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あなたの家具に“動きの品質”を

ブルムの
家具用金具ソリューション
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家具は美しくあるべきです。これはあなたの家具メ
ーカーが実現することでしょう。そして、最高の“動
きの品質”はブルムの金具システムが実現します。
ブルム社のフラップシステム、ヒンジシステム、ボッ
クスシステム、レールシステム、そして内部仕切シス
テムは、その高い品質で知られています。これは、包
括的な素材テストおよび開閉耐久テストによって実
現されます。高品質に革新的な動きが加わり、ブル
ムの金具はあらゆるデザイントレンドに対応し、すべ
ての居住エリアに“動きの品質”をもたらします。

あなたの家に“動き”をもた
らすこと
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TANDEMBOX antaro 
タンデムボックス　アンタロ
メタル製の引出に

CLIP top BLUMOTION 
クリップトップ・ブルモーション 
開き扉に

ORGA-LINE/AMBIA-LINE
オルガライン/アンビアライン
カトラリーの内部仕切システムに

TIP-ON BLUMOTION
チップオン・ブルモーション
機械式のオープニングサポートに

MOVENTO 
モベント 
木製の引出に

SERVO-DRIVE 
サーボドライブ
電動式のオープニングサポートに



4

DYNAMIC SPACE

美しくて、実用的なキッチンは、毎日の作業で違
いが分かる。 
実用的なキッチンの３つの特徴とは

 ▬ シンプルな作業の流れ（ワークフロー）
 ▬ 最適な収納スペースの利用（スペース）
 ▬ 最高品質の動作快適性（モーション）

ブルムは、革新的な金具システム、考え抜かれた
キャビネットのソリューション、キッチン
プラニングの豊富なノウハウで、実用的なキッチ
ンを実現します。

ブルムがお届けする実用的なキッチンのためのアイデア

DYNAMIC SPACE
ダイナミック・スペース
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ワークフロー
すべてのアイテムを取り
出しやすく収納。美しく
整頓して、使いやすい

モーション
開閉動作を快適にして
使いやすく

スペース
収納スペースを最適に
使用して使いやすく
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キッチンのプランニングを最適化しましょう

ゾーンプランナー

www.blum.com/
zoneplanner
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ゾーンプランナーは、キッチンの購入
準備に役立つオンラインツールです。
収納アイテムを選択し、その量を入力
すると、あなたの収納アイテムのリス
ト、内部仕切システムの提案、そして
使いやすく取り出しやすい実用的な
キャビネットソリューションが導き出
されます。  
 
キッチンのプランニング担当者との
打ち合わせにゾーンプランナーを使
えば、最適な準備を整えることがで
きます。何が必要かを知っていれば、
ぴったりとフィットするキッチンが手
に入ります。

www.blum.com/zoneplanner
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キッチンのための
金具ソリューション

ブルムの収納スペースソリューシ
ョンはキッチンユーザーのため
に開発されます 
収納物が一目で見渡せ、使いた
いアイテムにすぐにアクセスでき
る。すべてのアイテムを使う場所
に収納して、最短の作業動線に
する。ブルムのソリューションは、
あなたのキッチンをより快適に、
収納スペースも最大にします。
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AMBIA-LINE
アンビアライン
ホイルカッター

SPACE CORNER
スペース・コーナー
コーナーキャビネット

ブルムのシンク下引出
スペースを徹底活用
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リビングルームのための
金具ソリューション

便利なものは好きですか？ 
やさしく使えて快適なものは？ 
答えがイエスなら、まるで自動で動き出すかの
ように開く引出そしてフラップはきっとお気に
召すでしょう。ハンドルレスデザインの家具に最
適です。軽く触れるだけで、大型のフラップや
満載の引出が、快適に開きます。静かにやさしく
閉まる動作もとても快適です。
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MOVENTO 
モベント
木製引出に

AVENTOS HL 
アベントスHL
リフトアップ扉に

LEGRABOX 
レグラボックス
カスタムメイドの引出に
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寝室およびクローゼットのため
の金具ソリューション

