Beautiful Life Beautiful Storage

暮らしを美しく。
あなたを美しく。

今 日 の あ な た を 美しくす る 収 納 。

NEW
今という瞬間をステキに過ごしたい。毎日を快く、美しく生きたい。
あなたの時間を美しく彩るウエアは、単なる1枚の布ではなく、
すべてのあなたを映しだす柔らかく温かな皮膜のようなものです。
まと

美しく仕舞い、美しく纏い、美しく振る舞う。心から映し出す本当の美しさとは、ここから始まります。
あなたを飾り、あなたを表現するウエア類を大切に収納。
システムだからできる機能的で美しい収納方法。
女性のビューティシーンのためのクロゼットシステム ノエル3。新登場です。

NOEL3

3news

3 つ の 新し い ノエ ル 。
■ 新色ブライトウォールナットとアッシュウォールナットをラインナップ。多彩なプランニングが可能に。
■ 新ショート側板を導入。
フルサイズの側板が不要で、エコ＆リーズナブルなプラン設計に。
■ オプションパーツ刷新。機能性を追求したシステマティックなプランニングを実現します。
デイリーユーザブルなシステムクロゼットの可能性が拡がります。

ナチュラルな木目調柄の新色2色

Think
Japanese
Storage
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CLOSET SYSTEM

新ベーシックパーツのショート側板

新プラスアップパーツのフックハンガー

暮 らし に 微 笑 む 収 納 創り。
南 海プライウッドは今ある住環境や収納の問題を見つめ、
日本のライフスタイルに合った収納製品の提案を実践しています。
生 活を快 適にし、あなたのパートナーとして暮らしの中で微笑む収納。
私たちが目指す収納創りです。

CLOSET SYSTEM
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ナチュラルな木目調柄2色を加え、

ワードローブの表 情が豊かな彩りに。

毎日、あなたが美しく輝くためにも、あなたの生き方を映し出したワードローブプランに。

新しいノエル3はシックなアッシュウォールナット クロゼット。モダンでナチュラル感溢れるブライトウォールナット クロゼット。

ライフスタイルに合わせて3カラー展開。

ピュアでシンプルなシェルホワイト クロゼットをプランニングできます。

1

Chic
Natural
Style

Simple
Modern
Natural

Chic
Natural

3 Style 3 Color
大切なウエアを収納するクロゼットにも豊かな彩りを。
ウォールゼット ノエル3は、従来の「シェルホワイト」1色に加え、
あたたかな風合いがある木目調の「ブライトウォールナット」
「アッシュウォールナット」をラインナップした3色展開になりました。
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Ash Walnut

P05

アッシュウォールナット

エイジング感のある、薄く灰色がかったブラウン色です。
渋さと深みある色彩が心を深く落ち着かせてくれます。

シックで重厚感のあるクロゼットに適しています。

Bright Walnut

P09

ブライトウォールナット

とても優しいフィーリングを持ったベージュ色です。

薄く霞がかった春の陽ざしのような温和な明るさが、

自然感を活かしたモダンなクロゼットに適しています。

Modern
Natural
Style

3

Shell White

P15

シェルホワイト

ほんのりとイエローがかった、あたたかみのあるホワイトです。

その静寂でピュアな色合いが、

明るさと清潔感を大切にしたシンプルなクロゼットに適しています。

Simple
Style

それぞれの志向性やお部屋のイメージに合わせてプランニング可能。
ワードローブに豊かな表情が生まれます。
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CLOSET SYSTEM
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New Style Closet

Model Plan

Simple
Modern
Natural

Chic
Natural

グリッドプランと、ハンガーパイプ+引出しをセットした装飾性
の高いクロゼットプラン。

3 Style 3 Color

Ash Walnut

あ な た を 深 く落 ち 着 か せ る

アッシュウォ ー ル ナット クロ ゼ ット 。
古く懐かしいような、ダークな色合いと表 情。
灰色がかった色 彩が空間にノスタルジックな温かみをあたえ、落ち着きのある大人の空間を演出します。
時間を止めたかのような、ゆったりとした静かな時間が流れ過ぎ、

