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Decoma Design で ePole を開発し

新しい収納システムとして実現さ

せた Gigi のビジネスパートナー。

情熱で ePole の作り出す新たな

空間を世界に広める。

Daniel Ribeiro Daniel Ribeiro 
ダニエル・リベイロ

architect / marketing director

Luigi Mascheroni Luigi Mascheroni 
ルイ－ジ・マスケロー二

architect / brand designer

Decoma Design代表。　通称はGigi。　

イタリアのみならず国内外の数多くの

ブランドの商品デザイン、テクニカル

デザインを手がける。

ePoleは長年培った技術を終結し開発

した。



『収納』の概念を変える「          」

「ePole」はイタリアのDecoma Design studio の 35 年以上にわたる長い経験から生み出されました。
家具が持つべき機能、使う状況を深く考察し、

極めて細かい点にまで注意を払いながら、素材を選定し、
絶妙なバランスで調和された新しい形の収納システムです。

『重要なのは細部のデザイン。そこから始め積み重ねることこそが高品質な製品を生み出す。』

私達が持つ哲学であり「ePole」の心臓そのものです。
そしてまた、「ePole」自体が繊細な仕組みを持つ心臓のように、

一つ一つ重ねる鼓動が情熱を送りだし、様々な世界へと影響を与え、
より柔軟かつ美しく、個性的な空間を作る一歩となっていくでしょう。

私達は今までの概念にとらわれることなく、
美しいライフスペースを彩るデザインを送り出すことに挑戦し続けます。

PhilosophyPhilosophy
理念

デコマ

イーポーリ

デザイン スタジオ



ePole, un nuovo modo di 
pensare alla realizzazione 
di mobili che nasce 
dall’esperienza di oltre 35 anni 
dello studio italiano Decoma 
Design. I componenti, scelti 
con accuratezza e applicati con 
proporzioni armoniose, offrono 
un risultato ed un’atmosfera 
unici. La passione per l’alta 
qualità dei dettagli è il cuore 
pulsante di ePole coerente 
con la nostra filosofia; i prodotti 
nascono dall’interno.
Rileggiamo e interpretiamo 
l’uso specifico di ogni 
funzione che il mobile offre e 
trasformiamo le materie prime 
in prodotti che rispondono 
alle aspettative del mondo 
moderno. L’elettrificazione 
esclusiva wireless offre 
flessibilità e personalizzazione 
per l’organizzazione dello spazio 
interno.

「ePole」はイタリアの  Decoma  Design 
studioの35年以上にわたる長い経験
から生み出されました。

家具が持つべき機能、使う状況を深く
考察し、極めて細かい点にまで注意を
払いながら、素材を選定し、絶妙な
バランスで調和された新しい形の収納
システムです。

『重要なのは細部のデザイン。そこから
始め積み重ねることこそが高品質な
製品を生み出す。』

私達が持つ哲学であり「ePole」の心臓
そのものです。

み組仕な細繊が体自」eloPe「、たまてしそ
を持つ心臓のように、一つ一つ重ねる
鼓動が情熱を送りだし、様々な世界へと
影響を与え、より柔軟かつ美しく、個性的
な空間を作る一歩となっていくでしょう。

私達は今までの概念にとらわれること
なく、美しいライフスペースを彩る
デザインを送り出すことに挑戦し続け
ます。
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Le idee creano l’armonia della tua 
giornata; quando le tue abitudini 
cambiano potresti sorprenderti.

vento, contenitore con struttura in 
alluminio verniciato e vetri in diverse 
finiture.
I montanti intermedi elettrificati 
sostengono ed alimentano diverse 
attrezzature come cassettiere, 
mensole luminose, scarpiere, 
vassoi di cortesia, ecc. 
I cassetti sono accessoriati con 
molteplici combinazioni di elementi, 
colori e materiali. 

