税別183,000円（高さ1230×幅1285×奥行295mm）

ブックエンド要らずの
本棚 にもおすすめ

ナンバープレート や ネームプ
レート で中身を分かりやすく

壁掛け収納棚
空いた壁スペースがさみしい・もったいない、そんな悩みの「スキマ」を解決！収納棚は中がごちゃごちゃになりやすい、そんな悩みの「スキマ」を解決！

アレンジ例

シンプルな
マス目型

（参考価格：税別 70,000 円）

ペイントと
モールガラスで愛らしく

（参考価格：税別 55,000 円） 

ガラスのパタパタ扉と
オープンシェルフを併せて
（参考価格：税別 70,000 円）

パタパタ扉で
しっかり目隠し

（参考価格：税別 70,000 円） 

こんな風に使えます！

ちょっとした空きスペースに
プラスして 収納力アップ

お問い合わせ No. S-22　参考価格：税別57,000円（高さ720×幅670×奥行120mm）

おしゃれな ディスプレイ
スペース として

取り付け も承ります
（※要追加料金）

アレンジ例
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アンティーク金具付き引き出し／大ぶりタイプ

飾り棚付き
ローチェスト

（参考価格：税別 115,000 円）

本体は新規製作し
古金具を取付

（参考価格：税別 424,000 円） 

洋風金具をお付けすることも可能です 大小サイズを問わず作成が可能／洋風金具をお付けすることも可能です 

テレビ台にもおすすめ
コーナー型チェスト

（参考価格：税別 100,000 円）

透かしの建具と
古金具で階段箪笥に

（参考価格：税別 197,000 円） 

こんな風に使えます！

店舗やキッチンの
カウンター代わり に

お問い合わせ No. S-27　参考価格：税別183,000円（高さ840×幅1500×奥行400mm）

ＡＶ機器もすっきり収まる
テレビ台 に

デザインにぴったりの 古金具 を
厳選してお付けします

アンティーク金具付き引き出し／小ぶりタイプ

アレンジ例

卓上の整理に便利な
小ぶりサイズ

（参考価格：税別 35,000 円）

赤い漆塗りで
高級感アップ

（参考価格：税別 35,000 円） 

空きスペースを有効活用
スリムな縦長チェスト

（参考価格：税別 89,000 円）

シャビーペイントで
かわいらしい印象に

（参考価格：税別 37,000 円） 

こんな風に使えます！

小さめに作って 卓上の整理 に

お問い合わせ No. S-32　参考価格：税別125,000円（高さ1375×幅375×奥行310mm）

洋風金具 に変更すれば、
モダンなインテリアにも

ばっちりマッチ

ソファや椅子の側に置いて
収納兼サイドテーブル に

アレンジ例

小さい収納家具はオーダーできないの？  そんな悩みの「スキマ」を解決！使いやすいサイズの引き出しがない、そんな悩みの「スキマ」を解決！

S-28

S-29 S-30

S-31

S-34S-33 S-35 S-36
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番外編：その他オリジナルオーダー家具

優雅な空間を演出する
大正ロマン風ソファ

（参考価格：2.5 人掛け  税別 257,500 円）

2 人掛け～ 4 人掛けまで指定可能です

4 人、6 人、8 人掛けから
お選びいただけます

2 人用～ 6 人用まで指定可能です

椅子がしまえてすっきりまとまる
格納スツール付きテーブル

（参考価格：6 人掛け  税別 229,600 円）

スムーズに取り出せる
引き出し付きテーブル

（参考価格：4 人用  税別 200,000 円
（高さ740× 幅 1800× 奥行 900 mm）） 

クールな男前インテリア作りに
鉄脚テーブル

（参考価格：4 人用  税別 97,300 円） 

この他にも様々な
オリジナルオーダー家具を

Ｗｅｂショップ上で
ご紹介中です！

「ラフジュ工房」サイト内 で
「オーダー家具」と検索！

お問い合わせ No. S-38　テーブルの参考価格：税別183,400円（高さ740×幅1600×奥行900mm）

ラインナップ

疑問・不安をしっかり解消！

ラフジュオーダー家具Ｑ＆Ａ

当店では完成品をお送りする前に詳細な商品画像をご覧いただく体制を取っていますので、納得してからのお受けと
りが可能です。他にもお客様の不安を軽くするために、ご希望に応じて店頭で実物をご覧いただいたり、色見本や木
材のサンプルをお送りするなどの取り組みもおこなっております。お手持ちの家具と同じ色味を指定する、などのご
要望も大歓迎。
お客様のイメージを確実に形にできるよう、丁寧にご案内を進めていきますのでどうぞご安心ください！

