Furniture & Goods

人にみどりを、まちに彩りを。
私たちは、より豊かな「暮らし」と
美しくやすらぎのある「まち」を創造していきます。

Furniture/アウトドア家具
NARDI
ナルディ

クリップ テーブル

トリル アームチェアー

￥36,080
サイズ：約幅700×奥行700×高さ750mm
材質：天板：ポリプロピレン
脚：ガラス繊維強化ポリプロピレン
重量：約10.65kg
カラー：ダークグレー ・トープ
規格：組立式・折りたたみ不可

￥17,600
サイズ：約幅585×奥行53.×高さ825mm
座面高：約47.5cm
材質：ガラス繊維強化ポリプロピレン
重量：約4.7kg
カラー：グリーン、ダークグレー 、トープ
規格：スタッキング可能

リオダイニングテーブル

￥129,800
サイズ：約幅140×奥行850×高さ760mm
テーブル伸長時最大：約210cm
材質：天板：ポリプロピレン
脚：アルミニウム
重量：約32.6kg
カラー：ダークグレー ・トープ
規格：組立式・脚：ポリエステル塗装
※最大210cm幅延長可スライド式テーブル

Resol
レソル

ウッディチェア

￥26,950
サイズ：W590XD565XH742mm
座面の高さ450mm
材質：プラスチックにPPとグラスファイ
バーを注入(UVカット)
重量：4.2kg
カラー：レトロブルー・グリーングレー・
ダークグレー・アイボリー・サンド
規格：耐荷重140kg程度
※別途送料商品・要在庫確認商品

ダークグレー

ノア

サンド

ガーデンテーブル

￥31,900
サイズ：W900XD900XH740mm
材質：プラスチックにPPとグラスファイバーを注入(UVカット)
重量：11.85kg
カラー：ダークグレー・サンド
規格：足のみ組立
※別途送料商品・要在庫確認商品

ASPLUND
アスプルンド

ライナーベンチテーブルS

￥60,500
サイズ：W450×D450×H460(mm)
材質：チーク材（天然木）
重量：約12kg

ダリアスツール

￥26,400
サイズ：Φ450×H430（mm）
材質：フレーム：アルミニウム、
座面：ポリエチレン
カラー：CR(クリーム)、NT(ナチュラル)
重量：約約4kg
※要在庫確認商品

ダリアラウンジチェア

ライナーベンチテーブルM

￥137,500
サイズ：W1500×D450×H460(mm)
材質：チーク材（天然木）
重量：約26kg

￥42,900
サイズ：W760×D750×SH410,H770（mm）
材質：フレーム：アルミニウム、
座面・背面：ポリエチレン
カラー：CR(クリーム)、NT(ナチュラル)
重量：約約5kg
※要在庫確認商品
※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Furniture/アウトドア家具
Bistro
フェルモブ

ビストロ

ビストロ
レッド

メタルチェア

￥16,940/1脚
カラー：レッド、ブラウン、ホワイト
ダークグレー、シダーグリーン
サイズ：W420×H830×D380mm
座面高さ:480mm
材質：スチール パウダーコーティング
重量：7.0㎏
規格：折りたたみ式

ビストロ

ブラウン

ホワイト

ダーク
グレー

フランスFermob社のビストロ
シリーズは、19世紀の終わりに
生まれました。その優れたデザ
イン性と折りたためる機能性か
ら、世界中で親しまれている定
番のおしゃれなテーブル＆チェ
アです。

シダー
グリーン

ラウンドテーブル60

￥33, 000
カラー：レッド、ブラウン、ホワイト
ダークグレー、シダーグリーン
サイズ：直径600×H730mm
材質：スチール パウダーコーティング
重量：7.0㎏
規格：耐久重量90㎏・折りたたみ式

Pole Low Chair ポールローチェア

オーパス

Hang Out（ハングアウト）

NAUTIN

ポール ローチェア

ノイジン

オーパスアームチェアー

￥16,500
カラー：ブラウン、ネイビー、ホワイト
サイズ:W570×D530×H620(SH285)mm
材質：オーク材(塗装)、帆布(撥水加工)、
スチール(紛体塗装)
重量：約2.9kg
組立式ローチェア、収納付き