あるアイデアがあなたの一日に調和を
生み出します。あなたの生活が変わるとき、
あなたは驚くかもしれません。

vento (ベント)は塗装されたアルミの
フレームとそこに納められた美しい仕上が
りのガラスによって構成された収納です。

収納の中間にある柱から、様々なタイプの
引き出しや、内照式の棚、靴棚、トレイなど
のパーツをサポートすると同時に電気を
供給できるシステムです。またガラスの
代わりに無数の色や素材を組み合わせる
ことができます。

vento
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ベント

Frame

【シングルユニット】
（D612　H2350）

フレーム：アルミ（塗装）

サイド・バック：t6mmガラス

トップ・ボトム：木パネル

（W1025）￥304,000  ( 税別 )
￥257,000  ( 税別 )（W525） （W525）

【ドアユニット】
（D39　H2350）

フレーム：アルミ（塗装）

t4mmガラス

（W1000）￥158,000  ( 税別 )
（W500） ￥79,000  ( 税別 )

【ベースユニット】
（D612　H2350）

フレーム：アルミ（塗装）

サイド・バック：t6mmガラス

トップ・ボトム：木パネル

（W1012.5）￥222,000  ( 税別 )

【ジョイントユニット】
（D612　H2350）

フレーム：アルミ（塗装）

サイド・バック：t6mmガラス

トップ・ボトム：木パネル

（W1012.5）￥243,000  ( 税別 )（W1025）￥283,000  ( 税別 )
￥204,000  ( 税別 ) ￥143,000  ( 税別 ) ￥196,000  ( 税別 )（W512.5）（W512.5）

【エンドユニット】
（D612　H2350）

フレーム：アルミ（塗装）

サイド・バック：t6mmガラス

トップ・ボトム：木パネル

vento
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ガラスシェルフ：ハンガーパイプ・LED付

アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

（W1000）　￥59,000  ( 税別 )
（W500）　￥55,000  ( 税別 )

（W1000）　￥55,000  ( 税別 )
（W500）　￥52,000  ( 税別 )

ガラスシェルフ：LED付

アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

（W1000）　￥418,000  ( 税別 )
（W500）　￥334,000  ( 税別 )

DrawerGlass shelf
ドロアー 1段 H80：フロント /ガラス

ドロアー 1段 H80：- パンツラック付

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

ドロアー 3段：上 2段 H80- フロント /ガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80- ボトム / ガラス

ドロアー 1段：下 1段 H180- フロント /再生革

ドロアー 1段：下 1段 H180- ボトム / ガラス

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80- フロント /ガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80- ボトム / ガラス

ドロアー 1段：下 3段 H180- フロント /再生革

ドロアー 1段：下 1段 H180- ボトム / ガラス

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

Glass shelf - Wardrobe type - Drawer - Option -

（W1000）　￥181,000  ( 税別 )
（W500）　￥141,000  ( 税別 )

（W1000）　￥247,000  ( 税別 )
（W500）　￥203,000  ( 税別 )

（W1000）　－￥25,000  (1 段 / 税別 )
（W500）　－￥15,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革からガラスに変更

（W1000）　－￥34,000  (1 段 / 税別 )
（W500）　－￥19,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革から木パネルに変更

※ ドロアーのサイドパネルは木パネルのみ、トップパネルはガラスのみ、H80 のフロント
パネルはガラスのみです。その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。



10

vento

combination
組合せ

ユニット価格  ￥1,454,000  ( 税別 )

Frame
( W2025　D651　H2350 )
ベースユニット×1

エンドユニット×1

ドアユニット　　×2 ￥842,000  ( 税別 )

ベント

￥118,000  ( 税別 )
Glass shelf
ガラスシェルフ×2

- Wardrobe type - 

Drawer
ドロアー 3段×2 ￥494,000  ( 税別 )
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combination
組合せ

ユニット価格  ￥1,302,000  ( 税別 )

Frame
( W2025　D651　H2350 )
ベースユニット×1

エンドユニット×1

ドアユニット　　×2 ￥842,000  ( 税別 )

￥220,000  ( 税別 )
Glass shelf
ガラスシェルフ×4

￥59,000  ( 税別 )
Glass shelf
ガラスシェルフ×1

- Wardrobe type - 

Drawer
ドロアー 1段×1 ￥181,000  ( 税別 )

その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。
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【ベース /木パネル】
（D30.5   H2350 / 下地パネル付）

アルミフレーム（塗装）木パネル

（W976.5）￥209,000  ( 税別 )
（W476.5）￥187,000  ( 税別 )

【ベース /ミラーパネル】
（D30.5   H2350 / 下地パネル付）

アルミフレーム（塗装）ミラーパネル

※ ベースパネルは建築壁への固定が必要です。建築側に強度がない場合、下地補強が必要になります（別途お見積）。

【ベース /再生革パネル】
（D41   H2350 / 下地パネル付）

アルミフレーム（塗装）レザーパネル (再生革 )

（W976.5）￥230,000  ( 税別 )
（W476.5）￥202,000  ( 税別 )

