人がつくりだすあらゆるモノは、デザインされている。
あなたの部屋に置かれている家具・家電・小物。今、着ている服。いつも使っている道具。
この世界のどこかで、それらは誰かがデザインし、誰かがつくっている。
そして、それらは選びとったあなたの好みやセンスを映し出して、そこにある。
あなたの求める便利さ・美しさ。どの要素を満たしていたのか、すべてを満たしていたのか、あるいは妥協があったのか。
誰もが「コレだよ。コレが欲しかったんだよ」と思えるモノに出会いたいと願っている。
お気に入りのモノたちに囲まれて暮らしたいと望んでいる。
"I'm D"は、岩谷マテリアルがそんな声にお応えして始動したデザインプロジェクト。
美しく、そして機能的な生活用品。もっとすてきな暮らしのために。

Grid Container

品名：グリッドコンテナー
キューブ
上代：2,800（税別）
製品サイズ：
約幅30×奥行き30×高さ
30.2cm(折りたたみ時10.3cm）
製品重量：約1.5kg
容量：20L
材質：ポリプロピレン
原産国：日本
ホワイト
JAN：4980356300374

ホワイト
JAN:498035630009
1

ブラック
JAN:4980356300367

ブラック
JAN：4980356300084

グレー
JAN：4980356300381

グレー
JAN：
4980356300282

グリーン
JAN：4980356300350

グリーン
JAN：4980356300077

品名：グリッドコンテナー スタン
ダード
上代：￥4,000（税別）
製品サイズ：
約幅60×奥行き30×高さ30.2cm
（折りたたみ時10.3cm）
製品重量：約2.54kg
容量：38.5L
材質：ポリプロピレン
原産国：日本

RETTO

品名：RETTO＜レットー＞湯手おけ ホワイト
上代：￥1,500（税別）
品番：RETYT W
JAN：4980356012222
製品サイズ：約幅25×奥行き24×高さ13.5cm
製品重量：約0.27kg
材質：ポリプロピレン
原産国：日本

品名：revolc＜レボルク＞バスチェアーＬ
上代：￥4,300（税別）
品番：REVL W（ホワイト）
JAN：4980356012185
製品サイズ：約幅29cm×奥行き29cm×高さ
42cm
製品重量：約1.05kg
材質：座面／ポリプロピレン・パイプ／アルミ
ニウム・足キャップ／ポリエチレン
梱包サイズ：約幅37×奥行き37×高さ54cm
原産国：日本

品名：RETTO＜レットー＞湯手おけ
ライトブラウン
上代：￥1,500（税別）
品番：RETYT BR
JAN：4980356019245
製品サイズ：約幅25×奥行き24×高さ13.5cm
製品重量：約0.27kg
材質：ポリプロピレン
原産国：日本

品名：RETTO＜レットー＞Aラインチェア
上代：￥6,300（税別）
品番：RETALCH W
JAN：4980356300336
製品サイズ：約幅40×奥行き35.5×高さ47cm
座面高さ：34.8cm 製品重量：２kg 垂直耐荷重：100kg
積み重ね数：4脚まで
材質：本体／ポリプロピレン・脚キャップ／オレフィン
系エラストマー
耐熱温度：80°C 耐冷温度：0°C
原産国：日本

品名：RETTO＜レットー＞湯手おけ A
上代：1,500（税別）
品番：RETYTA W
JAN：4980356300343
製品サイズ：約幅25×奥行き24×高さ13.5cm
製品重量：約0.27kg
材質：ポリプロピレン
耐熱温度：80°C
原産国:日本

品名：RETTO＜レットー＞ティッシュケース
上代：￥2,500（税別）
品番RETTC BR（ブラウン）
JAN：4980356012451
製品サイズ：約幅26.3×奥行き13.4×高さ8.9cm
製品重量：約0.4kg
ティッシュ適用サイズ：高さ6.8cm
材質：カバー・底板／ABS樹脂
原産国：日本

品名：RETTO＜レットー＞コンフォートチェアM
上代：￥6,300（税別）
品番：RETCMFM W（ホワイト）
JAN：4980356019139
製品サイズ：約幅43.4×奥行き31×高さ36（座面高さ31）cm
材質：座面・インナーキャップ ／ポリプロピレン
脚キャップ／ポリエチレン 脚／アルミニウム
耐熱温度：ポリプロピレン／100℃ ポリエチレン／60℃
原産国 ：日本

