
TKS-6-500

支店・営業所

やすらぎのある空間づくり

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。

●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

表示価格は2022年2月現在の価格です)（  

●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。

りよに等」法標商「」法匠意「」法許特「は名品商、観外びよお造構の品商たれさ載掲にグロタカ当 ●

保護されています。模倣商品を製造することはできません。

に」法権作著「、は報情のてべすどな面図、章文、トスライ、像画たれさ載掲、）トウアイレ（グロタカ ●

基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはで

きません。

他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品に ●

ついては、必ず当社ブランドであることをご確認ください。

●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂 〒 ■東京本部：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒

東　北　支　店 大　阪　支　店

九　州　支　店 首都圏営業所

北関東営業所 新　潟　営　業　所

北　陸　営　業　所 四　国　営　業　所

東　京　支　店 名　古　屋　支　店

広　島　支　店 札　幌　営　業　所

埼　玉　営　業　所 横　浜　営　業　所

新潟三条営業所 関　西　営　業　所

プロサービスホームページ

取扱販売店

東日本営業グループ(長野)
〒 長野県長野市若穂保科3440番地9

東日本営業グループ
〒 東京都港区西麻布2丁目24番地11号 麻布ウェストビル

西日本営業グループ
〒 大阪府大阪市西区西本町2丁目3番地10号 西本町インテスビル

北日本営業グループ
〒 北海道札幌市中央区北3条西1丁目2番地 サンワビル

製造元

AIR WATER                         Web Shop

エア ・ ウォーター ・ エコロッカ Webショップ

カタログ

パラソル
ガーデンファニチャー
ポット＆プランター

GARDEN
FURNITURE
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洗練された屋外家具で
心地よいひとときを。

２０２２年 ６月版



パラソルの下には

小さな空間が生まれます

パラソル 特長
屋根があると人が集う

パラソルとは

ちょっとした日よけ空間には、パラソルが最適。

ガーデンファニチャーに屋根を取り付ける感覚

で、その下には人が自然と集まる空間ができあ

がります。日よけ効果だけでなくガーデンのデ

ザインポイントとなり、人の視線を集めるアイ

キャッチの役割も果たします。エクステリアと

調和するカラー、サイズのバリエーションを豊

富に揃えています
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   タカショー パラソル製品の紫外線遮蔽率区分

タカショー独自の紫外線の遮蔽率のランクを設定
設置環境に応じた使い分けができます 

タカショーのパラソル製品は、該当商品が紫外線をどの程度遮蔽するか判断する基準として「S」〜「C」

までのランクを設定。

植物や農作物の上では、紫外線をある程度通す「C」〜「B」ランクの生地が適しています。一方、人

が生活する場所や調度品などを紫外線から守りたい場合は「A」〜「S」ランクの生地が適しています。

設置環境に応じた使い分けの目安としてご覧ください。

紫外線遮蔽率とは…
パラソル生地を通過して皮膚に当たる紫外線量の 

カットされる割合

紫外線遮蔽率（%）＝100−紫外線透過率（%）

紫外線遮蔽ランクは各商品ページのアイコンで
ご確認いただけます。

区 分 紫外線遮蔽率 (％)

S 94％以上

A 84％以上

B 63％以上

C 44％以上

01
使用場所、サイズから選べる3つのパラソルシリーズ

タカショーでは特長の異なる3種類のパラソルシリーズを取り揃えており、

現場や予算に合わせてお選びいただけます

02
色あせに強く、紫外線遮蔽率が高い
パラソル生地を使用
染色段階で繊維の内側に色を閉じ込める原液着色の技術を採用した色あせ

に強いポリエステル生地、o’bravia（オブラビア）。

弊社規定Sランクの高い紫外線遮蔽率を誇り、耐候性にも優れています。

また100%再生可能な素材からできており、地球環境にもやさしいサステ

ナブルな生地になっています

フレーム・生地・ベースすべてにこだわりがつまった高級

大型パラソル。高い耐久性を誇り、大型施設・公共現場

におすすめです

※オーニンググレード、ファニチャーグレードについては

　下記のo’bravia（オブラビア）の生地についてをご参照ください

中央に柱のないデザインで、大きな傘下空間を自由にご

使用いただける定番のハンギングパラソル。小〜中型店

舗や住宅におすすめです

4カラー×3サイズのバリエーション豊かな小型木製パラ

ソル。手軽に快適な日よけ空間を作ることができる、ガー

デンやテラス席の必須アイテムです

ファニチャーグレード
原液着色で色あせにくいポリエステル生地。

Sランクの紫外線遮蔽率(弊社規定)を誇り

ます

サイドポールパラソル  P.５〜シェードメーカーパラソル  P.3〜 マーケットパラソル  P.７〜

オーニンググレード
ファニチャーグレードに比べより分厚く丈夫

な生地で、高い耐久性が求められる店舗や

公共現場等におすすめです

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

大 型
（3m）

公共・
商業施設

メンテナ
ンス部品

オーニング
グレード※

大 型
（3〜3.3m）

小中店舗・
住宅

ファニチャー
グレード※

小 型
（2.1〜2.7m）

小中店舗・
住宅

ファニチャー
グレード※

色あせにくく美しい色合いを長
く保ちます
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柱にブランド名が
刻印されています

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

シェードメーカーパラソル

使用上のご注意
（パラソル）

●屋上などの高所や強風が予測される場所には、パラソルを設置しないでください。●ご使用前にパラソルベースにしっかりと固定されていることを確認してください。●パラソル
は管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。●強風時や雨天時はパラソルを室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、
収納するなどの対処をしてください。●パラソルは日よけ専用です。防水性はありません。

オーニンググレードのナチュラルな2カラーを使用した大型スクエアパラソル。傘部分が簡単に取り外しでき、収納・

メンテナンスも簡単です。開閉ハンドルが取り外し可能になり、より便利に

オリオン

ライトグリーン

ベージュ

使用時以外は閉
じて保管してく
ださい

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

aAME{
■ACT-02BE　45701400
シェードメーカー パラソル
オリオン ベージュ

■ACT-02LG　45700700
シェードメーカー パラソル
オリオン ライトグリーン
D3650×H3100mm
パラソル部：傘径W3000×D3000mm
支柱：68.5×108.5mm　約36㎏　アルミ
ベース部：W910×D910×H195mm
約32㎏　スチールほか
生地：ポリエステル（撥水処理）
パラソルカバー付　2梱包1台

¥430,000/台

■ACT-02FBE　34037800
オリオン 傘生地 ベージュ（交換用）

¥71,000/枚

■ACT-02FLG　34036100
オリオン 傘生地 ライトグリーン

（交換用）　¥71,000/枚

■ACT-02C　34050700
オリオン　カバー（交換用）

＊ ¥9,800/枚

■ACT-0102H　34046000
シェードメーカーパラソル
クランクハンドル（交換用）

¥5,000/個

16年以上にわたり世界中の一流レストラン・リゾート施設・カントリークラブなどに採用され、最高級

のハンギングパラソルと評される「Shademaker（シェードメーカー）」。生地・フレーム・ベースすべ

てにデザインと機能のこだわりが詰まった、ワンランク上のブランドパラソルです

®

オーニング
グレード

ファニチャーグレードに比べより
分厚く耐久性に優れるハイグレー
ドな生地を使用

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文
の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

3000mm

3650mm

3000mm

3650mm

オリオン オリオン

3



●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

オーニンググレードのスタイリッシュな2カラーを使用した大型八角形パラソル。日差しに合わせてパラソルの角

度を調節できます。開閉ハンドルが取り外し可能になり、より便利に

シリウス 

ネイビー

ホワイト

使用時以外は閉
じて保管してく
ださい

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

aAME{
■ACT-01WH　45698700
シェードメーカー パラソル
シリウス ホワイト

■ACT-01NV　45699400
シェードメーカー パラソル
シリウス ネイビー
D3610×H2870mm
パラソル部：傘径W3000×D3000mm
支柱：68.5×108.5mm　約31㎏　アルミ
ベース部：W910×D910×H195mm
約32㎏　スチールほか
生地：ポリエステル（撥水処理）
パラソルカバー付　2梱包1台

¥378,000/台

■ACT-01FWH　34040800
シリウス  傘生地  ホワイト

（交換用）  ¥65,000/枚

■ACT-01FNV　34043900
シリウス  傘生地  ネイビー

（交換用）　¥65,000/枚

■ACT-01C　34051400
シリウス　カバー（交換用）

＊¥7,300/枚

■ACT-0102H　34046000
シェードメーカーパラソル
クランクハンドル（交換用）

¥5,000/個

ベースの中に砂と水を入れて重し
にしてください

ファニチャーグレードに比べ、
より厚めで耐久性に優れる
オーニンググレードを使用

  シェードメーカー パラソル特長

シリウスは、日差しに合わせて角度調節を5段階（約65°、
50°、30°、15°、0°）可能。またシリウス、オリオン共に
付属のハンドルを持ち上げるだけで簡単にパラソルを
回転できます

シリウス、オリオンそれぞれに専用のパ
ラソルカバー付。汚れからパラソルを守
ります

パラソルを開閉する
ハンドルは取り外し
可能です。（シリウス・
オリオン共通）

®

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文
の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

3000mm

3610mm

シリウス

3000mm

3610mm

シリウス

オーニング
グレード

ファニチャーグレードに比べ
より分厚く耐久性に優れる
ハイグレードな生地を使用
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●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

サイドポールパラソル

ファニチャーグレードの生地へリニューアルしたハンギング（吊り下げ型）パラソル。

傘の中央に柱のないデザインで広く快適な日陰を作りだします

サイドポールパラソル 

ブラウン

オフホワイト

サイドポールパラソル サイドポールパラソル

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

aEA{
■ACT-03OW　45704500
サイドポールパラソル300
オフホワイト

■ACT-03BR　45705200
サイドポールパラソル300
ブラウン
D3700×H3080mm
パラソル部：傘径W3000×D3000mm
支柱：φ70mm　約27㎏　アルミ
ベース部：W815×D815×H200mm
約11㎏　ポリプロピレン
生地：ポリエステル（撥水処理）
パラソルカバー付　2梱包1台

¥210,000/台

※  ベースの中に砂と水を入れて重しにしてください

※  強度や耐久性が求められる場所には、シェードメー
カーパラソルをおすすめします

ハンドルを回せば大きな
パラソルが簡単に開閉し
ます

強風時は安全のためパラ
ソルを閉じてください

使用時以外はパラソルを
閉じて保管してくださいパラソルは、

簡単に開閉、

収納が

できます。

ファニチャー
グレード

紫外線遮蔽率に優れる
スタンダードグレードの
生地を使用

3000mm

3700mm

3000mm

3700mm

サイドポールパラソル300（オフホワイト）
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ファニチャーグレードの生地へリニューアルしたハンギング（吊り下げ型）パラソル。

ペダルを踏んで、簡単にパラソルを回転できるタイプです

ラウンドサイドポールパラソル

ブラウン

オフホワイト

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

aEA{
■ACT-04OW　45702100
ラウンドサイドポール
パラソル330 　オフホワイト

■ACT-04BR　45703800
ラウンドサイドポール
パラソル330 　ブラウン
D3700×H2800mm
パラソル部：傘径W3300×D3300mm
支柱：W64.5×D80mm　約25㎏　アルミ
ベース部：W830×D830×H220mm
約12㎏　ポリプロピレン
生地：ポリエステル（撥水処理）
パラソルカバー付　2梱包1台

¥189,000/台

※  ベースの中に砂と水を入れて重しにしてください

※  強度や耐久性が求められる場所には、シェードメー
カーパラソルをおすすめします

使用上のご注意
（パラソル）

●屋上などの高所や強風が予測される場所には、パラソルを設置しないでください。●ご使用前にパラソルベースにしっかりと固定されていることを確認してください。●パラソル
は管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。●強風時や雨天時はパラソルを室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、
収納するなどの対処をしてください。●パラソルは日よけ専用です。防水性はありません。

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

日差しに合わせてパラソ
ルの角度調節、回転がで
きます

ハンドルを回せば大きな
パラソルが簡単に開閉し
ます

強風時は安全のためパラ
ソルを閉じてください。使
用時以外はパラソルを閉
じて保管してください

パラソルは、

簡単に開閉、

収納が

できます。

ファニチャー
グレード

紫外線遮蔽率に優れる
スタンダードグレードの
生地を使用

3300mm

3700mm

3300mm

3700mm

ラウンドサイドポール ラウンドサイドポール

ラウンドサイドポールパラソル330（ブラウン）
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マーケットパラソル

マーケットパラソルは、その名の通り古くからヨーロッパの街角に立つマーケットで日よけとして活躍し、人々に親

しまれてきたパラソルです。今日の日本ではまぶしい日差しから人々を守り、快適な空間を提供するガーデンに

おいての必須アイテムとなっています

紫外線遮蔽ランク

S
94％以上

A
84％以上

B
63％以上

C
44％以上

マーケットパラソル   
a{D

染色段階で繊維の内側に色を閉
じ込める技術を採用した生地は
色あせにくく美しい色合いを長
く保ちます

傘を広げて、ストッパーピンを柱
に差し込んで固定

4種類のカラーと

パラソルの大きさが選べる3サイズ

4種類のカラーバリエーションと、パラソルの傘幅が

異なる3サイズをご用意。シーンや空間に合わせて最

適なサイズをお選びください

φ2.7mφ2.4mφ2.1m

ベージュ ホワイト

付属パイプ

基本支柱

2
4
5 5
1
5

2
7
0

※�こちらの商品は一般家庭用です。
※�材質の特性上、白華現象が
起こる可能性があります

※�こちらの商品は一般家庭用です。
※�材質の特性上、白華現象が
起こる可能性があります

パラソルベース   a 

M
■PSB-C11B　34360700
コンクリートベース ブラック
φ365×H294mm／約11㎏
支柱内径：φ41mm
調節スペーサー内径：φ32、36.5mm
ベース台座：コンクリート

＊ ¥8,400/台

M
■PAB-C25B　34356000
コンクリートベースL ブラック
φ500×H375mm／約26㎏
支柱内径：φ50mm
調節スペーサー内径：φ35、40mm
ベース台座：コンクリート

＊ ¥11,000/台

MO
■ACTB-BW51　33896200
パラソルベース フレックス
φ530×H515mm／約22㎏
支柱内径：φ40mm

＊ ¥23,500/台

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の
際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

