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IB-C1741

IB-C1742

IB-C1746

IB-C1747

IB-C1741 ￥7,560（税抜￥7,000）

IB-C1742
IB-C1746
IB-C1747 ￥6,480（税抜￥6,000）
サイズ：250×118×H50mm

キャラメルブラウン

ダークブラウン

ブラック

ナチュラル

IB-P1641

IB-P1642

IB-P1646

IB-P1647

IB-P1641 ￥5,400（税抜￥5,000）

IB-P1642
IB-P1646
IB-P1647 ￥4,860（税抜￥4,500）
サイズ：205×90×H30mm

キャラメルブラウン

ダークブラウン

ブラック

ナチュラル

paume( ポーム ) にはフランス語で「手のひら」という意味があります。
手のひらのように柔らかく温かい “小さな場所” を作りました。
ハンドタオル、メガネ、キーチェーン、アクセサリーなどはもちろん
スイーツなど、様々なものの “場所” に使っていただきたい製品です。

momento( モメント ) はイタリア語で
「瞬間・ひととき」という意味です。
大切な方と過ごす時間、ご自分でゆったりと過ごす時間。
そんなときに使っていただきたいスリムなカトラリーバスケット。

天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。

2019.09
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO http://bunaco.jp NEW ARRIVAL

- ポーム -

- モメント -



天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。

2019.09
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO http://bunaco.jp

IB-T911 ￥9,720（税抜￥9,000）

IB-T912
IB-T916
IB-T917 ￥8,640（税抜￥8,000）
サイズ：285×165×H110mm

キャラメルブラウン

ダークブラウン

ブラック

ナチュラル

そよ風に揺られるような柔らかいフォルムのティッシュボックスケース swing。
直線的な角型のティッシュボックスを、ブナコの得意な「曲線で包み込む」ことで生まれた
柔らかい形がお部屋の中で主張しすぎず、空間をオシャレにします。

-Tall size-
IB-C931

IB-C932
IB-C936 ￥8,640（税抜￥8,000）

￥9,720（税抜￥9,000）

サイズ：φ150×H78mm　アクリルフタ付
ダークブラウン
ブラック

ナチュラル

-Reguler size-
IB-C941

IB-C942
IB-C946 ￥7,560（税抜￥7,000）

￥8,640（税抜￥8,000）

サイズ：φ150×H58mm　アクリルフタ付

ダークブラウン
ブラック

ナチュラル
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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IB-C131 ￥7,560（税抜￥7,000）

IB-C132
IB-C136
IB-C137 ￥6,480（税抜￥6,000）
サイズ：240×182×H45mm

キャラメルブラウン

ダークブラウン

ブラック

ナチュラル

Bien( ビエン ) にはスペイン語で「良い」という意味があります。
「シンプルで主張せず、何にでも使えて素敵な器が欲しい」
Bien はそんなお客様の声から生まれました。

piccolo( ピッコロ ) はイタリア語で「小さい」という意味です。
手の中に入るほどの可愛いサイズと柔らかいフォルムには
一度手にとると、ずっと持っていたくなる不思議な魅力があります。

piccolo 273 ￥10,800（税抜￥10,000）

piccolo 272 ￥3,780（税抜￥3,500）
サイズ：140×100×H35mm
カラー：ナチュラル

3pieces

1piece
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO Cosmetic Boxhttp://bunaco.jp

