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ミシン

家事ゾーン 仕事ゾーン

吊戸棚収納 仕事ゾーン吊戸棚収納

リビング学習プランのミセルを、大人仕様に。パソコンや周辺機器をすっきり納め
て仕事がしやすいプラン。吊戸棚は、右半分が趣味ゾーン、左半分が仕事ゾーン。

在宅勤務・テレワークプラン在宅勤務・テレワークプラン 「仕事＆趣味」  「仕事＆趣味」 

仕事も家事もできる例として提案したプラン。主に右と左で仕事ゾーンと家事
ゾーンを分けているので収納品の定位置もわかりやすい。

在宅勤務・テレワークプラン在宅勤務・テレワークプラン 「仕事＆家事」  「仕事＆家事」 

吊戸棚収納
趣味であるカメラ小物、カメラの本、撮った写真のアルバム
などを収納。本やアルバムは、いつでも手に取って眺められ
ることが大切。家族とのコミュニケーションにも役立ちます。

少し手を伸ばせば取り出せる位置に書類や必要な道具が
あることで、仕事がはかどり、家族との時間が増えます。

ホワイトボード

ホワイトボード

引き出し（浅）

引き出し（浅）

引き出し（深）

引き出し（深）

スライドカウンター

スライドカウンター

仕事のスケジュールを貼ったり。趣味で撮った
写真を飾ったりと、多目的に利用可能。容易
に付けはずしができるので、新しいモノに変え
て楽しむことができます。

いつも目にする場所に予定表やメモを貼ることで、
忘れ物を防止し、コミュニケーションに役立ちます。
鏡を貼っておくと、メイク時に便利なだけでなく、
表情を和らげ“笑顔”を増やすことにつながります。

引き出しには、仕様頻度の高い文具やPC
小物などを収納。仕事と趣味に必要なも
のは全てデスク周りにまとめることで、自分
で管理できます。

文房具を使い易い上段に。２段目にはメ
イク道具を収納。仕事を持つママには、
家事もメイクも仕事も、子どもに目が届く
場所でできることは助かります。

最下段の深い引き出しには、重いカメラを。
デスクで手入れをし、きちんとしまうことで、
モノを大切に扱う習慣が身に付きます。

最下段の深い引き出しには、重いアイロンセッ
トを。デスク下にアイロン台も置いておくと、億
劫になりがちなアイロンがけもサッとできます。

スライドカウンターにはプリンターを収納。
使う時にサッと引き出して紙の出し入れも
可能。座ったまま撮影した写真をすぐに
プリントアウトできて便利です。

重いミシンはスライド棚に収納することで
ラクラク出し入れ。その上には必要な裁縫
道具を収納。すぐに取り出してミシンがけ
を始めることができると、使用頻度を高め、
趣味を広げることにもつながります。

吊戸棚収納
デスク周りに全て仕事関連の書籍や小物を収納。
A4サイズが丁度入る奥行きなので、書類を見やす
く収納でき、探す時間もなくなり、仕事がはかどり
ます。

収納物：仕事関連小物 など

収納物：仕事関連小物 など

収納物：仕事関連小物 など

用途：予定表、写真 など

用途：予定表、伝言メモ、鏡、眼鏡 など

収納物：文房具、電卓、工具、 
　　　  PCやカメラ小物 など

収納物：文房具、電卓、 PC小物、
　　　  メイク用品 など

収納物：カメラ、ビデオカメラ など

収納物：アイロン、スプレー、当て布 など

収納物：プリンター など

収納物：ミシン など

書類や日用品ストックを一括管理で、家族皆が
在庫を把握し、自分で補充をするように。探し物
や無駄な買い物もなくなります。

収納物：レシピ本、家電取扱説明書、家庭書類、
　　　  電池、電球、ティッシュ など

仕事ゾーン

趣味ゾーン

家事ゾーン

PLAN18-2（P.46）

PLAN18-1（P.45）

在宅勤務・
テレワークに
おすすめ

在宅勤務・
テレワークに
おすすめ

●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。

MiSEL_gyoumu_P023-024.indd   1MiSEL_gyoumu_P023-024.indd   1 2022/04/08   22:492022/04/08   22:49