パラソルベース、
フレックスについて

付属パイプを連結させることで支柱が
長くなり、より高い安定性を得られます。
※基本支柱のみでも使用可能です。
（付属パイプのみでのご使用はできません）

ファニチャー
グレード

紫外線遮蔽率に優れ
るスタンダードグレード
の生地を使用

写真のファニチャーは取扱っておりません。
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グリーン

ビビッドオレンジ

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

パラソルを汚れから守ります。収納時にご利用ください

パラソルカバー   { 

■ACT-FC4　34004000
ファニチャーカバー パラソル
W460×H1560mm／0.35㎏
ポリエステル（撥水処理）
直径3mまでのパラソル用

＊ ¥3,200/枚

※�パラソルカバーが長時間水に濡れた状態で
は、内部に水が染みこむことがあります。濡
れたまま放置せずにふき取ってください

パラソルベースの選び方
●テーブルセット、パラソルの大きさに合わせてお選びください。
●パラソルの支柱がパラソルベース支柱の内径に入るサイズをお選びください。
●テーブルの脚の間隔にベース台座部分が入るパラソルベースをお選びください。
●サイズの大きなパラソルは、より風の影響を受けやすくなるため、安全性の高い重量のある
���パラソルベースをおすすめしています。

●屋上などの高所や強風が予測される場所には、パラソルを設置しないでください。
●PSB-C11B、ACTB-BW51のベースご使用時には、テーブルとの併用などで必ず支柱下部、中央部　
　の2点を固定してください。パラソルベースのみで立てることは、風の影響を受けやすくなり転倒や　
　パラソル支柱の破損原因となります。
●パラソルベースのみで立てる場合は、PAB-C25Bなど重量のあるパラソルベースをおすすめしています。
　（PAB-C25Bは一般家庭用です、公共現場でのご使用はご遠慮ください）
●転倒やパラソル支柱破損の原因となるため、風の強いときは必ずパラソルを室内に収納してください。予期しな��
　い突風の場合にも、すみやかに閉じる、収納するなどの対処をしてください。
●パラソルは管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。
●雨天時や使用しないときは、ベースからはずし室内に収納してください。
●ご使用前にパラソルベースにしっかりと固定されていることを確認してください。
●パラソルは日よけ専用です、防水性はありません。

使用上のご注意（パラソル・パラソルベース）

●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

トップ飾り、ハブ、ランナー : プラスチック
生地 : ポリエステル（撥水処理）

トップ飾り、ハブ、ランナー : プラスチック
生地 : ポリエステル（撥水処理）

トップ飾り、ハブ、ランナー : プラスチック
生地 : ポリエステル（撥水処理）

コード 品  番 カラー

33994500 ACT-27BE ベージュ

33894800 ACT-27W ホワイト

33993800 ACT-27G グリーン

33654800 ACT-27VO ビビッドオレンジ

コード 品  番 カラー

33992100 ACT-24BE ベージュ

33893100 ACT-24W ホワイト

33991400 ACT-24G グリーン

33651700 ACT-24VO ビビッドオレンジ

コード 品  番 カラー

33942600 ACT-21BE ベージュ

33892400 ACT-21W ホワイト

33941900 ACT-21G グリーン

33647000 ACT-21VO ビビッドオレンジ

■マーケットパラソル 2.7m ■マーケットパラソル 2.4m ■マーケットパラソル 2.1m

φ2700×H2515mm／約8㎏
支柱：φ38mm

＊ ¥45,000/本

φ2400×H2390mm／約6.5㎏
支柱：φ35mm

＊ ¥36,000/本

φ2100×H2410mm／約5.8㎏
支柱：φ35mm

＊ ¥33,000/本

※支柱、骨は天然木を使用しているため、
   色や木目に個体差が生じます

※2.7mシリーズ推奨ベース : ACTB-BW51、PAB-C25B

※支柱、骨は天然木を使用しているため、
   色や木目に個体差が生じます

※2.4mシリーズ推奨ベース : ACTB-BW51、PAB-C25B

※支柱、骨は天然木を使用しているため、
   色や木目に個体差が生じます

※2.1mシリーズ推奨ベース : ACTB-BW51、
   PSB-C11B､PAB-C25B

2900mm 2700mm 3000mm 2900mm 2700mm 3000mm 2900mm 2700mm 3000mm

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。
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ガーデンファニチャー 商品一覧
タカショーではさまざまな素材、ブランドのガーデンファニチャーをご用意しています

バックレスベンチ145

¥120,000

トレイスタンド

¥33,000

イスタナ 3シーターベンチ

¥185,000

ダイニングテーブル160

¥180,000

スクエアテーブル80

¥110,000

イスタナ アームチェアー

¥87,000

フォールディングチェアー

¥58,000

バックレスベンチ125

¥100,000

ダイニングテーブル140

¥160,000

イスタナ 2シーターベンチ

¥155,000

サム キューブ テーブル/スツール トップ

チーク

¥55,000

サム キューブ テーブル/スツール トッ

プホワイト

¥52,000

デッサウ チェアー

¥25,000

デッサウ スクエアテーブル

¥116,000

ビストロ ラウンドテーブル 60

¥34,000

ビストロ スクエアテーブル 71

¥43,000

ビストロ メタルチェアー 

2脚セット

¥30,000

クリップ テーブル

¥34,600

トリル アームチェアー

¥17,000

リオ ダイニングテーブル

¥126,000

ネットベンチ

¥44,000

アロロテーブル

¥106,000

ネットチェアー

¥18,200

ファーロ ハイチェアー

¥23,000

エリカチェアー

¥14,800

パルマアームチェアー

¥16,400
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カリス ハイテーブル60

¥66,300

カリス ラウンドテーブル

¥62,500

キューブ スクエアテーブル

¥45,000

ピア二テーブル

¥65,000

スプリッツ サイドテーブル

¥16,500

アトランティコ

リクライニングチェアー

¥62,000

庭座 シンプルベンチ

¥48,000

庭座 シンプルスクエアテーブル

¥80,000

庭座 シンプルスツール

¥32,000

庭座 シンプルシェルフ

¥54,000

庭座 シンプルチェアー

¥40,000

庭座 シンプルアームチェアー

¥46,000

庭座 

シンプルスクエアテーブル720

¥58,000

庭座 サークルチェアー

¥55,000

庭座 シングルソファ

¥112,000

庭座 ダブルソファ

¥208,000

庭座 カフェテーブル600

¥63,000

庭座 カフェテーブル900

¥73,000

庭座 スクエアチェアー

¥79,000

庭座 サイドテーブル

¥51,000

ベベック コーナーソファ

¥164,000

イジアン アームチェアー

¥90,000

イジアン ダイニングテーブル

¥216,000

ベベック シングルソファ

¥198,000

ブルコス ダブルソファ

¥312,000

ブルコス シングルソファ

¥204,000

ベベック ダブルソファ

¥298,000

ベベック センターソファ

¥126,000

ベベック ローテーブル

¥83,000
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ガーデンファニチャー 商品一覧

ミカド シングルソファチェアー

¥46,800

ミカド ダブルソファチェアー

¥89,800

タリナ ハイスツール

¥36,000

タリナ カウンターテーブル

¥108,000

タリナ コーヒーテーブル450

¥48,000

タリナ リクライニングチェアー

¥129,000

ソケリ シングルソファ

¥53,000

ソケリ ハイバックチェアー

¥5８,000

ソケリ ダブルソファ

¥83,000

イハナ ラウンドテーブル800

¥39,800

イハナ ラウンドテーブル600

¥33,000

イハナ ラウンドテーブル400

¥25,000

オーパスアームチェアー

¥36,000

オーパスラウンドテーブル

¥56,500

タリナ コーヒーテーブル900

¥63,000

タリナ ガーデンシンク

¥156,000

ブルコス ローテーブル

¥126,000

ブルコス サイドテーブル

¥89,000

タリナ シングルソファ

¥96,000

タリナ センターソファ

¥68,000

タリナ コーナーソファ

¥82,000

タリナ ダブルソファ

¥144,000
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ラグマット 120×180 グレー

¥19,800～

ラグマット 120×180 ブラウン

¥19,800～

オプション

モルンシェルフ４０

¥２9,000

木製ガーデンファニチャー塗料

¥4,500

補修ペイント 黒(ツヤ消し)

¥1,000

ファニチャーカバー各種

¥3,200～

モルンシェルフ８０

¥４4,000

12



ガーデンライフスタイルメーカーであるタカショーが提案する、屋外家具セレクト「PIEDS NUS（ピエニュ）」 。  

カジュアルなスタイルからリゾート・オーガニック・和モダンなど、様々なテイストの商品を幅広くラインアップ。

世界のリゾートやカフェなどで実績のあるブランド商品を多く取り揃えており、日本国内でも住宅・店舗・ホテル

などに多く採用されています。

ひと息つける場所を、

あわただしい現代を生きる全ての人へ。

「 P I E D S  N U S（ ピ エ ニ ュ ）」は フ ラン ス 語 で「 素 足 」。

素 足 で 過 ご すリラクシ ン グ な 時 間 が い ざ なうの は 、身 も 心 も 自 然 な 状 態 。

そ ん な 大 地 と 寄 り添 うように

感 性 を 高 め る 素 材 や デ ザ イン の 屋 外 家 具 を セ レ クトし て い ま す 。

13

GARDEN&

EXTERIOR

施工事例ギャラリー

1300点以上の施工事例がご覧
いただけます
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試験項目 基準

 静的強度試験

 ひじ部静的水平力試験

 ひじ部静的垂直力試験 

 脚部静的側方強度試験   

 耐衝撃性試験

 耐久性試験

 後方安定性試験

 JIS S1203:1998 【荷重】背もたれ:560N、座面:1600N

 JIS S1203:1998 【水平荷重】400N  EN581-2【回数】5万サイクル

 JIS S1203:1998 【垂直荷重】800N

 JIS S1203:1998 【水平荷重】390N

 JIS S1203:1998 【落下高さ】180mm

 JIS S1203:1998 【荷重】背もたれ:330N、座面:950N 【回数】10万サイクル

 JIS S1204:1998 【水平荷重】120Nで転倒せず

※JIS S1203、JIS S1204は日本工業規格の「家具（チェアー）」の規格です

チェアー

■JIS規格

試験項目 基準

 静的強度試験

 後方安定性試験

 EN581-2 【荷重】背もたれ:560N、座面:2000N

 EN1022 

※EN581-2、EN1728、EN1022は欧州統一規格の「家具（チェアー）」の規格です

※チェアーの仕様条件により、試験内容・基準値が異なる場合があります

　商品ページに個々の試験基準を記載しています

■EN規格

 耐久性試験

試験項目 基準

 垂直力に対する

 安定性試験

 JIS S1202:1998

 【荷重】EN試験値（右記）参照

テーブル

■JIS規格

※JIS S1202は日本工業規格の「家具（テーブル）」の規格です

試験項目 基準

 垂直力に対する

 安定性試験

 EN581-3  
 【荷重】200N（L＜800mm）、L-600N（800mm≦L≦1000mm）、
           400N（L＞1000mm）

■EN規格

※EN581-3は欧州統一規格の「家具（テーブル）」の規格です

永くご使用いただくためにJIS規格等に基づいた自社基準に沿って試験を行っています

コントラクトマーク　　　　がついた商品の試験内容（タカショー基準）

※	これらの数値は、あくまでも試験結果であり、保証値ではありません。

※	使用場所や使用用途により指定の試験が異なる場合があります。

※コントラクトマーク　　　　　				がついた商品は通常商品よりも高い基準を設けて試験を実施しています。

※商品・材質によって試験内容は異なります。

座面 静的強度試験

座面に1600Nの力を10秒間	×10回加える

繰り返し衝撃試験

座面に55kgの重りを載せ、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。

※6,000～12,000回	商品により回数を設定

背もたれ 静的強度試験

背もたれに560Nの力を10秒間	×10回加える

後方安定性試験

座面に600Nの重りを載せ、背もたれに120N

の力を加える

ひじ部 静的垂直力試験

ひじに700N下向きの力を10秒間	× 10回加える

座面 耐衝撃性試験

座面に25kgの衝撃体を高さ180mmから

10回自由落下させる

試験例
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天然木（チーク）
内部に油分を含み、水や塩分、害虫などに強いチークは、古くには帆船のデッキとして、ヨーロッパではガーデンファ

ニチャーに多く用いられてきました。表面は使えば使うほどに味わい深いものへと変化していきます。室内で使用

した場合は時間の経過とともに色は濃く深くなり自然なツヤが生まれ、屋外で使用した場合には表面の油分が抜

けてシルバーグレーの味わい深い色へと変化していきます。

FRP（強化プラスチック）
プラスチックにガラス繊維を組み合わせ強度を向上させた強化プラスチック樹脂。樹脂が基礎素材なので非常

に軽量な上、繊維によって強化されているため強度が高いのが特徴です。

人工ラタン
人工ラタンとは、天然の籐の風合いをそのままに、屋外使用を可能にした素材。ロムガーデンの人工ラタンは引っ

張り強さや衝撃強さに優れる高密度ポリエチレンコード。弾力性のあるラタンで編まれた家具はハンドメイドでつ

くられており、良質な座り心地を実現しています。

スチール
衝撃に強く、耐久性に優れた素材。パウダーコーティング塗装を行うことで、屋外使用に最適なパフォーマ

ンスを発揮します。

こだわりの素材

ガーデンファニチャーの品質の要となる素材。各ブランドは独自に開発した素材や技術を用い、屋外家具としての最高のパフォーマンスを実現しています。PIEDS	NUS

では、それぞれのブランドが持つ、素材の特性を活かした品質と、デザイン性の高い商品を取り揃えています。

ロープ
ポリエステルとポリプロピレンからなるロープ。	強度が高く、色落ちしにくいなど、アウトドアユースでも安心

してお使いいただける素材です。

HPL（メラミン樹脂）
HPLは、木繊維を圧縮して作られる素材で樹脂の一種。キズや熱、水分にも強いため、外壁の化粧板にも使わ

れています。
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1953年から続くアウトドア家具メーカー	フェルモブ。自然を楽しむための家具を専門

