
解決ブック

暮らしの
「おこまりごと」

キッチン・ダイニング編



困っている人も、
まだ気づいていない人も…

暮らしの「おこまりごと」を、
キッチン&ダイニングの
収納リフォームで
すっきり解決！

キッチンやダイニングは、モノが多く、出しっ放しになりがち。
暮らしの「おこまりごと」の原因になっていることも多いのです
が、収納の見直しで解決することが可能です。あなたもこの
機会に、手軽な収納リフォームで、すっきり解決しませんか？
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買い物の困りごと1位は
重い物を買った時の持ち帰り

ネット通販や食材宅配を
多くのお宅が利用

お水・お茶などのペットボトルや酒類といった重い食料品は、皆さ
んにとって買い物の負担になっていることがわかります。

買い物の負担を軽減してくれるのが、ネット通販や食材宅配サービ
ス。ストックしておく食料品や日用品の利用が多いようです。

出典：パルシステム生活協同組合連合会

出典：ハーモネート誌読者アンケート

重い物を買った時に持ち帰りが大変

ネット通販
（食品・日用品など）

56.8%

73.5%

39.2%

55.6%

35.4%

雨など天候が悪い時の買い物が大変

定期的な食材宅配

レジの待ち時間が長い

大きなペットボトルなど
重くて、買い物が大変！

買い物の「おこまりごと」

日頃の食品・飲料や日用品の買い物で困ること

利用したことがある買い物方法は?



暮らしのワンポイント
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食料備蓄は、賞味期限をチェック
消費しながら備えることが大切

パントリーはたっぷり収納できて
お水や食料品のストックにも最適
食品庫であるパントリーは、まとめ買いした食料品のストックや
箱買いした飲料などをまるごと収納できるスグレモノ。ティッシ
ュペーパーや洗剤など日用品の収納にも便利です。

キッチンの今ある収納を
パントリーにリニューアル
キッチンまわりの食器棚や家電収納を設置しているスペースを
利用してパントリーにすることも可能。ストックしている食品を
料理中に出し入れしやすい使い勝手の良さも魅力です。

パントリーを利用して食料備蓄を行うのもおすすめです。日常的に出し入れす

る収納なので、賞味期限をチェックしやすく、消費しながら備えることで、気が

つけば賞味期限を過ぎていたという無駄も少なくなります。

パントリー（食品庫）で解決！
買い物の「おこまりごと」を、
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巨大地震への備えとしては
1週間分の水や食料備蓄が必要に

「蓄電池」があると、停電時でも
冷蔵庫などが使えて安心

万一の災害に備える食料備蓄は、1週間分が基本とのこと。2人分
でも結構なボリュームとなるため、収納の工夫も必要です。

災害時は、ライフライン停止への対策も大切。蓄電池を備えておけ
ば、携帯電話の充電や冷蔵庫、テレビなどが使えて安心です。

出典：農林水産庁 家庭用食料品備蓄ガイド

出典：内閣府 災害時ライフライン復旧資料

必需品

電気 水道 ガス

主食

東日本大震災（2011年）

阪神・淡路大震災（1995年）

南海トラフ巨大地震（想定）

飲料水（42リットル） カセットコンロ（1台） カセットボンベ（12本）

精米または無洗米（2kg） レトルトご飯・アルファ米（14パック） 
即席カップ麺・乾麺うどん・パスタ（6個） 食パン・シリアル（4食）

肉、魚、豆などの缶詰（22缶） レトルト食品（14パック）
豆腐（4食） ロングライフ牛乳（2本） かつお節主菜

みなさん、災害への備えは
どうしていますか？

災害対策の「おこまりごと」

1週間分の備蓄食料品の例（大人2人のとき）

最近の大震災におけるライフラインの停止状況

合計
51食
合計

42食

891万戸

260万戸

2710万戸

220万戸

126万戸

3440万戸

46万戸

86万戸

180万戸

蓄電池



暮らしのワンポイント
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防災グッズの収納は、
サッと持ち出せる場所に