￥39,600
サイズ：約幅550×奥行585×高さ840mm
座面高：約475mm
材質：脚：天然木（ユーカリ）
フレーム：スチール
ロープ：ポリエチレン､ポリプロピレン
重量：約8.4kg

オーパスラウンドテーブル

￥62,150
サイズ：直径約1000mm
×高さ750mm
材質：脚：天然木（ユーカリ）
天板：セメント
フレーム：スチール
重量：約30kg
ブラウン

ホワイト

ネイビー

ISTANA TERRACE イスタナテラス
イスタナテラス

トレイスタンド

￥37,400
サイズ：約幅510mm×奥行360mm
×高さ660mm
材質：天然木（チーク）
重量：約4kg
規格：折りたたみ可

スクエアテーブル80

￥129,800
サイズ：約幅800mm×奥行800mm
×高さ710mm
材質：天然木（チーク）
重量：約19kg

フォールディングチェアー

￥65,780
サイズ：約幅430mm×奥行640mm
×高さ920mm
座面高：約400mm
材質：天然木（チーク）
重量：約7kg
規格：折りたたみ可

ダイニングテーブル140

￥184,800
サイズ：約幅1400mm×奥行800mm
×高さ710mm
材質：天然木（チーク）
重量：約25kg

アームチェア

￥101,200
サイズ：約幅570mm×奥行675mm×高さ
795mm
座面高：約375mm
材質：天然木（チーク）
重量：約13kg

2シーター ベンチ

バックレスベンチ125

￥124,300
￥179,300
サイズ：約幅1250mm×奥行420mm
サイズ：約幅1225mm×奥行675mm
×高さ410mm
×高さ795mm
材質：天然木（チーク）
座面高：約375mm
重量：約16kg
材質：天然木（チーク）
重量：約21kg
※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Furniture/アウトドア家具

K.RAUCORD
ケイ・ラウコード

オリオ スタッキングアームチェア

￥38,500
サイズ：W550xD560xH800xSH430mm
別売りクッションをあわせるとSH(座面)450mm
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
フレーム:アルミ〔粉体塗装〕
規格 ■ダークブラウン
■スタッキング可能
〔クッション別売り〕¥9,680

アマルフィ ウッドグレイン テーブル
￥73,150
サイズ：700×700 H690mm
材質：天板:メラミン樹脂
フレーム:HDPE(高密度ポリエチレン)
脚部:スチール
規格 ■ダークブラウン

Loom Garden
ロム・ガーデン

コモ スタッキングチェア

パルマ サイドチェア

￥31,900
￥35,200
サイズ：W450×H850×D585
サイズ：W550×H780×D680
×SH(座面)410mm
×SH(座面)400mm
別売りクッションをあわせるとSH(座面)440mm 別売りクッションをあわせるとSH(座
面)450mm
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
クッションサイズ: W415xD430xH40mm
フレーム、脚部:アルミ
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
規格 ■ダークブラウン
フレーム、脚部:アルミ
■スタッキング可能
規格 ■ダークブラウン
〔クッション別売り〕¥9,680
〔クッション別売り〕¥9,680

￥50,600
サイズ：W680×H790×D610×SH(座
面)400mm
別売りクッションをあわせるとSH(座
面)450mm
クッションサイズ: W470xD460xH50mm
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
フレーム、脚部:アルミ
規格 ■ダークブラウン
〔クッション別売り〕¥10,890

アマルフィ ウッドグレイン テーブル エルバソファー 1seat
￥73,150 / ¥95,150
サイズ：Ф700 / Ф900 H690mm
材質：天板:メラミン樹脂
フレーム:HDPE(高密度ポリエチレン)
脚部:スチール
規格 ■ダークブラウン

シンプルスクエア

エルバ ソファーテーブル

バリラウンジチェア

￥59,400
サイズ：W1100×H350×D550mm
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
脚部:樹脂製
規格 ■ダークブラウン
■ガラストップ(W1100×D540×t 5mm3.4kg、
〔ガラストップ別売り〕¥11,990
サイズ: W1090XD540× t 5mm 3.4kg、
納期約10日。

