
長い年月をかけて育った木は、長い年月を生きる道具

になります。

木の生活道具は、生涯という時間を共にする中で、愛

着が増すもの。いつの時代も世代を超え、暮らしに馴

染み、豊かなもの。

The trees are takes long time to grow up to be an 
enough size to make furniture. And the owner of 
such furniture will use and keep it for long time. 
The wooden furniture can be continued to use 
throughout your life and you will strongly 
attached to it. And  makes your living better 
throughout the ages.

1909　3000

www.cosine.com

ウォルナット

フロアライト

ウレタン塗装
幅30×奥行32×高さ100cm

LF-02CW税別 円100,000

airs
エアーズ

税別 円145,000
ウォルナット

スリムチェスト

ウレタン塗装
幅38×奥行34.5×高さ82cm
ペントレー1個・ブックエンド2個付属

CT-01CW

airs
エアーズ

税別 円85,000
ウォルナット

ウォールミラー

ウレタン塗装
幅50×奥行9×高さ50cm
鏡：幅40×奥行0.5×高さ40cm

MS-05CW

airs
エアーズ

ウォルナット

フロアクロック

ウレタン塗装
幅30.5×奥行30×高さ125cm

CW-22CW税別 円100,000

airs
エアーズ

組み立て式

ウォルナット

フロアミラー

ウレタン塗装
幅35×奥行32×高さ150cm

MS-07CW税別 円120,000

airs
エアーズ

組み立て式

airs
Floor Clock
ゆったりと充実した時の流れを刻

むフロアクロック。

振り子の動きや台形のフレームが

視覚に美しく、上質感のある佇ま

いです。暮らしに穏やかなリズム

を与えてくれます。

airs
Floor Mirror
美しい情景を映すフロアミラー。

景色を映したり、光を取り込むこ

とで、室内に広がりを生みます。

小さなトレーには、お気に入りの

工芸品やフレグランスを置いて愉

しめます。

物入れ・本棚としての機能性に優

れ、かつデザイン性にもこだわっ

たチェストです。ルーバー状の意

匠にも見える引き出しは、トレー

として持ち出すこともできます。

本棚部分のブックエンドは可動式

で、美しく本が立てられます。

最新の機械加工技術で、無垢材からミラー枠

を削り出したウォールミラーです。トレー状

の彫り込みには時計やアクセサリーなど

ちょっとした小物を置くことができます。

ウォルナット

コートラック

ウレタン塗装
幅42×奥行55×高さ152cm

CS-05CW税別 円140,000

airs
エアーズ

空間を美しくしつらえ、確かなクオリティと

実用性で上質な日常を作ります。ルーバー状

のデザインが程よく空間を仕切り、掛けたも

のをスマートに隠してくれます。

airs
Floor Light
ほのかな灯りのフロアライト。

部屋の中に程よい陰影を作り奥行

がある空間を演出します。

軽量で移動しやすく好みの明るさ

に調節することもできます。
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税別 円35,000

組み立て式

ウレタン塗装
幅52.5×奥行34×高さ36cm

SR-01CW

ウォルナット

スリッパラックfioretto
フィオレット

掛け時計

ウレタン塗装
幅30×奥行5×高さ30cm

23,000 CW-16CW

ウォルナット

税別 円

cut out
カットアウト

コートスタンド

ウレタン塗装
幅44×奥行44×
高さ178.5cm

C-600CW
ウォルナット

税別 円88,000

組み立て式

branch
ブランチ

ウレタン塗装
(小)幅30×奥行22×高さ35cm
(大)幅30×奥行25×高さ50cm

D-285W

ウォルナット

ダストボックスfioretto
フィオレット

D-260W

税別 円44,000(大)

税別 円38,000(小)

ウレタン塗装
重り：鋳物
幅45×奥行45×高さ187cm

C-1580

ウォルナット

税別 円180,000

コートスタンドfioretto
フィオレット税別 円63,000

シューフィッター

ウレタン塗装
幅41.5×奥行60×高さ55
（座面高41）cm

ST-11CW

ウォルナット

nagahara
ナガ ハラ

税別 円95,000
ウォルナット

ネストテーブル

ウレタン塗装
大:幅50×奥行50×高さ45cm
小：幅42×奥行47×高さ40cm

TA-08CW

nagahara
ナガ ハラ

アンブレラスタンド

ベース：御影石
幅32×奥行30×高さ55.5cm

US-01CW

本体：ウォルナット 防水ウレタン塗装

税別 円122,000

lepore
レポーレ

パレットラック

ウレタン塗装
幅44×奥行30×高さ110cm

CS-03CW

ウォルナット

税別 円100,000

lepore
レポーレ

ハンガー

ウレタン塗装
幅44×奥行3.2×
高さ26cm

OP-06CW
ウォルナット

税別 円8,000

lepore
レポーレ

コートスタンド

ベース御影石
幅50×奥行30×
高さ185.5cm

CS-04CW
本体：ウォルナット
ウレタン塗装

税別 円145,000

lepore
レポーレ

削りこんだ無垢材を一体に

組み立て、さらに成形して

いく工程は、長年培った職

人の感覚がなせる業。

オブジェを作るようにハン

ドワークで仕上げた、滑ら

かな質感のコートスタンド

です。重りと調節用ターン

バックルはオリジナル。

仕上がりの美しさと存在感を追求し、

木目・色ともに選び抜いた材料をつ

なぎ合わせました。繊細なフレーム

ラインは熟練のハンドワークならで

は。スリッパを掛けたときに裏面が

出ないなど、使用時の美しさ・実用

性も備えています。

曲げ合板の特性を生かし、

滑らかで自然な曲面を表現

しました。フラットな背板

と一体化した持手は、無垢

材を削り出しています。軽

量かつ持ち運びしやすいダ

ストボックスです。

引き出しのように出し入れできる、セ

パレートのテーブルです。脚と天板の

接合は五枚組接ぎ、強固で見た目にも

美しい日本の伝統技です。組み込まれ

ているトレーは成型合板で薄くなめら

かに形作られています。

靴紐が結びやすいよう、足置きの「ヘら」を組み込んだ少し座面の低いコン

パクトな椅子です。座面が低いので、エントランスに置いても圧迫感が無く、

ウォルナットの深い茶色が落ち着いたエントランスを演出します。

ジャケットを掛け、外した

時計や鍵など小物も置くこ

とができるパーソナルハン

ガーです。パレットを支え

る三方留めは、加工精度と

接着技術が求められるフィ

ンガージョイント加工です。

弓なりのバーを上から支えた姿が特徴的なコートスタン

ド。高い強度を保つことができるフィンガージョイント加

工を採用しています。lepore コートスタンドとセットでデ

ザインされたハンガーは、シンプルでありながら、重厚感

があり、しなやかなカーブは、コートやジャケットの形を

自然にキープし美しいラインを保ってくれます。

グラデーション状に立ち上がった影の先に、くっきりと

際立つスクエア。無垢材に刻む直線と曲線の、柔らかな

光と影をデザインした時計です。

放射状に伸びた 7本の棒材は

フィンガージョイント加工でつ

なぎ、滑らかな曲線に削り出し

ました。先端部はコートや帽子

が掛けやすい角度になっていま

す。棒材を束ねている中天板は

身に着けるものやグリーンなど、

ちょっとした物置に。

厚さ 1mmの単板を 12枚曲

げ重ねたリング部分と支柱の

接合を工夫し、シンプルなが

ら職人の成形技術を駆使した

一台。水受けは御影石で水に

強く、重さが 2.5kg あり重心

としての機能も備えます。


