
ストッパー付き

高さを調節するためのオプション

coittiチェアとcoittiスツールは
何れか1種類が付属します coittiチェアとcoittiスツールは

2つのタイプからお選び下さい

キャスターまたは延長脚 50を
取り外します

coitti デスクは、キャスターが
付属しています

ストッパー付き

ストッパー付き

ストッパー付き

coitti

座面高 32cm 天板高 57cm 座面高 40cm 天板高 70cm

延長脚 80( 別売 )

デスクとワゴン、
シェルフに付属する
ストッパー付きキャスター

クッション( 別売 )

延長脚 50キャスター

身長 135cm～ 150cm

身長 120cm～ 135cm 身長 150cm～

ご購入時

低く 高く

32cm 37cm 40cm

57cm 62cm 70cm65cm

チェア・スツールの座面高（3段階） オプションにより様々な組合せができます

デスクの天板高（4段階）

座面高 37cm 座面高 37cm 天板高 62cm

のご購入ガイド

1種類が付属します
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何気ない日常をつなぐ学習家具シリーズ『coitti』
コイッティ

家族が集うリビングやダイニングで子どもが学習することにより、より気軽に質問をしたり、子どもの様子を観察できるなど家族の

豊かな時間を育むことができます。

その一方で、共有スペースを使うため、頻繁に片づけを促したり、過干渉になるなどの問題が生じることもあるので、子どもの成長に

伴い家族と適度な距離を置くことも大切です。

子どもから大人まで、家族みんなで使える学習家具シリーズ『coitti』は、家族の会話や学習道具の片付け、部屋の移動など

『何気ない日常をつなぐ家具』をコンセプトに誕生しました。

coitti チェア

coitti デスク

coitti シェルフ

coitti ワゴン

coitti スツール

『co i t t i 』 5 つの特長

リビングやダイニングでも使えるコンパクトな学習家具
リビングやダイニングで学習する子どもが、限りある空間を有効に使い充実した学習環境を
作りだすことができる小さな家具です。

状況に応じて動かせる小回りの利く学習家具
来客中の間やその時の気分、成長に伴い一人で学習するようになった時など、手軽に動かせる
学習家具です。また、動かしやすい家具は、掃除のときも便利です。

成長に合わせて高さを調節できるフレキシブルな学習家具
キャスターと延長脚を使い高さを調節し、子どもから大人まで、そして次の世代までいつまでも
使える家具です。学習する子どもと趣味や仕事する家族が『coitti』を並べて使えます。

ライフスタイルに合わせて様々な用途に使える学習家具
ペンとノートだけでなく、PC やタブレットも使い学習するので、ワゴンにプリンターを置くと
便利です。また、書写の練習やミシンを使う時など、デスクと同じ高さのワゴンでスペースを
拡張できます。学校の机のように、ダイニングでの学習後にデスクで食事をすることもあるので、
料理や食器を運ぶときもワゴンを活用できます。

簡単に片付けられるいつもスッキリな学習家具
デスクサイドのマグネットボードにペンやノートなど、いつも使う道具を収納するホルダーを
取り付けました。
子どもが率先して片付けを行えるように、デスクサイド収納だけでなく、ワゴンとシェルフを
手の届くところに容易に動かして配置できます。

日本とスウェーデンにてデザインを学び、イギリスのデザイン

事務所に3年間在籍する。

2002 年に『HIROMICHI KONNO DESIGN STUDIO』

を開設し、国内外の企業とプロジェクトを行い、製品のデザ

インやコンセプトデザインの開発、デザインブランドの監修に

も携わる。

また、子どもたちとデザインのワークショップも行い、様々な

立場から将来のあるべきデザインを模索している。

デザイナー
紺野 弘通

201708　1000tel.0166-47-0100　fax.0166-47-7450 www.cosine.com北海道旭川市永山北 3条 6-2-26



デスクと同じ高さのワゴンで
使うシーンが広がります

掲示板が特徴のキャスター付きシェルフ

ランドセルやプリンター、ミシンなどのラックとして、またブックエンドを用いて本棚としても使える『coitti ワゴン』は
デスクと並べて学習や作業を行うスペースを拡張できます。

『coitti シェルフ』のマグネットボードは、着席時の視線の高さにあり、掲示した
学校のプリントや予定表をいつでも確認できます。
ブックエンドを使い本棚をシェアでき、2 段階に高さを調節できる可動棚に
ランドセルを 2つまたは、A4ホルダーや鍵盤ハーモニカ、書道セットなどを
収納できます。

POINT
4

POINT
5

PC 作業をする時には

プリンターや周辺機器を

ワゴンとシェルフに収納。

デスクとワゴンで広々作業

スペースに。

ミシンの作業もはかどります。

シンプルでコンパクトだからできる
小学一年生から大人まで使える工夫

リビングやダイニングでも使いやすいコンパクトな『coitti』は、子どもの成長に
合わせて、キャスターや延長脚を取り付けて高さを調節できます。
キャスター付きなので、状況に応じて場所を変えて学習できます。

ペンもノートもデスクサイドに収納
デスクの上は広々と

『coitti デスク』は、マグネットボードにいつも使う学習道具
を収納するホルダーを取り付けました。
『coitti ブックホルダー』は、子どもが安全に使えるように、
ボルトで固定し落下を防ぎます。