エルバソファー 2seat

￥91,300
￥151,800
チェアー本体：W680×H700×D800×SH(座面)240mm サイズ：チェアー本体:W1560×H700×D800×SH(座面)240mm
別売りクッションをあわせるとSH(座面)400mm
別売りクッションをあわせるとSH(座面)400mm
クッションサイズ: W520xD700×H160mm
クッションサイズ：W1,400xD700×H160mm
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
材質：HDPE(高密度ポリエチレン)
フレーム、脚部:アルミ
フレーム、脚部:アルミ
規格 ■ダークブラウン
規格 ■ダークブラウン
〔クッション別売り〕¥48,400
〔クッション別売り〕¥96,800

アウトドア専用クッション

屋外使用ファブリックとして世界的に有名
なイタリアの「tempotest」使用。
透水性、防カビ加工あり。
受注後国内で縫製。

材質:人工ラタンと呼ばれる高密度
ポリエチレンコードを使用。

シンプル スクエアテーブル
￥83,490
サイズ：約幅1200×奥行720
×高さ700mm
材質：ポリエチレン、アルミ
重量：約8.8kg

Loom Garden
ロム・ガーデン

シンプルベンチ

￥47,080
サイズ：約幅1100×奥行350
×高さ420mm
材質：ポリエチレン、アルミ
重量：約6.8kg

ベベック

シンプルスツール(単品)

シンプルシェルフ

￥33,000
サイズ：約幅450×奥行350
×高さ420mm
重量:：約2.7kg

￥53,900
サイズ：約幅720×奥行350×高さ700mm
材質：ポリエチレン、アルミ
重量：約5.2kg

ベベック シングルソファー

￥202,400
サイズ:約幅900×奥行760×高さ715mm
座面高：約245mm(クッション含まず)
材質：フレーム：アルミニウム
ラタン：ポリエチレン
重量：19.6㎏
背面、ピロー、シートパッドクッション付き

ベベック コーナーソファー

￥165,000
サイズ:約幅760×奥行760×高さ715mm
座面高：約245mm(クッション含まず)
材質：フレーム：アルミニウム
ラタン：ポリエチレン
重量：19.1㎏
背面、ピロー、シートパッドクッション付き

※屋外でも使用可能ですが、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。

ベベック ローテーブル

￥53,900
サイズ:約幅900×奥行600
×高さ300mm
材質：ポリエチレン、アルミ
重量：6.2㎏

ベベック センターソファー

￥126,500
サイズ:約幅600×奥行760×高さ715mm
座面高：約245mm(クッション含まず)
材質：フレーム：アルミニウム
ラタン：ポリエチレン
重量：13.1㎏
背面、ピロー、シートパッドクッション付き

ベベック

ダブルソファー

￥297,000
サイズ:約幅1500×奥行760×高さ715mm
座面高：約245mm(クッション含まず)
材質：フレーム：アルミニウム
ラタン：ポリエチレン
重量：約28.7kg
背面、ピロー×2個、シートパッドクッション付き

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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BBQ

薪ピザ窯

グリル

Item /ガーデンアイテム

テーブルBBQ

￥38,280/台
サイズ:幅350×奥行350×高さ220mm
重量：1.6㎏
材質：カーボンスチール、コルク
【テーブルBBQの特徴 】
ベルギー発、卓上に置ける、美しいBBQグリル。
蓋のコルクをグリルの下に置くだけで、すぐに
BBQがはじめられます。
持ち運びも簡単、おしゃれで、ひときわ目を惹
く上質感が特徴のBQQグリルです。

KABUTO

カブト 77900

￥32,780/台
サイズ: W444×74×836mm
重量：1.6㎏
材質：ステンレス、木、コージェライト

【 KABUTOの特徴 】

ホワイト

・脚を畳んで持ち運び簡単。
・庭やフィールドなど好きな場所で楽しめる。
・小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
・オーブン温度は約25分で300℃以上に！
・短い余熱時間ですぐに焼ける。
・燃料を投入できるので長時間焼き続けられる。
・肉や野菜のグリルなど幅広い調理ができる。

ブラック

コンパクトに収納で
きるBBQグリル
使用しない時期は、
脚を収めてコンパク
トに収納することが
できます。

ポーターシェフプロ100

￥174,680/台
サイズ:幅675×奥行445×高さ880mm
重量：13.3㎏
窯：鋳造アルミニウム/網：鋳鉄/放熱板ステンレス
ウォームラック：スチール(クロムメッキ塗装)
本体：耐熱樹脂/ 脚：塗装鋼管
カセットガス供給機付、ガスボンベは付属していません。