1週間分の備蓄に備えて
通路の壁に収納スペースを確保
1週間分の備蓄をするには、飲料水だけでも２ℓのペットボトル
で21本になり、食料品も含めると結構な収納量に。スペースが
足りない場合は、通路の壁を利用した収納で解決できます。

蓄電池の設置場所は、
浸水などを考慮して屋内に
蓄電池は屋外に設置されることが多いのですが、水害で浸水し
た場合に不具合が起きるケースがあります。できれば、収納スペ
ースの一角など、屋内に設置することをおすすめします。

近年は防災グッズを備えるご家庭が増えているのでは？ただし、しまい込んで

いると、いざ必要なときに慌てて、どこにあるかわからなくなることも…。玄関

まわりなど、サッと持ち出せる場所に収納しておくことが大切です。

収納スペースの工夫で解決！
災害対策の「おこまりごと」を、



ファミエスからの
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一度に見わたせて、出し入れもラクな
コの字型のパントリー。
ウォークインクローゼットのような感覚で、
収納物が見わたせ、出し入れもしやすいコ
の字型のパントリー。収納量もたっぷり確
保することができます。

収納物の大きさに応じて高さを変えられる棚を設けておけば、
スペースを有効に利用でき、整理もしやすくなります。

上段は軽い空き箱、
中段には食料品など、
下段は重いものを置く
のが収納のコツです。

リフォームのためのインテリアカタログ P50

蓄電池

蓄電池
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通り抜けられる二の字型のパントリーは、
動線や通気性にすぐれています。

通路との兼用でスペースが有効利
用できる二の字のパントリー。2つ
の空間からアクセスでき、通気性
の良さも収納に適しています。

パントリー内に蓄電池を
置くのもアイデアです。

災害時の備えとして蓄電池を採
用される場合、パントリー内へ
の設置はいかがでしょう。水害
の際にも屋外設置より浸水しに
くく、蓄電池を守ってくれます。

いざという時に
安心な蓄電池は、家の
中に置いておくのが
おすすめですよ。

コの字型のパントリーは、動線が短く
見わたせるため、収納物全体を把握
しやすく機能的なのが魅力です。

二の字のパントリーは、キッチンから
洗面室や勝手口などへの通路を活用
した収納計画に最適です。

リフォームのためのインテリアカタログ P50



ファミエスからの

おすすめ
アイデア
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壁を利用したI型のパントリーは、
省スペースでも実現できます。

キッチンの背面、冷蔵庫の並びなどへ
の設置に適しています。食器棚との兼
用可能で、機能的で使い勝手のよい
収納スペースになります。

階段傍の通路への設置もおすすめで
す。季節ものの生活用品や掃除道具
はもちろん、災害時に備えた食料備蓄
や防災グッズなどの収納も可能です。

スペースに余裕のない場合は、壁際のわ
ずかな空間を利用したパントリーを検討
されてはいかがでしょうか？

ハイムインテリアカタログ vol.5 P88

リフォームのためのインテリアカタログ P50

通路のスペースも
収納に活用することで
防災グッズなどの
保管に重宝します。
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便利なアイデア収納を
活かせば、使い勝手も
美しさもアップ。
アイデア収納をプラスすることで、空
間すっきり、使い勝手アップへ。収納
計画も楽しくなります。

ダイニング・通路に

ウォールキャビネット

壁の厚みを利用して埋め込まれた、造り

付けの収納であるため、圧迫感が少なく、

空間をより広く活用することができます。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

ダイニング・通路に

フレキシブルラックシステム

帰宅時にちょっと上着や鞄などを置いてお

きたい時にもおすすめ。お部屋の隅にコー

トハンガーなどを置く必要もありません。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

キッチン・ダイニングに

ウォールポケット

キッチンやダイニングまわりに最適。スパ

イス類や料理のレシピ本などを飾るように

収納すればインテリア性もアップします。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

ダイニング・通路に

ウォールレールⅡ

レール＋機能パーツで、手軽に設えられる

壁面収納。出入口付近に防災用品などを吊

り下げておけば、いざという時も安心です。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

階段下に

階段下収納

階段下のデッドスペースを有効に活用。

スキーなど高さのある物も収納でき、大

容量の収納を確保することができます。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

収納アイデア満載の専用カタログをご用意

しております。 ハイムインテリアカタログ vol.5 P84 ハイムインテリアカタログ vol.5 P86

ハイムインテリアカタログ vol.5 P44 リフォームのためのインテリアカタログ P42 リフォームのためのインテリアカタログ P55

ハイムインテリア
カタログ vol.5

リフォームのための
インテリアカタログ
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ダイニングテーブルの上の
整理ができていないが６割以上

