
『ねこシェルフ』の仕様と特長

1 全体図

棚板の耐荷重

方立間	 最大 各 25kg

棚板1枚あたり	 最大 各 50kg
：�ねこの通り道を示しています。

  注意
 本製品はキャットウォーク、および収納棚として 

設計されています。他の用途に使用しないでください。

・�本製品は、爪とぎ、かじりなどによる傷がつきに
くい製品ではありません。

・�本製品からの落下や、扉にはさまれるなどによる、
ねこのケガなどについては責任を負いかねます。

・�ねこにより、本製品に積載・収蔵した物品に生じた、
破損、汚損、滅失などの損害や、当該物品の落下、
破損などに起因して発生した一切の損害について
はその責任を負いかねます。

 ねこの通り道に物を置かないでください。
 物を置くとねこが落とし、破損する可能性があります。

 通り道以外に物を置く場合も十分注意してください。
ねこが触れたり、着地の衝撃で物が落下し破損する
などにより、ねこがケガをするおそれがあります。

 ねこが物を落とし、破損する可能性がありますので、
収納物には十分ご注意ください。

シェルフ内にねこの移動ルートを確保しました。収納ス
ペースの前や後ろ、棚板に開けた穴などを通って自由に
移動が可能です。ねこが隠れられるフラップ扉を取り付
けられます。

2 カラーバリエーション

フラップ扉ユニット

棚板

方立

通り穴

方立ての前を
ねこの「通り道」
としてあけてい
ます。

滑りに配慮した
表面シートです。

ねこの「隠れ家」になります。
専用方立の後ろの隙間から、
ねこが中に入れます。

ねこの「棚板上下の
通り道」です。

：ねこの通り道を示してします。

ハピアカラー

WH〈ネオホワイト〉 ML〈ミルベージュ〉 MG〈トープグレー〉
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『ねこシェルフ』の仕様と特長

3 基本構成

◦棚板（横部材）と方立（縦部材）から組み上げる新しい形態のシステム収納です。

◦棚板の奥行は、400mmですが方立前部は、ねこの通り道になるため、「方立奥行245mmの収納」としてお使いください。

壁にしっかり固定するため万一の揺れにも安心。
（壁への固定は、幅600mmピッチ以下にて、L金具
（赤丸印）でしっかり固定します。）

◦プラン全体の幅や高さ、各スパンも自由に選択し、
収納物に合わせたプランが可能です。

※プランの最大サイズは、
　幅5,000×高さ2,615㎜です。
※天井と最上段の棚板とは300㎜以上の隙間（最上段の
棚板を取り付ける際、たたき代として）が必要です。設
置場所の天井高をご確認ください。

棚 板 ＝

方 立 フラップ扉ユニット

＋

※�幅2400mm以上のプランでは、
棚板はジョイントになります。

巾：約6mm

段差：約1mm

245mm CDケース ゲームソフトA6版：一般書籍 DVDケース

A4版：雑誌／
パンフレット

DVDプレーヤー／
ブルーレイ

ゲーム機おもちゃファイルケース

B6版：一般書籍

CDケース ゲームソフトA6版：一般書籍 DVDケース

A4版：雑誌／
パンフレット

DVDプレーヤー／
ブルーレイ

ゲーム機おもちゃファイルケース

B6版：一般書籍

2～159mm 2～159mm

線画1 線画3

線画2 線画4

HT4-5

TN3-2

TN2-2

HT4-4

HT3-5 HT3-4

HT2-4

HT5-5 HT5-4 HT5-3

TN4-1

TN1-1

TN5-1

HT2-5

HT1-4HT1-5

HT4-2

TN3-1

TN2-1

HT4-1

HT3-2 HT3-1

HT2-1

HT5-2 HT5-1

HT2-2

HT1-1HT1-2

（製品に同梱のパーツリストの一例）

棚板スパンは、
100、165、230、360、490mm

（内法高）まで

棚板奥行
400mm

※施工後に棚板・方立の取り外し、移動はできません。

棚板継ぎ目なし

方立スパンは、120、270、420、570、720、
870、1020、1170mm（内法幅）まで

奥行245mmの収納物例

受 注
生産品 受注から工場出荷まで約8日

※�ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合に
つきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.51の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