カセットガスで簡単着火 高火力バーナー搭載
ステンレス製の放熱板
カセットガスをセットして、コックをひねって簡単着火。 でおいしく焼ける
高火力のステンレス製チューブバーナーを搭載。

BroilKing内部温度計で繊細な調
理もしっかり管理

ファイヤーピット
スクウェア型のミニマムなファイヤーピット。オプションのグリル、テーブルなどを組み合わせて多用途な使いみちが楽しい。ひっくり返すと消火できるユニークなデザイン。

CUBE Board

CUBE本体をひっくり返し、上に乗せるとテーブルやスツール
として使える上部なバンブー（竹）材のボード。

￥12,100/台
サイズ:W420×D420×H30mm
重量：3.5㎏
材質：バンブー

CUBE Fire basket black
CUBE Grid

￥85,800/台
サイズ:W430mm×D430×H440
重量：15㎏
材質：ステンレススチール

CUBE上部の隙間に引っ掛けるタイプのグリル網。好み
の高さに調節可能。
￥12,100/台
サイズ:W410×D410×H100mm
重量：1.6㎏
※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
材質：ステンレススチール
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Item /ガーデンアイテム
パラソル

マーケットパラソル 2.7m

￥46,200
サイズ:φ2700×H2515(mm)支柱φ38㎜
材質：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)
支柱・骨：天然木(色､木目に個体差あり)
カラー：ベージュ,ホワイト,グリーン,
ビビットオレンジ、
重量：約8kg
推奨ベース：ACTB-BW51

コンクリートベース ブラック
PSB-C11B

マーケットパラソル 2.4m

￥37,400
サイズ:φ2400×H2390(mm)支柱φ38㎜
材質：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)
支柱・骨：天然木(色､木目に個体差あり)
カラー：ベージュ,ホワイト,グリーン,
ビビットオレンジ、
重量：約6.5kg
推奨ベース：ACTB-BW51

パラソルベース フレックス
ACTB-BW51

￥9,240/台
サイズ:φ365×H294(mm)
支柱内径：φ41㎜
調節スペーサー内径：φ32、36.5㎜
ベース台座：コンクリート
重量：約11kg

￥24,200/台
サイズ:φ530×H515(mm)
支柱内径：φ40㎜
重量：約22kg

マーケットパラソル 2.1m

￥34,100
サイズ:φ2100×H2410(mm)支柱φ35㎜
材質：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)
支柱・骨：天然木(色､木目に個体差あり)
カラー：ベージュ,ホワイト,グリーン,
ビビットオレンジ、
重量：約5.8kg
推奨ベース：ACTB-BW51、PSB-C11B

パラソルカバー

￥3,300/枚
サイズ:W460×H1560(mm)
生地：ポリエステル(撥水処理)
重量：約0.35kg
規格：直径3mまでのパラソル用

立水栓

GIRARE ジラーレW (補助蛇口付き)
￥49,082
サイズ:φ34×H10410(mm)
材質：外筒/アルミ(仕上げ：焼付塗装)
立上り管/ステンレス
蛇口部/銅合金
蛇口部/ニッケルクロムメッキ
■蛇口一体型
重量：2.3㎏
カラー：10色
※給排水工事別途

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Gardening /ガーデニング用品・道具

ジョウロ
Kent ＆ Stowe
イングリッシュガーデンで名が高い英
国発のガーデニングツールブランド。
「Kent ＆ Stowe」から軽くておしゃ
れなカラーのジョウロが登場。

クールグレー

ヴィンテージクリーム

ツイードグリーン

ガルバナイズドラッド

ディープバイオレット

Kent & Stowe
メタルウォータリングカン 4.5L

￥8,580
サイズ:W400×H240×D150(mm)
材質：亜鉛メッキ銅製
重量：695ｇ
カラー5色： ヴィンテージクリーム､クールグレー ､
ツイードグリーン､ディープバイオレット､ミッドナイトブルー

ビンテージクリーム

Kent & Stowe
メタルウォータリングカン 9.0L

カラー：ガルバナイズラッド 、ビンテージクリーム
¥10,560
サイズ:W240×H300 (取っ手含むはH420 )×D570(mm)
材質：亜鉛メッキ銅製
重量：ガルバナイズラッド 930g / ビンテージクリーム：1015g
容量：9L

