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TIPS for making your home more cozy.
Interior coordination methods recommended by niko and ...

ST YLING A ROOM
寛いだり、寝転んだり、お気に入りの家具がある暮らしは、家での心地よさをワンランク上げてくれます。
新たなアイテムの紹介とともに自分らしい空間づくりについて、インテリアのコツをご紹介します。

#1 3P/2P SOFA
〈niko and ... FURNITURE&SUPPLY〉の人気シリーズから
2 人掛け、3 人掛けソファが新登場。その特徴や魅力について、お伝えします。

SOFA 3P ¥69,000 +TAX No.827397 Col.Brown SOFA 2P ¥49,000 +TAX No.827398 Col.Camel LIVING TABLE ¥24,000 +TAX No.744305 Col.Brown
3LAYERS SHELF ¥49,000 +TAX No.744303 Col.Brown

水道管モチーフの脚が目を引く
どんな空間にも馴染むソファ。
「パイン無垢材」と「水道管をモチーフにしたスチール」
の異素材を組み合わせた「CRAFTSMAN SERIES」。シン
プルさと同時に無骨な存在感があり、他にはない味わい
があると多くのインテリア好きから支持を集めていま
す。この人気のシリーズに、新たに加わったのが 2 人掛
け用と 3 人掛け用のソファ。むき出し感のある脚部分、
座面下に貼った木板、そしてポリスウェード生地のやわ
らかな風合い、それぞれの素材が存在感を出しながらも、
全体は絶妙なバランスでマッチしているのが特徴です。
また、合わせるアイテムとのコーディネート次第で、印
象を大きく変えられるのも魅力。床に直接置いて、同じ
意匠の「CRAFTSMAN SERIES」のシェルフやローテーブ
ルと合わせれば統一感のある印象に。工業的でデザイン
コ

ヒ

テ

ブル代わりに収納できるストレ

ジボックスを使うのも GOOD。ソファの脚部分とテ

ブルのアイアン

性あふれる空間に仕上がります。温かみのある雰囲気を

素材をリンクさせて、部屋にさりげない統一感を。

つくりたいなら、ラグを敷くのもおすすめ。季節によっ

SOFA 2P ¥49,000+TAX No.827398 Col.Camel IRON STORAGE BOX ¥8,400+TAX No.748186 *STORE LIMITED

て雰囲気を変えることも簡単にできます。

左から時計まわりに : 5LAYERS SHELF ¥59,000 +TAX No.744304 Col.Brown 3LAYERS SHELF ¥49,000 +TAX No.744303 Col.Brown
RUG ¥5,800 +TAX No.832334 Col.Yellow SOFA 3P ¥69,000 +TAX No.827397 Col.Brown SOFA 2P ¥49,000+TAX No.827398 Col.Camel

直線的で単調な空間に
遊びや抜け感を作るコツ。
空間の大きな部分を占めるソファですが、置いた時に「部屋が整然としてつま

とがポイント。収納ボックスやクッションなど、小物に鮮やかな色を入れるの

らなくなる…」というお客様からの悩みも多く寄せられています。確かに、面

もおすすめです。その他、観葉植物を置き、差し色として活用すれば抜け感の

積の大きいソファやテーブルなど直線的なものがまっすぐに置かれていると、

ある空間になります。また、ラグの形で遊ぶのもグッドアイディア。ソファや

単調でつまらない空間になってしまうことも。空間にメリハリをつけ、ちょう

テーブル、棚、テレビボードなど大きな家具は直線的なものが多いですが、そ

どいい “ 遊び ” をつくるには、周辺のアイテムにひと工夫が必要。そのための

こに写真（下段左）のトラのラグのような動きのあるものを敷くと効果的。単

ポイントをいくつかご紹介しましょう。たとえば、シェルフ。2 つ並べるなら

調さが崩れ、目線に動きや広がりができるんです。ただし、こういったラグは

同じ高さのものではなく、高低差のある棚を置くと、視界に広がりが生まれま

狭い空間に敷くとかえってごちゃごちゃしたり、つまづいたり、インテリア的

す。色についても、ソファや棚など面積の大きなインテリアの色をベージュや

にも機能面でもおすすめできません。遊びの効いたアイテムを映えさせるには、

ブラウンなどの落ち着いた色で揃えた場合、小さなアイテムで遊びを加えるこ

ほどよい余白も大切なのです。

#2 RETOROMO SERIES
ひとり暮らしのコンパクトなリビングでもインテリアを充実させたい、
そんな声に応えられる「RETROMO SERIES」の魅力をお伝えします。