に製造しており、世界各地で愛用されています。最新の技術と伝統的な職人の手作業

を融合し創られた製品は、その高い品質と機能性から、様々なシーンで広く利用され、

多くの人々に親しまれています。

「良いものを大切に永く使ってゆく」をコンセプトに、チークファニチャーを専門に展開。5年、

10年と年月を経るにつれて、どう経年変化していくかを念頭にデザインされた製品は、屋外

の過酷な状況下でも永くお使いいただけます。

ラタン家具の製造で有名なインドネシアでつくら

れた、こだわりの家具。熟練職人が一つひとつ丁

寧に編み上げています。日本の暮らしに根ざした

シンプルなデザインが特徴です。

サスティナブルな素材にこだわり、製造過程でCO2

排出が少ないセメントや天然繊維、古材再生などを

選択。ヴェネチアの伝統的な石膏技術を応用した

製品が特徴です。

耐久性も、環境も。PIEDS NUSのブランド。

屋外での暮らしを提案するメーカーだからこそ、環境にも配慮したい。耐久性に優れていることはもちろん、環境に配慮

した材質や、サスティナブルな取り組みを行っているブランドをセレクトしています。

100％Made	in	Italyにこだわった、25年以上続くイタリアの屋外家具ブランド。品

質の高さとカラーの美しさが特徴で、世界中の商業施設やホテル等で使用さ

れています。
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イスタナテラス

イスタナテラスは、地球資源を材料に商品を作っています。だからこそ、山や森の健全性と持続可能性を常に考える事

は務めだと考えています。皆様が私たちの商品を、素晴らしい自然のもとで、いつまでも気持ち良く使い続けられるよう

願いを込め、自然環境の保全・復元の為に献身的に活動している非営利団体に売り上げの1％を 1% FOR THE 

PLANET を通じ、寄付します。

1% FOR THE PLANET

環境に配慮した木材調達（チーク材）

内部に油分を含み、水や塩分、害虫などに強いチーク。表面は使えば使

うほどに味わい深いものへと変化していきます。イスタナテラスでは、イ

ンドネシアの持続可能な植林地の合法チーク材V-legal（ABグレード）を

使用しています。一貫して自らの目でサプライチェーンを確認していま

す。森林資源を使用する以上、地球温暖化の問題、生物多様性の保全、

森林コミュニティーの尊重について考え、取り組んでいます。

経年変化を意識したデザイン

5年、10年、20年と年月を経るにつれて、どう経

年変化していくかを念頭におき、木材を太く使うこ

とで、屋外の過酷な条件下でも永く使えるよう設計

しています。自然環境下ではチーク材よりもむしろ

傷みの早い金物の使用は極力控え、かつ露出を避

けるデザインを心がけています。

家具を永く使うために

「良いものを大切に永く使ってゆく」をコンセプトの

もとにメンテナンスガイドを商品に同梱しています。

屋外の過酷な条件の下では、家具の寿命も短くな

ります。『せめて次のチークが育つまで』。そう思っ

て、愛着を持って接してみてください。きっとその

思いに応えてくれるはずです。

イスタナテラス

ダイニングテーブル160
イスタナ�3シーターベンチ
イスタナ�アームチェアー
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●チーク本体の油分が表面ににじみ出し、人体
や衣服に付着する場合があります。●金属部品は素材の特性上、サビが発生する恐れがあります。サビが発生した場合は、その都度メンテナンスをおすすめします。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家
庭使用を原則としています。●イスタナ�アームチェアー、イスタナ�2シーターベンチ、イスタナ�3シーターベンチは木材のみで組み立てる商品のため、がたつきが生じることがありますが、使用していくうちになじんていきます。●商品
の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

aD
■IST-09C　33180200

イスタナ 3シーターベンチn
W1530×D675×H795mm／26kg
座面高：375mm
天然木（チーク）
スタッキング不可

＊ ¥185,000/脚

イスタナテラス

aD
■IST-08T　33179600

ダイニングテーブル160n
W1600×D800×H710mm／27kg
天然木（チーク）

＊ ¥180,000/台

2800mm

aD
■IST-02T　33306600
ダイニングテーブル140
W1400×D800×H710mm／25kg
天然木（チーク）

＊ ¥160,000/台

2800mm

aD
■IST-06C　33310300
イスタナ 2シーターベンチ
W1225×D675×H795mm／20kg
座面高：375mm
天然木（チーク）
スタッキング不可

＊ ¥155,000/脚

aD
■IST-05AC　33309700
イスタナ アームチェアー
W570×D675×H795mm／12kg
座面高：375mm
天然木（チーク）
スタッキング不可

＊ ¥87,000/脚

色変化前 色変化後

●�チークの表面は数カ月でシルバーグレー色に変化します。これは表面の色変化であり、耐久性には問題ありません。
●�年月を経た商品は素材の劣化、品質・機能が低下している場合があります。折りたたみ商品は、開閉を繰り返すこ
とにより木部の劣化、部品の金属疲労が発生しやすくなります。
●表面にクラック（ひび）が入ることもあります。

使用上のご注意（チーク製品）
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イスタナテラス

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●チーク本体の油分が表面ににじみ出し、人体や
衣服に付着する場合があります。●金属部品は素材の特性上、サビが発生する恐れがあります。サビが発生した場合は、その都度メンテナンスをおすすめします。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家庭
使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bD
■IST-03FC　33307300
フォールディングチェアー
W430×D640×H900mm／7kg
座面高：400mm
天然木（チーク）
折りたたみ可

＊ ¥58,000/脚

折りたたみ可能

aD
■IST-01T　33305900
スクエアテーブル80
W800×D800×H710mm／18kg
天然木（チーク）

＊ ¥110,000/台

2800mm

スクエアテーブル80
フォールディングチェアー
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●チーク本体の油分が表面ににじみ出し、人体や衣服に付着す
る場合があります。●金属部品は素材の特性上、サビが発生する恐れがあります。サビが発生した場合は、その都度メンテナンスをおすすめします。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

aD
■IST-04C　33308000
バックレスベンチ125
W1250×D420×H410mm／13kg
座面高：405mm
天然木（チーク）
スタッキング不可

＊ ¥100,000/脚

bD
■IST-07T　33311000
トレイスタンド
W510×D360×H660mm／4kg
天然木（チーク）
折りたたみ可

＊ ¥33,000/脚

aD
■IST-10C　33182600

バックレスベンチ145n
W1450×D420×H410mm／16kg
座面高：405mm
天然木（チーク）
スタッキング不可

＊ ¥120,000/脚

ダイニングテーブル140
イスタナ�2シーターベンチ
バックレスベンチ125
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サム

�●�水に濡れると表面を塗膜しているワックスが色落ちしたり、白く変色すること（白
華現象）がありますが、素材の品質には問題ありません。

�●白華が生じた場合には、市販の白華除去剤をご使用ください。
�●ワックスが床に付着する恐れがあります。使用場所には注意�
���してください。

使用上のご注意（セメント製品）

�●�サベリでは、徹底した環境への配慮から、製造過程で森林伐採をせず、
古材を職人の手で一つひとつ丁寧に再生させたものを使用しておりま
す。そのため、お届けする商品が画像のものとわずかに異なる場合がご
ざいます。素材独特の風合いをお楽しみください。

使用上のご注意（サム�キューブのチーク個体差について）

bDF
■SAV-02CT　34031600
サム キューブ テーブル/スツール
トップチーク
W400×D400×H460mm／22.5kg
天然木（チーク）
スタッキング不可

 ＊ ¥55,000/台

bDF
■SAV-02CW　34032300
サム キューブ テーブル/スツール
トップホワイト
W400×D400×H460mm／20kg
天然木（チーク）
スタッキング不可

 ＊ ¥52,000/台

サム / デッサウ

ドイツ人デザイナー、Heike Vetter（ハイケ・ヴィッター）氏によるガー

デンポットおよびファニチャーブランド。ヨーロッパ市場に向けたポッ

トの商品開発に携わった経験をもとに、２００４年にブランドを立ち上げ

る。デザイン性と品質の高さから、ハイエンドな北欧インテリアショッ

プ、ヨーロッパのガーデンセンターで根強い人気を誇る

2200mm

2004年にドイツ人デザイナーHeike	Vetter（ハイケ・ヴィッ

ター）氏が立ち上げたガーデンポット・ファニチャーを扱うブランド。

資源の有限さへの高い意識からサスティナブルな素材にこだわ

り、製造過程でCO2排出が少ないセメントや天然繊維、古材再

生などを選択。また、ヴェネチアの伝統的な石膏技術を応用し

て作られるサベリのコンクリート素材は、エレガントで豊かな表

情と、絹のような滑らかな手触りで知られています。こだわりぬ

いた素材と、熟練職人のハンドメイドで作られる高い品質が特

長のブランドです。

サベリ

チーク （Reclaimed wood）

徹底した環境への配慮から、製造のために新たに森林を伐採するのではなく、古材を

職人の手で一つひとつ丁寧に選別・加工したものを使用しています。長い年月をかけ

自然乾燥された古材は、強制乾燥が多い新材より丈夫とも言われており、また商品一

つひとつに新材にはない様々な風合い・表情があります。補修の跡などもあえて残す

ことで使い込まれた風合いを追求し、一つとして同じものはない、本格的なヴィンテー

ジ感を携えています。

責任と暮らし

サベリは持続可能性と社会的責任ある行動を基本原

則としておりサスティナブルな自然素材を使用した商品

を提供するだけでなく直接的な環境の保護、資源の節約、

材料の再利用による廃棄物の削減に取り組んでいます。

生産時の二酸化炭素排出抑制に努め、地産素材の使用や

雨水を使用した生産体制を整えています。

セメント セメント

サム�キューブ�テーブル/スツール
（�トップチーク・トップホワイト�）
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2100mm

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●チーク本体の油分が表面ににじみ出し、人体や衣服
に付着する場合があります。●ハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がか
かる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

デッサウ
aE
■SAV-01ST　36551700
DESSAU
デッサウ スクエアテーブル
W800×D800×H730mm／55kg

＊ ¥116,000/台

bE
■SAV-01C　36555500
DESSAU
デッサウ チェアー
W350×D350×H430mm／16kg
座面高：430mm
スタッキング不可

＊ ¥25,000/脚● 材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が 
起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください

マルモリーノ

サスティナブルなものにこだわり、CO2の排出が少

ないセメントを選択。グラスファイバーの代わりに天

然繊維を使用し、強化しています。見る角度で異なっ

て見える色の濃淡は、熟練の職人が一つひとつ丁

寧に手作業で仕上げています。

デッサウ�スクエアテーブル
サム�キューブ�テーブル/スツール
（�トップチーク・トップホワイト�）

セメント

セメント
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ビストロ

1953年から続くアウトドア家具メーカー フェルモブ。自然を楽しむための家具を専門に製造しており、今も変わらず世界各地で親しまれているブラン

ドです。最新の技術と伝統的な職人の手作業を融合し創られた製品は、高い品質と機能性で、様々なシーンで広く利用され、多くの人々に親し

まれています。

フェルモブ　

実用的なデザインと高い生産技術

欧州でトップクラスを誇るその高い生産技

術は確かな品質を生み出し、フランスデザ

インの洗練された美しく無駄の無いデザイ

ンを末長く楽しむことができます。22段階

にも分けられた繊細な塗装工程はフェルモ

ブ唯一無二の特別なノウハウです。

安全な商品を提供する

フェルモブの家具は、欧州統一規格ENに

基づいた、安全性の試験に準拠しています。

商品の部分ごとに適切な、それぞれ異なる

加工をしたスチールを使用し、市場に出る

前に様々な標準検査を行います。

自然と共に住まう

自然環境に配慮した持続可能な開発と製造

プロセスを常に考え、商品の軽量化を図る

ことで、輸送時の消費エネルギー抑制に繋

げています。自然を楽しむアウトドアブラン

ドだからこそ、美しい自然を残すための取

り組みを行っています。

パウダーコーティング

粉末状の塗料を直接コーティングする塗装

方法。塗料には有機溶剤を使用せず、

100％リサイクル素材の塗料を使用してい

ます。一般的な溶剤を用いた塗装と比べ、

厚く丈夫な塗膜を形成することから、傷つ

きにくく、防錆能力に優れています。

ビストロ�ラウンドテーブル60�（ローズマリー）
ビストロ�メタルチェアー2脚セット�（ローズマリー）
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ビストロ n

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●�����������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合が
ありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bM
■FER-C01H　25177300
ビストロ メタルチェアー 2脚セット

（ハニー）

■FER-C01W　25169800
ビストロ メタルチェアー 2脚セット

（ホワイト）

■FER-C01R　25173500
ビストロ メタルチェアー 2脚セット

（ローズマリー）

■FER-C01N　25175900
ビストロ メタルチェアー 2脚セット

（ナツメグ）

■FER-C01C　25171100
ビストロ メタルチェアー 2脚セット

（カクタス）

W420×D455×H820mm／4.8kg
座面高 : 455mm
折りたたみ可

＊ ¥30,000/2脚セット

ハニー

ナツメグローズマリー

ホワイト

カクタス

※1脚での販売は行っておりません。
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bM
■FER-T01H　25195700
ビストロ ラウンドテーブル60

（ハニー）

■FER-T01W　25187200
ビストロ ラウンドテーブル60

（ホワイト）

■FER-T01R　25191900
ビストロ ラウンドテーブル60

（ローズマリー）

■FER-T01N　25193300
ビストロ ラウンドテーブル60

（ナツメグ）

■FER-T01C　25189600
ビストロ ラウンドテーブル60

（カクタス）

φ600×H740mm／6kg
折りたたみ可

＊ ¥34,000/台

ナツメグローズマリー カクタス

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、
ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

ビストロ�ラウンドテーブル60�（ローズマリー）
ビストロ�メタルチェアー2脚セット�（ローズマリー）

2200mm

ホワイトハニー

ビストロ n
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bM
■FER-T02H　25214500
ビストロ スクエアテーブル71

（ハニー）

■FER-T02W　25206000
ビストロ スクエアテーブル71

（ホワイト）

■FER-T02R　25210700
ビストロ スクエアテーブル71

（ローズマリー）

■FER-T02N　25212100
ビストロ スクエアテーブル71

（ナツメグ）

■FER-T02C　25208400
ビストロ スクエアテーブル71

（カクタス）

W710×D710×H740mm／10kg
パラソル穴:φ40mm／折りたたみ可

＊ ¥43,000/台

ハニー

ナツメグローズマリー

パラソル穴あり:キャップ付

ホワイト

カクタス

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●�������������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合が
ありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

