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新製品： 

LEGRABOX free

レグラボックス

それは、エレガントな体験です

LEGRABOX
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魅力的なコンビネーション 
ストレートなライン、はっきりとした輪郭のスマートなデザインと、格別に優れた使い
やすさ。それが、LEGRABOX（レグラボックス）。ブルムのエレガントな新しいボック
スシステムです。これと合わせて AMBIA-LINE（アンビアライン）内部仕切システム
をデザインとマッチするように特別にご用意しました。あらゆるリビングスペースに、
調和できるように。
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LEGRABOX をバーチャル体験できます：
タブレットPC向けの無料の「ブルムマガジン」アプリ
を、App-Store または Google Play でダウンロードす
れば、LEGRABOX をデジタルで体験できます。

目次

LEGRABOX

デザイン

プログラム

モーション・テクノロジー(動きの技術詳細)

取付 - 調整

AMBIA-LINE

デザイン

プログラム

使用例

キッチン

バスルーム - リビング

寝室 - クローゼット - 店舗

ブルム社についての情報
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LEGRABOX
エレガントなボックスシステム 
完全な引出とは、どのようなものでしょうか？
慣例にはとらわれずに、原理を追求する。前例のない性能。まっすぐに前進する。シ
ンプル。スリム。まるで、LEGRABOXのように。－エレガントを体験してください。 
クリアな輪郭と平行線を描く引出側部のデザイン、そして、エレメントによるデコレー
ションが印象的なボックスシステムです。

LEGRABOX  
の動画を見る
www.blum.com/ 
trailerlegrabox
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スリムでストレートなデザイン
LEGRABOX の新しいデザインは、最新のリビングトレンドをサポートし、デザイン
の可能性を大きく広げます。印象的な薄さ12.8mmの引出側部は、外側も内側も
ストレートで、どのような家具にも調和します。
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ブランディング
ブランディングは
LEGRABOX のデザイン
の一部であり、お客様のブ
ランドロゴをプリントでき
ます。シンプルにさりげな
く、あるいはデコレーショ
ンでアクセントにすること
もできます。

新しいカラーコンセプト
LEGRABOX は全く新し
いカラーコンセプトで提供
されています。素材は、ス
テンレス（指紋付着防止コ
ーティング）またはスチー
ル（マット仕上げ）で構成
されます。これによって、
独特のフィーリングが生ま
れます。

シームレスな構成部品
LEGRABOX の構成部品
は、完全にコーディネート
されていて、調和のとれた
組合せとなっています。
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変化に富んだデザイン
LEGRABOX pure（レグラボックス・ピュア）は、マット調のメタリックな表面。
LEGRABOX free（レグラボックス・フリー）は、深型引出（Ｃ高さ）を、自分だけの
デザインにカスタマイズできます。
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自分だけのアクセント
LEGRABOX free（レグラボックス・フリー）は、デザインバリエーションとして、
あなたの家具を特別なものにします。ガラス、木、レザー、石でも。
大型のエレメントは、印象深いアクセントになります。
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LEGRABOX free（引出側部C高さ・シルクホワイトマット・コンクリート調エレメント）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・シルクホワイトマット）

LEGRABOX free（引出側部C高さ・オリオングレーマット・ガラス製エレメント）

LEGRABOX free（引出側部C高さ・テラブラックマット・木製エレメント）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・テラブラックマット）



12

ユニバーサルなプログラム
LEGRABOX のプログラムは、リビングスペースに合わせて変幻自在です。
引出、内引出、深型引出、深型内引出は、さまざまな高さや色に適応します。

ステンレス　指紋付着防止コー
ティング仕様

シルクホワイト　マットオリオングレー　マットテラブラック　マット
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内引出
引出側部Ｃ高さ（177 mm）
Lowエレメント前板* 