POINT
1

延長脚で
プラス 8cm

キャスターで
プラス 5cm

POINT
2

子どもの様々な座り方に対応して
広めの幅の座面に

子どもの様々な姿勢をサポートするために、座の幅を
広げて、背板の角度もちょうど良く調整しています。
いっしょに使うオプションの『coitti クッション』は
リバーシブルカラーになっており、手洗いOKなので、
いつでも気持ちよく使えます。

POINT
3

また、マグネットボードはデスクの
左右どちらにあっても使用でき、
本やノートを取り出しやすい角度に
傾けることもできます。
この傾きは、本の落下防止に一翼を
担っています。

小さな時は
そのままで

成長にあわせて
キャスターを

つけて

延長脚で
更に高く 高さ 70cm の

デスクは大人にも
ちょうど良い！



『coitti デスク』には、マルチホルダー、ペンホルダー、ブックホルダー、

S字フック

coitti メモホルダー

高さを調節する
オプション品

『coitti デスク』の付属品

×2が付属しています。使い方に合わせて追加で購入できます。

『coitti ワゴン』にはマグネット

『coitti シェルフ』には、マグネット
ブックエンド
使い方に合わせて追加で購入できます。

×4が付属

※『coitti メモホルダー』は別売りです。

しています。
×4と

×2が付属しています。

対応製品に取り付けると
8cm高くなります

『coitti ワゴン』『coitti シェルフ』の付属品

（A)
赤×桜

（B)
黄×橙

（C)
空×草

（F)
紫×薄緑

（E)
緑×薄茶

（D)
白×金茶

coitti

〒079-8453  北海道旭川市永山北3条6-2-26
tel. 0166-47-0123     fax. 0166-47-7450

www.cosine.com
2105 500

幅48.5×奥行52.5×高さ116cm
キャスター(ストッパー付)/ブックエンド×２/
マグネット×4付属
棚板カラー：全6色

CI-07NM

本体：メープル/オイル仕上げ
棚板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

coitti シェルフ
税込 円129,800

※ホワイト(001)以外の棚板は受注生産
　となります。
組み立て式

CI-06NM

幅48.5×奥行52.5×高さ62.5cm
キャスター取り外し時高さ57.5cm
キャスター(ストッパー付)/マグネット×4付属
棚板カラー：全6色

本体：メープル/オイル仕上げ
棚板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

coitti ワゴン
税込 円74,800

※ホワイト(001)以外の棚板は受注生産
　となります。
※延長脚80は別売りです。
組み立て式

メープル /オイル仕上げ
幅3.4×奥行3.4×高さ10cm

CI-33NM

coitti 延長脚80(4本セット)
税込 円4,400

coitti ブックエンドcoitti マグネット

メープル・ウォルナット 
オイル仕上げ
1個：幅2.5×奥行1×高さ2.5cm

CI-38NM

coitti マグネット(4個セット)
税込 円1,540

メープル 
オイル仕上げ
幅13×奥行13×高さ20cm
L字型のブックエンドです

CI-39NM

coitti ブックエンド
税込 円6,600

coitti マルチホルダー

coitti ブックホルダー

coitti ペンホルダー

coitti S字フック

メープル 
オイル仕上げ
幅8.5×奥行4×高さ4cm

CI-35NM

coitti マルチホルダー
税込 円4,290

メープル 
オイル仕上げ
幅5.8×奥行3.7×高さ9cm

CI-36NM

coitti ペンホルダー
税込 円4,730

オイル仕上げ
幅5.8×奥行2.4×高さ9.2cm

CI-34NM

CI-34NW

coitti S字フック
税込 円

メープル

ウォルナット 

990

coitti スツール(キャスター)
coitti スツール(延長脚50)

オイル仕上げ
幅49.5×奥行38.5×高さ40.5(座面高37)cm
延長脚50もしくはキャスター取り外し時座面高32cm
延長脚50もしくは、キャスター(ストッパーなし)付属

coitti スツール
税込 円42,900

CI-04NM
CI-05NM

メープル 

coitti チェア(キャスター)
coitti チェア(延長脚50)

CI-02NM
CI-03NM

coitti チェア
税込 円49,500

オイル仕上げ
幅49.5×奥行38.5×高さ63.5(座面高37)cm
延長脚50もしくはキャスター取り外し時座面高32cm
延長脚50もしくは、キャスター(ストッパーなし)付属

メープル 

ホワイト
(001)

ブルー
グリーン
(609)

グリーン
(603)

ピンク
(524)

イエロー
(536)

レッド
(522)

[天板、棚板カラー]

※ホワイト(001)以外の天板は受注生産
　となります。
※延長脚80は別売りです。

幅82×奥行52.5×高さ62.5(天板高62)cm
キャスター取り外し時高さ57.5(天板高57)cm
キャスター(ストッパー付)/S字フック×２/
マルチホルダー/ペンホルダー/
ブックホルダー付属
天板カラー：全6色

本体：メープル/オイル仕上げ
天板：シナ合板/メラミン樹脂仕上げ

CI-01NM

coitti デスク
税込 円88,000

名入れ可組み立て式

幅43×奥行33×高さ6cm
カラー：全6種類
手洗い可

※加重により沈み込みに差があります。

生地(綿100%)
中材(プラストマーポリエチレンパイプ)

CI-30

coitti クッション
税込 円9,350

メープル/オイル仕上げ 

税込 円3,300

coitti メモホルダー

幅7.2×奥行2.2×高さ7.2cm
ブロックメモ付属

CI-37NM
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