仕
様
と
特
長
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『ねこシェルフ』の仕様と特長

4 お部屋にジャストフィット

◦壁と壁の間にピッタリ納めることで、デッドスペースなく収納部屋をフル活用できます。

◦棚板の左右端の出っぱり寸法
を2 〜151mmまで設定可能で
すので、プラン全体幅の微調
整が可能です。

◦専用プランソフトにより、パソコンでプ
ランニングが可能です。

※詳細は、P33をご覧ください。

壁の内々へジャストフィット

※壁の内々ピッタリで納める場合は、（壁内々
寸法）-5mm程度で棚板長さをご指定いただ
き、クッション部材をお使いください。

※配線用切り欠きがある場合は、
10mm〜151mmとなります。

2～151mm※

2～151mm※

-2.5mm -2.5mm

隙間はクッション材
で埋めます

壁内々のサイズを確認

壁内-5mmでプランニングします
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クッション部材
色：ホワイトのみ
厚み：10mm（調整範囲2〜10mm）
幅：30mm
材質：発泡ポリエチレン（両面テープ貼り）
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『ねこシェルフ』の仕様と特長

◦ボックス型収納と違い、棚板・方立をベースにした収納なので、背面の壁材・壁紙を隠しません。こだわりの壁紙などとの組合せ
で、より上質なインテリアが演出できます。

◦背面がオープンになっていることで、開放的な印象の部屋になります。

6 こだわりの壁材・壁紙を活かしてインテリアを楽しめます。

◦プランの基本となる棚板・方立は厚
みがあり重厚で高級感のある収納に
なります。

◦棚板が方立より前にでており、美し
い木目の水平ラインが強調される収
納になります。

◦オプションのフラップ扉は、ハンドルが
付かないフラットな仕上げでシンプルな
印象に。

◦上下の木口に手がかりがついています。

5 こだわりの仕上げ

① “棚板勝ち”ならではの
　美しい水平フォルム

③ハンドルレスでシンプルな
　デザインの扉

◦棚板と同色の木口材を使った一体感の
ある木目仕上げ。

◦棚板は、滑りに配慮した表面シートです。

②一体感のあるナチュラルな
　木目仕上げ

方立厚：30mm

棚板厚：30mm

受 注
生産品 受注から工場出荷まで約8日

※�ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合に
つきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.51の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

仕
様
と
特
長
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『ねこシェルフ』の仕様と特長

7 部材詳細

フラップ扉ユニット

棚板

方立

通り穴

方立ての前を
ねこの「通り道」
としてあけてい
ます。

滑りに配慮した
表面シートです。

ねこの「隠れ家」になります。
専用方立の後ろの隙間から、
ねこが中に入れます。

ねこの「棚板上下の
通り道」です。

：ねこの通り道を示してします。

※納まりや詳細寸法の図面は、プランニングソフトで見積りの際、出力できます。

フラップ扉ユニット
フラップ扉の中は、ねこの休憩所に最適です。
高い場所のベッドは、ねこに喜ばれます。上
開き、下開きがあります。1 ～3段目までは
下開き、それ以上は上開きを推奨します。
ご注意）�
・�ただし、足音に敏感で落ちつかないねこの
場合は、1段目は避けてください。
・�扉はあけたままにしないでください。ねこが
飛び乗る等、過度の荷重がかかると破損、脱
落、事故の恐れがあります。

棚板の「通り穴」
ねこが、棚板の上下を行き来するた
めの、直径191ミリの穴です。収納棚
板が、ねこにとって「ジャングルジム」
のように、魅力的なものになります。
ご注意）�
収納を階段状にした場合の、踏み面に当たる
ところは、落とし穴になる恐れがあり、避けて
ください。