2300mm

ビストロ�スクエアテーブル71�（カクタス）
ビストロ�メタルチェアー2脚セット�（カクタス）

一部テーブル・チェアーは取り扱っておりません
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、
ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

aN
■NAR-T12T　　33604300
クリップ テーブル

（トープ）

■NAR-T12DG　33603600
クリップ テーブル

（ダークグレー）

W700×D700×H750mm／10.65kg
折りたたみ不可

＊ ¥34,600/台

クリップ

ダークグレートープ

天板加工2400mm

使いやすく
優れたデザイン

より高い性能試験基準をクリアした商業・公共施設でも
お使いいただけるファニチャーです。

100％Made in Italyにこだわった、25年以上続く

イタリアのデザイナーズ屋外家具ブランド、NARDI 

/ ナルディ。品質の高さとカラーの美しさが特徴で、

世界100カ国以上の商業施設やホテルなどで使用

されています。Make life easier for people を

コンセプトにデザインされた家具は、そのクオリティ

も高い評価を得ています

ナルディ

消費者のニーズを満たす

ナルディでは適切に設計され、安全なアイテムを

生産することが重要であると考えています。そのため、

新しい商品が市場に出される前に、その安定性、安全

性、および機能性を確立するために社内でテストを

実施。さらに、社外の試験機関でも実施され、クリア

したものが商品化されます。

クリップ/トリル

環境への配慮

100％リサイクル可能なプラスチックを主材料とし、生産過

程で発生する端材はすべてリサイクルを行うことで原材料の使

用量の削減に取り組んでいます。また、電力の一部に太陽光

発電を使用したり汚染ガスや煙を大気

中に放出しないなど製造時の環境にも

配慮しています。

クリップ�テーブル（ダークグレー）
ネットチェアー（メイズ）
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bN
■NAR-C07GR　33620300
トリル アームチェアー
（グリーン）
W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

＊ ¥17,000/脚

bN
■NAR-C07DG　33622700
トリル アームチェアー
（ダークグレー）
W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

＊ ¥17,000/脚

bN
■NAR-C07T　33621000
トリル アームチェアー
（トープ）
W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

＊ ¥17,000/脚

bN
■NAR-C07TB　32944100
トリル アームチェアー
（ティールブルー）
W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

＊ ¥17,000/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●�������������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合が
ありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

トリル
スタッキング可能

カリス�ラウンドテーブル（ダークグレー）
トリル�アームチェアー（ティールブルー）
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より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

トープ

ダークグレー

リオ

aEA
■NAR-T13DG　33605000
リオ ダイニングテーブル

（ダークグレー）

■NAR-T13T   　33606700
リオ ダイニングテーブル

（トープ）
W1400（21００）×D850×H760mm／35kg

＊ ¥126,000/台

天板の延長可動について （延長時 2100mm）

脚をスライドで引き出します スライドしたフレームの
上に設置します

トープ

ダークグレー

2600mm

2
1
0
0
m

m

1
4
0
0
m

m

2600mm

トープ

より高い性能試験基準を
クリアした商業・公共施設
でもお使いいただける
ファニチャーです。

天板裏に収納されている
追加板を引き出します

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となります
ので、必ず補修してください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

リオ/ネット

リオ�ダイニングテーブル（ダークグレー）
トリル�アームチェアー（グリーン）
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ネット

より高い性能試験基準を
クリアした商業・公共施設
でもお使いいただける
ファニチャーです。

ネット

ネット

bN
■NAR-C14T　32938000
ネットベンチ

（トープ）
W1160×D700×H860mm／8.9kg
座面高：390mm
スタッキング可

＊ ¥44,000/脚

bN
■NAR-C14ME　32942700
ネットベンチ

（メイズ）
W1160×D700×H860mm／8.9kg
座面高：390mm
スタッキング可

＊ ¥44,000/脚

bN
■NAR-C14DG　32941000
ネットベンチ

（ダークグレー）
W1160×D700×H860mm／8.9kg
座面高：390mm
スタッキング可

＊ ¥44,000/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

スタッキング可能

ネットベンチ（メイズ）
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より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

bN
■NAR-C04W　32865900
ネットチェアー

（ホワイト）
W580×D600×H800mm／4kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥18,200/脚

bN
■NAR-C04DG　32866600
ネットチェアー

（ダークグレー）
W580×D600×H800mm／4kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥18,200/脚

ネット
写真のテーブルは取り扱っておりません

ネット
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bN
■NAR-C04T　32867300
ネットチェアー

（トープ）
W580×D600×H800mm／4kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥18,200/脚

bN
■NAR-C04ME　32868000
ネットチェアー

（メイズ）
W580×D600×H800mm／4kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥18,200/脚

bN
■NAR-C04CO　32869700
ネットチェアー

（コラロ）
W580×D600×H800mm／4kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥18,200/脚
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より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

アロロ

aEA
■NAR-T04M　32873400
アロロテーブル

（モカ）

■NAR-T04W　32872700
アロロテーブル

（ホワイト）
W1400（２１００）×D1000×H730mm
／34.6kg

＊ ¥106,000/台

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となります
ので、必ず補修してください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

天板を左右にスライド

天板の延長可動について （延長時 2100mm）

天板裏に収納されている追
加板を引き出します

左右にスライドさせた天板の上
に設置します

ホワイト

モカ

アロロ/パルマ/エリカ

2800mm

アロロテーブル（モカ）
パルマアームチェアー（モカ）
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●������������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの
原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格
には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bE
■NAR-C06M  32871000
エリカチェアー

（モカ）
W525×D565×H855mm／4.1kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥14,800/脚

bE
■NAR-AC05M  32870300
パルマアームチェアー

（モカ）
W585×D565×H855mm／5.2kg
座面高：425mm
スタッキング可

＊ ¥16,400/脚

パルマ エリカ

aEA
■NAR-T07W　33323300
キューブ スクエアテーブル

（ホワイト）

■NAR-T07T　33324000
キューブ スクエアテーブル

（トープ）
W800×D800×H750mm／11.5kg

 ＊ ¥45,000/台

2600mm

ホワイト

トープ

エリカチェアー（モカ）
キューブ�スクエアテーブル（ホワイト・トープ）
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ダークグレー ロッソ トープ

ファーロ/カリス/キューブ

ファーロ

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前
に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bN
■NAR-HC09G　33331800
ファーロ ハイチェアー

（ダークグレー）

■NAR-HC09R　33332500
ファーロ ハイチェアー

（ロッソ）

■NAR-HC09T　33333200
ファーロ ハイチェアー

（トープ）
W490×D510×H970mm／4.1kg
座面高：730mm
スタッキング可

＊ ¥23,000/脚

ファーロ�ハイチェアー（ダークグレー）
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キューブ

カリス

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●������������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの
原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格
には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

aA
■NAR-T03G　33589300
カリス ハイテーブル 60

（グレー）
W６６５×D665×H1080mm／10kg
天板 : HPL（メラミン樹脂）

＊ ¥66,300/台

aEA
■NAR-T07W　33323300
キューブ スクエアテーブル

（ホワイト）

■NAR-T07T　33324000
キューブ スクエアテーブル

（トープ）
W800×D800×H750mm／11.5kg

 ＊ ¥45,000/台

2600mm

2300mm

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

aA
■NAR-T08W   33329500
カリス ラウンドテーブル

（ホワイト）

■NAR-T08DG  33670800
カリス ラウンドテーブル

（ダークグレー）

W690×D690×H725mm／10.7kg
天板 : HPL（メラミン樹脂）

＊ ¥62,500/台

2500mm

ホワイト

ホワイト
ダークグレー

トープ

より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

カリス�ラウンドテーブル（ダークグレー）
ネット�チェアー（ダークグレー）
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品は家庭使用を原則としています。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●アルミ製品にキズが付い
た場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費
等は含まれておりません。

ピアニ

テーブル天板
強度のあるHPL

折りたたみ可能天板裏面には持ち運
びに便利なハンドルが
付いています

aA
■NAR-T15W　32936600
ピアニ テーブル

（ホワイト）

■NAR-T15DG  32935900
ピアニ テーブル

（ダークグレー）

W690×D690×H740mm／14.5kg
天板 : HPL（メラミン樹脂）
折りたたみ可

＊ ¥65,000/台

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

ホワイト

ダークグレー

ピア二/スプリッツ/アトランティコ

ピアニ�テーブル（ダークグレー）
ネットチェアー（トープ・コラロ）

2500mm
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●������������マークの付いていない商品は家庭使用を原則としています。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安
です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

aN
■NAR-LT01W　33590900
スプリッツ サイドテーブル

（ホワイト）

■NAR-LT01DG　33591600
スプリッツ サイドテーブル

（ダークグレー）
φ600×H415mm／3.8kg

＊ ¥16,500/台

スプリッツ

bN
■NAR-RC01W　33731600
アトランティコ リクライニングチェアー

（ホワイト）

■NAR-RC01DG　33732300
アトランティコ リクライニングチェアー

（ダークグレー）
W700×D1710（1710～2030）×H990

（990～390）mm／14.5kg
座面高：365mm
シート：ポリエステル
4段階リクライニング
スタッキング可

＊ ¥62,000/脚

アトランティコ

折りたたんで、スタッキング可能

ホワイト
ダークグレー

ホワイト

ダークグレー

1600mm

より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

アトランティコ�リクライニングチェアー（ホワイト）
スプリッツ�サイドテーブル（ホワイト）
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庭座

ロムガーデンは、ラタン家具の製造で有名なインドネシアの熟練の職人がひとつひとつ丁寧に編みあげたこだわりの家具。天然のラタン(籐)の弱点は耐水性。

その耐水性を克服した人工のラタンを使用しています。そのためインテリアはもちろん、屋外で使用が可能です。ロムガーデンのデザインは「四季を楽しむ

日本人の暮らし」に寄り添う、多彩なフォルムとラタンによる優しい表情が魅力。シンプルかつすっきりとしたデザインなので、日本のお庭や旅館など、和の

空間から開放的なリゾートまで、様々な場所に溶け込みます。

ロムガーデン

日本人に親しまれる

シンプルなデザイン

多様化する日本の住宅のどんなスタイルにも似合

うものを。そういった発想から生まれる商品はと

にかくシンプルでコンパクト。すっきりとしたデザ

インで様々な場所に溶け込みます。シンプルだか

らこそ組み合わせも自由に。ラタン家具の本場、

インドネシアの職人による高度な技術力で、快適

な座り心地を実現します。

屋外使用に適した素材

ロムガーデンで使用しているのは高密度ポリエ

チレンコード「サイロプレーン」。ポリエチレンコー

ドは原液着色の為、色褪せに強く、耐候性に優

れています。また、フレームには軽量で錆に強

いアルミニウムを採用しています。屋外で安心

して利用できるよう、”素材”にこだわっています。

庭座�シンプルスクエアテーブル
庭座�シンプルベンチ
庭座�シンプルスツール
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）
スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等
は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■KFA-11T7　34922700
庭座 シンプルスクエアテーブル

（ダークブラウン）
W1200×D720×H700mm／8.8kg

＊ ¥80,000/台

庭座

bFA
■KFB-1110　34935700
庭座 シンプルベンチ

（ダークブラウン）
W1100×D350×H420mm／6.8kg
座面高：420mm
スタッキング不可

 ＊ ¥48,000/脚

2300mm

bFA
■KFB-1107　34932600
庭座 シンプルスツール

（ダークブラウン）
W450×D350×H420mm／2.7kg
座面高：420mm
スタッキング不可

 ＊ ¥32,000/脚

bFA
■KFA-11S1　34915900
庭座 シンプルシェルフ

（ダークブラウン）
W720×D350×H700mm／5.2kg

 ＊ ¥54,000/台

シンプル
スクエアテーブル

シンプルベンチ

シンプル
スツール

シンプル
シェルフ

スツール（2脚）とベン
チはテーブルの中に
納まります

シェルフはスクエアテー
ブルに合わせることが
できます

庭座�シンプルスクエアテーブル
庭座�シンプルベンチ
庭座�シンプルアームチェアー
庭座�シンプルシェルフ

人工ラタン編み目
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bFA
■KFB-1104　34928900
庭座 シンプルチェアー

（ダークブラウン）
W470×D575×H810mm／3.5kg
座面高：390mm
スタッキング可

 ＊ ¥40,000/脚

庭座

bFA
■KFB-1101　34925800
庭座 シンプルアームチェアー

（ダークブラウン）
W540×D575×H810mm／4kg
座面高：390mm
スタッキング可

 ＊ ¥46,000/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●商品は家庭使用を原則と
しています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

人工ラタン編み目 人工ラタン編み目
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bFA
■KFA-13T3　34908100
庭座 
シンプルスクエアテーブル 720

（ダークブラウン）
W720×D720×H700mm／4.7kg

 ＊ ¥58,000/台

2500mm

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）
スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場
合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

人工ラタン編み目

bFA
■KFB-C013　34714800
庭座 スクエアチェア−

（ダークブラウン）
W560×D600×H800mm／4.3kg
座面高：420（シートパッド厚み：40含まず）mm
シートパッド：W460×D480×t40mm／0.4kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリウレタン
スタッキング不可
シートパッド1枚付

＊ ¥79,000/脚

人工ラタン編み目

庭座�シンプルアームチェアー
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天板は割れにくい強化ガラスを使用しています。●アルミ、スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因とな
りますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお
問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFM
■KFB-C001　34701800
庭座 サークルチェア−

（ダークブラウン）
W685×D610×H750mm／6kg
座面高：400mm
スタッキング不可

＊ ¥55,000/脚

bFAQ
■KFA-T001　34686800
庭座 サイドテーブル

（ダークブラウン）
Φ560×H420mm／6.2kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥51,000/台

庭座

2400mm

人工ラタン編み目人工ラタン編み目

庭座�サイドテーブル
庭座�サークルチェアー

43



●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天板は割れにくい強化ガラスを使用しています。●アルミ、スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となり
ますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況によ
り納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■KFB-C005　34705600
庭座 シングルソファ

（ダークブラウン）
W715×D660×H670mm／8.2kg
座面高：310（シートパッド厚み：55含まず）mm
シートパッド：W545×D460×t55mm／0.6kg
クッション：W420×D450mm／0.9kg　

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション1個付

＊ ¥112,000/脚

bFA
■KFB-C009　34709400
庭座 ダブルソファ

（ダークブラウン）
W1360×D660×H670mm／13kg
座面高：310（シートパッド厚み：55含まず）mm
シートパッド：W1190×D485×t55mm／1.3kg
クッション：W450×D450mm／0.9kg　

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション2個付

＊ ¥208,000/脚

bFAQ
■KFA-T005　34691200
庭座 カフェテーブル 600 

（ダークブラウン）
W600×D600×H455mm／8kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥63,000/台

bFAQ
■KFA-T009　34695000
庭座 カフェテーブル 900

（ダークブラウン）
W900×D500×H455mm／9.5kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥73,000/台

