


CREATE
NEW
STANDARDS
スタンダードの一歩先へ

お客様にとっても、スタッフにとっても心地よく過ごせる

「顧客満足」を実現する店舗づくりをサポートいたします。

Service Flow

お客様の
ご要望をヒアリング

HEARING CONCEPT
ご要望を基に
コンセプトワーク

PLANNING
人に寄り添った
インテリアデザイン

DELIVERY
空間に合わせた
家具の製造・納品

サービスの流れ

Design Example
４つの空間デザインを紹介します。

▶P03-06

SHOP AREA case1
ファミリーカフェスタイル

▶P07-10

▶P11-12 ▶P13-14

SHOP AREA case2
体験ストア型スタイル

KIDS AREA
キッズエリア

WORKING AREA
効率型ワークエリア
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SHOP AREA case1
ファミリーカフェスタイル

近所のカフェに行くように、地域の方が
気軽に訪れたくなる空間を目指した店舗デザイン。
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Layout

商談エリア
半個室タイプで周りを気にせずにじっくりと商談ができます。

メンテナンス待合エリア
一人でも長時間ゆったりとくつろぐことができます。

待合エリア
人数に応じてフレキシブルに対応することができます。

受付エリア
目的に応じたオペレーションができます。

カフェエリア
短時間での利用や少人数での利用ができます。
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SHOP AREA case2
体験ストア型スタイル

ショップやイベントスペースが併設されていることで、
車に興味を持っていただける空間を目指した店舗デザイン。
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Layout

ショップエリア
サイネージを用いて、車に合わせたアイテムの検索やショッピングが楽しめます。

イベントエリア
大型モニターと操作モニターを用いて、様々なイベントを開催することができます。

カフェエリア
カフェのみの利用も可能で、気軽に店舗に立ち寄ることができます。

商談エリア
半個室空間で落ち着いて商談ができます。

商談エリア
大型モニターを用いて、原寸大で臨場感溢れる車の映像を見ながら商談できます。
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カフェ調の空間に合わせ、コーヒーカップやお菓子を
イメージしたオリジナルデザインのキッズスペース。

2タイプの見守り席を設けるだけでなく、
携帯の充電も可能で機能的に利用することもできます。

家族で一緒に楽しく過ごせる、
スプーンとコーヒー豆の子供席も設けています。

Size Variation
スペースに合わせて、キッズコーナーの形やサイズを自由に選定いただけます。

Space Design 
利用方法にあわせたオリジナル家具の製作から、インテリアコーディネートまでご提案いたします。

キッズコーナーと見守りカフェエリアを、サイズ違いのトンネルと、遊べる床のデザイン貼りでつないでいます。

LargeNormalSmall

Safety

DESIGN POINT

親も子供も安心して利用できる、安全基準を設けています。

防 炎 ケガ防止

防 汚 抗 菌

KIDS AREA
キッズエリア

コンセプトに合わせたデザインや、
オリジナル空間を目指したデザイン。
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内務用デスク

WORKING DESK
ワーカーのスタイルに合わせた機能的なデスクラインナップを揃えています。

モバイルデバイスの利用を想定したフリーアドレスデスク。
モニターを収納することで、ミーティングスペースとしても利用可能です。

ケーブルボックス付きのデスク。
脚の中にも配線スペースを設け、コード類を見せない工夫を凝らしています。

幕板付きのパーソナルデスク。
マネージャーなどの機密事項を取り扱う業務に適しています。昇降テーブルは書類の整理作業やミーティングなど、様々な用途で使用できます。 ロータイプキャビネットのため、掲示物を壁に貼ることができます。 カウンターデスクで短時間のPCの作業も快適に行えます。

WORKING AREA
効率型ワークエリア

店舗のイメージを事務所にも取り入れながら、
仕事の効率性を上げる機能的な空間を目指したデザイン。
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商談中にモニターが外から見えない
デザインで、プライバシーに配慮できます。