左から時計まわりに : SHELF ¥29,000+TAX No.825419 Col.Black 90 LOW BOARD ¥24,000+TAX No.825418 Col.Black SHELF ¥52,000+TAX No.721441 *STORE LIMITED
SOFA 2P ¥46,112+TAX No.751866 Col.Dark brown CENTER TABLE ¥24,000+TAX No.825417 Col.Black

キッチンやダイニングに馴染む
機能性抜群のキャビネット。
傷のつきにくいメラミン樹脂と上質な天然木でつくられた
「RETROMO SERIES（レトロモシリーズ）
」は、
その名の通り、
レトロさとモダンさをほどよくミックスした、まるで北欧
家具のような風合いが特徴。また、シングルライフにぴっ
たりのコンパクトなサイジングが大きな魅力です。ひとり
暮らしの部屋に「テレビボードも置きたい、本棚も欲しい、
リビングテーブルも使いたい」と思っても、スペース的に
難しいのが日本の住宅事情ですが、
「RETROMO SERIES」
の家具のサイズ感なら、6 〜 8 畳のリビングに、ローボー
ド、センターテーブル、シェルフとシリーズ全部をすっき
りと置くことができます。色は、シンプルなブラックとホ
ワイトの 2 色で、モダンで落ち着いた空間が好きなひとり
暮らしの男性なら、ブラックで揃えるのも手。黒で統一し
ても木目があるので重たくなりすぎず、ほどよい抜け感も
できます。相性のいい「BICYCLE SERIES」を合わせるの
もおすすめです。

表面は、汚れてもサッと拭けば OK。傷がつきにくくお手入れしやすいので、お菓子やコ

ヒ

グッズを置いて見せる収

納としても◎。斜めにカットされたデザインも出っ張り感がなく、スッキリと見せる機能性も備えています。

左から時計まわりに : ORIGINAL DRUM CAN STOOL ¥5,800+TAX No. 770805 Col. White SHELF ¥29,000+TAX No.825419 Col.White 90 LOW BOARD ¥24,000+TAX No.825418 Col.White
CAGE RACK ¥13,800+TAX No.833382 Col.White MINDY RUG 130×190 ¥21,000+TAX No. 821445 Col.Blue CENTER TABLE ¥24,000+TAX No.825417 Col.White

白のさわやかさをより引き立てる
効果的な差し色の使い方。
ホワイトで統一した「RETROMO SERIES」は女性のひ
とり暮らしにもおすすめ。白を基調にした部屋はナチュ
ラルさや、さわやかさを演出できますが、使い方によっ
ては、間延びしたメリハリのない空間に感じてしまうの
は注意したい点。「RETROMO SERIES」は、フレームに
あたたかみのある木目が使われているので、白を基調に
してもシンプルすぎず、ほどよいやわらかさも感じられ
ます。さらに “ 差し色 ” を使って、全体にアクセントを
付けるのもいいでしょう。インパクトのある柄のラグを
使って全体の印象を引き締めたり、ローボードをテレビ
台としてではなくグリーンを置く場所として活用して緑
をポイントカラーにしたりするのもおすすめです。コツ
は、白をベースに 2 〜 3 色、小物で色を加えること。フレッ
シュな気分を取り入れたい時は、部屋にオレンジやイエ
ローなど元気で明るい色を足すのもいいでしょう。鉢の
色をイエローにして、収納スペースのスタッキングした
テレビを置くのにぴったりのロ