品名：RETTO＜レットー＞ソープディッシュ
上代：￥600（税別）
JAN : ブラウン 4980356012437 ホワイト 4980356012376
品番：RETSO BR（ブラウン）・ RETSO W（ホワイト）
製品サイズ：約幅13.2×奥行き9.6×高さ2.3cm
製品重量：約0.045kg
材質：ABS樹脂
梱包重量：約2.5kg
原産国：日本

RETTO

品名：RETTO＜レットー＞ディスペンサー
上代：￥1,500（税別）
品番：ホワイトRETDS W ・ブラウンRETDS BR
JAN : ホワイト 4980356012369 ブラウン 4980356012420
製品サイズ：約幅6.6×奥行き6.6×高さ19cm
容量：360ml
製品重量：約0.135kg
材質：本体、フタ／ABS樹脂・ポンプ／ポリプロピレン
・パイプ／ポチエチレン・パッキン／エラストマー
原産国：日本

品名：RETTO＜レットー＞ディスペンサー L
上代：￥1,700（税別）
品番：RETDSL SW（シャンプー）RETDSL CW（コンディショナー） RETDSL
BW（ボディソープ）
JAN：シャンプー 4980356017807 コンディショナー 4980356017821 ボディ
ソープホワイト 4980356017814
製品サイズ：約幅8×奥行き8.6×高さ23cm
製品重量：約0.13kg
容量：約800ml
材質：本体、フタ、ポンプ／ポリプロピレン・パイプ／ポリエチレン
原産国：日本

品名：ディスペンサーマーカー
上代：￥400（税別）
品番：DSMSCB
JAN：4980356019214
製品サイズ：約幅4.4×奥行き6.4×高さ0.3cm
耐熱温度:200℃
材質：シリコーンゴム
原産国：タイ

ENOTS

品名：ENOTS＜エノッツ＞ミニマルチェア
上代：￥8,000（税別）
品番 ： ﾎﾜｲﾄ ENOMCH W グレーENOMCH GY オレンジ ENOMCH OR グリーンENOMCH G
JAN : ﾎﾜｲﾄ 980356300107 ｸﾞﾚｰ 4980356300114 ｵﾚﾝｼﾞ4980356300121ｸﾞﾘｰﾝ 4980356300138
製品サイズ：幅36×奥行き33×高さ56cm
座面高さ：40.5cm 製品重量：2.1kg 垂直耐荷重：100kg
材質：本体／ポリプロピレン、ガラス繊維・脚キャップ／ポリエチレン
積み重ね数：8脚まで
原産国：日本

品名：ENOTS＜エノッツ＞サイドテーブル
上代：￥4,000（税別）
品番：ENOST WW（Wホワイト）ENOST WBE（Wベージュ）
JAN： ホワイト 4980356300022 ベージュ 4980356300039
製品サイズ：約幅23.4×奥行き33.4×高さ37cm
製品重量：約0.95kg 容量：9.4Ｌ 対応ポリ袋：42×50cm以上、
または取っ手付きポリ袋Lサイズ（30×55cm）以上
材質：本体・フタ／ABS樹脂・袋止め／鋼（三価ユニクロムメッ
キ）
原産国：日本

品名：ENOTS＜エノッツ＞ サイドワゴン
上代：￥6,500（税別）
品番：ENOSWGH W
JAN ： 4980356300299
製品サイズ：約幅40× 奥行20× 高さ49cm
製品重量：約2kg
容量：本体／13.5 Ｌトレー／6L
耐荷重：スライドトレーの上に均等荷重2kgまで
材質：本体、トレー、補強パーツ、スライドトレー
／ABS 樹脂・キャスター／ポリプロピレン
原産国：日本

TAOG

品名：TAOG＜タオ＞スリムティッシュケース
上代：￥2,000（税別）
品番：TAOGSTC W（ホワイト） TAOGSTC BK（ブラック） TAOGSTC BE（ベージュ）
JAN : ホワイト 4980356017661 ブラック 4980356017678 ベージュ 4980356017722
製品サイズ：約幅9.6×奥行き10.7×高さ25cm
製品重量：約0.23kg
適合ティッシュ：長いタイプ24.5～23cm（箱ティッシュなど） 短いタイプ18.5～21cm（箱なしティッシュなど）
ティッシュの適正な量：1ケース（150～200組）の約半分程度（厚さ約3cm）
材質：本体、フタ／ABS樹脂 ・ホルダー、底上げ台／ポリプロピレン
原産国：日本

品名：TAOG＜タオ＞ウエットティッシュケース
上代：￥2,000（税別）
品番：TAOGWTC W（ホワイト） TAOGWTC BK（ブラック）
JAN : ホワイト 4980356017838 ブラック 4980356017845
製品サイズ：約幅10.4×奥行き10.8×高さ20.7cm
製品重量：約0.191kg
ウェットティッシュの枚数の目安：70～150枚 大容量タイプのものや厚手のものはご使用できません。
材質：本体、中フタ、上フタ／ポリプロピレン・パッキン、出し口／シリコーンゴム
原産国：日本