内引出
引出側部Ｃ高さ（177 mm）
ギャラリー付きエレメント
前板*

*  カット用アルミ前板

内引出
引出側部Ｃ高さ（177 mm）
Highエレメント前板*

内引出
引出側部Ｍ高さ（90.5 mm） 

カット用アルミ前板

引出
引出側部Ｍ高さ（90.5 mm）

レール長さ
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

引出
引出側部Ｋ高さ（128.5 mm）

レール長さ
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

深型引出
引出側部Ｆ高さ（241 mm）

レール長さ
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

深型引出
引出側部Ｃ高さ（177 mm）

レール長さ
LEGRABOX pure
270 mm  500 mm
300 mm  550 mm
350 mm  600 mm
400 mm  650 mm
450 mm

レール長さ
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

引出
引出側部Ｎ高さ（66.5 mm）

レール長さ
450 mm
500 mm

LEGRABOX pure および free – 深型引出および深型内引出

オンラインの製品コンフィギュレーターを使えば、金具の選択が簡
単にできます。　www.blum.com/configurator

LEGRABOX – 引出および内引出
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印象的な使いやすさ
ブルムのモーション・テクノロジーは、毎日の動作に、高い快適性をお約束します。
それが、機械式でも電動式でも。ブルムの技術によって、LEGRABOX は、まるで
自分の意志で、開いて、動いて、閉じるかのようです。
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TIP-ON
チップ・オン
内蔵された機械式オープ
ニングサポート TIP-ON
は、ハンドルレス・デザイン
の家具の引出を、軽く押す
だけで開き、押し込むこと
で閉めます。

SERVO-DRIVE
サーボ・ドライブ
電動式サポートを使え
ば、ハンドルレス・デザイ
ンの家具の引出が、軽く
押しただけで開きます。 
SERVO-DRIVE は、
静かに快適に閉まる
BLUMOTION と組み合
わせることができます。

BLUMOTION
ブルモーション
レールに内蔵された「アダ
プティブシステム」のダン
パーは、いつでも静かに快
適に引出を閉めます。
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魅惑のテクノロジー
LEGRABOX は、最先端のテクノロジーを採用しています。革新的なレールシステム
は、より一層快適な動作を実現します。引出を開く最初の数ミリで、その軽さは体感で
きます。レールとローラキャリアのシンクロ構造により、スムーズな走行から驚くほど
快適に全開状態に達します。引出側部にさえも、高い機能性を実現するための技術的
ノウハウが凝縮されているのです。



17

高さのある前板での安定性
高さのある前板は、デザインとして、より一
層注目されています。LEGRABOX は、新
開発の前板取付具により、開閉時におい
ても最大限の安定性を実現し、このデザイ
ン・トレンドをサポートします。

抜群の耐荷重性 
LEGRABOX は、重量物を搭載し全開し
た状態でも、抜群の性能を発揮します。引
出の下がり量が小さいので、床面などとの
干渉リスクを低減できます。40kgと70kg
という高い動荷重性能により、重量物を
搭載したワイド引出でも、スムーズに走行
します。
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組み立て動画を見る 
www.blum.com/ 
videoslegrabox

簡単な取り付け
LEGRABOX の新しい前板固定取付具は、迅速な、そして何より確実な前板の取り
付けと取り外しを実現しました。前板を、まず保持ポジションに入れ、その状態から
簡単なクリップ固定を行うだけです。すでに引出を取り付けた状態でも、前板の取り
付けは簡単です。
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簡単な取り外し
保持ポジションが設けられているた
め、大型の前板の取り外しをひとり
で行うことができます。

傾き調整
LEGRABOX は、調整ネジへのアク
セスがしやすく、簡単に3方向調整
が可能です。新機能：傾き調整は、
引出側部の内側後方のネジにより、
簡単に行うことができます。深型引
出でも同様です。

高さ調整および横方向調整
TORX（トルクス）ネジの採用によ
り、高さ（+/- 2 mm）および横方向
(+/- 1.5 mm）の、正確な調整が可能
です。ギャップの揃った美しい外観
が生まれます。
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スターターキット
この組立治具スターターセット
を使えば、組立て作業が迅速か
つ簡単です。
内容：
BOXFIX E-L、LEGRABOX 用ド
リルゲージ、および TORX スク
リュードライバー 