ミッドナイトブルー

HAWS

1886年 John Hawsによりイギリスで創業.。
伝統的でクラシカルなデザインのジョウロ
は世界中のガーデナーが憧れで100年以上
たった今でも人気を集めています。

HAWS
メタルインドアカン

１L

7カラー ¥22,000
カッパー ¥28,600
サイズ：W120×H160×D355mm
重量：7カラー1120ｇ/カッパー1490g
カラー：レッド､グラファイト､グリーン､
シルバー､クリームホワイト､ダークレッド、
サルビアグリーン
材質7カラー：スチール
材質カッパー：銅

グリーン

シルバー

ダークレッド

カッパー

サルビアグリーン

※要在庫確認

ハンディインドアカン 0.7L

グラファイト

クリームホワイト

※金属の性質上、変色が見られます。予めご容赦下さい。

HAWS

レッド

HAWS
トラディショナル ウォータリングカン 4.5L/9L
4.5L ￥25,850
９L
¥28,050
サイズ4.5L：W190×H300×D500mm
サイズ９L ：W210×H340×D600mm
重量：4.5L(1120ｇ)/9L(1490g)
材質：亜鉛メッキ鋼板
カラー： グリーン
※要在庫確認

☆ジョン・ホーズが１８８６年に特許を取得したスタイルでデザイン・設計され、
持ち運びに最適なバランスが取れたウォータリングカンです。

「HAWS」のベストセラーのプラスチック製ジョウロ。コンパクトなサイズ感で、室外、室内選ばない最適なデザイン。
最高品質のリサイクルプラスチックを使用。

グリーン

サルビアグリーン

レッド

HAWS
ハンディインドアカン 0.7L

￥2,750
サイズ:W120×H120×D300(mm)
材質：プラスチック
カラー： グリーン、レッド、サルビアグリーン、
ダックエッグブルー、イエロー、ブルー
ダックエッグブルー
※別途送料¥900

イエロー

ブルー
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※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。

Gardening /ガーデニング用品・道具
ホースリール
Yard Reel (ヤードリール)

￥24,200
サイズ:W340×H410×D340mm
材質：アルミ合金 アクリル焼付塗装
規格：色:ボルドー/ブラック
ホース色: ホワイトグレイ
ホース:サラサラ特殊処理
12mm耐圧ホース20m巻
重量：6.5㎏
カラー：ボルドー/ブラック
付属品：多機能ノズル、プラスチック製蛇口接続金具

ガーデンツール / スコップ
Kent ＆ Stowe
英国ガーデニングツールブランド 、Kent ＆ Stoweの「Garden Life」シリーズ。
従来の標準モデルより40％軽量し、使いやすさを追求したステンレススチール製ツール。

ハンドスペード

￥2,640
サイズ 全長250
シャベル長：115mm
シャベル幅：65mm
重量：196ｇ
材質：ステンレススチール､木
※別途送料¥900

ハンドフォーク

￥2,640
サイズ 全長240
シャベル長：100mm
シャベル幅：65mm
重量：114ｇ
材質：ステンレススチール､木
※別途送料¥900

ハンドカルティヴェイター

￥2,640
サイズ 全長214
シャベル長：90mm
シャベル幅：60mm
重量：125ｇ
材質：ステンレススチール､木
※別途送料¥900

Kent & StoweのKidsシリーズ。本格的なツールでお子さまと一緒にガーデニングを。

キッズハンドスペード

ボーダーハンドシャベル

ボーダーハンドフォーク

サイズ 全長600mm
ヘッド長：240mm
ヘッド幅：85mm
材質： ステンレススチール､木

サイズ 全長580mm
ヘッド長：230mm
ヘッド幅：80mm
材質： ステンレススチール､木

￥4,510

￥2,640
サイズ 全長215mm
シャベル長：95mm
シャベル幅：60mm
重量：110ｇ
材質：ステンレススチール､木
※対象年4歳以上
※別途送料¥900

キッズハンドフォーク

￥2,640
サイズ 全長190mm
シャベル長：85mm
シャベル幅：58mm
重量：85ｇ
材質：ステンレススチール､木
※対象年4歳以上
※別途送料¥900

￥4,510

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Gardening /ガーデンニング用品・道具
ガーデンツール / ハサミ
WOLF Garten
高い機能性とデザインでガーデニングのプロからも定評のあるドイツのウルフガルテン・ガーデニングツール。

