おしゃれにリメイク

ワイン木箱 のアイデア収納 B OX
収納をもっとおしゃれに楽しみたい、そんな人におすすめなのがワイン木箱。
実用面を考えてキャスターや取っ手を付ければ機能的に、
ペイントやステンシルでデザインをアレンジすれば、もっと楽しみが広がります。

作ってくれた人

佐々木今日子さん
ハンドメイドの布小物や木工品などを中
心に、アンティークやナチュラル雑貨を
取り扱うネットショップ creer（http://
creer-web.info/index.html）を開設。月に
２回自宅ショップを開催しています。
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ワイン木箱のここが素敵
元々ワインを運ぶために作られているの
で、重い荷物も入れることができる丈夫さ
は、収納 BOX として大いに利用する価値
アリ。フランス語やイタリア語の焼き印も
お部屋のインテリアとして魅力的です。

クロス類や材料としての布は、大きめにたたんで収納。折りジワをなるべく少なくします。

ワイン木箱の購入法

こんなところでも！
輸入雑貨店・
ガーデニングショップ

リカーショップ・
ワインショップ

見つかれば
ラッ
キー
！

手に入れやすい！
インターネットショップ

輸入雑貨店では商品を陳列する棚として、

大手のリカーショップのやまややエノテカな

またガーデニングショップでは植木鉢や

どでは、ときどき安価でワイン木箱を販売

ていたワイン木箱や、ワイン木箱風のオリ

ガーデニング用品を収納するためのワイン

することがあります。不定期的に売り出され

ジナル BOX が購入可能。オーダーメイド

木箱が販売されている場合があります。

るので、こまめに販売情報を確認しましょう。

で好きなロゴや図柄を入れてくれる場合も。

ここで
す！
購入できま

BREA

インターネットで、輸入時に実際に使われ

インターネットショップ紹介
木箱屋ドットコム

静岡木工

印字のタイプが３種類の中から選べるオリ

静岡木工のオリジナルロゴの入ったワイン

すべてが木箱屋職人の手作り。オプショ

ジナルの木箱。
仕切りを２つ付けたタイプは、

木箱。値段が手ごろなので購入しやすく、

ンとしてオリジナルロゴやイラストのオー

縦に置いて３段の収納棚として使えます。

いくつか揃えて並べて使いたくなります。

ダーメイドも可能です。

URL

URL

URL

http://brea-interior.com/

tel：0166-40-1340

http://www.rakuten.ne.jp/gold/

shizumoku/

http://kibakoya.ocnk.net/

tel：0254-56-7441

tel：0548-32-4135

サイズはタイプ１で大（28.3 × 41 × 13.3）
、小（26 ×
36 × 13.3）のほか、少し大きめのサイズ（60 × 26 ×
16）で仕切りの有無が選べるタイプ２もあります。
￥1.449 〜

サイズは L（約 29 × 41 × 14）
、M（約 26 × 36 ×
14）の 2 種類です。L、M のセット販売もあります。
￥680 〜
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サイズは L（約 29 × 41 × 14 ㎝）
、M（約 26 × 36
× 14）の 2 種類です。
￥1.280 〜

重い荷物もらくらく運べる
キャスター、取っ手付きワイン木箱

日当たり重視の観葉植物や、
日陰を好むドライフラワーの
BOX に。太陽の位置に合
わせて気軽に模様替えが楽
しめます。

遠い外国から船でゆっくりゆっくり運ばれてきたワインの木箱。
はがれかけたラベルや、多少の傷もかえって愛しく感じます。
木箱のぬくもりをそのままに、キャスターや取っ手で使い勝手をプラスしましょう。

キャスターはしっかりとネジで固定。ベッドや机の下な
どのデッドスペースが有効活用できます。

お気に入りの取っ手を付ければ、使うたびに愛着が増し
ます。
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油性ペン