プロのためのツール 
LEGRABOX の組立ては簡単で快適ですが、例えば TANDEMBOX などのような他
のボックスシステムとは方法が異なります。専用の組立用機器およびゲージを使うこ
とによって、LEGRABOX を、正確に効率的に組立てすることができます。
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汎用ドリルゲージ
多機能な組立用機器です。

BOXFIX E-L
LEGRABOX の手作業による組立てに使用
します。

LEGRABOX 用ドリルゲージ
底板および背板に、正確に下穴をあけるこ
とができます。

LEGRABOX 用マーキングゲージ
前板の下穴位置を、正確に行うことができ
ます。

BOXFIX P
LEGRABOX および TANDEMBOX の組立
てとネジ止めを、効率的に簡単に行うことが
できます。

底板加工用ルーター
引出底板用の切欠き加工を、簡単に正確に
行うことができます。
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AMBIA-LINE  
の動画を見る 
www.blum.com/ 
trailerambialine

AMBIA-LINE
アンビア・ライン
パーフェクトな整理整頓に
LEGRABOX 用の新しい内部仕切りシステムは、エレガントなフレームデザインで、
あらゆる居住空間をパーフェクトに整理整頓します。簡単に使えますが、さまざまな
収納物に対応します。AMBIA-LINE 。それは最高の収納アクセサリーです。
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統一されたデザイン
AMBIA-LINE のスリムで直線的なデザインは、LEGRABOX のミニマリスト・スタイ
ルを引出内部にも表現し、その色と素材で引出本体と調和し一体化します。
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簡単な取扱い
フレームは、とても簡単に
お好みの位置に固定でき
ます。深型引出用スチール
フレームは、磁石によって
確実に固定されます。

イノベーティブな色合い
内部仕切システムの素材
と色は、引出側部に合わ
せることができます。また
は、木目調を選択してア
クセントとすることもでき
ます。

パーフェクトな整理整頓
AMBIA-LINE 
は、LEGRABOX 内部を、
シンプルにエレガントに整
理整頓します。
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完成されたプログラム
AMBIA-LINE の製品プログラムは、分かりやすく分類されています。
スチールデザイン（パウダーコーティング・スチールによるフレーム）
・テラブラック（マット）色
・オリオングレー（マット）色
・シルクホワイト（マット）色
上記のスチール製コンポーネントと木製パーツとのコンビネーション。
・テラブラック（マット）色　　＋　テネシーウォールナット
・オリオングレー（マット）色　＋　ネブラスカオーク
・シルクホワイト（マット）色　＋　バルドリーノオーク
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AMBIA-LINE スパイスホルダー
あらゆるスパイス容器を確実に見
通しよく収納できます。深型仕切
フレーム、幅 218 mm 用（対応レ
ール長さ 400 mm以上）