出したままのモノの多くは
決まった収納場所がないモノ

ダイニングテーブルの上をすっきり片付けたいのにモノがごちゃご
ちゃ…。整理できないのは、皆さん共通の悩みのようです。

箱ティッシュや新聞・雑誌、筆記用具、郵便物など、出しっ放しに
なるのは決まった収納場所がないのが理由のようです。

出典：sumai LAB 「収納について」のアンケート報告

出典：住宅総合研究所 家族のモノ研究調査

ダイニングテーブルの上に
モノが多いのはなぜ？

お掃除・片づけの「おこまりごと」

ダイニングテーブルの上が整理できない

決まった収納がないので出したままのモノ

そう思う・ややそう思う 64.3%

32.1%

3.9%

思わない・全く思わない

わからない

箱ティッシュ　読みかけの新聞　雑誌　えんぴつ・ペン類　文房具
卓上メモ　パソコン　プリンター　財布　ダイレクトメール・郵便物
バッグ　家族の写真　出前・宅配チラシ　CDプレイヤー　調味料　薬
ひざ掛け・ミニ毛布　メガネ　腕時計　カメラ・ビデオカメラ
化粧品　卓上鏡　ヘアアクセサリー　ランチョンマット　など



暮らしのワンポイント
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インテリアをトータルに考えた
収納の計画が大切に

趣味のグッズなどは
飾る感覚で収納を楽しむ
カメラや手芸用品など趣味に関するものは、お店のディスプレイ
のように飾る感覚で収納を楽しむことをおすすめします。インテ
リアの演出にもなり「片付ける」「見せる」の一石二鳥です。

ダイニングまわりの
小物収納に便利な収納とは
ダイニングテーブルの上に出しっ放しになるのは小物類が多い
ので、引出しを多くするのが収納計画のポイントに。引出しの中
も仕切りを使うなどの工夫で整理しやすくなります。

ダイニングスペースは、食事はもちろん、新聞を読んだり趣味の時間を楽しん

だり、多様に使う空間です。だからこそ、モノの居場所を考えてインテリアの

美しさと収納力を両立させる、トータルな収納計画が大切なのです。

小物収納で解決！
お掃除・片づけの「おこまりごと」を、
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家族が集まるスペースでの
使用が多いパソコン

プリンターなど、周辺機器の
収納が悩みどころに

リビングやダイニングのテーブルで、ノートパソコンを使って調べも
のやネットショッピングという方、多いのではないでしょうか。

パソコンの悩みと言えば、煩雑なケーブルや周辺機器の置き場所。
プリンターの用紙やインクなどの収納にもお困りのようです。

出典：建築家情報サイト【すまいと】住まいの中のパソコン アンケート結果

出典：建築家情報サイト【すまいと】住まいの中のパソコン アンケート結果

リビング・ダイニング・客間

ケーブルがごちゃごちゃしている

55.0%

51.0%

48.0%

25.0%

9.0%

21.0%

寝室・子供部屋・書斎等の個室

周辺機器の収納場所に困っている

台所・家事室

モジュラージャックからの配線に困っている

パソコンやプリンターの
居場所はどこですか？

パソコン・プリンターの「おこまりごと」

現在あなたのご家庭で、パソコンはどこにおいてありますか？

パソコンの置き方で悩んだことがありますか？



暮らしのワンポイント
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無線LANの活用で
周辺機器の置き場が自由に

デスク付きのカウンター収納で
パソコンコーナーをつくる
デスク付きのカウンター収納で、ダイニングの一角にパソコンコ
ーナーを。作業の途中でもそのままにしておき、食事や家事も
OK。ダイニングテーブルの上もすっきり片付き、重宝します。