初めてのオーダー家具、イメージ通りに仕上がるか不安です…。

追加料金が必要になりますが、ヒノキ材以外にもオークやウォールナット・クリ・カバなど他の木材もご指定いただ
けます。価格は別途お見積りになりますので、詳細はお問い合わせください。

ヒノキ以外の木材での作成はお願いできますか。

ほとんどの場合は有料になってしまいますが、お受けすることは可能です。
有料引き取りの場合、当店引き取りか回収業者の利用、お客様のご負担が少ない方を選び対応させていただきます。
ただしアンティーク家具やブランド家具など当店で修理・販売が可能な家具の場合、無料で引き取り、あるいは買取
できることもあります。詳細はお問い合わせください。

購入時に今使っている家具を引き取ってくれますか。

各金融機関口座振り込み（三菱 UFJ 銀行・ジャパンネットバンク・楽天銀行・ゆうちょ銀行）、商品代引き、クレジットカ
ード払いの 3 種類からお選びいただけます。クレジットカードの分割リボ払い・オリコ web クレジットも利用可能です。

支払い方法は何から選べますか。分割も可能なのでしょうか。

初期不良や配送中の破損に対する保証はもちろんのこと、お客様のお手元での破損でも 1 年間は修理代無料など、ゼロ
リスクでオーダー家具に挑める手厚い保証サービスを設けています。詳しくは保証内容をまとめた 20 ページをご確認
ください。

保証はありますか。破損したら修理はしてもらえるのでしょうか。

すべてクロネコヤマトのらくらく家財便にてお届けしますので、開梱・設置・梱包材の回収もドライバーが行います。
ただし壁掛け収納棚の取付けに関してはサービス対象外ですので、取付けをご希望の際は当店までご相談ください。

商品の配送・設置はどうなりますか。

入金の２ヶ月後が基本納期ですが、ご相談いただければより早くお作りすることも可能です。
もちろん２ヶ月以上後の納品希望もお受けできますので、お気軽にお申しつけください。

納期はどのくらいですか。納品日を指定することはできますか。

長時間濡れたままにしないなど水気にさえ注意すれば、普段は乾拭きだけで十分。特別なお手入れは必要ありません。

特別なお手入れは必要ですか。

これまでも数々の業者の方にご利用いただいております。
大量製作やそれに伴う割引、さらに短納期にも対応いたしますので、ぜひお役立てください。

業者向けの注文は受け付けていますか。

オーダー家具を注文する機会って人生でなかなか無いもの。色々と疑問や不安がわいてきますよね。そこでここではラ
フジュ工房に寄せられるオーダー家具にまつわるよくある質問をご紹介します。ぜひ参考になさってください！

Q 1.

Q2.

Q3.

Q4.

Q5.

Q5.

Q8.

Q6.

Q7.

S-37

S-40

S-38 S-39
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簡単 5ステップ！

オーダー家具ご注文の流れ

手間が掛かるイメージが強いオーダー家具ですが、ラフジュ工房のオーダー家具なら、簡単な5ステップで注文完了！ 営業電話も一切お掛けしませんし、お見積もりだけのご連絡も大歓迎です。安心してお気軽にお問い合わせください。

■豊富な実例から
好みの家具をイメージ

当カタログだけでなく、「ラフジ
ュ工房」WEBサイト内で「オーダ
ー家具」と検索すると、過去にオ
ーダーいただいた様々な実例もご
覧になれます

ここで細かなイメージが決め切
れなくても、後ほど専任のカス
タマーサポートスタッフと相談
しつつ詳細を詰めることが可能
です

お見積もりだけでも大丈夫です

■以下のうちお好みの方法で
お問い合わせください

カタログ上の「お問い合わせNo
（“ｓ-” で始まる2桁の番号）」
もしくはWEBサイトの「オーダ
ー No（3桁の番号）」をお知らせ
ください

※お電話は営業時間内（平日10：00
～ 17：00）の受付になります

■以下の情報も併せてお教え
ください

■上記の2つの手続きが完了
後お品物の制作がスタートし
ます

自分の欲しい家具の
特徴をカタログや

WEBサイトでチェック！

1.

