
木製平台車　                               
サイズ：W600×H450               
個数：4

Blend Living 機材・備品

架台  
サイズ：W635×D435×H730
個数： 2

脚立（大）                  
サイズ：W630×D1154×H1710
重さ：5.2kg　耐荷重：100kg　　
個数： 1

白黒カポック                  
サイズ：3×6判 (900×1800)
個数：4

箱馬
個数：4

作業用天板                                 
サイズ：W1820×D910
個数： 1

  



Panasonic 大容量衣類スチーマー  NI-FS780
ハンガーにかけたまま、360°安定してパワフルに
スチームが出るアイロン。
個数：1

Blend Living 機材・備品

アイロン台    サイズ：H830 × W370 ×D250
軽量のスタンド式 です
個数：1

キャスター付き 3段ワゴン
サイズ：W450×D35×H 780
耐荷重：各段 : 6 kg　
個数：1

可動ハンガーラック
サイズ：W910×D590×H1600
個数：1

キャスター・ハンドル付きの撮影用ワゴン
サイズ：W380 ×D490 ×H815
個数：1

延長ケーブル / エレンクリップ
個数：10mの延長ケーブル 3本
             エレンクリップ 5



Blend Living 機材・備品

モデルメイク鏡（LED照明付） 
鏡サイズ：W570×H710×D120
個数：1台

 

全身鏡（立て掛け）
更衣室に常備していますが、移動可能です。
サイズ：W:700 ×H:1600 ×D:40
個数：1個

全身鏡（スタンド）
サイズ：W:490× H:1680 × D:520
個数：1個

照明器具 スポットライト OS256587R　                 
サイズ：W3,400×H2350×D430
個数： 5 台

冷蔵庫 (40L)
サイズ：W405xD443xH545mm　
個数：1台



ダイニングテーブル 
北欧デンマーク 60 年代ヴィンテージ
サイズ：W1400・D900・H720
素材：チーク　　個数：1

両側のエクステンションを伸ばせば 8名テーブル

Blend Living 家具

通常時は大人 4名テーブル 方側のエクステンションを伸ばせば 6名テーブル

サイズ：W1920・D900・H720 サイズ：W2440・D900・H720



Blend Living 家具

Vitra Vegetal Chair /ヴィトラ ベジタル チェア
サイズ：W606×D577×H813  SH( 座面 ) 430mm
色：ブラック　
個数：1
 

アーネストギムソンチェア / ERNEST GIMSON Chair
サイズ：W460×D390×H1060  SH( 座面 ) 450mm
素材：フレーム：ビーチ材シート  ラッシュシート : い草
個数：１

brown stool S サイズ
サイズ：W390×D390×H480 Φ320
個数： １

ソファーベンチ
W1800×D900×H600 ( 座面 405)
色：ライトグレー（綿帆布カバー）
個数：1

 

ペンダントランプ / Fritz Hansen
サイズ：H216 ×W165  
個数：１



Blend Living 家具

CUGINO / スツール /サイドローテーブル（ブラック）
サイズ：直径 330×H450 ㎜
素材：オーク材
個数：1

 

Spade chair / チェア（ブラック）
サイズ：W440 D480 H860 SH450
素材：アッシュ
個数：１

ダイニングチェア (1960 年代デンマーク製 )
サイズ：W500× D400× H780
素材 ：チーク＆ビーチ
個数： １

Moon  / ハイスツール　    
サイズ：W520 × D460 ×H700
素材 ：座面 →プライウッド（オーク） 脚 →無垢材（オーク）
個数： １

Primo chair  / チェア（ナチュラル）
サイズ：W455×D450×H800
素材：ビーチ
個数： 1

ガルバニタスチェア
サイズ：W400×D500×H810  SH( 座面 ) 460
色 ：ブラウン
個数： １



Blend Living 家具

ヴィンテージシェルフ（引き出し式デスク天板あり）
サイズ：W1180 D400 H1610
素材：チーク＆ビーチ　
個数：1

 

ワークテーブル /メイク用テーブル　　
サイズ：W1200× D600× H730
素材：スチール　天板：ライトグレー　
個数：１

可動式ベンチ　　    
サイズ：W1800×W565×H420　
素材 ：側面→グレー色  上面→白色
個数： １

可動壁
ラワン材（ナチュラル）

可動壁　                 
 サイズ：W3,400×H2350×D430
素材：片面 : 白色 、片面 : 木質ラワン材
個数： 1

可動壁
片方が白色の R（アール）になってます。



Blend Living プロップ

ブックエンド
ガラスのブックエンド
ブランド【wa/ter】　
サイズ：直径 140mm
個数：1

 

Paper weight 
ガラスのペーパーウェイト
ブランド【wa/ter】
サイズ：直径 75mm
個数：1

チーク無垢材と真鍮のブックエンド
サイズ：幅 135mm × 奥行 100mm × 高さ 130mm（外寸）
木部幅 100mm
個数： １セット

陶器のプレート
サイズ：直径 270mm ×高さ :110mm
個数：１

ディスプレイブック　                 
一番大きな本のサイズ  
高さ：225mm ×  横幅：150mm  奥行：140mm
色 ( 背表紙 )：　シルバー /ベージュ /グレー
　　　　　　　  ブルー / グレー

キャンドルホルダー
サイズ： 幅 140mm × 高さ :250mm  ×奥行き :95mm
個数：１



Blend Living プロップ

3RD CERAMICS のフラワーベース
サイズ：約ϕ100mm×H270mm
個数：1

 

Holmegaard Flora vase
サイズ：直径：高さ 12cm× 幅 8.5cm　
　　　　上部（口）直径：約 3.5cm
素材：吹きガラス
個数：１

Holmegaard Flora vase　　    
サイズ (mm)：高さ 132×幅 90 / 上部（口）直径：30
素材：吹きガラス
色：クリア
個数：１

白色陶器のマグカップ
サイズ：幅 7cm( 持ち手含む）×高さ 8.5cm
色：白
個数： 1

ティーポット　                 
サイズ：直径：850mm ×高さ：160mm
色：ブラック
個数： 1

黒色陶器のマグカップ
サイズ：直径 8.5cm × 高さ 7.2cm
色：ブラック
個数： ２



Blend Living プロップ

Flower vase（花瓶）
サイズ（mm）：S:ϕ85×H250 /M:ϕ110×H300/Lϕ145×H400
素材：ガラス
個数：3

 

陶器のプレート
サイズ：直径 :290mm  ×高さ :18mm
個数：１

木のプレート　    
サイズ：( 約 ) 400mm×400mm
個数： １

植物　                 
サイズ：約H1800mm
個数： 1

植物
サイズ：約H1200mm
個数： 1



Blend Living 床材（無料）

ホワイトオーク ( オイル塗装 ) の床材
広さは約 10 平米分あります。
モルタル床の上に敷いてご利用頂けます。

 

最大サイズ：幅 : 2640mm  奥行き : 3640mm
＊設置と撤収はお客様ご自身で行っていただきます。