シングルソファ

ダブルソファ

カフェテーブル�600

カフェテーブル�900

2900mm

2600mm

人工ラタン編み目
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イジアンイジアン

イジアン�ダイニングテーブル
イジアン�アームチェアー

45



●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天板は割れにくい強化ガラスを使用しています。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、
必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に
時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■BHM-02AC　31357000
イジアン アームチェアー

（ダークブラウン）
W610×D650×H820mm／6.5kg
座面高：400（シートパッド厚み：35含まず）mm
シートパッド：W470×D460×t35mm／0.5kg　

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリウレタン
シートパッド1枚付

＊ ¥90,000/脚

bFAQ
■BHM-02T　31356300
イジアン ダイニングテーブル

（ダークブラウン）
W1500×D905×H720mm／36.2kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥216,000/台

柔らかなフォルムで
くつろぎの時間を
ダークブラウンの人工ラタンを使用した重厚感かつ高級

感のあるダイニングシリーズ。チェアーとテーブルで使用

しているラタンの太さが異なり、細やかなこだわりを感じ

られます

2900mm

人工ラタン編み目 人工ラタン編み目
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写真のカラークッションは取り扱っておりません

ベベック

ベベック

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●クッションは防水仕様では
ありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税お
よび組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■BHM-03SS　31359400
ベベック シングルソファ
W900×D760×H715mm／19.6kg
座面高：245（シートパッド厚み：150含まず）mm
シートパッド：W670×D650×t150mm／2.5kg
背面クッション：W685×D380mm／1.8kg
クッション：W430×D430mm／1kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション1個、
クッション1個付

＊ ¥198,000/脚人工ラタン編み目

ベベックはコーナータイプやセンタータイプなど、組み

合わせて楽しめるシンプルスタイル。多彩なシーンに対

応可能なスクエアデザインです

場所を選ばない
シンプルなデザイン

ベベック�ローテーブル
ベベック�コーナーソファ
ベベック�センターソファ
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写真のカラークッションは取り扱っておりません

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●クッションは防水仕様では
ありません。雨天時には屋内へ収納してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前
に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■BHM-03CS　31360000
ベベック コーナーソファ
W760×D760×H715mm／19.1kg
座面高：245（シートパッド厚み：150含まず）mm
シートパッド：W650×D650×t150mm／2.6kg
背面クッション：W1225×D380mm／4.5kg
クッション：W430×D430mm／1kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション1個、
クッション1個付

＊ ¥164,000/脚

bFA
■BHM-03MS　31361700
ベベック センターソファ
W600×D760×H715mm／13.1kg
座面高：245（シートパッド厚み：150含まず）mm
シートパッド：W600×D650×t150mm／2.5kg
背面クッション：W585×D380mm／1.7kg
クッション：W430×D430mm／1kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション1個、
クッション1個付

＊ ¥126,000/脚

bFA
■BHM-03DS　31358700
ベベック ダブルソファ
W1500×D760×H715mm／28.7kg
座面高：245（シートパッド厚み：150含まず）mm
シートパッド：W1300×D650×t150mm／4.6kg
背面クッション：W650×D380mm／1.8kg
クッション：W430×D430mm／1kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション2個、
クッション2個付

＊ ¥298,000/脚

bFA
■BHM-03T　31362400
ベベック ローテーブル
W900×D600×H300mm／6.2kg

＊ ¥83,000/台

2800mm

ベベック�ダブルソファ
ベベック�シングルソファ
ブルコス�サイドテーブル

48



曲線のフォルムに沿って人工ラタンが編み込まれることで創り出さ

れる柔らかな線は、愛らしさを備えつつ、上質で高級感を表現。小さ

なピロークッションは腰にフィットするだけでなく、座面を広く使うこ

とができます

人工ラタンの曲線が庭に
上質な存在感を与えます

写真のカラークッションは取り扱っておりません

ブルコス

ブルコス�ローテーブル�/�ブルコス�ダブルソファ�/�
ブルコス�シングルソファ
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ブルコス�ローテーブル�/�ブルコス�ダブルソファ�/�
ブルコス�シングルソファ

bFA
■BHM-01SS　31354900
ブルコス シングルソファ
W1020×D990×H800mm／15.7kg
座面高：295（シートパッド厚み：85含まず）mm
シートパッド：W565×D530×t85mm／1.3kg
クッション：W560×D200mm／0.7kg　

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション1個付

＊ ¥204,000/脚

bFA
■BHM-01DS　31353200
ブルコス ダブルソファ
W1755×D990×H800mm／24.8kg
座面高：295（シートパッド厚み：85含まず）mm
シートパッド：W1325×D530×t85mm／2.8kg
クッション：W665×D200mm／0.7kg　

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション2個付

＊ ¥312,000/脚

bFAQ
■BHM-01TS　31355600
ブルコス サイドテーブル
W720×D720×H385mm／9.4kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥89,000/台

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天板は割れにくい強化ガラスを使用しています。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、
必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に
時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFAQ
■BHM-01TM　31352500
ブルコス ローテーブル
W1230×D730×H385mm／15.3kg

（ガラス天板を含む）

＊ ¥126,000/台

人工ラタン編み目

3300mm

3400mm
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タリナ

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●クッションは防水仕様では
ありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税お
よび組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

タリナ

bFA
■ZHE-10SSF　25226800
タリナ シングルソファ 4
W670×D610×H710mm／10.6kg
座面高：300（シートパッド厚み：100含まず）mm
シートパッド：W550×D550×t100mm／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション1個付

＊ ¥96,000/脚

タリナ

bFA
■ZHE-10MSF　25228200
タリナ センターソファ 4
W550×D610×H710mm／6.5kg
座面高：300（シートパッド厚み：100含まず）mm
シートパッド：W550×D550×t100mm／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション1個付

＊ ¥68,000/脚落ち着いた色合いのキメ細やかな人工ラタ

ンを使用

タリナは、フィンランド語で“物語”の意味。庭

で家族や友人たちと過ごす、穏やかな物語を

紡いでほしいという意味を込めています。デザ

イン性だけでなく、落ち着いて利用できる最適

な寸法を考慮し、寛ぎと機能性に優れた屋外家

具ブランド。同じシリーズで自由に組み合わせ

をすることができ、多彩なシーンへの対応が可

能です。落ち着いた色合いで屋外空間に溶け

込みます。

タリナ�コーヒーテーブル900
タリナ�ダブルソファ
タリナ�コーナーソファ
タリナ�センターソファ

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

51



●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）
スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に
在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■ZHE-10CSF　25227500
タリナ コーナーソファ 4
W610×D610×H710mm／8.7kg
座面高：300（シートパッド厚み：100含まず）mm
シートパッド：W550×D550×t100mm／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション1個付

＊ ¥82,000/脚

bFA
■ZHE-12LT　25231200
タリナ コーヒーテーブル900 4
W900×D450×H400mm／7.5kg

＊ ¥63,000/台

2300mm

aFA
■ZHE-13GSS　25234300
タリナ ガーデンシンク 4
W1000×D550×H810mm／13.7kg
シンク部：ステンレス

＊ ¥156,000/台

bFA
■ZHE-10DSF　25229900
タリナ ダブルソファ 4
W1220×D610×H710mm／15.2kg
座面高：300（シートパッド厚み：100含まず）mm
シートパッド：W1100×D550×t100mm／2kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、クッション2個付

＊ ¥144,000/脚

タリナシリーズで
テラスをくつろぎの空間に
タリナシリーズを組み合わせて使用することで一体感が生まれ、

洗練されたくつろぎの空間が生まれます

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）
スペースは参考目安です。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に
在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

タリナ

bFA
■ZHE-17RC　25237400
タリナ リクライニングチェアー 4
W690×D1970×H200（200～805
※シートパッド厚み：100含まず）mm／19.4kg
座面高：200（シートパッド厚み：100含まず）mm
シートパッド：W680×D1960×t100mm／4.7kg

カバー：ポリエステル　
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚付

＊ ¥129,000/脚

bFA
■ZHE-11LT　25230500
タリナ コーヒーテーブル450 4
W450×D450×H400mm／5.2kg

＊ ¥48,000/台

写真のカラークッションは取り扱っておりません

5段階のリクライニングが
可能です

1500mm4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アルミ製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）
スペースは参考目安です。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等
は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bFA
■ZHE-16C　25236700
タリナ ハイスツール 4
W360×D360×H780mm／5.2kg
座面高:780mm

＊ ¥36,000/脚

bFA
■ZHE-15T　25235000
タリナ カウンターテーブル 4
W1225×D595×H1125mm／16.2kg

＊ ¥108,000/台

1300mm

写真のポットは取り扱っておりません

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

タリナ�リクライニングチェアー
タリナ�コーヒーテーブル450
タリナ�カウンターテーブル
タリナ�ハイスツール

タリナ�カウンターテーブル
タリナ�ハイスツール

54



ソケリ

ソケリ

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

●ロープが水に濡れた場合は、水気をふき取り十分に乾燥させてください。
●ロープは光により褪色しやすいので、軒下での使用を推奨しています。また、
使用しない場合は屋内で保管してください。なお、褪色による耐久性の問題は
ありません。

使用上のご注意（ロープ使用製品）

ロープと異素材による
スマートなデザイン
美しい編み目のロープと、スチールや天然木を組み合

わせたスマートなデザイン。ロータイプ、リラックスタイ

プなど、用途に合わせて選べるラインアップをご用意し

ました

ノイジン

質の良い商品を提供する為に

製造の約70％は手作業で行い、繊細

かつ丁寧な商品作りを徹底していま

す。厳しい検品基準を設け、市場へ

出る前に検品を欠かさず行うことで

クオリティを維持します。品質面だけ

でなく、地球環境にも配慮した家具

の製造を目指しており、合法とされた

木材のみを使用しています。

bME{
■TRD-13HC　47049500
ソケリ ハイバックチェアー
W770×D785×H945mm／7.5kg
座面高：360（シートパッド厚み：80含まず）mm
シートパッド：W590×D510×t80mm／0.6kg
背面クッション：W400×D400mm／0.6kg
ピロークッション：W350×D210mm／0.2kg

フレーム:金属（スチール）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
カバー：ポリエステル　
スポンジ（シートパッド）:ポリウレタン
スポンジ（背面クッション／ピロークッション）:ポリエステル
シートパッド1枚、背面クッション1個、
ピロークッション1個付

＊ ¥58,000/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの
原因となりますので、必ず補修してください。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文
の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ソケリ�ハイバックチェアー
イハナ�ラウンドテーブル�400
ラグマット�グレー
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＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bME{
■TRD-13SS　47048800
ソケリ シングルソファ
W770×D710×H775mm／7kg
座面高：360（シートパッド厚み：80含まず）mm
シートパッド：W590×D510×t80mm／0.6kg
背面クッション：W400×D400mm／0.6kg

フレーム:金属（スチール）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
カバー：ポリエステル　
スポンジ（シートパッド）:ポリウレタン
スポンジ（背面クッション）:ポリエステル
シートパッド1枚、背面クッション1個付

＊ ¥53,000/脚

bME{
■TRD-13DS　47050100
ソケリ ダブルソファ
W1280×D690×H775mm／11kg
座面高：370（シートパッド厚み：90含まず）mm
シートパッド：W1100×D500×t90mm／1.2kg
背面クッション：W400×D400mm／0.6kg

フレーム:金属（スチール）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
カバー：ポリエステル　
スポンジ（シートパッド）:ポリウレタン
スポンジ（背面クッション）:ポリエステル
シートパッド1枚、背面クッション2個付

＊ ¥83,000/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの
原因となりますので、必ず補修してください。●クッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文
の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ソケリ�シングルソファ
ソケリ�ダブルソファ
イハナ�ラウンドテーブル�400
イハナ�ラウンドテーブル�600
イハナ�ラウンドテーブル�800
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より高い性能試験基準をクリ
アした商業・公共施設でもお
使いいただけるファニチャー
です。

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●ユーカリ本体の油分が表面ににじみ出し、人体や衣服
に付着する場合があります。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合があり
ますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

イハナ

aDM
■TRD-08T60　47053200
イハナ ラウンドテーブル 600
W600×D600×H420mm／5.5kg
天板:天然木（ユーカリ）
フレーム:金属（スチール）

＊ ¥33,000/台

aDM
■TRD-08T40　47052500
イハナ ラウンドテーブル 400
W400×D400×H320mm／3.2kg
天板:天然木（ユーカリ）
フレーム:金属（スチール）

＊ ¥25,000/台

aDM
■TRD-08T80　47054900
イハナ ラウンドテーブル 800
W800×D800×H370mm／8kg
天板:天然木（ユーカリ）
フレーム:金属（スチール）

＊ ¥39,800/台

イハナ

高級感のあるツヤ仕上げの天板

ユーカリの木目を引立てる、屋外用ではめずらしいツヤ仕上げの天板。

マットブラックのフレームとのコントラストが落ち着いた印象を与えます
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オーパス

オーパス

aDME{
■TRD-06AC　31369300
オーパス アームチェアー 4
W550×D585×H840mm／8.4kg
座面高：475mm
天然木（ユーカリ）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

＊ ¥36,000/脚

異なるカラーのロープが
編み込まれたデザイン

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

aDEM
■TRD-06T　31368600
オーパス ラウンドテーブル 4
φ1000×H750mm／30kg
天然木（ユーカリ）
天板：セメント

＊ ¥56,500/台

2800mm

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

使用上のご注意（木製品およびセメント製品）

●年月を経ると表面の木の繊維が起き上がり、ささくれが発生する場合があります。
●木製品の表面は数カ月でシルバーグレー色に変化します。これは表面の色変化であり、耐久
　性には問題ありません。
●年月を経た商品は素材、品質・機能が低下している場合があります。
●表面にクラック（ひび）が入ることもあります。
●�セメント部が水に濡れると、白く変色すること（白華現象）がありますが、素材の品質には問題あり
ません。

色変化前 色変化後

ユーカリの表面変化

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●ユーカリ本体の油分が表面ににじみ出し、人体や
衣服に付着する場合があります。●セメント製品は凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●セメント製品の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃には
ご注意ください。●スチール製品にキズが付いた場合は、劣化やサビの原因となりますので、必ず補修してください。●テーブルセットの占有（必要）スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合があり
ますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