IB-C627
oval type L

￥7,560（税抜￥7,000）
サイズ：325×140×H50mm

ナチュラル

oval type M
￥5,400（税抜￥5,000）

サイズ：265×119×H50mm
IB-C626 ナチュラル

oval type S
￥4,320（税抜￥4,000）

サイズ：205×98×H50mm
IB-C625 ナチュラル

※Cosmetic Box は水（液体）を溜めたり、バスルームでの使用はできません。

IB-C723
oval type L

￥7,560（税抜￥7,000）
サイズ：325×140×H50mm

ダークブラウン

oval type M
￥5,400（税抜￥5,000）

サイズ：265×119×H50mm
IB-C722 ダークブラウン

oval type S
￥4,320（税抜￥4,000）

サイズ：205×98×H50mm
IB-C721 ダークブラウン

IB-C623
oval type L

￥7,560（税抜￥7,000）
サイズ：325×140×H50mm

ライトブラウン

oval type M
￥5,400（税抜￥5,000）

サイズ：265×119×H50mm
IB-C622 ライトブラウン

oval type S
￥4,320（税抜￥4,000）

サイズ：205×98×H50mm
IB-C621 ライトブラウン



2019.09
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。

SB-P842 SB-P852SB-P832

SB-P842
SB-P852 ￥5,400（税抜￥5,000）
サイズ：110×110×H117mm
カラー：ブラック

twist　oval

twist　square

SB-P832 twist　triangle

SB-P846 SB-P856SB-P836

SB-P846
SB-P856 ￥5,400（税抜￥5,000）
サイズ：110×110×H117mm
カラー：ダークブラウン

twist　oval

twist　square

SB-P836 twist　triangle

twist　oval

twist　square

twist　triangleSB-P837
SB-P847
SB-P857 ￥5,400（税抜￥5,000）
サイズ：110×110×H117mm
カラー：キャラメルブラウン

SB-P847SB-P837 SB-P857

Pen Stand
ねじったような独特なフォルムが特徴的。
お気に入りのステーショナリーを入れて、デスクまわりをスタイリッシュに
まとめます。
中にはマットがついているので、音が少なく、優しさも嬉しいペンスタンドです。
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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- square type -
SB-P812
SB-P816 ￥6,480（税抜￥6,000）
サイズ：230×100×H20mm

ダークブラウン
ブラック

SB-P812

SB-P816

（税抜￥5,000）

- oval type -
SB-P822
SB-P826 ￥5,400
サイズ：230×100×H20mm

ダークブラウン
ブラック

SB-P826

SB-P822

サイズ：280×80×H80mm

SB-L1172
SB-L1176
SB-L1177 ￥7,560（税抜￥7,000）

ブラック

ダークブラウン

キャラメルブラウン

- Long -

サイズ：145×60×H100mm

SB-L1182 ブラック

SB-L1186 ダークブラウン

SB-L1187 ￥5,400（税抜￥5,000）キャラメルブラウン

- Short -

デスクの上で、つい煩雑になってしまう手紙の整理に最適なレターホルダー。
ロングサイズには長形 3 号サイズの封筒が、ショートサイズにはハガキが
ぴったりと入ります。デスクまわりをスッキリとした素敵な空間に演出できます。

SB-L1176SB-L1172 SB-L1177

SB-L1186SB-L1182 SB-L1187

Pen Tray
ステーショナリーだけではなく、メガネやアクセサリーなど
様々なものの “場所” としてお使い頂けます。
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( 受注生産 ) と記載のある製品は、受注後、約 3週間後の納品となります。
天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO DustBox Twisthttp://bunaco.jp

Twist：ねじったような独特なフォルムが特徴的なダストボックスです

（税抜￥18,000）IB-D8111
IB-D8112
IB-D8114
IB-D8116

￥19,440

（税抜￥15,000）￥16,200

Twist Ⅱ  L

サイズ：250×250×H310mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥12,000）IB-D9141
IB-D9142
IB-D9144
IB-D9146

￥12,960

（税抜￥10,000）￥10,800

Twist Ⅱ  M

サイズ：225×225×H280mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥10,000）IB-D9151
IB-D9152
IB-D9154
IB-D9156

￥10,800

（税抜￥8,000）￥8,640

Twist Ⅱ  S

サイズ：205×205×H240mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥18,000）IB-D8211
IB-D8212
IB-D8214
IB-D8216

￥19,440

（税抜￥15,000）￥16,200

Twist Ⅲ  L

サイズ：250×250×H310mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥12,000）IB-D9241
IB-D9242
IB-D9244
IB-D9246