周辺機器や紙、
インクのストックはワゴンを利用
プリンターなどの周辺機器や用紙・インクなどのストックには、キャ
スター付きのワゴン収納がおすすめ。使いたい場所への移動も簡
単。関連用品をまとめて収納できるので、使い勝手もよくなります。

無線LANやWi-Fiなどの普及で、面倒な接続コードの悩みが解消されつつあ

ります。プリンターなどの周辺機器が離れていても操作が可能で、置き場所の

自由度も高くなるため、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

カウンター収納で解決！
パソコン・プリンターの「おこまりごと」を、



ファミエスからの
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雑多なモノが多いダイニングの収納には、
開き扉や引出しなど「しまう収納」が最適です。
ダイニングには、カタチや大きさの違うモノがあふれ
ています。だからこそ、開き扉や引出しで、雑多なモ
ノを隠してしまえる収納が適していると言えます。

文房具や電卓などは、引出し収納が
一番。仕切りを使って整理整頓を。

DVDや写真、日用品、薬箱などは、
扉を開けた時に見やすいように。

小分けに収納できる
便利グッズの活用で、
さらにスペースを
効率よく使えます。

ハイムインテリアカタログ vol.5 P44
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お気に入りのモノたちはしまい込まず、
「見せる収納」を楽しみましょう。
趣味でつくった作品や旅先で求めた思い出の品など、
お気に入りのモノたちは、インテリアの一部として、飾
るように「見せる収納」を楽しみましょう。

お父さんは、時計やメガネなど、大
事なものをしまっておく引出しに。

ハガキ、DMなどの紙ものは、ファ
イルBOXなどで整理して。

ギャラリーやショップのように、
自慢のコレクションを飾ってみて
は？照明付きのガラス扉の収納
なら、ホコリの心配も少なく、ラ
イティング効果でより美しく。

ハイムインテリアカタログ vol.5 P44

お店のように飾る
ように収納すれば、
インテリアの演出
にも活かせます。

ハイムインテリアカタログ vol.5 P76

壁に埋め込んだニッチ収納なら、スペースの無駄なく、まるでアートギャラリ
ーのような感覚で、お気に入りのモノたちを飾ることができます。

お母さんは、ポーチや化粧品など、サ
ッと出し入れできる便利な引出しに。



ファミエスからの
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多目的なワークスペースは、
趣味を楽しむコーナーにも。

システムファニチャーにより設えた多目的に使える
ワークスペースは、趣味を楽しむコーナーとしても
活躍します。また、収納部分を充実させて、ご夫婦
やご家族兼用のスタディスペースとしてもご活用
いただけます。

ダイニングテーブル
を利用していたことも
専用コーナーがあると
集中できますね。

パソコンも家計簿も、多目的に活用できる
ミセスコーナーをつくりませんか。
インテリア性と機能性を両立したカウンター収納は、
ミセスコーナーづくりに最適。空間の条件やお好みの
使い勝手に合わせて自在にシステムアップできます。

ルーターなどの周辺機器も脚のラ
ックにすっきり収納。

プリンターの用紙やインク、記録メ
ディアなどの収納にぴったり。

ハイムインテリアカタログ vol.5 P30
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「見せる」「しまう」の
収納テクニックで、
暮らしをさらに快適に。

