
報道関係者各位 

 一般社団法人「女性のための快適住まいづくり研究会」（代表：小島ひろ美 以下研究会）はこのたび、総合イン

テリア販売の株式会社大塚家具（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大塚久美子）とコラボレーションした

新シリーズ「コンパクトファニチャー」2ライン各7種を、11月1日（水）より、大塚家具店舗にて販売開始いたします。 

2017年10月26日 

一般社団法人女性のための快適住まいづくり研究会×大塚家具による 

新シリーズ「コンパクトファニチャー」 11月1日（水）販売開始  
～女性のライフスタイルに着目した家具で快適な暮らしを提案～ 

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 
一般社団法人「女性のための快適住まいづくり研究会」PR事務局（㈱アンティル内） 担当：堀友・河野 

TEL：03-6825-3020  FAX： 03-6685-5266  MAIL： pr_kaitekisumai@vectorinc.co.jp 

 近年マンション購入を希望する女性は年々増加し、
1DK～2LDKのマンション需要が高まっています。この度の
新シリーズは、コンパクトな部屋にも合うおしゃれで高級感
のある家具のニーズが高まっていることを受けて研究会が
企画し、サプライヤーとして大塚家具が本年１月より商品
開発に着手いたしました。 
 
 研究会会員約8万5千人（2017年10月1日現在）
の要望を取り入れ「Luxury」「2WAY」「Easy 
Maintenance」「Storage」の４つのコンセプトを基に、
フェミニンテイストの「ティアラシリーズ」と北欧テイストの「ノル
ディックシリーズ」の2ラインを展開します。 

 発売に先駆けて10月26日（木）にIDC大塚家具銀座本店にて

実施した新商品説明会では、代表の小島ひろ美が登壇し、シングル

女性のマンション購入の動向やコンパクトマンションにあった家具のニー

ズ、本シリーズの開発背景についてプレゼンテーションを行いました。小

島は「家で過ごす時間が充実すると明日へのエネルギーも生まれます。

1LDKや2LDKの間取りにあった家具で生活を楽しんでほしいと願って

います」とお伝えしました。 

  

 その後、大塚家具商品企画担当者より商品説明をいただき新シ

リーズをご覧いただきました。 

 一般社団法人「女性のための快適住まいづくり研究会」は、今後も女性の活躍と「快適で安全な住まいを購入する」夢

を応援してまいります。 

【４つのコンセプト】 

①Luxury：「上質」で「かわいい」、女性のニーズに応えるべく新しく開発された大人の女性のためのシリーズ。 

②2WAY：コンパクトファニチャーはこれまであるようでなかった可変性（2WAY）を叶えた新しい企画の家具であり、

住まいづくりの課題に応えるシリーズ。 

③Easy Maintenance：女性でも快適に長く愛用できるイージーメンテナンス仕様 

④Storage：限られたスペースでも、収納スペースをしっかり確保 



Tiara  ティアラシリーズ  カウンター＆ダイニングテーブル／チェア 

■カウンター＆ダイニングテーブル 「ティアラ」   
色／ホワイト 
サイズ：幅1400×奥行400／800×高720mm 
価格（税込）：￥89,800 
・コンパクトなカウンターテーブルから、天板を広げるとゆったり４人掛けサイズのダイニングテーブルになる2WAY仕様の
バタフライテーブル。 

■チェア 「ティアラ」 
色／ホワイト 
張地／PVC ピンク 
サイズ：幅412×奥行498×高825（座面高450）mm 
価格（税込）：￥39,800 
・高度な曲木の伝統技術を用いて作られ、3.6kgと軽量で女性でも持ち運びやすく、かつ耐久性にも優れたチェア。 
・曲木技術を用いた美しい曲線によるハートのデザインが「上質」で「大人かわいい」魅力を演出します。 
・座面はリバーシブルで裏返すとフラットな板座となり、サイドテーブルや花台としても使える2WAY仕様。 

折りたたまれた天板を広げて、脚部を開くと奥行が
40㎝から80㎝となり、カウンターテーブルから４人
掛けのダイニングとしても使える２WAY仕様。 

簡単に取り外せる座面はリバーシブルで使える機
能的なチェア。板座面にするとサイドテーブルや花
台としても使える２WAY仕様。 

【新商品概要】 



■リビング＆ダイニングソファ ティアラ 
※張地／布ミント 

■リビング＆ダイニングテーブル 「ティアラ」   
色／ホワイト 
サイズ：幅900×奥行600×高650mm 
価格（税込）：￥99,800 
・カトラリー収納ができる引き出し付き。引き出しはフタ付きでサブテーブルとして物を置くこともできる2WAY仕様。 
・天板下には棚がついているので雑誌やPCなどを置いておくことも可能。 