BOOTH

吸音性の高いファスナー付きパーティション
でプライベート空間を作ることができます。

PARTITION

天板下にモニターを収納できるテーブルです。
一人での執務にもミーティングにも使えます。

MONITOR DESK

どこにでも設置可能な充電バー。
インテリアになじむシンプルなデザインです。

CHARGING BAR

機能性とデザイン性にこだわった、幅広い家具のラインナップをご紹介します。

Furniture Lineup

15-16



荷物が置けて、充電できるタイプなど
豊富なバリエーションをご用意しています。

PERSONAL SOFA

インナーガーデンを演出することで
居心地の良いやすらぐ空間を作ります。

GARDEN FURNITURE

ゆったりとリラックスができる、
上質な空間を作ります。

RECLINING SOFA

空間のコンセプトや用途に合わせた、
豊富なバリエーションをご用意しています。

CHAIR

機能性とデザイン性にこだわった、幅広い家具のラインナップをご紹介します。

Furniture Lineup
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MATERIAL

ショーケース

意匠性の高い様々な素材で製作できます。

グッズやアイテムを展示

マテリアルケース
車のパーツなどを収納・展示

マテリアルハンガー
車のパーツなどを展示

TVボード
建築工事が不要でTVが設置できる壁面ボード

ドリンクカウンター
ゴミ箱や収納付きのカウンター

カウンター
カフェスペース向けのハイカウンター

パンフレット棚
キャスター付きの可動棚

壁面パンフレット棚
種類や数量に合わせてレイアウトできる棚

ミニカー棚
ガラスの棚板と間接照明を使用した棚

ご要望と空間に合わせて色や形を自由に変更できます。INTERIOR
コンセプトや用途に合わせて、オリジナル家具のデザインと製作が可能です。

Custom Order
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Projects
納入事例
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Projects
納入事例
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タリーズコーヒー富士市中央公園店 様

成田空港 様 Oliver Sky Oasis 成田空港 様 Oliver Sky Oasisタリーズコーヒー富士市中央公園店 様 三井ショッピングパークららぽーと名古屋みなとアクルス 様

MOYNAT シンガポール 様

三井ショッピングパークららぽーと名古屋みなとアクルス 様

Projects
納入事例
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About Us
会社概要

座に55kgのおもりを載せ、後脚
を軸に前脚が50mm持ち上がる
ように背もたれを後ろに引っ張り
落下させる。12,000回繰り返して
不具合がなければ合格。

200mmの高さから片側の前脚が
落ちるようにセッティングし落下さ
せる。この動作を1,000回繰り返し
て不具合がなければ合格。

肘の最も壊れやすい位置に垂直
で1,000Nを10秒間、10回負担を
加える。同じく水平に600Nを10
秒間、10回負担を加える。不具合
がなければ合格。

家具は、毎日使う身近なものだから。安全安心、快適に使っていただけるように、

「繰り返し耐久試験」「落下衝撃試験」「肘部の静的荷重試験」など、

さまざまな強度試験を実施、安全品質に徹底的にこだわっています。

オリバー独自の認証マークは、これらの厳しい基準に合格した証です。

※認証マークは、用途や製品選択の目安となるものです。安全性や耐久性を保証するものではありません。
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About Us
会社概要

京都営業所    　　　
神戸営業所   　　
九州・中四国支店  　
高松営業所    　　
広島営業所   　　　  

福岡営業1課　　
福岡商環境営業1課  

鹿児島営業所　　　 
沖縄営業所    　　　 

te l  （075）3 4 4-2177
te l  （078）261-3381
te l  （092）473-8030
te l  （087）861-1226
te l  （082）294-8090
te l  （092）473-8030
te l  （092）473-8030
te l  （099）256-6468
te l  （098）860-2009

te l  （011）350-6870
te l  （022）745-0950
te l  （019）632-7100
te l  （024）927-0501
te l  （029）860-3121
te l  （048）658-3251
te l  （026）269-6080
te l  （025）281-0607
te l  （03）5674-9535

札幌支店
仙台・北関東支店
盛岡営業所
郡山営業所
つくば出張所
さいたま営業所  

長野営業所  

新潟営業所  
商環境支店

東京支店    　　  
横浜営業所    　
本店（岡崎 )  　　
静岡営業所        

名古屋支店    　　
名古屋商環境支　
関西商環境支店  　 
関西支店    　　
金沢営業所    　　
　

te l  （03）5989-0803
te l  （03）5989-0803
te l  （0564）27-2823
te l  （054）280-1351
te l  （052）209-6880
te l  （052）209-6880
te l  （06）6228-9232
te l  （06）6228-9233
te l  （076）223-5671

株式会社オリバー　
岡崎本社 tel:0564-27-2800  東京本社 tel:03-5674-9535 www.oliverinc.co. jp

お問い合わせ 企業情報
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