“見せる”収納に

カウンターシステム

空間や目的に合わせて、棚やカウンター

を自在にプランすることができます。イン

テリアのアクセントとしても効果的です。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

“見せる”収納に

ウォールシェルフ

壁付けはもちろん、空間の間仕切りや飾り

棚としても使えます。スクエアなデザイン

がモダンなインテリアにもマッチします。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

“しまう”収納に

ウォールキャビネット

壁の厚みを利用した埋込み収納で空間も

すっきり。使い勝手に合わせて、棚や引出

し、扉を組み合わせることが可能です。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

“見せる”収納に

ウォールポケット

インテリアとしてもお洒落な収納ポケット。

テーブルの上に出しっぱなしになりがちな

新聞や小物類などの収納にぴったりです。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

“ミセスコーナー”に

LD収納システム

カウンターデスクや収納ユニットを自在に

組み合わせ、好みに合った使い勝手のよい

ワークスペースをつくることができます。

収納量 ★ ★ ★ ★ ★

収納テクニック満載の専用カタログをご用

意しております。 ハイムインテリアカタログ vol.5 P44 ハイムインテリアカタログ vol.5 P56

ハイムインテリアカタログ vol.5 P84ハイムインテリアカタログ vol.5 P8 リフォームのためのインテリアカタログ P33

ハイムインテリア
カタログ vol.5

リフォームのための
インテリアカタログ

「見せる」「しまう」のバランスのとれた
収納術によって、快適かつインテリア
性も高められます。
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冷蔵庫購入の決め手は
価格の次にサイズ

大型化の傾向があるものの
スペースの問題も

冷蔵庫購入の際、多くの方が「価格」と「サイズ」を選択の決め手
に。やはり設置場所に納まるサイズが重要な条件となるようです。

食材の多様化や冷凍食品の充実などを背景に、冷蔵庫が大型化の
傾向に。設置場所の制約もあり、サイズ選びには課題もあるようです。

出典：価格.com 白物家電についてのアンケート結果

出典：価格.com 白物家電についてのアンケート結果

価格

大型（501L以上）

25.1%

22.0%

15.7%

63.5%

15.0%

11.2%

本体のサイズ

中型（301〜500L以下）

庫内容量

小型（300L以下）

冷蔵庫の買い替えのとき
サイズを気にしていますか？

家電買替えの「おこまりごと」

使用している冷蔵庫の購入の決め手

使用している冷蔵庫の庫内容量



暮らしのワンポイント
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奥のモノが取り出しやすい
引出し収納で作業効率をアップ

暮らしに最適サイズの
家電を選んで、収納を計画
冷蔵庫や電子レンジ、炊飯器など、キッチンにはさまざまな家電
があります。買い替える際には、今の暮らしに最適なサイズを優
先して選び、収納を見直してはいかがでしょうか。

炊飯器や電子レンジなどの
置き場も工夫して
キッチンには熱や蒸気を発する家電が多く、収納の工夫が必要
です。使用時は、引き出せるようにしておくなど、熱や蒸気がこも
らないように安全性に配慮しましょう。

鍋やボウルなど、普段から出し入れの多いキッチン用品は、奥にしまったもの

でも直接出し入れができる引出し収納がおすすめです。重いものでもスライド

することで出し入れしやすく、作業効率を高めることができます。

オーダー感覚の収納で解決！
家電買替えの「おこまりごと」を、
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分別ゴミの保管場所は
キッチンが約半数に

ゴミで気になるのは
やはりニオイ

素材別に分けることでストックスペースが多く必要となる分別ゴミ
ですが、保管場所は使い勝手のよさからキッチンが多いようです。

ゴミの保管と言えば、気になるのはやはりニオイの問題。ニオイも
れによるゴミ箱への不満をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

出典：sumai LAB 「ゴミ置き場について」のアンケート報告

出典：アイリス暮らし便利ナビ　ごみの分別に関するアンケート結果

キッチン

臭いがもれる

41.9%

33.4%

5.9%

25.7%

2.9%

22.6%

玄関

欲しいサイズがない

ポーチ

欲しい色・デザインがない

分別ゴミの置き場は
家の外ですか、中ですか？

ゴミ分別の「おこまりごと」

家の中のゴミはどこにストックしていますか？

現在使っているゴミ箱に不満はありますか？



暮らしのワンポイント
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生ゴミを堆肥に変えるコンポストで
ガーデニングや家庭菜園に活用

資源ゴミの保管場所として
パントリーを利用する手も
比較的ニオイが気になりにくい資源ゴミの保管にパントリーを利
用するアイデアもあります。かさばってしまいがちなものだけに、
目につきにくい場所に収納できるのが魅力です。