Kcud

品名：kcud＜クード＞ラウンドペール
上代：￥3,600（税別）
品番：KUDRP W（ホワイト）KUDRP GY（グレー）
JAN : ホワイト 4980356300312 グレー 4980356300329
製品サイズ：約幅33.5×奥行き32.4×高さ47.4cm
製品重量：約1.6kg
容量：26L
対応ポリ袋：30L（50×70cm）以上
材質：ポリプロピレン
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞ラウンドロック
上代：￥3,000（税別）
品番：KUDRL ABE（Aベージュ）・KUDRL ABG（A
ブルーグリーン）
JAN ： Aベージュ 4980356019085
ブルーグリーン 4980356019092
製品サイズ：約幅25.1×奥行き27.1×高さ34.6cm
製品重量：約0.72kg
容量：12.4L
対応ポリ袋：36×50cm以上、または20L以上・取っ
手付きポリ袋Lサイズ（30×55cm）以上
材質：本体、フタ、ロック、袋止め／ポリプロピレン
・パッキン／シリコーンゴム
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞ワイドペダルペール
上代：￥5,000（税別）
品番：ホワイト KUDWD W AブルーグリーンKUDWD ABG
JAN ： ホワイト 4980356019399 Aブルーグリーン 980356019382
製品サイズ：約幅44.5×奥行き27×高さ55cm
製品重量：約2.3kg
容量：39L
対応ポリ袋：45L（65×80cm）以上または取っ手付きポリ袋LLサイ
（45×54cm）以上
材質：本体、フタ、ペダル、キャスター／ポリプロピレン
・袋止め／鋼（三価ユニクロムメッキ）・ロッド／ステンレス キャ
スター外周、取っ手／オレフィン系エラストマー、スチレン系エラ
ストマー、 ポリエチレン
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞ラウンドロック
上代：￥3,200（税別）
製品サイズ：約幅25.1×奥行き27.1×高さ34.6cm
製品重量：約0.72kg
容量：12.4L
対応ポリ袋：6×50cm以上、または20L以上
取っ手付きポリ袋Lサイズ（30×55cm）以上
材質：本体、フタ、ロック、袋止め／ポリプロピレン
・パッキン／シリコーンゴム
原産国：日本

ブラウン 品番: KUDRL BR
JAN:4980356017777

オレンジ 品番: KUDRL OR
JAN:4980356017784

ホワイ ト 品番: KUDRL W
JAN:4980356017753

ブラック 品番: KUDRL BK
JAN:4980356017760

品名：kcud＜クード＞SQUARE プッシュペール
上代：￥4,000（税別）
品番：KUDSQ ABE（Aベージュ） KUDSQ ABG（Aブルーグリーン）
KUDSQ ABR（オールブラウン）
JAN : Aベージュ 4980356019047・Aブルーグリーン 4980356019054
オールブラウン 4980356019061
製品サイズ：約幅25.2×奥行き25.2×高さ58.8cm
製品重量：約1.52kg 容量：24Ｌ
対応ポリ袋：30L(50×70cm)以上または取っ手付レジ袋
材質：本体、フタ、キャスター／ポリプロピレン・キャスター外周／オレ
フィン系エラストマー、 スチレン系エラストマー､ポリエチレン ・袋止め／
鉄 ・バネ／ステンレス
原産国：日本

品名：kcｕd＜クード>SQUAREプッシュベール
上代：￥4,200（税別）
品番：KUDSQ WW／ JAN:4980356014646
製品サイズ：約幅25.2×奥行き25.2×高さ58.8cm
製品重量：約1.52kg 容量：24Ｌ
対応ポリ袋：30L(50×70cm)以上または取っ手付レジ袋
材質：本体フタ､キャスター／ポリプロピレン・キャス
ター外周／オレフィン系エラストマースチレン系エラス
トマー､ポリエチレン・袋止め／鉄 ・バネ／ステンレス
原産国：日本

Kcud

品名：kcud＜クード＞シンプル ワイド
上代：￥4,400（税別）
品番：KUDSP WDW（ホワイト） ・KUDSP WDGY（グレー）・KUDSP
WDBK（ブラック）
JAN ：ホワイト 4980356300251 グレー 4980356300268 ブラック
4980356300275
製品サイズ：約幅40.2×奥行き24.2×高さ55cm
製品重量：約2kg 容量：36L
対応ポリ袋：45L（65×80cm）以上または取っ手付きポリ袋LLサイ
（45×54cm）以上
材質：本体、フタ、キャスター／ポリプロピレン・袋止め／鋼（三価ユニクロ
メッキ）・ワク／ABS樹脂
原産国：日本