オーパス�アームチェアー
オーパス�ラウンドテーブル
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在
庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

bD
■COP-10SS　36657600
モルンシェルフ 40 4
W400×D400×H970mm／14.8kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル

＊ ¥29,000/台

本商品は植木鉢やガーデニング用品を
収納するための商品です。棚板はプラ
ンターとしてはお使いいただけません

bD
■COP-10SL　36658300
モルンシェルフ 80 4
W800×D350×H970mm／21.2kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル

＊ ¥44,000/台

シェルフシリーズで底穴が必要な場
合は、ホールソーで穴あけ加工して
ご使用ください

モルン

モルン

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

写真のチェアーは取り扱っておりません

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください
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＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

bDE{
■TRD-C02DS　32875800
ミカド ダブルソファチェアー 4
W1355×D685×H765mm／16.4kg
座面高：415mm
天然木（アカシア）
座面：ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

＊ ¥89,800/脚

色変化前 色変化後

ロープ編み目 ロープ編み目

アカシアの表面変化

アンティークトーン

bDE{
■TRD-C01SS　32874100
ミカド シングルソファチェアー 4
W690×D680×H765mm／1０.6kg
座面高：415mm
天然木（アカシア）
座面：ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

＊ ¥46,800/脚

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●アカシア本体の油分が表面ににじみ出し、人体
や衣服に付着する場合があります。●商品は家庭使用を原則としています。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施
工費等は含まれておりません。

ミカド

アンティークのような風合いが魅力のアカシアガーデンファニチャー。濃く深みのある落ち着いた

色合いは、重厚感だけでなく高級感が際立ちます。職人が丁寧に編み上げたロープと、天然木ア

カシアが、素材ならではのあたたかみを演出します。

ミカド

写真のテーブルは取り扱っておりません

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

ミカド�シングルソファチェアー
ミカド�ダブルソファチェアー
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■ラグマット120×180 {

■4本セットの場合、販促BOX仕様での

　お届けとなります。

グレーブラウン

コード 品  番 カラー サイズ（mm） 価  格

51477900 FHC-01BR ブラウン
1200×1800

＊ ¥19,800/枚

51478600 FHC-02G グレー ＊ ¥19,800/枚

25051600 FHC-01BR4 ブラウン（4本セット）
1200×1800

＊ ¥79,200/セット

25050900 FHC-02G4 グレー（4本セット） ＊ ¥79,200/セット

●ハンドメード品のためサイズ、重量、色調に個体差があります。●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●アカシア本体の油分が表面ににじみ出し、人体や衣服に付着する場合が
あります。●濡れたまま長時間放置すると色移り、変形、臭いの原因となります。●雨(水)がたまる場所、湿気の多い場所での使用は避けてください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い
合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

屋外/屋内で使えるラグマット

bD
■COP-10SS　36657600
モルンシェルフ 40 4
W400×D400×H970mm／14.8kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル

＊ ¥29,000/台

bD
■COP-10SL　36658300
モルンシェルフ 80 4
W800×D350×H970mm／21.2kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル

＊ ¥44,000/台

■PNT-02　45137100
補修ペイント 黒（ツヤ消し）

内容量:1/12ℓ

＊ ¥1,000/缶

■PNT-TPS1　45140100
木製ガーデンファニチャー塗料
カラー：チークブラウン
内容量：750㎖

＊ ¥4,500/本

※チーク、ユーカリ以外の木製品にも使用可能

鉄製品の補修に 木製ガーデンファニチャーの色補修に

※イメージです。実際とはデザインが異なります

天然木の木肌の色に合わせて調合したガー
デンファニチャー水性保護塗料（浸透タイプ）
です。ただし、未使用時の色、質感の完全な
再現ではありません

ボトル1本で約7～8㎡塗装可能です（2度塗
り/使用量によって塗装可能面積は変わりま
す）

塗装前 塗装後（二度塗り）

メンテナンス塗料シェルフ

シェルフシリーズで底穴が必要な場
合は、ホールソーで穴あけ加工して
ご使用ください

本商品は植木鉢やガーデニング用品を収納するため
の商品です。棚板はプランターとしてはお使いいた
だけません

オプション

ラグマット

柄拡大柄拡大

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品は家庭使用を原則としています。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水
が染みこむことがあります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

屋外製品について
掲載の商品は一部を除き、屋外用として製造されていますが、屋外では紫外線、風雨、ホコリなどの

影響により、素材の特性である経年変化、劣化や汚れが生じます。また、使用環境や日常の使用方法、

メンテナンス等で商品の寿命も大きく変わります。素材や機能それぞれの特徴を理解し、安全に楽しく、

末永くお使いください。

商品を安全にご使用いただくために
以下は、転倒や破損、転倒や破損による付近の物の破損、汚染、ケガなど人体への危険等を防ぐため

の注意点です。正しく安全に使用するために、取扱説明書に記載の注意事項は必ず守ってください。

組立品、施工品は取扱説明書をよく読み、手順に従って確実に作業を行ってください。また取扱説明

書は大切に保管してください。

○�荒天（強風、豪雨、台風など）の際は、屋内で保管してください。

○�強い振動、衝撃のない水平な場所に置いてください。アジャスター付きの商品はアジャスターで適

宜水平位置を調整してください。

○�商品の上に乗る、よりかかる、ぶら下がる行為はおやめください。また商品の1カ所に荷重をかけな

いでください。破損や事故の原因になります。

○�テーブル天板やチェアーに極度の重量物、高温物を乗せないでください。また裸火、暖房器具のそ

ばなど高温になる場所、エアコン室外機の近くで使用しないでください。

○�移動の際は引きずらず、手で持ち上げて運んでください。特に重量物は持ち上げる際にご注意くだ

さい。水を使用する商品は、水を抜いてから行ってください。

○�商品の移動、折りたたみ、積み重ねなどの操作はゆっくりと確実に行ってください。すき間に手や指

を入れないでください。

○�チェアー類のクッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してください。

○�金属製品は素材の特性上、サビが発生し、周囲の床等にサビの色が移ることがあります。

○�お子様、高齢者、妊婦、また身体の不自由な方が使用される場合は安全のために周囲の方がご配慮、

ご注意ください。

○�その他、転倒、破損の原因となる行為、乱暴な取り扱い、商品の改造（分解、当社オプション品以外

の取り付け等）はおやめください。

○�購入後年月を経た商品は素材の劣化、品質・機能が低下している可能性がありますので使用前にご

確認ください。特に、公共・商業施設など不特定多数の人が利用する場所へ設置する場合、安全のた

め日常的にメンテナンス等の管理を行ってください。

○�万一破損した場合、また商品に異変を感じた場合にはすみやかに使用を中止し、ご購入の店舗、ま

たは当社の最寄の支店、営業所へご連絡ください。

使用上のご注意（屋外製品）

ガーデンファニチャーは風雨やホコリ、直射日光などの厳しい環境の中に置かれます。使用

環境や使用方法、お手入れの有無やその方法により、耐用年数は大きく変わります。末永く

お使いいただくために素材の特性への理解と、定期的なお手入れをおすすめしています。

ガーデンファニチャーやパラソルは、長期間使用しない場合や、悪天候時には屋内に保管し

てください

ガーデンファニチャーを強い日差しや
汚れから守ります

レクタングル ビストロ

ダブルソファ シングルソファ パラソル
直径3mまでのパラソル用

ラウンド

ファニチャーカバー

目安 : ダイニングテーブル 1台

         チェアー 4脚

目安 : ダブルソファ 1脚 目安 : シングルソファ 1脚

小型ダブルソファにも使用可能です

(例 : タリナ ダブルソファ)

目安 : ラウンドテーブル 1台

         チェアー 4脚

目安 : 小型テーブル 1台

         チェアー 2脚

■ファニチャーカバー ポリエステル（撥水処理）、面ファスナー付

コード 品  番 品  名 サイズ（mm） 重量（kg） 価  格

33996900 ACT-FC5 ファニチャーカバー　レクタングル W2300×D1530×H770 2.4 ＊ ¥12,300/枚

34002600 ACT-FC2 ファニチャーカバー　ラウンド φ2130×H635 1.8 ＊ ¥9,300/枚

34003300 ACT-FC3 ファニチャーカバー　ビストロ φ1220×H635 0.95 ＊ ¥6,300/枚

33998300 ACT-FC7 ファニチャーカバー　ダブルソファ W1750×D1070×H1090 1.6 ＊ ¥9,400/枚

33997600 ACT-FC6 ファニチャーカバー　シングルソファ W1090×D1070×H1090 1.2 ＊ ¥7,000/枚

34004000 ACT-FC4 ファニチャーカバー　パラソル φ460×H1560 0.35 ＊ ¥3,200/枚

※�ファニチャーカバーが長時間水に濡れた状態では、内部に水が染みこむことがあります。濡れたまま放置せずにふき取ってください
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ポット&プランター 商品一覧
タカショーではさまざまな素材、デザインのポット&プランターをご用意しています

ポリテラゾ

ファイバーストーン

ワイドポット ファストーソ（大）

¥29,000 

ワイドポット ファストーソ（小）

¥20,000 ¥70,000 

キューブポット カント

（640）

キューブポット カント

（540）

¥54,000 ¥41,000 

キューブポット カント

（450）

BARCO バルコ

¥41,500 

LEDON レドン スクエア

¥63,000 

ロングポット アレグロ（大）

¥43,000 

ロングポット アレグロ（小）

¥31,000 

キューブポット エカール（小）

¥36,000 

ライトセメント

アンターム（大）

¥31,000   

コカブ（大）

¥36,000 

コカブ（小）

¥21,500 

アンターム（小）

¥21,500

サベリ

LEDON レドン プランター

¥57,000 

LOOP ループ（小）

¥44,000 

LOOP ループ（大）

¥68,000 

SUNO ズーノ（小）

¥40,000 

SUNO ズーノ（大）

¥54,000 

キューブポット エカール（大）

¥49,000 

ラウンドポット ローコ（大）

¥56,000 

ラウンドポット ローコ（小）

¥33,000 ¥51,000 

ロングポット トリル

¥2,300 

ポットフィート4個組

チルカ（S）6個セット

¥19,600 

チルカ（M）

¥17,500 

チルカ（L）

¥25,000 

マルカート（S）6個セット

¥19,600 

マルカート（M）

¥15,200 

マルカート（L）

¥23,500 

レジェロ（M）

¥28,500 

レジェロ（L）

¥45,500 
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カーブプランター 小

¥31,000

FRP
軽量プランター

¥24,000 ¥54,000¥22,000

クラウンプランター

スクエア

クラウンプランター

スレンダ ホワイトプランター

¥31,000

ホワイトプランター

プレイン

¥50,000

スマートプランター

ホワイト

コバ積みプランター 小

¥23,000

コバ積みプランター 大

¥32,000¥31,000

スマートプランター

アイボリー

カーブプランター 中

¥58,000

カーブプランター 大

¥72,000

ホットプランター

¥51,000

アゼクラプランター

¥41,000

ストーンプランター

¥33,000

セラプランター 60型

¥22,000

サークルポット ホワイト

¥21,000

セラプランター 70型

¥35,000

ビッグプランター 

特大 110型

¥106,000

¥67,000

ビッグプランター 

大 90型

カッププランター

¥35,000

ボールプランター

¥39,000

樽プランター 中

¥29,000

樽プランター 大

¥39,000

クラウンプランター

サークル

¥29,000¥28,000

スクエアプランター

アーバンS

¥28,000

スクエアプランター

アーバンL

¥33,000¥33,000¥33,000

ロックプランター

¥32,000

ブリックプランター

ホワイト

ブリックプランター

ブラウン

ブリックプランター

グレー
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使用上のご注意(セメント製品)

トレンドに流されず長くお客様に

愛されるブランドであること

基本デザインは「使いやすい」、使っていて「飽きない」こと。ブ

ランド立ち上げからそのコンセプトは変わることなく、無駄な

デコレーションを一切排除したシンプルなデザインです

天然素材を使用し、環境にやさしい製法による商品を

提供すること

素材には製造過程でCO₂排出の少ないセメントを選択。グラス

ファイバーの代わりに天然繊維を使用しています。加工機材も

極力排除した手作り志向です

ドイツ人デザイナー、Heike�Vetter（ハイケ・ヴィッター）
氏によるガーデンポットおよびファニチャーブランド。ヨー
ロッパ市場に向けたポットの商品開発に携わった経験をも
とに、２００４年にブランドを立ち上げる。デザイン性と品質
の高さから、ハイエンドな北欧インテリアショップ、ヨーロッ
パのガーデンセンターで根強い人気を誇る

サベリ

■SAV-P04L　36568500
ＬＯＯＰ ループ（大）
約φ550×H740mm／約32kg
内寸：約φ480mm／容量：約120ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥68,000/個

■SAV-P04S　36569200
ＬＯＯＰ ループ（小）
約φ450×H600mm／約19.5kg
内寸：約φ400mm／容量：約70ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥44,000/個

ループ

ドイツ発デザイナーズブランド  Saveri

材質：マルモリーノ

マルモリーノとはセメントに麻の繊維を練り込んだ素材。

飽きのこないシンプルな美しさで、存在感を発揮します

サベリ

写真:左からループ�大、ループ�小

● 材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が

   起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こる
場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際
は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

Saveriブランドの商品は、
一つひとつ手作りです

環境への配慮のため、グラスファ
イバーの代替に、天然の植物繊
維をセメントに練り込んでいます

商品は手仕上げのため、見る角
度によって表面の色の濃淡が
異なってみえます。無機質なセ
メントに味わい深さが加わりま
す

�●�水に濡れると表面を塗膜しているワックスが色落ちしたり、白く変色すること
���（白華現象）がありますが、素材の品質には問題ありません。
�●ワックスが床に付着する恐れがあります。使用場所には注意してください。
�●白華が生じた場合には、市販の白華除去剤をご使用ください。
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

■SAV-P03L　36564700
SUNO ズーノ（大）
約W400×D400×H800mm／約30kg
ポット本体内寸：約W350×D350mm
容量：約100ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥54,000/個

■SAV-P03S　36565400
SUNO ズーノ（小）
約W400×D400×H600mm／約27kg
ポット本体内寸：約W350×D350mm
容量：約75ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥40,000/個

ズーノ

レドンレドン

バルコ

■SAV-P06　34726100
LEDON レドン プランター
約W800×D300×H400mm／約29.6kg
内寸：約W２５0×D750mm／容量：約71ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥57,000/個