ゴミ箱はニオイに配慮して
換気しやすい場所へ配置しましょう
ニオイが気になるゴミについては、換気しやすい場所にゴミ箱を
配置するのがおすすめです。キッチンまわりの勝手口付近や換
気扇の近くなど、頻繁に換気できる場所を選びましょう。

コンポストをご存知ですか？生ゴミ等の有機物を微生物や菌などの作用によ

り発酵させてつくる堆肥のこと。約 1〜2ヶ月で、生ゴミから堆肥へ。ガーデ

ニングなどに活用できるので、挑戦してみてはいかがでしょうか。

収納の工夫で解決！
ゴミ分別の「おこまりごと」を、
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医療機関に関わる事故は
住宅内が７割以上

主な発生場所は、居室・
ダイニングキッチン・階段

医療機関に関わる事故の発生場所として、家庭内における事故は一
般道路における事故の9倍以上で、圧倒的に多いことがわかります。

家庭内における事故発生場所としては、居室が一番多く、次いで
ダイニングキッチンにおいても多くの事故が発生しています。

出典：国民生活センター「医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故-高齢者編-」（平成25年3月公表）

出典：国民生活センター「医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故-高齢者編-」（平成25年3月公表）

住宅

居室

74.3%

40.0%

8.1%

27.6%

8.0%

15.8%

民間施設

台所・食堂 食料品や薬の誤飲・誤嚥（ごえん）
ガスコンロの火から着衣着火したやけど

主な
原因

主な
原因

主な
原因

ベッドから降りる時に転落
足がもつれて家具にぶつかり転倒

靴下が引っかかって転落
段差でつまづいて転倒

一般道路

階段

交通事故よりも多い
家庭内事故のキケン度とは？

家庭内事故の「おこまりごと」

事故発生場所

住宅内での事故発生場所詳細



暮らしのワンポイント
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自動でお掃除する換気扇などで
キケンな作業を減らす工夫も

すっきりした空間をつくる
収納計画で安全に配慮
壁面に埋め込む収納を活用した収納計画により、置き家具を中
心とした凸凹の多い空間をすっきりさせ、歩行の安全に配慮。車
いすを利用する場合も動線がスムーズになります。

キケンな踏み台事故が
起こりにくい収納の工夫
高い位置のモノを出し入れする際にバランスを崩し転落といっ
たキケンな踏み台の事故。収納の一部が安定した踏み台になる
といったアイデアがあれば、事故防止に役立ちます。

換気扇のお掃除も踏み台を使うキケンな作業。しかし、換気扇が自動でお掃除

してくれたら、そんな心配も必要ありません。進歩した機能を積極的に取り入

れることも家庭内事故を減らす大事なことです。

バリアフリーな収納で解決！
家庭内事故の「おこまりごと」を、



ファミエスからの

おすすめ
アイデア
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キッチンまわりの収納の困りごとは、
最新収納アイテムで、解決できます。

手の届きにくい吊戸棚も
ラクラク出し入れできます。

炊飯器や電子レンジなど
家電もすっきり収納。

キッチン周辺の収納計画の工夫も大切ですが、キッ
チンそのものの進化が困りごとを解決してくれること
もたくさんあります。チェックしておきましょう。

収納しているモノの重さに合わせ

て調整する機能により、軽いチカ

ラで引き下ろせます。

ボタンを押すと収納スペースが昇降し、ボタンから

手を離すと止まる、電動式の昇降収納です。

扉を閉めると電源が切れる過熱防止（中台）や扉を

閉めても使える蒸気排出ユニット付（下台）。安全

性に配慮された家電収納庫です。

ムーブダウン吊戸棚

プッシュムーブ

扉付トール家電収納庫

ボタンを押し
かんたん昇降

協力：クリナップ株式会社

上台

中台

下台

軽い力で
下ろせます
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腰への負担を少なく
出し入れをスムーズに。