19 20

DA I K ENが 推奨するDA I K ENが 推奨する
『収育スタイリング』とは…『収育スタイリング』とは…

片づけを通して大人も子どもも「幸せに生きる力と知恵」を学び育むこと。

収納王子コジマジック（一般社団法人日本収納検定協会 代表理事 小島弘章）
片づけ・収納・住まいに関する確かな知識と実績を持つプロフェッショナルでありながら、松竹芸能で25年の芸歴を積んだ、主婦層
に圧倒的な支持を受ける男性ライフスタイル系タレントのパイオニア的存在。収納に”笑い”を取り入れたセミナーが話題となり、年
間講演依頼数は200本以上、著書・監修本は累計35万部を超える。“収育 ”を理念として掲げた日本収納検定協会を設立し、お片
づけを楽しむ検定「収検（収納検定）」をスタートさせる。

年代別収育のポイント

子どもが

産まれる前

子どもが

大人
子どもが

中高生
子どもが

小学生
子どもが

小学生

子どもが

乳児期
子どもが

幼児期
子どもが

小学生
妊娠〜出産

大学生〜社会人 12歳〜18歳 5年〜6年生 3年〜4年生

出産〜幼児 幼児〜就学 1年〜2年生
モノの整理と定位置決めで、赤ちゃ
ん用スペースの確保と家族がサ
ポートしやすい環境に。

片づけを通して生きる知恵、選択
する力が身につき、自立した大人
へ。社会貢献を目指す。

モノだけでなく空間も管理。自分で
買うモノも増え、進路について考え
るなど、頭の中の整理も。

自分だけでなく皆んなが使うことも
意識できる時期。親は「見守る」こ
とで自主性を育てる。

「出す、分ける、しまう」を覚え、片づ
けの良さを実感することで習慣化。
親は手伝うよりもアドバイスを。

成長が早い赤ちゃんの安全な環境
確保と、ストック品の適正量を考
慮。マネっこ遊びから片づけを。

「出したら戻す」を親子で遊びなが
ら学べるよう、ラベリングで定位置
をわかりやすく。

増えるモノは、用途別に「エリア」を
決め、ワンアクションで出し入れで
きる工夫と親子で取り組み習慣化。

※ 収育とは収納王子コジマジックが代表理事をつとめる
社）日本収納検定協会が提唱する理念です。

［収納+育児・教育・育成］
TM

収育スタイリング のご案内

子どもたちのために、

大人、プロにも　　　　　　を。「収育」

収育とは私たちが日本中に届けたい想いのひとつ。収納と「育児・教育・育成」を
組み合わせた言葉です。子どもたちにお方づけを通じてたくさんの「大切なこと」
を伝えていく取り組みであり私たちの大切な合い言葉です。
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Episode1（P.5）

19 20

DA I K ENが 推奨するDA I K ENが 推奨する
『 収育スタイリング』とは…『 収育スタイリング』とは…

●高さ1246mmまでの
フローリングモップが
吊せます。
●高さ1246mmまでの
スティック掃除機が
格納できます。
●高さ161.5mmまでの
ロボット掃除機が
格納できます。

（充電ステーションも含む）

収納の中にティッシュを隠しながら
使える専用ユニットです。

収納物：ティッシュペーパー、
　　　  キッチンペーパー など
　　　　    ※外箱がビニールタイプの　　　　
　　　     　ティッシュは使用できません。

22
9.
5c
m

53.3cm 160cm 53.3cm

TVボードプランTVボードプラン
掃除機やごみ箱、ティッシュを収納、必要な時にサッと取り出せたりなど、
収納するモノから考えた提案ができます。

収納物：おもちゃ、本 など 収納物：ポリ袋

お掃除ユニット

ディスプレイ引出し キャスター付きゴミ箱

ティッシュユニット

キャスター付きボックスは子どものおもちゃや本の収納に便利。仕切り板
（別売）を使って縦横に仕切ればさらに使いやすく収納できます。

収納の中に納まるゴミ箱です。キャスター付き
なので片手でラクラク動かせます。

出っぱなしになりがちなスティック掃除機やロボット掃除
機を収納できる便利なユニットです。

収納物：スティック掃除機、ロボット掃除機、そうじ用具、
　　　  ルーター、Wi-Fi、スマホ充電器 など

14
53

m
m

161.5mm

12
46

m
m

充電
ステーション

〈配線について〉

お掃除ロボットの充電ステーションの
コードを固定棚の切り欠き部より通し
て、配線してください。中仕切板も配線
穴をあけることができるため、スティック
掃除機のコード配線もできます。