剪定バサミL RS-5000
￥13,200

剪定バサミM
￥12,100

RR-5000

Hand Saw with Sheathさや付
のこぎり
￥10,450

アルスコーポレーション
プロのガーデナーも愛用している国産メーカーの剪定鋏。刃の開きが大きく､手にしっかりなじみ､作業もらくらくスムーズ。
アルス

VS-7Z

小さめで女性の手にも軽くて刃の開きが大きいため、草花のお手入れや枝葉の剪定
に重宝します。グリップのくぼみが手にしっかりフィットしハサミを落とさない。
￥５,610
サイズ 全長180mm・刃長：48mm・
重量：212ｇ
材質：刃・高炭素刃物鋼/ハンドル・アルミダイカスト+ビニールコーティング
剪定太さ：直径15mm以下
直径15mmまでの枝剪定可能

アルス

VS-８Z

VS-7Zより少し大きく、太めの枝も力が入り切れ味がよく切れます。
グリップのくぼみが手にしっかりフィットしハサミを落とさない。
耐久力にも優れたプロ仕様の高級剪定鋏です。
￥５,830
サイズ 全長200mm・刃長：54mm・
重量：220ｇ
材質：刃・高炭素刃物鋼/ハンドル・アルミダイカスト+ビニールコーティング
剪定太さ：直径15mm以下

刃の開きが大きく剪定が楽々。

Snip / ﾐﾆハサミ
剪定や収穫に便利なコンパクトハサミ。
Snip / ミニハサミ
￥1,320
サイズ:W18×H110×D15(mm)
カラー6色：ブルー、レッド、イエロー
オレンジ、グリーン、パープル
※別途送料¥500

ブルー

レッド

イエロー

剪定する時や、収穫する時あると便利
なミニ剪定ばさみ。
カラフルなSnipシリーズはポケットに
入るくらいコンパクトサイズ。
グリーン

パープル

オレンジ、ピンク、ブルー、ブラック、
レッド、グレー

バケツ

スウェーデン発、エルゴノミクスデザイン。

トライカン プロフェッショナル
TRICAN Fashion®シリーズは、人間工学に基づいてデザインされたバケツです。
頑丈で持ちやすい持ち手に、形状が円形型のバケツに比べ、体に沿うため運びやすくなっています。
部屋の角や壁沿いにも置きやすく、スペースを取りません。様々な用途に使用することができ、
耐久性にも優れています。内側にはメモリも記載されています。
特許取得製品。
ライム

オレンジ

ピンク

トライカン プロフェッショナル

￥4,620
サイズ:W420×H285×D300(mm)
カラー6色：ライム、オレンジ、ピンク、
ブルー、ブラック、レッド、グレー
材質：ポリプロピレン
重さ：800ｇ
容量：17L

ブルー

ブラック

レッド

グレー

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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GOODS/ガーデン雑貨・アクセント
ミストスプレー

ガーデングローブ

室内の観葉植物・多肉植物に最適。イギリスの老舗「HAWS」のミストスプレー。

ガーデニング作業に最適な頑丈なつくりの長手グローブ。

ガーデングローブ
￥4,620
サイズ
長さ：345(mm)
表地：レザー

Men’s用

ガーデングローブ

￥4,620
サイズ
長さ：290(mm)
表地：レザー、布地
裏地：フリース

Ladies用

ミストスプレー

ミストスプレー

￥9,350
サイズ
タテ：90(mm)
ヨコ：90(mm)
高さ：140(mm)
容量：300ml
満量時の重量：0.4kg
カラー：カッパー

カラージュート(麻ひも）

￥8,250
サイズ
タテ：90(mm)
ヨコ：90(mm)
高さ：140(mm)
容量：300ml
満量時の重量：0.4kg
カラー：ブラス、ニッケル
ブラス

カッパー

ニッケル

天然素材の麻を原料にした100%生分解性のジュート紐。
草花の誘引もオシャレになります。趣味や手芸での手作りアクセサリーなどにも使えます。

ブルー

クランベリー

グリーン

ストーン

カラージュート（麻ひも）

￥1,980
カラー：ブルー、クランベリー、グ
リーン、ストーン
長さ：150(m)
重量：250ｇ
※別途送料¥900

蚊よけ
屋外の40平方メートルを快適な空間で「囲う」

これ一台で複数の人が活動する屋外の空間（本品を中心に半径3.6m）において蚊成虫を
忌避することを目的とした製品です。
煙がなく、屋外での食事、ガーデニングなど、様々な用途にマッチします。