（W976.5）￥317,000  ( 税別 )
（W476.5）￥267,000  ( 税別 )

（W976.5）￥17,000  ( 税別 )
（W476.5）￥13,000  ( 税別 )

【ボトムパネル】
（D550.5   ｔ31）

木パネル

チーマ

Frame

cima

（※上部 50mm・下部 5mmのクリアランスが必要）
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（W1000）　￥418,000  ( 税別 )
（W500）　￥334,000  ( 税別 )

（W1000）　￥181,000  ( 税別 )
（W500）　￥141,000  ( 税別 )

（W1000）　￥247,000  ( 税別 )
（W500）　￥203,000  ( 税別 )

Drawer
ドロアー 1段 H80：フロント /ガラス

ドロアー 1段 H80：- パンツラック付

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

ドロアー 3段：上 2段 H80   - フロント /ガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80   - ボトム / ガラス

ドロアー 1段：下 1段 H180 - フロント /再生革

ドロアー 1段：下 1段 H180 - ボトム / ガラス

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80   - フロント /ガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80   - ボトム / ガラス

ドロアー 1段：下 3段 H180 - フロント /再生革

ドロアー 1段：下 1段 H180 - ボトム / ガラス

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

Drawer - Option -

Glass shelf

（W976.5）￥56,000  ( 税別 )
（W476.5）￥52,000  ( 税別 )

ガラスシェルフ：LED付

アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

（D505　H35）

（W976.5）￥59,000  ( 税別 )
（W476.5）￥53,000  ( 税別 )

ガラスシェルフ：ハンガーパイプ・LED付

アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

Glass shelf - Wardrobe type - 
（D505　H35）

Shoes shelf

（W976.5）￥84,000  ( 税別 )
（W476.5）￥76,000  ( 税別 )

シューズシェルフ：LED付

スチールフレーム（塗装）t31mm木パネル

（D505　H245）

Wood shelf

（W976.5）￥71,000  ( 税別 )
（W476.5）￥69,000  ( 税別 )

ウッドシェルフ：LED付

スチールフレーム（塗装）t31mm木パネル

（D505　H35）

（D550　H438）

（D550　H838）

（D550　H138）

（W1000）　－￥25,000  (1 段 / 税別 )
（W500）　－￥15,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革からガラスに変更

（W1000）　－￥34,000  (1 段 / 税別 )
（W500）　－￥19,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革から木パネルに変更

※ ドロアーのサイドパネルは木パネルのみ、トップパネルはガラスのみ、H80 のフロント
パネルはガラスのみです。その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。
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combination

￥112,000  ( 税別 )
Glass shelf
ガラスシェルフ×2

組合せ

ユニット価格  ￥1,233,000  ( 税別 )

Frame
( W1953　D598　H2350 )
ベース / 再生革パネル×2

ボトムパネル×2 ￥634,000  ( 税別 )

￥59,000  ( 税別 )
Glass shelf
ガラスシェルフ×1

- Wardrobe type - 

Drawer
ドロアー 1段×1

ドロアー 3段×1

￥428,000  ( 税別 )

チーマ

cima
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combination
組合せ

ユニット価格  ￥1,090,000  ( 税別 )

￥672,000  ( 税別 )
Shoes shelf
シューズシェルフ×8

Frame
( W1953　D598　H2350 )
ベース /木パネル×2 ￥418,000  ( 税別 )

その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。
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（W1000）　－￥25,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革からガラスに変更

（W1000）　－￥34,000  (1 段 / 税別 )

ドロアーフロントパネル：

下段H180・再生革から木パネルに変更

価格  ￥388,000  ( 税別 )

Drawer - Option -

ドロアー 5段：上 2段 H80   - フロント /ガラス

ドロアー 5段：上 2段 H80   - ボトム / ガラス

ドロアー 1段：下 3段 H180 - フロント /再生革

ドロアー 1段：下 1段 H180 - ボトム / ガラス

トップ：アルミフレーム（塗装）t4mmガラス

（W938  D550  H879）

イースラー

Isla

※ ドロアーのサイドパネルは木パネルのみ、トップパネルはガラスのみ、H80 のフロント
パネルはガラスのみです。その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。
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accessories

その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。

アクセサリー

タイプ A

ボトム：再生革 (スムース )or マイクロファイバー

ディバイダ：アルミ /塗装

Drawer Accessories

￥19,000  ( 税別 )

ハンガー：木 (ダークウッドのみ )

ハンガー：一部再生革 (スムース )