重いお米もラクに
引き出せます。

高い位置のモノも安全に
出し入れできます。

引出しを開けると、手前側の収納ポケットが手の届

く位置までスライドアップします。

高い位置のモノを出し入れする時

の踏み台に。引き出すと動かないよ

う自動でロックします。

ステップコンテナタイプ

うきうきポケット

家電収納庫下のスペースに複数の

ゴミ箱が置け、美しく収納可能。資

源ゴミの分別に便利です。

リサイクルごみワゴン

ゴミの分別を
スマートに美しく。

米びつ付のスライド収納は、約10kg

のお米を入れてもラクに引き出すこと

ができます。

ライザー付スライドタイプポケット収納が
浮いて手元に

収納スペース
が踏み台に

レンジフードのお掃除が自動でラクラク

ボタンひとつで油汚れを自分で
お掃除してくれるレンジフード。
フィルターとファンをまるごと自
動洗浄する機能で、お掃除の困
りごとを解決してくれます。
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トータルプラン例
「見せる収納」と「しまう収納」をバランスよく取り入れて、
美しく、機能的に。トータルな収納計画を考えましょう。

壁と一体になった収納を
ギャラリーのような感覚で。
ウォールキャビネットで、ギャラリーのような飾る感
覚の収納を。壁の厚みを利用した埋込み型の収納
なので、すっきりした美しい空間に仕上がります。

見せる収納� ウォールキャビネット ページ
15

食品や日用品のストックに
こころ強いパントリー。
大容量の収納スペースが確保でき、食品や日用品の
ストックから、食料備蓄、資源ゴミまで収納できるパ
ントリーを。収納上手になる、こころ強い味方です。

しまう収納� パントリー ページ
6
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お洒落なポケット収納で
サッと出し入れ。
スパイス類や料理のレシピ本などを、サッと出し入れ
できるウォールポケット。センスを活かして飾るよう
に収納すれば、お洒落なインテリアにもなります。

見せる収納� ウォールポケット ページ
9

収納たっぷりのカウンターで
ダイニングをすっきり。
対面キッチンの収納カウンターのように設えたウォ
ールキャビネット。ダイニングまわりの雑多なモノた
ちも引出しと戸棚で、使い勝手よく片付けられます。

しまう収納� ウォールキャビネット ページ
14
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パスタや乾麺は、空いたペットボトルに。
密封性が高く、また、一回出すとちょうど
一人前の量になります。

インスタントラーメンやカレー・シチュー
のルーなども収納の定位置を決めておき、
なくなったら補充する習慣にしています。

野菜はダンボールに入れておくと、湿気を
ほどよく吸収して長持ちします。缶詰のス
トックも入る分だけに限定しています。

お茶やお菓子、乾物類はコーヒーの空き瓶を活
用。湿気にくく、中身が見やすいので、補充のタ
イミングもわかりやすいです。

食品のパッケージに表示されている
使用方法は、切り取って瓶に貼ってお
くと意外と便利です。

すっきり使いやすい

収 納
活 用 術

A

B

C

D

保存食品のストックを
上手に整理するには…

参考にしていただきやすい収納活用術
として、ハイムにお住まいの奥さまの収
納アイデアをご紹介します。（千葉県K様）

A

B

C D
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小物や書類の整理は
カゴを活用して…

ダイニング側のカウンターの下には、ティ
ーカップやお皿などを収納しておくと、食
卓へサッと取り出せます。

ティーカップやお皿と同様、グラスやお酒
類もまとめて収納しておけば、お客様への
おもてなしの際にもスマートです。

身の回りの小物類や常備薬などは、カゴ
を活用して整理。DMなどは、家族ごとの
カゴに個人の責任で管理しています。

取扱説明書や料理本は、カゴに立てて収
納することで、探しやすくなるメリットもあ
り、使い勝手がよくなります。

G

H

プラス 収納アイデア

携帯の充電器や電池などよく使うモ
ノは、みかんのカゴを再利用。

書類は家族それぞれの分と家全体に
関わるものに分離して保管。

カウンター下収納は
ダイニングのサポート役に…

E F

E F

G H



●在庫・納期につきましては、商品により異なりますので、随時納期確認をお願いします。
●本カタログ表示サイズは製品により実物と多少の誤差を生じることがありますのでご了承ください。
●掲載仕様は本カタログ発行時（2016年2月）のものです。

暮らしの「おこまりごと」解決ブック
キッチン・ダイニング編