品名：kcud ｍｉｎｉスリムペタル#２０
上代：￥3,800（税別）
品番：KUD20 R ／JAN：4980356012000
製品サイズ：幅 約21×奥行き 約33×高さ 約47cm
製品重量：約1.6kg 容量：20 L／対応ポリ袋：20 L（50×60cm）以上
または取っ手付ポリ袋Ｌサイズ（30×55cm）以上×2枚
材質：本体、フタ、袋止め、キャスタ-／ポリプロピレン・ペタル、
ロッド／ＡＢＳ樹脂・キャスタ-外周／オレフィン系エラストマ－、ス
チレン系エラストマ－、ポリエチレン・取っ手／オレフィン系エラスト
マ－、スチレン系エラストマ－、ポリエチレン
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞シンプル スリム
上代：￥4,400（税別）
品番：KUDSP SLBK／JAN： 4980356300244
製品サイズ：約幅21.5×奥行き42.5×高さ55cm
製品重量：約1.96kg 容量：36L
対応ポリ袋：45L（65×80cm）以上または取っ
手付きポリ袋LLサイズ（45×54cm）以上
材質：本体、フタ、キャスター／ポリプロピレ
ン
・ 袋止め／鋼（三価ユニクロメッキ）・ワク／
ABS樹脂
原産国:日本

品名：kcud＜クード＞スタックボックス
上代：￥2,800（税別）
品番：KUDSB W（ホワイト） ・KUDSB BE（ベージュ） ・KUDSB BG（ブルーグリーン） KUDSB BR（ブラウン）
JAN ：ホワイト 4980356019153 ベージュ 4980356019160 ブルーグリーン 4980356019177 ブラウン 980356019184
製品サイズ：約幅17.6×奥行き33.3×高さ26.3cm 製品重量：約0.94kg ・容量：10L
対応ポリ袋：45×50cm以上、取っ手付きポリ袋LLサイズ（45×54cm）以上最大積段数：4段まで ・最下段のフタの対
荷重：6kg（350ml缶1ダース）材質：本体／ABS樹脂 フタ・上フタ／ポリプロピレン 袋止め／鉄
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞スリムペダル＃30
上代：￥4,500（税別）
品番：KUD 30BK／JAN：4980356014622
製品サイズ：約幅23.2×奥行き41.5×高さ55cm
製品重量：約2.1kg 容量：33Ｌ
対応ポリ袋：45Ｌ（65×80cm）以上または取っ手付ポリ袋LLサイズ
（35×50cm）以上×2枚
材質：本体、フタ、袋止め、キャスタ-／ポリプロピレン・ペタル、
ロッド、袋止め／ＡＢＳ樹脂・キャスター外周、取っ手／オレフィン系
エラストマ－、 スチレン系エラストマ－、ポリエチレン
原産国：日本

品名：kcud＜クード＞スリムペタル#20
上代：￥3,800（税別）
品番KUD 20Ｗ（ホワイト） ＫＵＤ20ＢＫ（ブラック）
JAN ：ホワイト 4980356014615 ブラック 4980356014608
製品サイズ：約幅21ｃｍ×奥行き33ｃｍ×高さ47ｃｍ
製品重量：約1.6ｋｇ 容量：約20L
対応ポリ袋：20L（50×60cm）以上または取っ手付レジ袋Lサイ
ズ（ 30×50cm）以上×2枚
材質：本体、フタ、袋止め、キャスター／ポリプロピレン・ペダ
ル、ロッド／ＡＢＳ樹脂・キャスター外周、取っ手／オレフィン
系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン
原産国：日本

品名：DRAINER＜ドレーナー＞
上代：￥2,800（税別）
品番：DRN W（ホワイト）/DRN G（グレー）
JAN ：4980356300206（ホワイト） 4980356300213（グレー）
製品サイズ：約幅35.5×奥行き24.5×高さ13.5cm（ポケット部分含まず）
製品重量：約0.6kg 耐荷重：均等荷重で5kgまで ・収納できるお皿の最大サ
イズ：直径約23cmまで・耐熱温度：本体・サイドバー／80℃ 脚キャップ
／60℃ ポケット／100℃ 耐冷温度：0℃
材質：本体／ポリプロピレン サイドバー／ABS樹脂
脚キャップ／オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリ
エチレン ポケット／ポリプロピレン
原産国：日本