※詳しくは、P.9をご覧ください。

方立
方立の前部分は、ねこの通り道です。
フラップ扉ユニット用方立は、後ろを
ねこが通れるように、隙間を設けて
います。
ご注意）
・ねこの通り道に物を置かないでください。
・�通り道以外に物を置く場合も十分注意してく
ださい。ねこが触れたり、着地の衝撃で物が
落下し破損するなどにより、ねこがケガをす
るおそれがあります。

8 配線への配慮

◦ごちゃごちゃしがちな配線関係も、セットバック
タイプの方立を選ぶことですっきり納まります。

※方立は、プランに応じて「セットバックタイプ」と「壁寄せタイプ」を選択可能です。

※切り欠き部分の横には棚板10mm以上必要
　（角の出10mm以上必要）

方 立

棚 板

セットバックタイプなら、壁面との間に配線
の通り道ができます（壁にピッタリ付く、壁
寄せタイプ方立もあります）。

セットバックタイプ方立の直上部分 には、
配線が上下に通れる切欠きも可能です。配
線キャップも同梱します。

※巾木避けカバーは、製品色に合わせてホワイト・ブラックの2色ご用
意しています。

セットバックタイプ方立
配線したい箇所に選びます。壁と
45㎜のスキマができます。

壁寄せタイプ方立
壁とのすきまを埋めたいときに選び
ます。プランの左右の最下端の方立
には巾木避けカバーが付きます。

※棚板への配線用切り欠きがで
きるのは、真下にセットバッ
クの方立（奥行きの浅い方
立）がある場合のみです。

方立カラー 棚板金具色
MG ブラック
WH/ML ホワイト

プランの左右の最下端の方
立には巾木避けカバーが付
きます。

45mm

後ろの奥行が少し短い
セットバックタイプで
配線がしやすくなります。

棚板への配線用切り欠き
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『ねこシェルフ』の仕様と特長

9 省施工への配慮

◦プランに合わせた棚板は指定サイズ（長さカット不要）で、組立用の加工をしたものを出荷しますので、

　現場では組み上げるだけの簡単施工です。

◦製品にプラン全体のパーツリストが同梱されます。
製品自体と梱包材に貼られたパーツラベルとを照
合すると、どこに使う部材か一目瞭然です。

プランの最大サイズは、幅5,000×高さ2,615㎜です。

各パーツにラベル表示されています。

受 注
生産品 受注から工場出荷まで約8日

※�ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合に
つきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.51の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

仕
様
と
特
長
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▪施工の条件

部材の確認

部材についているパーツNo. シールとプランパーツ図
を照らしあわせて、過不足がないか確認してください。

製品の組み立ては、プランパーツ図に従って部材を配
置してください。

フラップ扉ユニット
（下開きの場合）

棚板配線キャップ（取付済）

セットバック方立（HT1）

壁寄方立（HT1）

方立（HT4）

壁寄方立（HT2）

壁寄方立（HT3）

アジャスター

L型金具

L型金具カバー

棚板（TN5)

棚板（TN6)
クッション材（棚板・方立用)

クッション材（棚板・方立用)

棚板（TN1)

棚板（TN2)

棚板（TN3)

棚板（TN4)

ユニット横用方立

樹脂カバー部材（取付済）

巾木避けカバー

方立（HT5）

方立（HT6）

フラップ扉ユニット
（上開きの場合）

名称 名称パーツNo. 品番 パーツNo. 品番

プランNo.
ページNo.

パーツNo. 名称 パーツNo. 名称

プランNo.
ページNo.