ボ

ドのサイズは 90cm のコンパクトサイズ。後ろが壁ではなく抜けているので、

ひっくり返して使うことも可能。テレビ台としてではなく、グリ
90 LOW BOARD ¥24,000 +TAX No.825418 Col.White

ンを置くなどシェルフとしても活用できます。

コップで色を混ぜたり、クッションの色もさりげなくリ
ンクさせたり、ほんのひと工夫で白い部屋がぐっと明る
くなり、居心地のいい空間が出来上がります。

HOW TO CHOICE?
部屋の雰囲気を大きく左右する、照明。色や明るさ、天井からの距離、デザインなど
選ぶ基準を知っていれば、最高の照明に出会えるはず。その方法をお伝えします。

CANPNA LAMP ¥16,000 +TAX

No.826763 Col.Black

照明選びにもう迷わない。
大切なのは、光の広がり方と部屋の広さ。
たくさんの照明がある中から空間に合ったものを選ぶポイントのひとつは “ 光の広
料理がいちばんおい

がり方 ” です。まずは照明にかぶせるシェード（傘）に注目してみましょう。特に

しく見える照明と

大切なのはその角度。シェードの広がりが大きいものは、部屋全体に広がるやさし

テ

い光をつくるので、家族でくつろぐリビングなどに最適です。反対にシェードの広

ブルの距離は

70cm と言われていま
す。チェ

ンで調整

がりが小さいものは、光を狭い範囲に集めるので、ダイニング用の照明にもぴった

できるタイプの照明

り。料理をスポット的に照らすことで、より立体的で色鮮やかになり、見た目の美

を選んで、見た目で

味しさを引き立たせます。また、空間の広さと適切な照明にも基本となるルールが

もおいしさを演出。
ACTONPENDANT
LIGHT
¥15,000 +TAX
No.766956
Col.Clear

あります。一般的には、１畳あたり 30 〜 40W が平均。これを基準に、暗めが好み
の場合は少なめに調光し、明るめが好きならばワット数を増やしていきましょう。
光の量は、ひとつの照明だけで考えるのではなく、ウォールランプやデスクランプ、
フロアランプで少しずつ足していくのもコツ。ぜひ活用してください。

1

2

3

1: COMPTON LAMP ¥33,000 +TAX No.832316 Col.Ivory *STORE LIMITED CANPNA LAMP ¥16,000 +TAX No.826763 Col.Beige UNIONDALE LAMP ¥9,800 +TAX No.831537
OAKDALE LAMP ¥9,800 +TAX No.831536 NORMANTON PENDANT LIGHT ¥17,800 +TAX No.766955 Col.Black *STORE LIMITED
2: WOOD STAR M 3BULB LAMP ¥35,000 +TAX No.815980 Col.Brown *STORE LIMITED 3: WOOD ROD 3BULB LAMP ¥27,600 +TAX No.758831 Col.White *STORE LIMITED