品名：Kcud クード プッシュペール ラッチ部品
上代：￥350（税別）
JAN：4971587504389
上代：￥350（税別）
約幅2×奥行0.7×高さ2.9ｃｍ

品名：NIP＜ニップ＞水切りトレー
上代：￥1,800（税別）
品番：NIPMT G（グリーン）
JAN 4980356012321
製品サイズ：本体サイズ／約幅20×奥行き39×高4cm
組み合せサイズ／約幅20×奥行き39×高7cm
製品重量：約340g 材質：トレー／ポリプロピレン
スタンド／ABS樹脂
原産国：日本

品名：Kcud クード スリムペダル#20用
袋止め KUD20FT
JAN：4971587501159
上代：¥200（税別）
サイズ:幅19.3×奥行28.7×高さ1.7cm
本体重量:31g
材質:ポリプロピレン
生産国:日本

品名：Kcud クード スリムペダル#30用
袋止め KUD30FT
上代：¥200（税別）
JAN:： 4971587501142
サイズ:幅21.6×奥行3.7×高さ1.8cm
本体重量:47g
材質:ABS樹脂
生産国:日本

品名：RETTO＜レットー＞シャワーハンガー
上代：￥1,200（税別）
JAN：4980356019207
品番：RETSH W
製品サイズ：約幅3.9×奥行き8.9×高さ5cm
耐荷重：1kg 耐熱温度：60℃
材質:フック／ポリプロピレン・固定リング／シリコー
ンゴム・滑り止めシート／改質ABS系弾性樹脂
原産国：日本

品名：おにぎりぽっけ 30枚
上代：￥160（税別）
JAN：4980356200445
袋サイズ：約160mm×160mm
袋厚み：約0.009mm
材質：本体／ポリエチレン（シート）パルプ
（シール）

品名：kcud＜クード＞生ゴミ水切り器
上代：￥900（税別）
品番：KUDGDS W （ホワイト）KUDGDS G（グリーン）
JAN：ホワイト 4980356300060 グリーン 4980356019351
製品サイズ：折りたたみ時／
約幅17.6×奥行き7.9×高さ19.7cm
使用時／約幅17.6×奥行き13.7×高さ16.8cm
製品重量：約0.18kg 対応水切り袋：（ 最小サイズの目安）
取手付袋／約幅17×奥行き11×高さ27cm
三角コーナー用袋／約幅17×奥行き16×高さ28cm
材質：ポリプロピレン
原産国：日本

品名：ひつじのショーン ジッパー袋
上代：¥400（税別）
JAN：4980356200155
Mサイズ:約幅20cm×高さ22cm
Sサイズ:約幅16cm×高さ16cm
本体重量(kg):0.12
素材・材質:ポリエチレン
生産国:中国

GOURLAB

品名：グルラボプラス マルチセット 電子レンジ調理器 IM-GLBMS
上代：¥6,000（税別）
JAN: 4980356200469
セット内容:ラージカプセル×2、スモールカプセル×2、スクエアディッシュ×1、マルチプ
レート×1、クッキングガイド1冊
ラージカプセル:幅18.8×奥行16.7×高さ8.9cm、容量1,320ml
スモールカプセル:幅15.6×奥行13.7×高さ7.2cm、容量670ml
スクエアディッシュ:幅19.9×奥行18×高さ3.2cm、容量900ml
マルチプレート:幅13×奥行12×高さ1cm
材質:シンジオタクチックポリスチレン樹脂・フタ/ポリプロピレン樹脂
耐熱温度:-40～230℃ (但しフタは150℃)
生産国：日本

品名：グルラボ(GOURLAB) マルチクッキングカプセル ベーシックセット GLB-BS
上代：¥4,600（税別）
JAN：4980356200018
商品セット内容：ラージカプセル×1個、スモールカプセル×1個、スクエアディッシュ×1個、ヘルシープ
レート×1個、クッキングガイド×1冊
ラージカプセル (外形寸法/重さ/容量)：幅18.8×奥行16.7×高さ8.9cm/161g/1,320ml
スモールカプセル (外形寸法/重さ/容量)：幅15.6×奥行13.7×高さ7.2cm/107g/670ml
スクエアディッシュ (外形寸法/重さ/容量)：幅19.9×奥行18×高さ3.2cm/118g/900ml
ヘルシープレート (外形寸法/重さ)：幅13×奥行12×高さ1cm/22g
材質：本体／シンジオタクチックポリスチレン・フタ／ポリプロピレン
耐熱温度：[本体] 230℃・[フタ] 150℃