■SAV-P05　34724700
LEDON レドン スクエア
約W500×D500×H500mm／約27.4kg
内寸：約W４５０×D450mm／容量：約96ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥63,000/個

■SAV-P07　34727800
BARCO バルコ
約W400×D400×H600mm／約18.7kg
内寸：約W35０×D350mm／容量：約48ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥41,500/個

Ⓡ
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

ライトセメント

材質：ライトセメント

セメントをグラスファイバーで強化した素材

セメントならではの重厚感を残しつつ、

さまざまな空間に溶け込むアイテムです

ライトセメント

コカブ

■LAM-06LB　34465900
コカブ（大） ブラック
約φ575×H420mm／約21kg
内寸：約φ470mm／容量：約８5ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥36,000/個

■LAM-06LG　34467300
コカブ（大） グレー
約φ575×H420mm／約21kg
内寸：約φ470mm／容量：約８5ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥36,000/個

■LAM-06SB　34466600
コカブ（小） ブラック
約φ430×H320mm／約11kg
内寸：約φ340mm／容量：約33ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥21,500/個

■LAM-06SG　34468000
コカブ（小） グレー
約φ430×H320mm／約11kg
内寸：約φ340mm／容量：約33ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥21,500/個

ブラック グレー

より質感の強調されたカラーで
味わい深い雰囲気を演出します

グレーと比べ、艶やかな印象で、
よりシンプルなデザインに

多彩な空間に溶け込む
シンプルなデザイン

● 材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現

象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意

　ください

67



●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

アンターム

■LAM-07LBR　34471000
アンターム（大）
ブラウン

■LAM-07LG　34469700
アンターム（大）
グレー
約φ520×H320mm／約16kg
内寸：約φ440mm／容量：約53ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥31,000/個

■LAM-07SBR　34472700
アンターム（小）
ブラウン

■LAM-07SG　34470300
アンターム（小）
グレー
約φ410×H250mm／約8kg
内寸：約φ340mm／容量：約25ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥21,500/個

ブラウン グレー

美しい曲線は、空間に上品さを与えます。アンティーク調の味わ
い深い質感で、空間に豊かな表情を与えます。2色のカラー展開
でさまざまな空間に対応します

ハンドメード商品のため、同一商品でも仕上がりの色味、サイ
ズが異なる場合があります。また、ポットは割れ物ですので、
強い衝撃にはご注意ください

アンティーク調の
美しい曲線

Ⓡ
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

チルカ 

複数のバリエーションから、バルコニーやデッキなどさまざまな場所に置
くことができ、空間のコーディネートをお楽しみいただけます。

あらゆる空間にフィットする
カラーとデザイン

● 材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が

　起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください

■RES-01S6　35496200
チルカ（S）6個セット
約φ115×H115mm／約0.85kg
内寸：約φ87mm／容量：約0.6ℓ
専用ソーサー：φ115×ｔ15mm
水抜き穴あり

＊ ¥19,600/セット

■RES-01M　35497900
チルカ（M）
約φ315×H275mm／約6.3kg
内寸：約φ263mm／容量：約14.3ℓ
専用ソーサー：φ327×ｔ25mm
水抜き穴あり

＊ ¥17,500/個

■RES-01L　35511200
チルカ（L）
約φ470×H380mm／約9.5kg
内寸：約φ355mm／容量：約42.8ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥25,000/個

ライトセメント

※6個セットのみでの販売となります
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

マルカート 

Ⓡ

■RES-02S6　35517400
マルカート（S）6個セット
約φ125×H140mm／約0.85kg
内寸：約φ100mm／容量：約0.6ℓ
専用ソーサー：φ107×ｔ15mm
水抜き穴あり

＊ ¥19,600/セット

■RES-03L　35521100
レジェロ（L）
約φ400×H800mm／約15kg
内寸：約φ350mm／容量：約79.4ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥45,500/個

■RES-03M　35520400
レジェロ（M）
約φ400×H500mm／約9.5kg
内寸：約φ360mm／容量：約48.9ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥28,500/個

■RES-02L　35519800
マルカート（L）
約φ400×H400mm／約7.4kg
内寸：約φ360mm／容量：約31.9ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥23,500/個

■RES-02M　35518100
マルカート（M）
約φ300×H300mm／約4.3kg
内寸：約φ267mm／容量：約13.8ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥15,200/個

レジェロ 

※6個セットのみでの販売となります
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底穴が必要な場合は、ホールソーで
穴あけ加工してご使用ください
（P.72、73、74）

転倒の恐れがある場合は、
鉢の中底にレンガなどの
重量物を入れて設置して
ください

ポットの表面にできた小さなキズ
や汚れはサンドペーパーで削ると
緩和できます
（P.72、73、74、75）

材質：ポリテラゾ
ポリレジンに石を練り込み強度を高めた素材です。石を混ぜ合
わせることで、プラスチックポットの軽い質感より重厚感がアップ。
耐候性に優れ、色落ちもしにくくなっています
大理石調で、シンプルなデザインに仕上げました

グレー ホワイト

ポリテラゾ（ロングポット）

ポリテラゾ（ロングポット）

ムーングレー

グレー、ホワイトは細かい楣が
模様を作り、しっとりとしたツヤ
のないマットな質感に

ムーングレーの乾いた風合いが、
味わい深い表情を引き出します

空間に槇やかな表情が生まれます
（アレグロ�大�ホワイト）
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●水抜き穴があいていません。必要に応じて、穴あけ加工を行ってください。●長時間、水をためたまま使用しないでください。割れやヒビ等の原因となります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご
注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組
立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

■PIA-L01LG 36798600
ロングポット
アレグロ（大）グレー
約W420×D420×H900mm／約16kg
内寸：約W370×Ｄ370mm／容量：約100ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥43,000/個

■PIA-L01ＳG 36801300
ロングポット
アレグロ（小）グレー
約W350×D350×H750mm／約11kg
内寸：約W300×Ｄ300mm／容量：約50ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥31,000/個

■PIA-L01LW 36799300
ロングポット
アレグロ（大）ホワイト
約W420×D420×H900mm／約16kg
内寸：約W370×Ｄ370mm／容量：約100ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥43,000/個

■PIA-L01ＳW 36802000
ロングポット
アレグロ（小）ホワイト
約W350×D350×H750mm／約11kg
内寸：約W300×Ｄ300mm／容量：約50ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥31,000/個

■PIA-L01LMR 36850100
ロングポット
アレグロ（大）ムーングレー
約W420×D420×H900mm／約16kg
内寸：約W370×Ｄ370mm／容量：約100ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥43,000/個

■PIA-L01SMR 36859400
ロングポット
アレグロ（小）ムーングレー
約W350×D350×H750mm／約11kg
内寸：約W300×Ｄ300mm／容量：約50ℓ
水抜き穴なし

＊ ¥31,000/個

アレグロ

ホワイトグレームーングレー

等間隔にポットを配置したフォーマルなレイアウト
（アレグロ�大�グレー）

Ⓡ
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■PIA-C01LMR　36860000
キューブポット カント（640）
ムーングレー

■PIA-Ｃ01LG　36812900
キューブポット カント（640）
グレー

■PIA-Ｃ01ＬＷ　36813600
キューブポット カント（640）
ホワイト
約W640×D640×H640mm／約30kg
内寸：約W550×Ｄ550mm／容量：約180ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥70,000/個

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●水抜き穴があいていません。必要に応じて、穴あけ加工を行ってください。●長時間、水をためたまま使用しないでください。割れやヒビ等の原因となります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご
注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組
立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

同じ素材のポットで、統一感のある空間をコーディネート
（カント�640�グレー、アレグロ�小�グレー）

ポリテラゾ

材質：ポリテラゾ

無駄のないシンプルなシルエットが、植物を活かし、

モダンな空間を作ります

ポリテラゾ

■PIA-C01SMR　36861700
キューブポット カント（540）
ムーングレー

■PIA-Ｃ01SG　36814300
キューブポット カント（540）
グレー

■PIA-Ｃ01SＷ　36815000
キューブポット カント（540）
ホワイト
約W540×D540×H540mm／約21kg
内寸：約W450×Ｄ450mm／容量：約100ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥54,000/個

■PIA-C01SSMR　36875400
キューブポット カント（450）
ムーングレー

■PIA-Ｃ01SSG　36491600
キューブポット カント（450）
グレー

■PIA-Ｃ01SSＷ　36492300
キューブポット カント（450）
ホワイト
約W450×D450×H450mm／約14kg
内寸：約W380×Ｄ380mm／容量：約75ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥41,000/個

ベランダで樹木の栽培に
（カント�540�ホワイト）

カント

グレーホワイト
ムーングレー

表面に汚れやキズができた場
合、サンドペーパーで削ると
緩和します。塗料は材料に練
り込んでいるので、削っても
色が変化しません

グレー ホワイト　ムーングレー
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●水抜き穴があいていません。必要に応じて、穴あけ加工を行ってください。●長時間、水をためたまま使用しないでください。割れやヒビ等の原因となります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご
注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組
立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

■PIA-07LG　36486200
ワイドポット ファストーソ（大）
グレー
約W700×D260×H320mm／約10kg
内寸：約W650×Ｄ210mm／容量：約45ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥29,000/個

■PIA-07SG　364886004
ワイドポット ファストーソ（小）
グレー
約W550×D200×H240mm／約5.5kg
内寸：約W510×Ｄ160mm／容量：約20ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥20,000/個

■PIA-07LＷ　36487900
ワイドポット ファストーソ（大）
ホワイト
約W700×D260×H320mm／約10kg
内寸：約W650×Ｄ210mm／容量：約45ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥29,000/個

■PIA-07SＷ　364893004
ワイドポット ファストーソ（小）
ホワイト
約W550×D200×H240mm／約5.5kg
内寸：約W510×Ｄ160mm／容量：約20ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥20,000/個

■PIA-07LMR　36868600
ワイドポット ファストーソ（大）
ムーングレー
約W700×D260×H320mm／約10kg
内寸：約W650×Ｄ210mm／容量：約45ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥29,000/個

■PIA-07SMR　368709004
ワイドポット ファストーソ（小）
ムーングレー
約W550×D200×H240mm／約5.5kg
内寸：約W510×Ｄ160mm／容量：約20ℓ
水抜き穴なし

 ＊ ¥20,000/個

ファストーソ

シンプルながらスマートなデザイン
（ファストーソ�大�ホワイト）

グレー ホワイトムーングレー

Ⓡ

4生産完了品につき、在庫をご確認ください
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ガーデンのメインシンボルに（トリル�ホワイト）空間に合わせたコーディネート�
（ローコ�小�ホワイト）

表面に汚れやキズができた場合、サンドペーパーで削
ると緩和します

グレー ホワイト　

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの�
影響により、使用中にひび割れが起こる場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。�
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

ファイバーストーン（マット/グロッシー）

トリルローコ

■ＣＯＰ-031G　36606400
ロングポット トリル
グレー

■COP-03Ｗ　36586900
ロングポット トリル
ホワイト
約Ｗ350×Ｄ350×H1000mm／約18.3kg
内寸：約Ｗ280×Ｄ280×Ｈ390mm（底上げ）
容量：約40ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥51,000/個

材質：ファイバーストーン

ＦＲＰに石を練り込んで強度を高めた素材を使用。 

石が表面に見えるタイプで、素材感をお楽しみいただけます

ファイバーストーン（マット）

■ＣＯＰ-02ＬW　36579100
ラウンドポット ローコ（大）
ホワイト
約φ600×H525mm／約12kg
内寸：約φ520mm／容量：約100ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥56,000/個

■ＣＯＰ-021SG　36605700
ラウンドポット ローコ（小）
グレー

■ＣＯＰ-02ＳW　36583800
ラウンドポット ローコ（小）
ホワイト
約φ500×H440mm／約8.5kg
内寸：約φ425mm／容量：約70ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥33,000/個
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●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●鉢カバーとしての使用を推奨しています。●ポットに植物を直植えすると土圧などの影響により、使用中にひび割れが起こ
る場合があります。●凍害の恐れがあります。寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。●ハンドメード商品のため、サイズ、重量、色調に個体差があります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の
際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

表面は、周りの様子を
映し込むほどになめら
かで、光沢があります

隣家と接する庭に、さりげなく背の高いグリーンを配して空間のアクセントに
（エカール�大�ホワイト）

店舗エントランスにはすっきりとしたラインがおすすめ
（エカール�小�ホワイト）

エカール

材質：ファイバーストーン

ファイバーストーン（グロッシー）は、屋外でも使用できる耐候性に優れたコー

ティング仕上げです。衝撃に強く軽量なＦＲＰの特性を生かしつつ、コーティン

グで光沢を出した個性的なタイプです

ファイバーストーン（グロッシー）

■COP-09ＬBK　36527200
キューブポット エカール（大）
ブラック
約Ｗ500×Ｄ500×H500mm／約9.5kg
内寸：約Ｗ420×Ｄ420mm
容量：約115ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥49,000/個

■COP-09ＳBK　36529600
キューブポット エカール（小）
ブラック
約Ｗ400×Ｄ400×H400mm／約6.2kg
内寸：約Ｗ320×Ｄ320mm
容量：約55ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥36,000/個

■COP-09ＬW　36528900
キューブポット エカール（大）
ホワイト
約Ｗ500×Ｄ500×H500mm／約9.5kg
内寸：約Ｗ420×Ｄ420mm
容量：約115ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥49,000/個

■COP-09ＳW　36531900
キューブポット エカール（小）
ホワイト
約Ｗ400×Ｄ400×H400mm／約6.2kg
内寸：約Ｗ320×Ｄ320mm
容量：約55ℓ
水抜き穴あり

＊ ¥36,000/個

Ⓡ

※底の丸い商品には
　使用できません
※�ポットが転倒しないように、バラ
ンスよくポットフィートにのせて
ください

ポットの下の水はけをよくするために

4個で1セット ※耐荷重�20kg/1個

ポットフィート

■ＰＩＡ-ＰＦ01ＢＫ　36493000
ポットフィート4個組 ブラック
約Ｗ80×Ｄ45×H45mm／約0.2kg
材質：セラミック

＊ ¥2,300/組
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●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製プランターです軽くて丈夫、