￥12,960

（税抜￥10,000）￥10,800

Twist Ⅲ  M

サイズ：225×225×H280mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥10,000）IB-D9251
IB-D9252
IB-D9254
IB-D9256

￥10,800

（税抜￥8,000）￥8,640

Twist Ⅲ  S

サイズ：205×205×H240mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック
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( 受注生産 ) と記載のある製品は、受注後、約 3週間後の納品となります。
天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。

Twist：ねじったような独特なフォルムが特徴的なダストボックスです

Material : Natural wood （BUNA : beech）
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（税抜￥18,000）IB-D8311
IB-D8312
IB-D8314
IB-D8316

￥19,440

（税抜￥15,000）￥16,200

Twist Ⅳ  L

サイズ：260×250×H310mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥12,000）IB-D9341
IB-D9342
IB-D9344
IB-D9346

￥12,960

（税抜￥10,000）￥10,800

Twist Ⅳ  M

サイズ：237×230×H280mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥10,000）IB-D9351
IB-D9352
IB-D9354
IB-D9356

￥10,800

（税抜￥8,000）￥8,640

Twist Ⅳ  S

サイズ：215×210×H240mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

DustBox Tube

（税抜￥12,000）IB-D8411
IB-D8412
IB-D8414
IB-D8416

￥12,960

（税抜￥10,000）￥10,800

Tube Ⅳ  M

サイズ：φ220×H310mm
ダークブラウン

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

（税抜￥10,000）IB-D8421
IB-D8422
IB-D8424
IB-D8426

￥10,800

（税抜￥8,000）￥8,640

Tube Ⅳ  S

サイズ：φ180×H240mm
ダークブラウン

（受注生産）

（受注生産）

（受注生産）

（受注生産）

ローズ

ナチュラル

ブラック

DustBox TwistとDustBox Tube の
カラーバリエーションはナチュラル、ブラック、
ローズ、ダークブラウンの４色になっています。
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( 受注生産 ) と記載のある製品は、受注後、約 3週間後の納品となります。
天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO

DustBox Coil

http://bunaco.jp

（税抜￥15,000）IB-D911
IB-D912
IB-D913
IB-D914

￥16,200

（税抜￥13,000）￥14,040

Coil  L

サイズ：φ250×H250mm
ローズ

（受注生産）

ブラウン

ナチュラル

ブラック

（税抜￥12,000）IB-D971
IB-D972
IB-D973
IB-D974

￥12,960

（税抜￥10,000）￥10,800

Coil  M

サイズ：φ220×H220mm
ローズ

（受注生産）

（受注生産）

（受注生産）

（受注生産）

ブラウン

ナチュラル

ブラック

DustBox Oval

（税抜￥18,000）IB-D3311

IB-D3317

￥19,440

（税抜￥16,000）￥17,280
サイズ：300×160×H300mm

キャラメルブラウン

（受注生産）ナチュラル

DustBox Coilのカラーバリエーションは
ナチュラル、ブラック、ブラウン、ローズの
４色になっています。
ダークブラウンは特注対応品となっています。
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO Stoolhttp://bunaco.jp

￥43,200（税抜￥40,000）
サイズ：φ330×H430mm
本体カラー：ライトブラウン

座面　布張り地仕様

サイズ：φ330×H430mm

IB-S405
￥48,600（税抜￥45,000）

本体カラー：ライトブラウン
座面カラー：黒本革

designed by Shinomoto Takuhiro

IB-S124
チョコブラウン

IB-S127
トワイライトグレー

IB-S121
ライトベージュ

IB-S158
レッド

IB-S031
アップルグリーン

IB-S109
レモンイエロー

本体カラーをお選びいただけます。
詳しくは１3ページの、マイスツール システムをご覧ください。
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座面　布張り地仕様

天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。 Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO Entrance Stoolhttp://bunaco.jp