※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。
※グリッドプランに設置している引出しボックスは市販品です。
※間接照明は現場手配です。

Model

01

プラン明細
P61

大 人の美 学。拘りを飾る。
グリッドシェルフメインの L 型クロゼット。
右側グリッドシェルフには、ウエア類の他にコレクションアイテムも飾って収 納。
自らを映した世界観を演出できるスペースです。

左側のプランにはウエア類をたっぷり収 納できます。
棚板はシャツ類をメインにたたんで収 納し、

ハンガーパイプにはジャケット & コート類を分類収 納。

シックでモダンな表情が生まれるウォークインクロゼットです。

ノーブルな風 格さえ生むスタイリッシュプランです。
3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM

LW
シェルホワイト

IJ
AJ
ブライトウォールナット アッシュウォールナット
CLOSET SYSTEM
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Model

02

プラン明細
P61

Model

03

ダークな色 彩が安堵感を生む
ベッドルームクロゼット。

プラン明細

全体をダークなカラーリングでまとめた I 型・4 ゾーンプラン。

P61

落ち着きのある上質な空間を演出します。
ギャラリーケースやスラックスハンガー、

落ち着きのある
ベーシックなウォークインクロゼット。
一階の住空間を広々と活用したい場合は、

二階ベッドルームサイドの L 型ウォークインクロゼット。
あなたを演出する大切な衣類をここに収納。

シャツトレイやフレーム引出しをオプションセット。

ボックス引出し・フレーム引出し・バスケットを加え利便性を向上。

それぞれのパーソナルに合わせた使い勝手を重視した

アッシュウォールナットの落ち着きあるカラーが、

リッチでユーザブルなプランです。

上質感漂う大人のウォークインクロゼットを実現します。

※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。 ※間接照明は現場手配です。

コレクションアイテムを収納できるギャラリーケース。

上質感を高めるシャツトレイ。

整理がゆきとどく便利なネクタイハンガー

ベーシックで人気の高いL型ウォークインクロゼット。

3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM

収納量を確保できるボックス引出し＆フレーム引出し。

LW
シェルホワイト

IJ
AJ
ブライトウォールナット アッシュウォールナット
CLOSET SYSTEM
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左側のメインプランは機能性を重視し、ギャラリーケース・シャツ
トレイ・フレーム引出しをセット。

右側のグリッドプランにはお気に入りのバッグやアクセサリー類を
飾って収納できます。

Simple

Modern
Natural

Chic
Natural

※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。
※グリッドプランに設置している引出しボックスは市販品です。

3 Style 3 Color

アクセサリー等の収納に便利なギャラリーケースと、薄手のウエア
をたたんで収納できるシャツトレイをセットアップ。

Bright Walnut

あ な た の ハ ート を 弾 ま せ る

ブ ラ イトウォ ー ル ナット クロ ゼ ット 。
明るく陽 気な 色 彩が 空間に弾 みます。
あたたかな春 の日溜まりを思わ せる柔らかな 色調が、和みあるクロゼット空間を創ります。
収 納 するウエア類にも自然に同調し 、一 体 感 のある空間に。

Model

04

プラン明細
P61

こだわりのウエアをディスプレイ。
ショップ感 覚のウォークスルー クロゼット。
２つの部屋の双方向からインアウトできる閉塞感のないウォークスルータイプのクロゼット。

その利便性高い動線と開放感ある空間設計は、奥まった空間にあるウォークインタイプとは違い、
ウインドスルーで風の通りもよく、爽やかな連続空間が生まれます。

おしゃれなブランドショップのように、お気に入りのウエアをディスプレイして楽しめる
上質感溢れる設計です。

両端のゾーンにスライドハンガーをセット。
コーディネートしたウエアをディスプレイして収納できます。

優しい雰 囲 気のあるモダンナチュラルなプランスタイルで す。
3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM

