家 具 に 生 ま れ 変 わ った 樽

サントリー

樽ものがたり

ウイスキーの樽は厳選されたオークの木からつくられます。
ウイスキーの樽は厳選されたオークの木からつくられます。
はじめ無色透明のウイスキーが琥珀色に染まり、素晴らし
はじめ無色透明のウイスキーが琥珀色に染まり、素晴らし
い香味へと変化するのは、
このオーク材のおかげです。
い香味へと変化するのは、
このオーク材のおかげです。
大自然の中でしっかりと育ち、そして静かにゆっくりとサント
大自然の中でしっかりと育ち、そして静かにゆっくりとサント
リーのウイスキーを育み続けてくれた樽は、長い年月を経
リーのウイスキーを育み続けてくれた樽は、長い年月を経
てその役目を終えます。
その樽は、
さらに長く大切に使われ
てその役目を終えます。
その樽は、
さらに長く大切に使われ
ることを願って、ウイスキーのある生活を演出するために家
ることを願って、ウイスキーのある生活を演出するために家
具として生まれ変わりました。
具として生まれ変わりました。
飲んで楽しむだけでなく、そのウイスキーを育んだ樽ととも
飲んで楽しむだけでなく、そのウイスキーを育んだ樽ととも
に毎日を過ごす。
そんな心地よいライフスタイルを、樽もの
に毎日を過ごす。
そんな心地よいライフスタイルを、樽もの
がたりは提案します。
がたりは提案します。

サントリー樽ものがたり
サントリー樽ものがたり

樽ものがたりの家
樽ものがたりの家 具ができるまで
具ができるまで

11.. オークの森
オークの森

大自然 の 中で育ったオーク
（楢／ナラ）
を厳選します。
大自然 の 中で育ったオーク
（楢／ナラ）
を厳選します。

22.. 柾目取り
柾目取り

木の中心部分から放射線
状に材を切断した面を
「柾
木の中心部分から放射線
目
（マサメ）」
といいます。
こ
状に材を切断した面を
「柾
う
してカ
ットさ
れた材が樽材
目
（マサメ）
」
といいます。
こ
と
なります。
うしてカ
ットされた材が樽材
となります。

55.. 解体された樽
解体された樽
樽としての役目を終え、解
体さ
樽とれます。
しての役目を終え、解
体されます。

66.. 曲げ戻し加工
曲げ戻し加工

解体した樽材を蒸煮し、応
力緩和によってまっすぐに
解体した樽材を蒸煮し、応
伸ばします。
そして十分乾
力緩和によってまっすぐに
燥させた後に表面を加工し、
伸ばします。そして十分乾
家具材に
します。
燥させた後に表面を加工し、
家具材にします。

解体した側板は曲がっている
解体した側板は曲がっている
まっすぐな板に戻す
まっすぐな板に戻す

33.. 製樽
製樽

熟 練した職 人により
一つ一つ丁寧に樽を
熟 練した職 人により
製作
します。
一つ一つ丁寧に樽を
製作します。

表面を削って家具材となる

77.. 家具に生まれ変わった樽
家具に生まれ変わった樽
表面を削って家具材となる

ウイスキーのある生活を演出するため、
家具と
して生まれ変わります。
ウイスキーのある生活を演出するため、
家具として生まれ変わります。

44.. 貯蔵庫の風景
貯蔵庫の風景

貯蔵庫で長い年月、静かに
ウイスキーを熟成させていき
貯蔵庫で長い年月、静かに
ます。
まさしく
「ウイスキーの
ウイスキーを熟成させていき
揺り
かご」
ます。
まさです。
しく
「ウイスキーの
揺りかご」
です。

品番

商品名

サイズ

重量

価格（税抜）

KLT11KM ブレンドローテーブル

W1000×D1000×H350

40kg ¥150,000

KLC12KM ブレンドベンチ

W1200×D480×H319(SH319)

18kg

KLV11KM テレビボード

W1500×D460×H380

40kg ¥120,000

KLC16KM ソファー（リーベルビターブラウン） W1660×D840×H880（SH390）
KLC18KM スツール（リーベルビターブラウン） W510×D450×H380（SH380）

配送

¥58,000

32kg ￥257,000
5kg

￥49,000

KLC16KM

KLC18KM

材質／樽材
木枠にブナ材・合板
座面：本革（牛）
（座部・背部）
・合成皮革（背裏部）
塗装／ウレタン塗装

材質／樽材
木枠に合板
座面：本革（牛）
・合成皮革（座横部）
塗装／ウレタン塗装

ソファー（リーベルビターブラウン）

KLT11KM

KLC12KM

材質／樽材
天板下部にオーク材
脚取付桟 にラバートリー材
棚板表にホワイトオーク突板MDF
棚板裏にラワン合板
棚板縁にオーク材
塗装／ウレタン塗装

材質／樽材
側板表裏･幕板表にホワイトオーク突板MDF
側板縁にオーク材
幕板裏にラワン合板
座板下桟･取付駒にラバートリー材
アジャスターに樹脂
塗装／ウレタン塗装