部屋の印象を決める照明デザイン。
照明を主役にしたこだわりの空間づくり。
数多くある照明アイテムの中から、どんなデザインのものを選ぶかによって、

な雰囲気のある照明。6 灯ある電球は、E17 という小さい口金サイズを使用する

部屋の印象はガラリと変わるほど、照明はインテリアの要。大きな観葉植物の

ことで、スタイリッシュさも感じられる設計に。もしも、数ある照明からひと

ある部屋やベーシックカラーを中心にしたナチュラルな空間には、木目の照明

際目を引く「これは！」という運命の照明に出会えたら、思い切って照明を主

が合いますし、シェードのないむき出しの電球の照明を選べば、空間にレトロっ

役にした空間をつくってみるのもアリ。ひとり暮らしの部屋や自分専用の部屋

ぽさが加わります。何を選んだらいいか迷った時は、部屋の中にあるインテリ

にどうしてもブラックの大きなシェードの照明を使いたい、星型の照明に合わ

アの素材と照明器具の素材を合わせるのも、統一感を出す有効な方法です。また、

せてポップな部屋にしたいなど、ひとつの照明アイテムを中心に、他の家具を

「男っぽいデザインが好き」、「クールなイメージの照明をオフィスに欲しい」な
ど、男性から人気の高いデザインは、写真１の左端のようにインダストリアル

揃えていくのも家具選びの醍醐味。求めていた照明を手に入れることは、好み
の空間に近づく大きな一歩。部屋の満足感も高めてくれるはずです。

WAY TO USE
フックを外せばひとり掛けとしても使える人気のローソファ。
いろいろな使い方ができるソファを活用した空間のつくり方を伝授します。

空間が広く感じられるのがローソファの利点。

セパレートさせることで生まれるほどよい「間」
。

発売以来大好評をいただいている「niko and ... FURNITURE & SUPPLY」
。新しく

リビングに置くソファというと通常、2 人掛けや 3 人掛けをイメージしますが、

ローソファが登場しました。たっぷりある奥行き、座った時の包み込まれるよ

このローソファは、ひとり掛けソファとしてセパレートすることもできるの

うな安心感はもちろん、脚がない分、座る位置が低くなるので天井までの高さ

です。ソファの間にあるフックを外せば、ひとり掛けソファになり、フック

が感じられ、空間全体が広々と感じられるのも嬉しい特徴です。また、デザイ

を元に戻せばシート同士はしっかりと固定されて左の写真のように 2 人掛け

ン面では背もたれの部分を通常の直線的なラインではなく、少し丸みのあるフォ

用として使うことができます。ひとり掛けソファとして使うときには、上の

ルムに設計。後ろ姿もかわいいので、壁付けにせず配置するのもおすすめです。

写真のようにコーヒーテーブルを縦にして、ソファとソファの間にぴったり

生地は、これまでにはなかったコーデュロイを使用。特有の温かみのある質感

収まるようにセッティングするのも新鮮ですよね。2 人の間にあるテーブルに

は、どんなインテリアとも合いま

ポップコーンを置いて、つまみ

すが、意外にもソリッドな質感と

ながら映画を見たり、互いに別々

も好相性。写真のように黒のイン

のことをしながらも同じ空間に

ダストリアルなキャビネットを置

いる心地よさを感じたり…。間に

くと、やさしい風合いのソファと

生まれたほどよい距離が、2 人掛

ハードな質感のギャップが生ま

けのソファとはまた違うリラッ

れ、空間がグッと引き締まります。

クス感を演出してくれます。

LOW SOFA ¥49,000 +TAX
No.814413 Col.Green
TABLE ¥40,000 +TAX No.735342
Col.Black *STORE LIMITED
TRIB RUG 140×200 ¥14,000 +TAX
No.815612 Col.Blue

LOW SOFA ¥49,000 +TAX
No.814413 Col.Brown
CENTER TABLE ¥35,000 +TAX
No.814474 Col.Brown
SIDE TABLE ¥11,000 +TAX
No. 211171 Col.Brown
MINDY RUG 130×190 ¥21,000 +TAX
No. 821445 Col.Blue

INFOMATION
教科書で勉強して
インテリアマスターに！

オンラインストアでも
オーダーができます。

〈niko and ...〉のオフィシャルサイトでは、
「インテリアの教科書」の連載コンテンツ
をご用意。すぐに実践できるインテリア
のテクニックをたくさんご紹介している
ので、ぜひチェックしてみてください。

「インテリアの教科書」
h t t p : / / w w w. n i k o a n d . j p /
topics/cat/interior/

近 く に お 店 が な く て 商 品 が 見 れ な い！

CHECK!

と い う 方 は、 ぜ ひ オ ン ラ イ ン ス ト ア を
の ぞ い て み て く だ さ い。
〈niko and ...
FURNITURE&SUPPLY〉の 家 具 は も ち ろ
んのこと、服や雑貨類も展開しています。

niko and ...「. st」
http://www.dot-st.com/
nikoand/

Photo: Shinji Serizawa Styling: Taketoshi Uozumi [ niko and ... ] Text: Noriko Oba Design: Kota Sakamoto [ Rhino inc. ] Edit: Emi Ishida [ Rhino inc. ]

CHECK!