材料と道具

ネジを付ける位置に印を付け
るときに使用します。
キリ
木ネジを付ける前にキリで穴
を開けます。ひもを付ける穴
もこれで開けます。

なべ頭トラスタッピング
ネジ（3.5 × 10mm）
…16 本

取っ手用皿頭ネジ（ゴールド）
（4.0 × 10mm）…2 本

キャスターのネジ穴に合
うものを選びましょう。

電動ドライバー

電動ドリル

ドライバーでも作れます
が、電動式を使うと作業
がスピードアップします。

厚みが 10mm 以上ある木箱
に穴を開ける場合は、電動
ドリルを使うと便利。ホーム
センターで開けてもらうこと
もできます。

取っ手のネジ穴の口径に合うも
のを選びましょう。

取っ手用ひも（直径 10mm）
…20 ㎝

家具用取っ手（幅 10cm）
…1 個

紙袋のひもでも代用可能です。

ネジだけで簡単に取り付けら
れる家具用取っ手。DIY 店
で手に入ります。

キャスター
（直径 32mm）…4 個

※道具、材料は 100 円ショップやホームセンター、インターネットで購入することができます。

ひもを付ける

取っ手を付ける

4cm

5cm

キャスターを付ける

1

1cm

10cm

1cm

1

ひもを付ける場所を決め、油性ペ
ンで印を付けます。

ワイン木箱を裏返し、バ
ランスを見ながら、角か
ら１㎝内側にキャスター
を置きます。

ワイン木箱の中央、上から 5 ㎝下
に取っ手をあて、ネジ穴の位置に
油性ペンで印を付けます。

1

2
ネジ穴の位置を確認し、
油性ペンで印を付けま
す。

キリか電動ドリルで１２mm 穴を開
けます。ワイン木箱は必ず平らな
場所に置いて、作業します。

2

2

キリで印を付けた場所に軽く溝を
付けます。

3
キリで印を付けた位置に
軽く溝を付けます。

4
3

取っ手用ひもを穴に通し、内側で
ひと結びします。

ドライバーでネジを締めます。左
手でしっかりと取っ手を抑え、動
かないようにして付けます。

3
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ドライバーでネジを締め
ます。ネジを締めるとき
は対角上にあるネジから
締めていきます。

インテリアに合わせて作る
ペイント＆ステンシルのワイン木箱

ステンシルは、文字や絵を
くり抜いた型紙を使って、
スポンジなどで色を塗る手
法。筆で描くのとは違って、
誰にでも簡単にできます。
かすれたようなアンティーク
調の仕上がりも素敵。

「家具は白で統一したい」「オリジナルのロゴを入れたい」と、
私らしさにこだわるハンドメイド好きには好きな色でペイントし、
文字をステンシルで入れるアイデアを提案します。
（オリジナル図案実物大型紙付録）

棚に入れて使っても便利。わざと粗く塗った白いペンキがアンティ
ーク風です。
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材料と道具
白
アート用カッター
黒

持ち手が細くペンのようにな
っているカッター。細かい部
分が切りやすい。
（普通のカ
ッターで代用可）
ハケ

はさみ

スポンジ（メイク用）

ペンキ（水性）

オイルステイン（水性）

毛幅 7cm の大きさ
を選びます。オイル
ステイン用、ペンキ
用のふたつ必要です。

クリアファイルを
切り開くときに使
用。

メイク用のスポンジはキメが細
かく、吸水性も優れているの
で、ステンシルに最適。100 円
ショップで購入できます。

水性のペンキは水で溶かし
て色を調節することができ、
乾くと落ちません。ホーム
センターで購入できます。

木の耐久性を高め、ペンキ
の色を定着させてくれます。
ホームセンターで購入でき
ます。

テープ
図案をクリアファイルに
写すときや、ステンシル
の型紙がずれないように
するため使用します。

油性ペン

小型の容器

新聞紙

ステンシルの図案

クリアファイル

ステンシルの図案
をクリアファイルに
写すときに使用。

ペンキを小分け
にするときにあ
ると便利。

ペンキを塗るとき
に、床などの上に
敷きます。

パソコンで作ったロゴや好きなイ
ラストを使用して。

ステンシルの型紙に使用。下絵
を挟みこんで図案を写すことがで
きます。

※道具、材料は 100 円ショップやホームセンター、インターネットで購入することができます。

4

8

ペイント＆ステンシル

カッターでなぞった
線の外側をくり抜き
ます。刃先を立てな
がら切ります。

クリアファイルはそっ
とはがし、きれいに
文字が出ているかを
確認します。

5
木箱にステンシルを
する前に、図柄や文
字がちゃんと切れて
いるか、別用紙に試
してみます。わかり
やすいように、明る
い色で試して。

9
ロゴの部分のステン
シルが完成。パソコ
ンで好きな文字を印
刷して、型紙にして
みましょう。

STEP1
1
汚れを落とし、オイル
ステインを塗ります。
軽く１度塗るだけで大
丈夫。４面を塗り終
えたら完全に乾くま
で置いておきます。

10
イラストをロゴと同様
にステンシルします。
左手でずれないよう
にファイルをしっかり
と押さえ、ポンポンと
軽くたたくようにペン
キをのせて。

6
図 柄 やロゴを見て、
きちんと切れていな
い箇所があれば、も
う１度カッターで切り
抜きます。

2
白のペンキを上から重
ねて塗ります。わざと
粗めに、かすれるくら
いに薄く塗り、完全に
乾くまで置いておきま
す。

STEP2

7
白のペンキに少量の
黒を入れてグレーの
ペンキを用意。スポ
ンジに含ませて、ス
テンシルの型紙の上
からぽんぽんと軽く
たたきます。

11
ぶどうのステンシル
が完成。失敗したら
白のペンキを塗り直
し、やり直すことが
できます。
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3
クリアファイルにステ
ンシルの図案をはさ
み、テープで留めて
上から油性ペンで図
案をなぞります。