ブレンドローテーブル

ブレンドベンチ

スツール（リーベルビターブラウン）

KLV11KM

テレビボード
材質／樽材
側板・仕切板・背板（表・裏）
・幕板（前･表）
・棚板
（表）にホワイトオーク突板MDF/棚板・仕切板の
縁材（前）
・幕板（左右）にオーク材/側板・仕切板・
背板・棚板の木口にホワイトオーク木口貼
耐荷重値：天板：70kg（積載物の最大重量）
塗装／ウレタン塗装

品番

商品名

KLT21KM リビングテーブル

サイズ

重量

価格（税抜）

W1050×D500×H450

15kg ¥120,000

KLC17KM ソファー（リーベルブラウン）

W1660×D840×H880(SH390)

32kg ￥257,000

KLC19KM スツール（リーベルブラウン）

W510×D450×H380(SH380)

5kg

配送

￥49,000

KLC17KM

ソファー（リーベルブラウン）
材質／樽材
木枠にブナ材・合板
座面：本革（牛）
（座部・背部）
合成皮革（背裏部）
塗装／ウレタン塗装

KLT21KM

リビングテーブル
材質／樽材
塗装／ウレタン塗装

KLC19KM

スツール（リーベルブラウン）
材質／樽材
木枠に合板
座面：本革（牛）
・合成皮革（座横部）
塗装／ウレタン塗装

KDT11KM

ブレンドダイニングテーブル 1900
材質／樽材
天板下部にオーク材
脚取付桟・天板反止桟にラバートリー材
塗装／ウレタン塗装
※1900サイズは脚取付位置を選べます。

KDC11KM

ブレンドダイニングチェア
材質／樽材
シート受駒･三角補強駒にラバートリー材
座面：平織布地（オーガ・フォレスト色）
シート部にラワン合板
塗装／ウレタン塗装

オーガ・フォレスト色

品番

商品名

サイズ

重量

価格（税抜）

KDT12KM ブレンドダイニングテーブル 1500 W1500×D900×H690

39kg ¥158,000

KDT11KM ブレンドダイニングテーブル 1900 W1900×D900×H690

45kg ¥178,000

KDC11KM ブレンドダイニングチェア

W424×D529×H954（SH455）

7kg

配送

￥43,000

KDT16KM

ブレンドダイニングテーブル I-1900
材質／樽材
天板下部にオーク材
脚取付桟・天板反止桟にラバートリー材
塗装／ウレタン塗装
※1900サイズは脚取付位置を選べます。

KDC12KM

ブレンドダイニングチェア I

品番

商品名

サイズ

重量

価格（税抜）

KDT17KM ブレンドダイニングテーブル I-1500 W1500×D900×H690

39kg ¥158,000

KDT16KM ブレンドダイニングテーブル I-1900 W1900×D900×H690

45kg ¥178,000

KDC12KM ブレンドダイニングチェア I

W424×D529×H954（SH455）

7kg

￥43,000

配送

材質／樽材
シート受駒･三角補強駒にラバートリー材
座面：合成皮革（マニエラ）シャイニーベージュ色
シート部にラワン合板
塗装／ウレタン塗装

シャイニーベージュ色

KDT15KM

ダイニングテーブルSK-1500
材質／樽材
天板反止桟にラバートリー材
塗装／ウレタン塗装
天板色はグレーン色のみ
脚部色はグレーン色・モルト色から選択可
脚色選択

＊〈写真は脚色：グレーン色〉

グレーン色

モルト色

KDC21KM

ダイニングチェア SK
材質／樽材
後下桟・モタレ上桟にオーク材
三角補強駒にラバ―トリー材
座面：合成皮革（ラルゴ）
リーベルブラウン色
（シート部にラワン材）
塗装／ウレタン塗装
グレーン色のみ

品番

商品名

サイズ

重量

価格（税抜）

KDT13KM ダイニングテーブル SK-850

W850×D850×H690

22kg ¥100,000

KDT14KM ダイニングテーブル SK-1350

W1350×D850×H690

28kg ¥125,000

KDT15KM ダイニングテーブル SK-1500

W1500×D850×H690

30kg ¥135,000

KDC21KM ダイニングチェア SK

W470×D555×H800（SH435）

6kg

￥40,000

KWW11KM

ブレンドワークデスク

材質／樽材
側板・幕板・背板・棚板にホワイトオーク突板MDF
側板縁・背板縁･棚板縁にオーク材／側板木口にホワイトオーク木口貼
天板取付桟にラバートリー材
耐荷重値：天板：50kg（収納物の最大重量）
		
棚板：15kg（収納物の最大重量）
※天板､棚板に搭載するものは､上記耐荷重値を超えないようにしてください｡
塗装／ウレタン塗装

KWW20KM

ブレンドワークスツール
材質／樽材
塗装／ウレタン塗装
品番

商品名

サイズ

KWW11KM ブレンドワークデスク

W1680×D500×H820

KWW20KM ブレンドワークスツール

W450×D398×H570(SH570)