■リビング＆ダイニングソファ 「ティアラ」  
張地／布 ミント  
サイズ：（右）アームレスラブソファ 幅1030×奥行640×高810(座面高425 )mm 
     （左）片肘ラブソファ    幅1470×奥行640×高810(座面高425)mm 
価格（税込）（右）アームレスラブソファ￥45,000 
       （左）片肘ラブソファ   ￥54,800    
       ２点セット：￥99,800 
・寛いだり、食事をしたり多彩な過ごし方ができるリビングとダイニングの2WAY仕様。 
・奥行640mmのコンパクトサイズで場所をとりません。 
・ソファの下はたっぷりの収納スペースになっているので、お部屋の収納力もアップします。 
・汚れやすい座部分はカバーリング仕様により取り外してクリーニングできるので、メンテナンスも 
 簡単で安心。 

Tiara  ティアラシリーズ リビング＆ダイニングソファ／テーブル   



■ベッド＆ソファ 「ティアラ」 
張地／布 ホワイトベージュ 
マットレス別売 セミシングルサイズ  
サイズ：ベッド＆ソファ 幅2160×奥行960×高970（床高200）mm 
価格（税込）：ベッド＆ソファ本体 ￥99,800 
※マットレス別売 セミシングルサイズ幅850×長1950×高240mm 
・普段はベッドとして使用し、来客時には付属のマットレスカバーをセットすればソファとして使える 
 2WAY仕様。 
・引き出し２杯付きで、マットレスカバーや替えシーツなど寝具をしまえる収納スペースも確保。 
・マットレスの設置面にすべりやすい素材を採用。マットレスがずらしやすく、女性でもシーツ交換が楽にできるのでベッドメ
イキングの負担を軽減（イージーメンテナンス）。 
・マットレスと引き出し無ボトムフレームを追加するとクイーンサイズベッドとしてご使用いただけます。 
※ベッド＆ソファは背もたれ部分を壁につけてご使用ください。 

Tiara  ティアラシリーズ ベッド＆ソファ 



■食器＆家電棚 「CF」 
ガラス扉LED付きタイプ（ティアラ仕様） 
サイズ：幅800×奥行450×高2060mm 
価格（税込）：写真のタイプで ￥128,000 
・上棚はお気に入りのコレクションを飾れるLED照明付きで飾り棚としても使える2WAY仕様。 
・オープン部分にもガラス棚付きで良く使う小物を置いて、ディスプレイを楽しむことが可能。 
・オープン部分には家電の湯気や熱に強いモイス素材を使用したイージーメンテナンス仕様。 
・カウンタートップには、熱・傷に強いアイカ製メラミントップを採用した、イージーメンテナンス仕様。 
・全ての扉には、地震の時に扉が開かない耐震金具付き。 
・引き出しレールには、スムーズな作動性に加え、最後まで引き出せて奥にしまったものが取り出しやすい、ドイツ、ヘティ
ヒ社の高機能レールを採用。 
・オプションでダストボックスもあります。 
・サイズ違い、色違い（ナチュラル色、ダークブラウン色）、上置きのオーダー対応も可能です。価格は異なります。 

・上棚はお気に入りのコレクション
を飾れるLED照明付き。 
・オープン部分にもガラス棚付き
で良く使う小物を置いたり、ディ
スプレイを楽しむことも可能。 
 
・引出しレールには、ドイツ、へテ
ィヒ社製を採用。スムーズな作
動性に加え、最後まで引き出せ
て奥にしまった物が取り出しやす
い高機能レール。 

食器＆家電棚 ＣＦ （ティアラ仕様） 



■カウンター＆ダイニングテーブル 「ノルディック」 
※色／ブナ材白木塗装  
サイズ：幅1400×奥行400／800×高720mm 
価格（税込）：￥89,800 
・ブナ材に薄く白色塗装を施し、やさしい雰囲気に仕上げました。 

■リビング＆ダイニングテーブル  
「ノルディック」 
色／ブナ材白木塗装 
サイズ：幅900×奥行600×高650mm 
価格（税込）：￥99,800 

■チェア＆テーブル 「ノルディック」 
※色／ブナ材白木塗装 
※張地／PVC アイボリー 
サイズ：幅412×奥行498×高825（座面高450）mm 
価格（税込）：￥39,800 