品番 長さ 品番 長さ

プランパーツ図
棚板・方立

・各部材には、パーツNo. シールがはりつけてあります。

棚板	 TN

方立	 HT

フラップ扉ユニット	 FP

棚板…手前右側木口面 方立…上木口面

プランパーツ図
オプションパーツ
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施工の条件が厳しい、マンションでも『ねこシェルフ』が設置できます。
戸建リフォーム（木造軸組）の際は、工事代のコスト抑制につながります。

『オンボード工法』とは？ （弊社収納『ミセル』『フィットシェルフ』『リラクロ』でも展開）

①ボンドで桟を
　壁面に接着

②ビスで収納を
　桟に固定

壁

棚板と桟の納まり
https://www.daiken.jp/pro/plan/planningdown/

L金具

棚板

方立

桟

接着剤

壁

キャップ

※『オンボード工法』と従来の工法で奥行きに変更はありません。
※桟の位置はプラン作成時に棚板の上下どちらかを選択できます。※『オンボード工法』用のユニット・パーツについては、P.28をご覧ください。

詳細、拾い出しに関しては、プランニングソフトにてご確認ください。

穴を開けることのできない壁や、下地のない部分に桟を接着剤で固定し、その桟に収納を固定する工法です。

①打合せ、
プランニング／発注

②�クロス、
　石こうボードを
　剥がす

③�下地位置に
　合板を入れる　

『オンボード工法』
なら省略！

『オンボード工法』
なら省略！

〈マンション　GL工法壁の場合〉

施工手順
下地工事を
省略できるので、
工期短縮！
コスト抑制も。 『オンボード工法』

なら省略！

※特許登録済、商標登録済 システム収納  ねこシェルフ

オンボード工法※+
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▪施工の条件
●  『ねこシェルフ』は壁固定が必要です。

❶ 壁固定（木下地、軽鉄下地）の場合
　→下地に、同梱ビスで固定

❷ 壁固定（RC クロス直張壁）の場合

　→下地に、現場手配コンクリートビスで固定
▪施工の条件
●   壁面にコンクリートビスを打つことの許可を得る。
　 許可が取れない場合は、固定できません。
　 ・分譲マンションの場合…管理組合から許可を得る。
　 ・賃貸マンションの場合…家主様から許可を得る。
●  固定する壁が、RC クロス直張壁であること。

❸ 『オンボード工法』の場合

　→�石膏ボードまたはRC壁に、オンボード工法用桟を
接着し、同梱ビスで固定

●『オンボード工法』の場合以下の
位置に『オンボード工法』用桟の
取り付けが必要です。事前に取
り付け位置を確認してください。

『オンボード工法用桟の
  取り付け位置』の確認

@600以下 @600以下 @600以下

オンボード
工法用桟

フラップ扉
ユニット

は金具固定が必要な棚板を示します。

1600

1
8
0
0
以
上
ま
た
は
7
段
以
上
の
場
合
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石膏ボード壁に、『オンボード工法』施工をして実験。
震度7を想定した耐震試験でも強度な耐久性を実証しました。※下記画像は『ミセル』になります。

マンションの収納の困り事を解決！

さらにこんなメリットもあります

♪

Z
Z
Z

もっと収納スペース
があったら
いいのに…

戸境壁

戸境壁

ピタッ
ピタッピタッ

ピタッ

ピタッ
ピタッ

♪

Z
Z
Z

もっと収納スペース
があったら
いいのに…

戸境壁

戸境壁

DAIKENでは阪神淡路大震災レベルの震度7の揺れを耐震試験で再現。
『オンボード工法』による、固定ありと固定なしでは違いが一目瞭然です。
また、従来と同等のスペックや耐荷重でご利用いただけます。

壁に下地が入っているか
どうかわからなく、また、
隣家と接する壁（戸境
壁）は自由に手を加える
ことができません。それ
でも『オンボード工法』な
ら収納を設置できます。

［工期］2日／［人工］5人工

『オンボード工法』なら…

⑥�収納取付④クロスを
　貼る

⑤収納組立

［工期］1日、［人工］2人工
＝3人工分の削減に！

Before After

※実際の工程と異なる場合があります。

オンボード
工法で
解決！！

工事代の抑制 工期の短縮 地震にも安心

『オンボード工法』
なら省略！

『オンボード工法』による
固定なし（置き家具を想定）

『オンボード工法』による
固定あり

仕
様
と
特
長
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