重量

価格（税抜）

39kg ¥135,000
6kg

¥29,000

配送

配送

商品購入のご案内
ご注文方法
お電話または FAX でお申し込みください。ご注文書をお送りさせていただ

［ご注文・お問い合せ先］ 〒 530-8204 大阪市北区堂島 2-1-5 サントリーアネックス 6F

きます。

サントリースピリッツ株式会社

「サントリー樽ものがたり」 ホームページ及び直営店・販売店でもご注文い

TEL

ただけます。（ホームページにて直営店・販売店をご案内しています）
カタログ掲載の価格はすべて消費税抜きの価格です。

樽ものがたりグループ

06-6346-1156 ＦＡＸ 06-6346-1056

（電話受付：9：00 〜17：00 ただし土日祝及びその他弊社指定休日は除く）
［ホームページ］

http://suntory.jp/TARU/

お支払い方法・ご注文の確定
［お振込み先］ 三菱東京ＵＦＪ銀行

大阪営業部 普通
【名義カナ】 サントリースピリッツ（カ

お支払い方法は、 銀行振込またはクレジット決済からお選びいただけます。
お電話又は FAX でお申し込みの場合は銀行振込のみのお取扱いとなります。

2201118

恐れ入りますが、 振込手数料はお客様のご負担にてお願いします。

お支払い方法に銀行振込をお選びの場合、お客様からのご入金をもちましてご注文の確定といたします。
ホームページまたは直営店にてクレジット決済をお選びの場合、クレジットカード利用の承認をもちましてご注文の確定といたします。
ご注文の確定後、 商品在庫などを確認し、 折り返し弊社よりお届け日をご連絡いたします。複数の商品をご注文の場合、お届けが別々の日になることもございます。
また、 在庫がない場合はお届けまで 1 ヶ月程度お待ちいただく場合もございます。ご注文前に納期を確認されたい場合はお問い合わせください。

送料・組立設置料
送料は商品価格に含まれております。
組立又は開梱設置が必要な商品をご注文の場合は、１配送先につき、 組立設置料 10,000 円（税抜）を頂戴します。
組立設置料の対象となる商品には

設置マークをつけております。

■沖縄、 離島など一部地域へのお届けや、 配送枠外のお届けにつきましては、 別途料金をいただく場合がございますのでご了承ください。
■お届け場所や状況によりクレーン等を使用しなくてはならない場合は別途実費が発生しますのであらかじめご了承ください。

商品のお届け
お届けは基本的に玄関先までの配達です。
組立設置料を頂戴した商品については、ご指定の場所に商品を設置して梱包材を持ち帰らせていただきます。
なお、お届け先は国内に限らせていただきます。

ダイニングテーブルの脚間移動
W1900 サイズのダイニングテーブルは、 脚を取り付ける際、内 / 外２通りの取り付け位置が選べます。
ダイニングチェアを 6 脚（片側 3 脚）ご使用の際は、 脚を外側に取り付けてください。
※ W850 ～ 1500 サイズのダイニングテーブルの脚の取り付け位置は外側の１通りのみとなります。

人にやさしい家具
シックハウス症候群などの原因とされるホルムアルデヒド等の放散量を抑えるため、 合板、 繊維版、 パーティクルボード、 接着剤、
塗料にはＦ☆☆☆☆を採用しています。
サントリー樽ものがたり by カリモク の商品は、カリモク家具株式会社製です。各商品には右のシールを貼付しています。

返品・交換
万が一、 商品に不具合がございましたら、 商品到着後 14 日以内にお申し出ください。詳細確認の上、 送料弊社負担にて返品・交換させていただきます。
お客様のご都合による商品発送後の返品・交換はお受けできません。
なお、 商品には樽由来のウイスキーのシミ跡、 釘跡が目立つものもございますが、 樽材を利用した商品の特徴でもありますため、 返品・交換の対象外とさせていただきます。

保証期間
保証期間は３年です。商品に添付されている保証書にご購入日等をご記入のうえ、 大切に保管ください。保証の対象となります商品については、お問合せください。

お手入れ・ご使用上の注意
日頃のお手入れは、 柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。 塗装面のツヤが
消えたり、シミになる場合がありますので、化学ぞうきんは使用しないでください。
濡れた状態が長く続くと表面が白濁したり、 反りの原因になる恐れがあります。
そのまま放置せず、すぐに水分をふき取ってください。
乾燥による反りの原因になりますので、直射日光や冷暖房等が直接当たるところ
へ設置するのは避けてください。

あらかじめご了承ください
■材特有の反り防止やデザイン及び品質保証上、 一部に樽材以外のものを使用する場合が
あります。
■実際の商品の色は樽材の性質上、カタログとは多少異なる場合がございます。
■カタログに掲載されております装飾小物は商品に含まれません。
■カタログにてご案内の商品の価格や仕様は２０１5 年 3 月現在のものです。商品は予告な
く変更になることがございます。
■ 「樽材」とはサントリーウイスキーを貯蔵・熟成するために使用した樽を解体した材のこ
とです。

http://suntory.jp/TARU/

Part13