■リビング＆ダイニングソファ  
「ノルディック」 
張地／布アイボリー 
サイズ： 
アームレスラブソファ  
幅1030×奥行640×高680(座面高
425)mm 
片肘ラブソファ 
幅1470×奥行640×高680(座面高
425)mm 
価格（税込）  
アームレスラブソファ￥45,000         
片肘ラブソファ   ￥54,800 
２点セット：￥99,800 

■ベッド＆ソファ 「ノルディック」 
※張地／布 オレンジベージュ 
※マットレス別売 セミシングルサイズ 
サイズ：ベッド＆ソファ 幅2160×奥行960×高680（床高200）mm 
価格（税込）：本体￥99,800  
別売マットレス セミシングルサイズ 幅850×長1950×高240mm 
※ベッド＆ソファは背もたれ部分を壁につけてご使用ください。 
 

■食器＆家電棚 「CF」 
※板扉／ＬＥＤ照明無／下台開扉タイプ（ノルディック仕様） 
サイズ：幅800×奥行450×高2060mm 
価格（税込）：￥108,000 

Nordic ノルディックシリーズ 

【大塚家具 概要】 
 1969年創業。「上質な暮らしを提供する」ことを目指し、家具販売にとどまらず、修理、中古家具の買い取り・販売事業
も手がける日本で唯一の総合インテリア企業。2017年3月10日経営ビジョン発表後、「暮らしのソリューション提案企業」と
して法人向け営業、資格保持者によるお住まいのインテリアのコーディネートサービス、家具レンタル、WEB・EC事業の強化
を進めている。 



【研究会概要】 
名称 ： 一般社団法人「女性のための快適住まいづくり研究会」 
設立 ： 1991年4月 
代表 ： 小島ひろ美 
住所 ：  東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘8F 
女性のための快適住まいづくり研究会HPアドレス :  https://kaiteki.gr.jp/ 
 
マンションライブラリー :  
 ●銀座 開館時間 AM 10:30 ～ PM 8:30 ※ 日曜は PM 7:00 閉館  
              休館日   水曜日 
                  住所     千代田区有楽町 2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー 11F 
  TEL      03‐3211‐2201 
 
 ●自由が丘  開館時間 AM 10:30 ～ PM 8:30 ※ 日曜は PM 7:00 閉館 
  休館日   火曜日・水曜日 
  住所     目黒区自由が丘 2-9-6 Luz 自由が丘 8F 
  TEL      03-3718-7017 
 
                     ●大阪 開館時間 AM 10:30 ～ PM 8:30 ※ 日曜は PM 7:00 閉館 
  休館日   火曜日・水曜日 
  住所     大阪市北区芝田 1-14-8 梅田北プレイス 10F  
  TEL      06-6376-2244 

本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 
一般社団法人「女性のための快適住まいづくり研究会」PR事務局（㈱アンティル内） 担当：堀友・河野 
TEL：03-6825-3020  FAX： 03-6685-5266  MAIL：pr_kaitekisumai@vectorinc.co.jp 

【ご参考】 
 
一般社団法人 女性のための快適住まいづくり研究会について 
 
 1991年に代表小島ひろ美により設立され女性の「安全で快適な住まい選び」を応援する 
ために活動しています。今年で設立26年目を迎え、各分野の専門家が「女性が生涯にわたり 
安全で快適に幸せに暮らせる住まいづくり」の調査、研究、企画提案など幅広い活動を続けて 
います。 皆様の温かいご支援に支えられ、会員数も8万5千人を超えました。 
 「女性のための快適住まいづくり研究会」はマンション購入に関心のある女性たちが会員として 
セミナーやイベントを通じて知識や情報を吸収し、女性にとって より快適な住まいづくりを考える 
一般社団法人です。 

【入会金・年会費無料】 
①提携不動産会社よりマンション購入時、または引渡時に下記の会員特典を利用できます。 
（見学時に「研究会会員ご紹介状」の提出が必要） 
  １、会員優先登録・申し込み  
  ２、マンション価格から会員割引 
  ３、オプションサービスまたは商品券、お祝金進呈 
②銀座・自由が丘・大阪マンションライブラリー無料利用 
③企画協力・特別推薦のマンション資料の郵送(またはメール配信) 
④注目マンションのプレ発表会、研究会が主催するMiniセミナーやゼミナールへの無料参加 
⑤専門スタッフによるマンション購入に向けた個別相談（ライフスタイル・プランニング）の無料利用 