STRONTEC屋外用蚊よけKA・KO・I
スターターパック
￥9,240/セット

サイズ:直径11.2 ×H10.5(mm)
取って含む高さ：約15㎜
重量：約418g
セット内容：本体1、取替えボトル(60ml)×1
単3アルカリ乾電池2本

ポータブル（電池式・ハ
ンドル付き）で薬液ボト
ル交換式（1本で約30時
間）です。

STRONTEC 屋外蚊よけKA・KO・I
（取替えボトル）
￥2,200/個
※単品購入の場合：別途送料¥1000

スイッチをONにする
だけで自動噴霧。

本体上部での人の動きを感知
すると、噴霧に止まる安心設
計です。※感知の範囲は人の
動き方、温度などによって変
動します。

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Planter /鉢・鉢カバー

家庭菜園プランター
Herstera/ガーデントロリー

お庭に限らず、リビングなどお好きな場所でハーブや野菜・お花を栽培し、手軽に移動し楽しむことができる、今ヨーロッパで話題の栽培トロリー。
高さのある栽培トロリーは、腰の負担を少なくし快適に作業でき、機能性だけでなく、カラフルでおしゃれなデザインも魅力の一つ。

アンスラサイト

ガルバナイズラッド

トープ

グリーンミント

高さが抑えられた子供サイズ

ガーデンキッズトロリー

アーバンガーデントロリー

￥47,300
カラー：ミックスカラー
サイズ：H65･D35 ･W75 (持ち手含むW86)(cm）
容量：47L
重量：13kg
材質： ガルバニウム鋼板
備考：本品は組立式です。

￥47,300
カラー6色：マスタード、レッドタイル、グリーンミント
トープ、アンスラサイト、ガルバナイズラッド
サイズ：H80･D35 ･W75 (持ち手含むW86)(cm）
容量：47L
重量：16kg
材質： ガルバニウム鋼板
備考：本品は組立式です。

レッドタイル

マスタード

Hydroponic Station / 水耕栽培ステーション
フィンランド生まれの室内水耕栽培ステーション。
好きな種子を専用プラグ容器に入れてセットする
だけ。後は粉末肥料を水に溶かせば、あとは自動
水循環システムとLEDライトで4－8週間程度で葉
物野菜やハーブが収穫できます。

レッド

グレー

ホワイト

プラントゥイ６スターターセット

￥68,200
カラー：レッド､グレー､ホワイト
サイズ：直径290･高さ210~最大370mm
重量：2600g
照明：LED
電源：12V
年間消費電力：30kwh以下
カプセル数：6個
備考：Plantui 6にシードポット(栄養素入り)がついたスターターセット。
※こちらのセットには種子は入っていません。お手持ちの植物の種をご使用下さい。

プラントバッグ・プラントポット

品質や独創的なアイデアで多くのガーデナーに愛用される英国ブランドの「Haxnicks」。
栽培が終わり、保管したい場合は、小さく折りたたむことができる為スペースを取らずに収納することができます。

Vigoroot ハーブプランター

キャロットパティオプランター
(2ポット入り)
￥3,190
サイズ
高さ： 300mm
幅： 450mm
奥行： 300mm
容量： 40L

にんじんを育てるのに十分な深さと頑丈さ
を持ち合わせたプラントポットです。

￥2,750
サイズ
直径： 450mm
高さ： 250mm
容量： 40L
材質： リサイクルポリプロピレン

グロウバッグプランター

￥2,750
サイズ：W1000×H250×D420 (mm）
容量：80-100L

Vigorootについて
一般的な生地のプラントポットと
は異なり、植物の根をエアープ
ルーニングし、根詰まり・根腐れ
を防ぎ、健康的に成長するよう設
計されているプランター。
※別途送料¥900
※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。

多目的で使えるプランターです。
折りたたむことができるので、持ち運びや
保管も便利なアイテム。底面には真鍮製の
排水孔もついています。
※別途送料¥900
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Planter /鉢・鉢カバー