￥41,040（税抜￥38,000）
サイズ：φ330×H370mm
本体カラー：ライトブラウン

標準サイズのスツールより6cm低いタイプです。
玄関で靴を履くとき、脱ぐときに大変使いやすい
高さにしてあります。
もちろん、室内用としてもお使いいただけます。

IB-S627
トワイライトグレー

IB-S624
チョコブラウン

サイズ：φ330×H370mm

IB-S615
￥46,440（税抜￥43,000）

本体カラー：ライトブラウン
座面カラー：黒本革

本体カラーをお選びいただけます。
詳しくは１3ページの、マイスツール システムをご覧ください。
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( 受注生産 ) と記載のある製品は、受注後、約 3週間後の納品となります。
天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。

サイズ：380×380×H370mm

IB-S729
￥54,000（税抜￥50,000）

本体カラー：ナチュラル
座面カラー：黒布張り地仕様

（受注生産）

サイズ：380×380×H370mm

IB-S758
￥54,000（税抜￥50,000）

本体カラー：ナチュラル
座面カラー：赤布張り地仕様

（受注生産）

サイズ：φ330×H370mm

IB-S327
￥41,040（税抜￥38,000）

本体カラー：キャラメルブラウン
座面カラー：合成皮革ライトブラウン

サイズ：φ330×H430mm

IB-S317
￥43,200（税抜￥40,000）

本体カラー：キャラメルブラウン
座面カラー：合成皮革ライトブラウン

Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO Stoolhttp://bunaco.jp
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。
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Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO My Stoolhttp://bunaco.jp

座面はこちらの10種類からお選びください

本体カラーはこちらの４色からお選びください

Type

Body Color

BUNACO MY STOOLとは、お好きなスツール タイプ、本体カラー、座面を
組み合わせて、オリジナルのスツール をご注文いただくシステムです。

シンプルで座りやすい、
標準サイズのスツール です。

標準サイズのスツールより6cm低い
タイプです。玄関先で腰掛けて靴を
履くとき、脱ぐときにとても便利です。

タイプを2種類からお選びください

￥48,600
￥43,200

（税抜￥45,000）

（税抜￥40,000）

￥46,440
￥41,040

（税抜￥43,000）

（税抜￥38,000）
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天然ブナ材を使用しているため、木目・色は一点一点異なります。
お手入れは、水をしぼった柔らかい布でお拭きください。
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Material : Natural wood （BUNA : beech）

Loud Speaker

BF30DB-W10 BF18NA-W5  /  BF18DB-W5
BF18BK-W5  /  BF18CB-W5

「聴く」から「体感する」時代へ
BUNACO独自の製法だからこそ実現した音を体感するスピーカー
ギターの弦の微かにきしむ音
奏者の静かな息継ぎ
音に命が吹き込まれた瞬間をブナの木が貴方に伝えます

※本製品は、アンプ非内蔵スピーカーです。
　正常にお使いいただくためには、別途パワーアンプ（電力増幅器）
　もしくはそれに準じる機能付きオーディオ機器をご用意ください。

BF30DB-W10

【2台 1組】
（税抜¥280,000）
¥302,400

サイズ：φ300×D420mm

BF18NA-W5
（税抜¥180,000）
¥194,400
【2台 1組】

サイズ：φ180×D216mm

BF18DB-W5
BF18BK-W5

BF18CB-W5
（税抜 ¥150,000）
¥162,000

【2台 1組】
サイズ：φ180×D216mm

スピーカーユニット：10cm　ウッドコーン　フルレンジ
再生周波数域：72.4Hz～16kHz
インピーダンス：6Ω
音圧レベル：86.5dB
最大入力：30W

スピーカーユニット：5cm　ウッドコーン　フルレンジ
再生周波数域：160.5Hz ~ 20kHz
インピーダンス：4Ω
音圧レベル：82dB
最大入力：7W

受注生産となっております。受注後、約 1ヶ月後に納品となります。

キャラメルブラウン

ダークブラウン

ダークブラウン

ブラック

ナチュラル
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