LW
シェルホワイト
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ブライトウォールナット アッシュウォールナット
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※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。 ※間接照明は現場手配です。

Model

05

プラン明細
P62

Model

06

ショップのような上 質空間を演出する
リッチなウォークイン クロゼット。

プラン明細

ショップのようにウエアを「たたんで収 納」することをメインに考え、

P62

棚板やバスケットを多くセットした L 型のウォークインクロゼット。

空間を細かく仕切ることで、整理を容易にするうえ

大 切なウエアをライブラリーのように
収 納できるウォークイン クロゼット。
ファッショナブルなライフスタイルを送る方のために

ウエア専用にプランニングしたU型のウォークインクロゼット。
3面あるゾーンを目的やファッションスタイル毎に合わせ

収 納量も格段にアップします。

それぞれ区分収 納できます。

デリケートな衣類もフレーム引出し＆ボックス引出しにたたんで収 納。

「選びやすく」
「 片付けやすく」、しかも衣類をたっぷり収 納できる、

ブライトウォールナットの色合いが衣類をシックに引立てます。

まるでファッションライブラリーのようなクロゼットを実現できます。

左にフレーム引出し。右にボックス引出しをセット。
たたんで収納するタンスの機能をプラスしています。

ハンガーパイプと棚板をメインにした大容量U型プラン。

3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM

LW
シェルホワイト

IJ
AJ
ブライトウォールナット アッシュウォールナット
CLOSET SYSTEM
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Model

07

プラン明細
P62

Model

08

ビッグワンルームの 一角に
トライアングルなウォークイン クロゼット。

プラン明細

人気の高いビッグワンルームに最適なプラン。

P62

居住空間をできるだけ広く保ち、省スペースを実現する

三角形近くに間仕切った L 型のウォークインクロゼット。

無 駄なスペースのない収 納を実現する
シンプル＆ベーシック クロゼット。
右ゾーンにハンガーパイプ＆棚板。

左ゾーンにはハンガーパイプ＋フックハンガーをセットアップ。
各パイプ下はウエアをジャストサイズで収 納でき、

従来の四角い空間のウォークインの収納量はそのままに、

無駄なスペースが生まれません。

空間デザインのアクセントにもなるオリジナリティ溢れるプランニングです。

そんな機能性に加え、シンプルでリーズナブルな

前面にロールスクリーンや収納扉をセットすればハイセンスな空間創りも可能です。

I 型・2 ゾーンのクロゼットです。

※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。
前面に収納扉をセット。インテリア性が格段にアップします。

棚板にはウエア類をたたんで収納します。

3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
13

CLOSET SYSTEM

LW
シェルホワイト

IJ
AJ
ブライトウォールナット アッシュウォールナット
CLOSET SYSTEM

14

アクセサリー等の収納に便利なギャラリーケース、ボトム類をシワなく収納できるスラックスハンガー。

左側プランはドレスアップに最適なギャラリーケースやスラックスハンガー
をオプションセット。レディス＆メンズでゾーンを分け、オンビジネスウエア
を収納します。

Simple
Modern
Natural

Chic
Natural

右側プランはハンガーパイプ＋フックハンガーで上下2段のスペースを無駄な
く使い、家族全員のカジュアルウエアをたっぷり収納できる大容量プランです。

※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。
※奥側のシューズクロークシステムは、弊社製品「ウォールゼット エノーク」です。

3 Style 3 Color

Shell White

あ な た の 感 性 を ピュア に す る
シェ ル ホ ワ イト クロ ゼ ット 。
清らかで、とてもシンプルな空 間を演出します。
混ざり気 のないピュアなホワイトプランは、あなたの 気 持ちに無 垢な感 性を芽 生えさせながら、