￥6,000  ( 税別 )

リングハンガー：木 (ダークウッドのみ )

Hanger

（W832）￥43,000  ( 税別 )

タイプ B

ボトム：再生革 (スムース )or マイクロファイバー

ディバイダ：アルミ / 塗装

アクセサリーレスト：マイクロファイバー

ウォッチレスト：マイクロファイバー

（W832）￥86,000  ( 税別 )
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vento

電源について

設置には 100v 電源が必要です。

電源ユニットは、天板の上部、もしくは地板の裏面に設置します。

電源ユニットからのプラグ電源コードは 2mです。

照明スイッチについて

照明のON / OFF は、いずれかになります。

A: 建築側スイッチパネルでのON / OFF → 予め、建築側で配線工事が必要になります。

B: 建築とは別途のリモコンでON / OFF→ 調光可能なリモコンスイッチが必要です（￥17,000 税別）。

※ 建築側の配線工事など、電気工事関係は弊社での請負外となります。

その他、現場条件により、別途工事が発生する場合がありますので、まずはご相談ください。

ベント

電源ユニット

電源ユニット

コード長さ 2m

コード長さ 2m

100v 電源と接続

100v 電源と接続

【天板上部設置タイプ】 【地板下部設置タイプ】
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電源について

設置には 100v 電源が必要です。

電源ユニットは、バックパネルの裏面に設置します（パネル裏側の壁面にコンセントをご用意ください）。

電源ユニットからのプラグ電源コードは 2mです。

照明スイッチについて

照明のON / OFF は、いずれかになります。

A: 建築側スイッチパネルでのON / OFF → 予め、建築側で配線工事が必要になります。

B: 建築とは別途のリモコンでON / OFF→ 調光可能なリモコンスイッチが必要です（￥17,000 税別）。

※ 建築側の配線工事など、電気工事関係は弊社での請負外となります。

その他、現場条件により、別途工事が発生する場合がありますので、まずはご相談ください。

cima
チーマ

その他の仕様や詳細につきましてはお問合せ下さい。

電源ユニット

コード長さ 2m

100v 電源と接続

【ベースパネル裏部設置】
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塗装

epoxy painted

VE04
moka

VE05
brown

VE06
metal grey

VE01
bianco

VE02
titanio

VE03
piombo

VE07
nero

VE08
bronzo

VE09
bronzo anodic

VE10
oro

VE11
mineral

SABLÈ
LR39
great

PAGLIA 
LR22 
valley

FRONDA
S156
fortezza

ALPACA
FC42
liegi

PRIMOFIORE
FC33
arzignano

木パネル

Wood panel
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ここに表示されている色はあくまでも目安です。
実際の素材とは異なる場合があります。カラー見本
ならびにその他の情報についてはお問合せ下さい。

再生革 (スムース )

regenerated leather smooth

EL01
sabbia

EL02
visone

EL03
antracite

EL04
cacao

EL05
aragosta

EL06
bordeaux

EL07
petrolio

EL08
oliva

マイクロファイバー

microfibre

MI01
sabbia

MI02
tortora

MI03
cacao

MI04
aragosta

MI05
chianti

MI06
prugna

MI07
oceano

MI08
foresta

ガラス

transparent glass

VT02
extrachiaro

VT03
fumè

VT04
bronzo
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殿町出入口大師出入口
↑至東京

↑

JR
川崎駅

↑至横浜

↑東扇島秀光 塩浜工場

国道409号

国道132号

夜光交差点

産業道路

貨
物
線

至羽田空港

ショールーム見学をご希望の際は必ずご予約下さい（03-6434-7450）

赤坂 Showroom（HIDEOショールーム内）

107-0062 東京都港区赤坂3-3-3 住友生命赤坂ビル1F
（HIDEOショールーム内）

東京メトロ銀座線・丸の内線 A10出口より徒歩5分

平日10:00～18:00

川崎 Factory Showroom

210-0826 川崎市川崎区塩浜3-24-2
（ 秀光塩浜工場1F）

JR川崎駅から車で15分（ご予約で送迎いたします）

平日9:00～17:00

メキシコ大使館

日比谷高校

日枝神社

山王下

衆議院議長公邸

弁慶池 永田
町

赤坂見附

赤
坂
見
附

青山通り

外
堀
通
り

一ツ木通〒

A10 出口

朝日生命
赤坂ビル
HIDEO

赤坂
エクセル東急

showroom



www.gigi-japan.com
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