キャビネットの扉やフラップ、引出が印象的なほど
静かにやさしく閉まるなら、ブルムの製品が使われ
ていることでしょう。  
扉の内側で見えないブルムの金具は、あなたの家具
を外観のデザインと同様にその内側さえも特別なも
のにします。見えないレールシステムや、美しいデザイ
ンのボックスシステム。走行安定性の高い、全開型引
出があなたを魅了します。
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TANDEMBOX antaro 
タンデムボックスアンタロ
デザインエレメントで

TANDEM タンデム
木製引出に

LEGRABOX free 
レグラボックス・フリー
ガラスエレメントで
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洗面室のための魅力的なコンビネ
ーション
軽く触れるだけで引出が開き、閉まる
動作も静かで快適であれば、ブルム
のモーションテクノロジーが使われ
ていることでしょう。電動式でも、機
械式でもお好み次第です。

洗面室のための
金具ソリューション
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LEGRABOX 
レグラボックス
個性的な深型引出に

TANDEMBOX intivo 
タンデムボックス・インティーボ
デザインエレメントで

TANDEMBOX antaro 
タンデムボックス・アンタロ
内引出に
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オフィスや子供部屋のための
金具ソリューション

頑丈で「ワオ！」と驚くブルムの金具。
家具のライフタイムを通じて動作します。  
効率的な作業をサポートする“動きの技術“
クレバーな収納スペースソリューション。
安全に保管したい収納物のための
アイデアもあります。
例）お子様が触れてはいけないもの
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ブルム社について

60年前にユリウス・ブルム
（Julius Blum）によって設立された
ブルム社は、今日では国際的に活動
する企業へと成長を遂げています。
その戦略的事業分野は、フラップシ
ステム、ヒンジシステム、引出システ
ムなどがあります。ブルムで行われ
る製品開発は、常に「パーフェクティ
ングモーション」の実現を目指して
います。

オーストリアそして世界のブルム
当社は、オーストリアのフォアールベ
ルクに7つの工場を持ち、さらにポ
ーランド、アメリカ、ブラジルにも生
産拠点を持ち、さらに28箇所に子会
社または代理店を展開しています。
当社は120以上の市場に製品を供
給しています。ブルムグループ全体
で6900名の従業員を擁し、そのうち
5300名がオーストリア、フォア-ルベ
ルク州で活動しています。

すべてのお客様にメリットを
「メーカー、ディーラー、施工業者、
あるいはキッチンユーザーであれ、
それぞれがブルム製品の長所を利
用して、自身へのメリットを引き出す
ことができなければならない」これ
が、ブルムの「すべてのお客様にメ
リットを」お届けするという企業理
念です。

イノベーション
お客様にイノベーティブな金具ソリ
ューションをお届けし、お客様の長
期にわたる事業の成功をサポートし
得るためには、研究開発、工場およ
び設備、ならびに従業員の訓練に一
貫して投資することが必要です。世
界中で2600件を超える特許を所有
するブルム社は、オーストリアで最
もイノベーティブな企業のひとつと
して認められています。

品質
ブルム社の品質管理に対する考え
方は包括的なもので、決して製品だ
けを対象にしているのではありませ
ん。我々のサービスにおいても、お
客様やパートナー様とのパートナー
シップにおいても、当社は製品と同
様に高い品質を追求していきます。

環境
わたしたちは、エコロジーを大切に
した活動が、長期的な視点において
利益をもたらすことを確信していま
す。製品寿命の長さは、数々の重要
な観点のひとつに過ぎません。その
他の観点には、環境に配慮した生産
工程にすることや、統合的な材料の
利用方法、および徹底したエネルギ
ーマネジメントなどがあります。

DYNAMIC SPACE
作業の流れが良好であること 
(ワークフロー）、最適な収納スペー
スの利用（スペース）、そして最高品
質の動き（モーション）。これらは実
用的なキッチンが持つべき重要な要
素です。ブルムは、実用的なキッチン
とは何かについての考え方を、家具
の機能性、快適性、そしてエルゴノミ
クスに配慮してお届けします。
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す
。

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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