外出・帰宅動線

Model

09

プラン明細
P63

外出・帰宅動 線をスマートにする
エントランスのオールインワン クローク。

玄関

お出かけグッズを玄関周辺に一括集中収納するスマート動線プラン。

サニタリールームでメイクアップ。ウォークスルークロゼットでドレスアップ。

廊下

シューズクロークで靴を履いてお出かけ。

一連の動作をワンラインで行なえる便利なオールインワンプラン。

シューズ
クローク

ノエル3
ウォークスルー
クロゼット

サニタリー
ルーム

わざわざ二階のクロゼットまで行かなくてもよい省力タイプの収納です。
準備の手間も省け、ゆとりの時間がたっぷり生まれます。

収 納 するウエア 類の 色 彩を際だたせ、存 在 感をあたえます。
汎 用性が 高 い人気 のスタンダードプランです。
3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM
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Model

10

プラン明細
P63

朝のひと時を楽しくする
L 型オープンクロゼット。
目覚めたベッドの上で、今日を彩るウエアを選ぶ。

そんなひと時が生まれるオープンスタイルの L 型クロゼット。

一日の物語を想像しながら、その日を着飾るウエアをイメージ。
朝の晴れやかな微笑みを創りだす空間になります。

２面をそれぞれレディスとメンズに分けて使用すれば、

「選びやすさ」
「 片付けやすさ」が一段と向上します。
※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。

片面にバスケットをセット。通気性を必要とするウエア収納
に最適です。収納物が一目で分かり、引き出して取れるので
とても便利です。

Model

11

プラン明細
P63

大 空間にあると便 利な
リビングルームクロゼット。
リビングルーム壁面に省スペースの I 型のクロゼットを設置。
ホームウエアやワンマイルウエアを収 納したり、

リビングで使うデイリーユースの小物類まで収 納できて、
空間はいつもすっきり。

軽やかなアルミフレーム＆透過性のある樹脂パネルの収 納扉をセットすれば、
収 納物を隠しながら、開放感が高まる明るい空間が拡がります。
※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。

前面に収納扉をセットすれば収納物が隠せ、すっきりとした空間に。
（収納扉：当社試作品）

プラン中央中段にフレーム引出しをセット。
上段ハンガーパイプにトップスを。下部にフックハンガー
しわになりにくいウエアやデリケートな下着類をたたんで をセットし、ボトムスを分類収納すると、
「選びやすく」
「片
収納するのに便利です。
付けやすい」収納になります。

3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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CLOSET SYSTEM
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Model

12

プラン明細
P63

Model

13

「吊るす」「たたむ」に徹した
シンプルなベッドルームクロゼット。

プラン明細

I 型・3 ゾーンのベッドルームクロゼット。

P64

中央ゾーンには棚板をセットし「たたむ収 納」に特化させ、

左右ゾーンにはハンガーパイプで「吊るす収 納」をゾーニング。

Model

14

エコでリーズナブルな
オープンクロゼット。

プラン明細

無駄を省いたショート側板とハンガーパイプ＋フックハンガー。

シンプルな構成の L 型・オープンタイプのウォークインクロゼット。
リーズナブルなプランでありながら

シンプルながら使い勝手に優れたプランニングです。

リッチな収納力と機能性を持ったプランです。

下部にボックス引出しをセットすれば、さらに機能性が向上します。

P64

いろんな場所にあると便 利な
ミディアムサイズのクロゼット。
シンプルなハンガーパイプオンリーの I 型クロゼット。

リビングルームの一角、玄関やサニタリールーム付近の
廊下壁面から、二階の子供部屋まで。
コンパクトでリーズナブルだから、

どんな空間にも設置可能な汎用性に富んだプランです。
※プラン背面の壁紙はプランには含まれません。

前面に収納扉をセットすれば収納物が隠せ、すっきりとした空間に。
（収納扉：当社試作品）

デリケートなウエア類をたたんで収納できるボックス
引出し。

鮮やかな色調の収納扉をセットすれば、
お部屋が明るいイメージに。
（収納扉：当社試作品）

和盆を設置すれば着物類の収納もできます。

3色の中からお好きなカラー

Plan Color でプランニングできます。
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