（配線穴は現場加工）

423
mm

420mm
（W533用）

228mm

穴の径38mm
　※コンセントプラグ
　　大きさに
　　ご注意ください。
　※コンセントは別売。

●上部スペースに
　9個ストックできます。
●下部スペースに
　2個ストックできます。
※一般的な薄型ティッシュ箱
　（50×115×200）の場合。

（内寸）〈内寸〉〈内寸〉 ●45ℓのごみ袋が
推奨です。
※生ごみ・水分を含んだ
ごみには使用しないで
ください。

228mm228mm
（D300用）（D300用）

295mm295mm

447mm447mm
（W533用）（W533用）

234.5234.5
mmmm

収
育
ス
タ
イ
リ
ン
グ
の
ご
案
内

※お子様が乗って遊ばないように、ご注意ください。

※ご使用にあたっては、各製品の使用条件を説明書にてご確認ください。
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PLAN45（P.68）

PLAN38（P.63）

21 22

収納物：ヨガマット、　　　  
　　　  体重計、
　　　  制汗スプレー、
　　　  タオル など

22
6.
1c
m

13
3.
5c
m

26
.5
cm

66
.1
cm

80cm 40cm 40cm

160cm

197.5
cm

80cm40cm 40cm120cm 40cm40cm

360cm

サニタリープランサニタリープラン

美容健康プラン美容健康プラン

日常的に使用する頻度が高い水廻りの収納。必要な時にすぐ取り出せる
テッシュや、狭いスペースでも収納できるキャスター付きゴミ箱など、いつも
スッキリ整理しておきたい人にはおすすめのプランです。

寝室や個室では自分の好きなことに没頭したいもの。お気に入りの洋服の
コーディネートを準備したり、健康維持のために始めたフィットネス関連
のグッズを収納したり、美や健康にこだわる人にはおすすめのプランです。

ティッシュユニット

キャスター付きゴミ箱

お掃除ユニット

洗面室で置き場がなく、見た目も気になる
ゴミ箱。収納扉の中に収まるキャスター
付きのゴミ箱です。

フィットネスに関するグッズやタオルな
どを収納。使い勝手がいいので続ける
習慣や片づける習慣が身につきます。

狭い洗面室で置き場所に困るティッシュ
ケースを隠して収納できる、専用ユニット
です。　

収納物：ティッシュペーパー、
　　　  キッチンペーパー など

キッチンでの『収育スタイリング』おすすめプランは P52を参照ください。
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PLAN18-2（P.46）

21 22

リビング学習プランリビング学習プラン
お子様が自分からすすんで片づけをすることができるプラン
です。学びと暮らしの成長を見守りつつ、さりげなくお子様
のサポートすることができます。

家族構成 夫婦＋子ども2人（姉・弟）

収納物：作品、ディスプレイ用品、アルバム など

吊戸棚収納

ランドセル収納

ホワイトボード

共有引き出し

オープン部分には子供の作品を飾った
り、季節のディスプレイを楽しむことがで
きます。扉がついた部分は、お子様の過
去の作品などを大切に保管するスペース
になります。

ランドセルは重いので、ついつ
い床に放り出してしまいがちで
す。そこで、デスクの下側にラン
ドセルをしまう場所を作り、そ
の上に教科書などをしまう場
所・時間割を貼る場所をつくり
ました。そうすると、その場で
次の日の学校の支度ができま
すので、忘れ物の防止につなが
ります。

時間割を貼ったり、ペン立てを付けたり、
壁に収納することで机の上をすっきりでき
ます。また、ママからの伝言板としても使え
ば、コミュニケーションツールになります。

お姉ちゃんと弟が共有して使う引
出しの中をカラーで分けることで、
自分の持ちものが一目でわかりま
す。ひとつの引出しを共有して使う
ことで、お互いに収納の中をキレ
イに使う意識が育まれます。

用途：時間割、ペン立て、小物、伝言板 など

収納物：筆記用具、のり、はさみ、テープ、計算機 など

収納物：ランドセル

❶ランドセルを出す

❹教科書（ノート）を準備する

❷ランドセルをあける

❸時間割をみる

長女 長男

高さ：200cm　幅：280cm　奥行き：デスク47cm／吊戸棚32cm

※子供2人用のプランです。

マンション

リビング

収
育
ス
タ
イ
リ
ン
グ
の
ご
案
内
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