当店にお問い合わせ

2.

■営業日内24時間以内に、
ご希望の方法でご連絡いたし
ます

経験豊富なオーダー家具専任ス
タッフと共にオーダー品の詳細
を決めていきます

お見積り金額は後日24時間以内
にお知らせいたします

当店よりご連絡

3.

■オーダー内容にご納得いた
だけましたら下記の手続きを
お願いいたします

営業日時
土日・祝日を除く
10：00 ～ 17：00

オーダーの確定

4.

■完成後、ご都合のいい日時
をお伝えください。
ご希望日時に合わせお品物を
お送りします

■完成したお品物の詳細なお
写真をラフジュ工房のサイト
上よりご確認いただけるよう
ご準備します

完成品のご確認&
お手元に発送

5.

STEP1：
商品を選ぶ

STEP 2：
お問い合わせ

STEP 3：
打ち合わせ

STEP 4：
詳細の確定、制作スタート

STEP 5：
完成品のご確認、お届け ＧＯＡＬ！

お望み通りの家具が到着！

加工同意書にサイン
（同意書は郵送・ＦＡＸ・メール

いずれかでお送りします）

お支払い

お名前
（名字だけ
でも可）

メール
アドレス
あるいは
ＦＡＸ

お電話
番号

お電話※
（営業時間内）ＬＩＮＥ

ＦＡＸ
サイト内

お問い合わせ
フォーム
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ラフジュ工房店長の想い

そこで思い切ってアンティーク家具をお客様のお部屋に合うようにサイズを調整して販売することにしたんです。
サイズの調整は一度家具をバラして組み直さなくてはならない大仕事。
でもこれでお客様が喜んでくれるならと思い赤字覚悟で取り組んだ結果、お客さまから数え切れない感謝の声が。
今では当店の一番人気のあるサービスになりました。

そんなある時お客様から「アンティークじゃなくても良いから新しく家具作ってよ」と言われたんです。
お客様は温もりのある無垢材の家具が好きだけれども丁度良いオーダー品がない。
あるのは安っぽいものか、立派すぎるもの。どちらも満足できない。
ラフジュさんなら無垢材を使い安っぽくなく、かといって必要以上に立派過ぎず高価過ぎない、
ちょうどいい家具を作れるでしょと。

確かにアンティーク家具の修理・サイズ調整の経験から、家具をイチから作るのに十分な技術がありました。
だったら見た目もよくて、でも価格は抑えた挑戦しやすい「ちょうどいいオーダー家具」を
うちで作ってみようと思ったのが、今回ご紹介したラフジュオリジナルオーダー家具の始まりです。

ラフジュのオーダー家具のデザインは日本のアンティーク家具を見本にしました。
悪く言えばちょっと古臭い、田舎のおばあちゃんちにあるような家具ですが無垢材の温もりを感じられる、
飽きのこない素朴な家具になりました。

ある時は部屋のメインの家具として、
ある時はちょっとした収納家具、
ある時は隙間を埋めるスキマ家具として。

お家に何台あっても違和感のない馴染みのいいデザインと実用性を備えた家具ですので、
きっと満足していただけると思います。

「気軽な気持ちで安心してオーダー家具を取り入れていただけたら」という
スタッフ一同の願いを込めてお届けします。

この度は当店のオーダー家具に興味を持っていただき、
ありがとうございます！

もともとラフジュ工房は僕の古家具好きが高じて開い
た、アンティーク家具を扱うお店です。
ですが長年アンティーク家具屋をやってきて聞こえて
きたのが、サイズのせいで気に入った家具を諦めている
というお客様の声。
またはサイズのせいでお部屋に隙間ができてしまいう
まく収納できない。丁度良い感じに部屋に収まらない
ということ。

うちで解決して欲しいわけではない、つぶやきだった
んだと思いますが、家具を購入するにあたってサイズ
は絶対無視できない条件ですよね。

初めまして
ラフジュ工房店長の岩間 守です。
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