ブルム・皿ホルダー
最高12枚までの皿を、確実に保持
して引出に収納することができ、
持ち運びも簡単です。

短いレール用引出仕切フレ
ーム
(対応レール長さ300 mm
以上）
幅 242 mm 
長さ 270 mm

深型仕切フレーム、レール長
さ270 mm以上用
幅 242 mm
長さ 270 mm

ボトルセット
幅 100 mm または
幅 200 mm

クロスギャラリー（カット用）
およびデバイダー

深型仕切フレーム、レール長
さ400 mm以上用
幅 218 mm
長さ 370 mm

引出仕切フレーム　ワイド
幅 200 mm

引出仕切フレーム　スリム
幅 100 mm

AMBIA-LINE  
ホイルカッター
ラップやアルミホイルを引き出
して、きれいにカットできます。
引出仕切フレーム、幅 200 mm
用です。

AMBIA-LINE ナイフホルダー
この包丁差しは、9本まで収納で
きます。引出フレーム、幅  
200 mm 用です。

カトラリートレー
幅 300 mm

深型引出用 AMBIA-LINE （引出側部ＣとＦ高さ）

標準引出用 AMBIA-LINE （引出側部ＭとＫ高さ）
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モダンリビングに
LEGRABOX および AMBIA-LINE は、モダンなデザインには理想的な選択です。
その洗練されたデザインは、あらゆる居住エリアで、存在感を示します。
引出、内引出、あるいは深型引出、深型内引出として。
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実用的なキッチンに
キッチンには、デザインと品質において、かなり特別な必要条件があります。
LEGRABOX は、これらの条件を満たします。このボックスシステムは、
ストレートなミニマリストの外観を印象づけながらも、日常的な要求事項を
簡単に処理していきます。AMBIA-LINE は、ベストな整理整頓をお約束します。
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LEGRABOX pure（引出側部N高さ・シルクホワイトマット）

LEGRABOX pure （引出側部M高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（引出仕切フレーム・テラブラックマット）

LEGRABOX pure（引出側部M高さ・オリオングレーマット）
AMBIA-LINE（ナイフホルダー、ホイルカッター、引出仕切フレーム・オリオングレーマット）
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考え抜かれた収納ソリューション
LEGRABOX は驚くほどの機能性の高さが特徴です。トールユニット 
SPACE TOWER（スペース・タワー）のような考え抜かれたソリューションが、貴重
な収納スペースを追加して生み出します。
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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 
キッチンは実際に使ってみてその真
価が問われるものです。そのため、
ブルムは長年にわたって、キッチンユ
ーザーのニーズについて研究を重ね
て参りました。現代のキッチンをさ
らに機能的にするにはどうすれば良
いか、DYNAMIC SPACE の取り組
みを通じて、今まで多くのアイデアが
生まれました。詳細情報は、次のリ
ンクでご覧ください： 
www.blum.com/ideas

LEGRABOX pure（引出側部F高さ・オリオングレーマット）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・オリオングレーマット）

LEGRABOX pure（引出側部C高さ・シルクホワイトマット）
AMBIA-LINE（ブルム皿ホルダー・オリオングレーマット）

LEGRABOX pure（引出側部C高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（スパイスホルダー・テラブラックマット）
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さまざまな目的のアプリケーションに
キッチンで実証されたものは、他の居住エリアでも最適です。LEGRABOX の
高品質な素材は、あらゆるリビングシーンにエレガントにフィットします。
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LEGRABOX pure（引出C側部高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・テラブラックマット）

LEGRABOX pure（引出側部M高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（引出仕切フレーム・テネシーウォールナット）

LEGRABOX pure（引出側部C高さ・ギャラリー付きエレメント前板・シルクホワイトマット）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・シルクホワイトマット）
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さまざまな種類のアプリケーションに
LEGRABOX のシンプルなデザインは、家の中のどこにでもフィットします。寝室
やクローゼットでも、このボックスシステムの走行性能のすばらしさ、そして静か
に快適な BLUMOTION ダンパーシステムは理想的です。店舗設計においても、 
LEGRABOX はそのエレガントなデザインで、訴求力のある製品プレゼンテーション
をサポートします。
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LEGRABOX pure（引出側部C高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（深型仕切フレーム・テラブラックマット）

LEGRABOX pure（引出側部M高さ・オリオングレーマット）
AMBIA-LINE（引出仕切フレーム・ネブラスカオーク）

LEGRABOX pure（引出側部M高さ・テラブラックマット）
AMBIA-LINE（引出仕切フレーム・テネシーウォールナット）
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ブルム社についての情報
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、ヒンジシ
ステム、引出システム、フラップ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。
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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。

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。

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。

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1200件を超える特許等
の保護権を保有するブルム社は、
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。

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。

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27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6600名の従業員を擁し、そのう
ち5000名がオーストリア、フォア-ル
ベルク州で活動しています。



デニカ株式会社

本社

〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp 

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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