デザイン性の高さが魅力です。FRPプランターは軽量だから、

屋上などの荷重制限の厳しい現場にも最適です

軽くて使いやすいFRP製
屋上緑化や公共施設に

単品使いで、空間のアクセントに
（スマートプランター�アイボリー）

段差のあるところでの境界に（クラウンプランター�スレンダ）

FRP軽量プランター

FRP軽量プランター  N

■FIP-32　42209800
クラウンプランター
スクエア
W400×D400×H400mm／約7.0㎏
容量：50ℓ

¥22,000/台

■FIP-33　42210400
クラウンプランター
スレンダ
W900×D250×H250mm／約8.0㎏
容量：40ℓ

¥24,000/台

■FIP-28　41756800
ホワイトプランター
プレイン
W1000×D450×H510mm／約12.5㎏
容量：190ℓ

¥50,000/台

■FIP-11　42099500
ホワイトプランター
W1000×D450×H495mm／約13.0㎏
容量：181ℓ

¥54,000/台

■FIP-29W　41757500
スマートプランター
ホワイト
W800XD360XH410mm／約5.9㎏
容量：100ℓ

¥31,000/台

■FIP-29V　41755100
スマートプランター
アイボリー
W800XD360XH410mm／約5.9㎏
容量：100ℓ

¥31,000/台

※FRP軽量プランターはすべて水抜き穴あり（約φ30mm）
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●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

スペースの区切りに（コバ積みプランター�大）

ブリックコバ積み

コバ積み�大

コバ積み�小
■FIP-08L　42058200
コバ積みプランター 大
W820×D410×H390mm／約12.0㎏
容量：111ℓ

¥32,000/台

■FIP-08S　41769800
コバ積みプランター 小
W410×D410×H390mm／約7.5㎏
容量：55ℓ

¥23,000/台

■FIP-19G　41768100
ブリックプランター
グレー
W820×D410×H400mm
約8.2㎏
容量：114ℓ

¥33,000/台

■FIP-35　41779700
ホットプランター
W1000×D360×H425mm／約15㎏
容量：120ℓ

¥51,000/台

■FIP-30　41758200
ストーンプランター
W820×D410×H380mm／約10.0㎏
容量：108ℓ

¥33,000/台

■FIP-10　42098800
アゼクラプランター
W950×D480×H400mm／約7.7㎏
容量：155ℓ

¥41,000/台

■FIP-19W　41785800
ブリックプランター
ホワイト
W820×D410×H400mm
約8.2㎏
容量：114ℓ

¥33,000/台

■FIP-19B　41784100
ブリックプランター
ブラウン
W820×D410×H400mm
約8.2㎏
容量：114ℓ

¥33,000/台

■FIP-41　41786500
ロックプランター
W800×D350×H350mm／約9.5㎏
容量：85ℓ

¥32,000/台
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特大

大

中

■FIP-12　41761200
ビッグプランター 特大 110型
φ1100×H1050mm／約21.0㎏
容量：690ℓ

¥106,000/台

■FIP-13　41762900
ビッグプランター 大 90型
φ910×H830mm／約18.0㎏
容量：380ℓ

¥67,000/台■FIP-31　41759900
カッププランター
φ580×H760mm／約8.3㎏
容量：40ℓ

¥35,000/台

■FIP-14　41763600
樽プランター 大
φ790×H500mm／約7.5㎏
容量：209ℓ

¥39,000/台

■FIP-15　41764300
樽プランター 中
φ680×H410mm／約7.0㎏
容量：133ℓ

¥29,000/台

●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

■FIP-39　41783400
ボールプランター 
φ６00×H415mm／約5.5㎏
容量：65ℓ

¥39,000/台

■FIP-05　41753700
セラプランター 70型
φ720×H650mm／約8㎏
容量：180ℓ

¥35,000/台

■FIP-06　41754400
セラプランター 60型
φ620×H540mm／約6.5㎏
容量：110ℓ

¥22,000/台

60型

70型

※FRP軽量プランターはすべて水抜き穴あり（約φ30mm）

店舗や公園に
最適な
大型プランター

大
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空間に馴染む、使いやすいシンプルなデザイン

■FIP-27　41777300
スクエアプランター
アーバンS
W500×D500×H470mm／約5.3㎏
容量：82ℓ

¥28,000/台

■FIP-26　41776600
スクエアプランター
アーバンL
W420×D420×H700mm／約5.6㎏
容量：90ℓ

¥28,000/台

●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

■FIP-36　41780300
カーブプランター 大
φ1100×H310mm／約13㎏
容量：200ℓ

¥72,000/台

■FIP-37　41781000
カーブプランター 中
φ800×H325mm／約11㎏
容量：140ℓ

¥58,000/台

■FIP-38　41782700
カーブプランター 小
φ500×H410mm／約5.5㎏
容量：75ℓ

¥31,000/台

大 中 小

ホワイト

ブラック

■FIP-25　41775900
サークルポット ホワイト
φ430×H410mm／約3.6㎏
容量：50ℓ

¥21,000/台

■FIP-34B　42270800
クラウンプランター サークル
ブラック
φ510×H430mm／約6.0㎏
容量：48ℓ

¥29,000/台

■FIP-34W　42269200
クラウンプランター サークル
ホワイト
φ510×H430mm／約6.0㎏
容量：48ℓ

¥29,000/台
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エバーエコ®ウッド リアル

●床板や幕板の色味は同じ色でもバラツキがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際には事前に在庫をお問い合わせください。
●エバーエコウッド�リアルはデッキ表面の温度上昇を抑制する性能はありません。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーエコ®ウッド リアル デッキセット　aXdh

エバーエコウッドリアル デッキセット

ｍ2単価：¥51,300/m2

※表記のm2単価は、各サイズでの
　平均を行った価格です
※�ご注文時に必ず色をご指定ください
※12尺は3尺、9尺の床板を使用

■エバーエコウッド リアル デッキセット
アンバー、オリーブ、セピアブラウン、グレー

間口出幅 1間（1826mm） 1.5間（2546mm） 2間（3626mm） 2.5間（4346mm） 3間（5066mm） 3.5間（6146mm） 4間（7226mm）

3尺（897mm） ¥100,000 ¥138,000 ¥184,000 ¥224,000 ¥261,000 ¥   313,000 ¥   364,000

4尺（1197mm） ¥122,000 ¥166,000 ¥224,000 ¥271,000 ¥316,000 ¥   379,000 ¥   441,000

5尺（1497mm） ¥156,000 ¥214,000 ¥287,000 ¥348,000 ¥406,000 ¥   487,000 ¥   567,000

6尺（1797mm） ¥175,000 ¥240,000 ¥324,000 ¥392,000 ¥456,000 ¥   547,000 ¥   638,000

7尺（2097mm） ¥197,000 ¥269,000 ¥364,000 ¥439,000 ¥512,000 ¥   613,000 ¥   715,000

8尺（2397mm） ¥231,000 ¥316,000 ¥427,000 ¥516,000 ¥602,000 ¥   721,000 ¥   841,000

9尺（2697mm） ¥251,000 ¥343,000 ¥464,000 ¥560,000 ¥652,000 ¥   782,000 ¥   912,000

12尺（3584mm） ¥329,000 ¥449,000 ¥608,000 ¥733,000 ¥853,000 ¥1,024,000 ¥1,194,000

※デッキセットには出幅と間口に応じて、束柱と大引、床板、取付金具、ビス等のすべての部材が含まれています

115

98.5

5
0

アンバー オリーブ セピアブラウン グレー
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●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

アンバー オリーブ セピアブラウン グレー

使用上の

ご注意

日中、日差しが強い時は、直射日光によりエバーエコウッドのデッ
キ床面温度は上昇します。ヤケドをする恐れがありますので、ス
リッパ等の履物をご使用ください。

■エバーエコウッド リアル ジョイントデッキ ご注文は1箱単位でお願いします

呼称 コード 品　番 カラー サイズ（mm）
重量

（kg/枚）
入数 1箱m2数 1箱価格

m2当必要枚数
（参考数値）

m2当設計価格
（参考価格）

エバーエコウッド リアル
ジョイントデッキ アンバー 14314600 GGA-EWR01A アンバー

W300×D300×t50 約1.75 12枚 1.08m2 ¥25,200/箱 11.2枚/m2 ¥23,520/m2

エバーエコウッド リアル
ジョイントデッキ オリーブ 14315300 GGA-EWR01O オリーブ

エバーエコウッド リアル
ジョイントデッキ セピアブラウン 14320700 GGA-EWR01S

セピア
ブラウン

エバーエコウッド リアル
ジョイントデッキ グレー 14321400 GGA-EWR01G グレー

エバーエコ®ウッド リアル ジョイントデッキ　Xn

大人気のデッキ、エコウッド リアルのジョイントデッキです



エバーエコ®ウッド リアル デッキ部材　Xh

●床板や幕板の色味は同じ色でもバラツキがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際には事前に在庫をお問い合わせください。
●エバーエコウッド�リアルはデッキ表面の温度上昇を抑制する性能はありません。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

3
9
0

916

3
9
0

916

アンバー グレーオリーブ セピアブラウン
正面幕板取付金具

端部床板/側面幕板
取付金具

Vアンカー

床 板  ※�ご注文時に必ず色をご指定ください 正面幕板 側面幕板

■エバーエコウッドリアル デッキ専用 側面幕板

品　名 サイズ（mm） 価　格

3尺（取付金具2個付） 165×20×L876 ¥  4,900/枚

4尺（ 〃 ） 165×20×L1176 ¥  6,300/枚

5尺（取付金具3個付） 165×20×L1476 ¥  7,900/枚

6尺（ 〃 ） 165×20×L1776 ¥  9,000/枚

7尺（ 〃 ） 165×20×L2076 ¥10,600/枚

8尺（取付金具4個付） 165×20×L2376 ¥12,000/枚

9尺（ 〃 ） 165×20×L2676 ¥13,400/枚

重量：約2.61kg/m

■エバーエコウッドリアル デッキ専用 正面幕板

品　名 サイズ（mm） 価　格

1間（取付金具4個付） 165×20×L1826 ¥  8,300/枚

1.5間（取付金具5個付）165×20×L2546 ¥11,800/枚

2間（取付金具7個付） 165×20×L3626 ¥16,000/枚

重量：約2.61kg/m

■エバーエコウッドリアル デッキ専用 床板

品　名 サイズ（mm） 価　格

3尺（Vアンカー2個付）115×50×L882 ¥  4,100/枚

4尺（ 〃 ）115×50×L1182 ¥  5,300/枚

5尺（Vアンカー3個付）115×50×L1482 ¥  6,700/枚

6尺（ 〃 ）115×50×L1782 ¥  7,900/枚

7尺（ 〃 ）115×50×L2082 ¥  9,200/枚

8尺（Vアンカー4個付）115×50×L2382 ¥10,600/枚

9尺（ 〃 ）115×50×L2682 ¥11,800/枚

重量：約2.68kg/m

■エバーエコウッドリアル
ステップ（ボックスタイプ）
W916×D390×FL250～650mm
¥47,900/台
柱は調整束を使用、幕板4枚、
コーナーキャップ4個付属

エバーエコ®ウッド リアル ステップaXdk

エバーエコ®ウッド リアル 点検口 a

床板インナー材 A

Vアンカー

5
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115 5

355

115 5
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8
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595×595355×355

※�現場組立品です。点検口を設置する箇所のデッキ床板を切り抜いて組み立てます。　※デッキ本体の床板材を切り抜くため、「点検口組立セット」に床板材は含まれておりません。
※開閉は点検口セットに付属する引上げ棒で行います。　※上図は完成予想図です。
※設置には補助大引が別途必要です。デッキ点検口補助大引セットをご注文いただくことで、設置に必要な部材、部品が揃います。

「点検口組立セット」完成イメージ
セットに床板材は含まれておりません。

インナー材

M
■88613500
補助大引_固定部品
¥320/袋
補助大引ブラケットセット（ビス付）

■エコウッドデッキ専用 床板インナー材

コード 品　名 サイズ（mm） 価　格

88610400 補強材20×40×2682 シルバー 19.6×39.6×L2682 ¥7,900/本

※ビスは別売�※エバーエコウッドⅡ195幅、115幅にもご使用いただけます

■エバーエコウッドリアル 点検口組立セット ■デッキ用点検口 補助大引セット

コード サイズ（mm） 価　格

88894800 355×355 ¥14,100/セット

88895500 595×595 ¥19,400/セット

コード 価　格

88900600 ¥16,100/セット

点検口全サイズに対応
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TKS-6-500

支店・営業所

URL : https://takasho.co.jp 

やすらぎのある空間づくり

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。

●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

表示価格は2022年2月現在の価格です)（  

●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。

りよに等」法標商「」法匠意「」法許特「は名品商、観外びよお造構の品商たれさ載掲にグロタカ当 ●

保護されています。模倣商品を製造することはできません。

に」法権作著「、は報情のてべすどな面図、章文、トスライ、像画たれさ載掲、）トウアイレ（グロタカ ●

基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはで

きません。

他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品に ●

ついては、必ず当社ブランドであることをご確認ください。

●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-482-4128 ■東京本部：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062  TEL.03-5244-5650

東　北　支　店 TEL.022-396-2150 大　阪　支　店 TEL.072-734-8505

九　州　支　店 TEL.0942-52-1812 首都圏営業所  TEL.048-446-7570

北関東営業所  TEL.027-280-7220 新　潟　営　業　所 TEL.025-264-4155

北　陸　営　業　所 TEL.076-214-3777 四　国　営　業　所 TEL.0883-25-6032

東　京　支　店 TEL.03-5244-5650 名　古　屋　支　店 TEL.0562-32-3199

広　島　支　店 TEL.082-497-1020 札　幌　営　業　所 TEL.011-748-3056

埼　玉　営　業　所 TEL.049-288-2125 横　浜　営　業　所 TEL.045-914-8067

新潟三条営業所 TEL.0256-36-5060 関　西　営　業　所 TEL.073-486-2511

プロサービスホームページ E-mail : takasho@takasho.co.jp

取扱販売店

東日本営業グループ(長野)
〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440番地9 TEL. 026-282-0033 FAX. 026-282-0011

東日本営業グループ
〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目24番地11号 麻布ウェストビル

TEL. 03-6419-3225 FAX. 03-3797-5506

西日本営業グループ
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目3番地10号 西本町インテスビル

TEL. 06-6533-1009 FAX. 06-6533-1097

北日本営業グループ
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西1丁目2番地 サンワビル

TEL. 011-212-8230 FAX. 011-261-8651

製造元
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AIR WATER                         Web Shop
���������������������������������

 ECOROCA

エア ・ ウォーター ・ エコロッカ Webショップ

カタログ

パラソル
ガーデンファニチャー
ポット＆プランター

洗練された屋外家具で
心地よいひとときを。

２０２２年 ６月版