鉢・プランター
● サンディ レクトM /サンディ レクトS

● アルファ シリンダー M

ポリエステル樹脂とストーンパウダーをミックスしたポリストーンに、
くまなく自然の砂粒を付着させてから研磨し製造したプランター。

暮らしに溶け込みやすい定番スタイル。
どんな空間にでもしっくりと馴染む、スタンダードな形のプランター。

ホワイト
サンディ レクトM
¥43,560
外寸サイズ：W800×D350×H350mm
内寸サイズ：W745×D300
材質：天然砂・FRP(繊維強化プラスチック)複合材
重量：14kg
土容量：89L
※底穴あり

M

サンディ レクトS
￥20,570
外寸サイズ：W600×D250×H250mm
内寸サイズ：W535×D250
材質：天然砂・FRP(繊維強化プラスチック)複合材
重量：8kg
土容量：33L
※底穴あり

S

ブラック

ウッド

ウッド

アルファ シリンダー M
-----------------------------------ホワイト、ブラック
￥19,800
-----------------------------------ウッド
￥20,900
-----------------------------------外寸サイズ：φ450×H440mm
内寸サイズ：φ395mm
材質：GRC(ガラス繊維強化セメント)
重量：12kg
土容量：57L
10号鉢対応
※底穴あり

● トリコ 963 M / トリコ 963 L

焼き物の産地、常滑で開発し、90年より海外工場にて生産するようになったトリコシリーズ。

トリコ 963 M
￥10,890
外寸サイ ズ：W330×H430×D330mm
内寸サイズ：280mm
材質：陶器（高温焼成）
重量：14kg
土容量：28L
8号鉢対応
※底穴あり

トリコ 963 L
￥20,570
外寸サイズ：400×H470mm
内寸サイズ：355
材質：陶器（高温焼成）
重量：20kg
土容量：39L
10号鉢対応
※底穴あり

● トリコ 972 L / トリコ 972 XL
トリコ 972 L
￥12,100
外寸サイズ：Φ370×H400mm
内寸サイズ：Φ325mm
材質：陶器（高温焼成）
重量：11kg
土容量：24L
8号鉢対応
※底穴あり

●ラムダ

トリコ 972 XL
￥21,780
外寸サイズ：Φ450×H500
内寸サイズ：Φ410
材質：陶器（高温焼成）
重量：18kg
土容量：45L
10号鉢対応
※底穴あり

長角プランター L・M

●ベータ

マグネシウムセメントという特殊なセメントを、ガラス繊維シートで何層にも重ね補強した
ファイバー強化セメントプランター。
モダンな雰囲気に合う3色展開、2サイズからお選び頂けます。

ラムダ

長角プランターL

￥42,350
外寸サイズ：W1000×H450×D450mm
内寸サイズ：W955×D415mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：22kg
土容量：192L
※底穴あり

●ラムダスリム

長角プランター L ・M

ラムダスリム

長角プランターL

￥32,670
外寸サイズ：W1000×H370×D370mm
内寸サイズ：W950×D320mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：14kg
土容量：126L
※底穴あり

ラムダ

長角プランターM

￥27,830
外寸サイズ：W800×H380×D380mm
内寸サイズ：W750×D340mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：14kg
土容量：100L
※底穴あり

ラムダスリム

キューブプランターS・M・L・XL

マグネシウムセメントという特殊なセメントを、ガラス繊維シートで何層にも重ね補強した
ファイバー強化セメントプランター。

XL
ベータ

キューブプランターXL

ベータ

キューブプランターM

ベータ

キューブプランターL

ベータ

キューブプランターS

￥53,240
外寸サイズ：幅650×H650×D650mm
内寸サイズ：570mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：26kg
土容量：250L
※底穴あり

￥31,460
外寸サイズ：幅550×H550×D550mm
内寸サイズ：475mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：19kg
土容量：147L
※底穴あり

長角プランターM

￥20,570
外寸サイズ：W800×H300×D300mm
内寸サイズ：W755×D245mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：9kg
土容量：63L
※底穴あり

M

L

S

￥19,360
外寸サイズ：幅450×H450×D450mm
内寸サイズ：385mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：16kg
土容量：80L
10号鉢対応
※底穴あり
￥12,100
外寸サイズ：幅360×H360×D360mm
内寸サイズ：305mm
材質：GRC (ガラス繊維強化セメント)
重量：13kg
土容量：40L
8号鉢対応
※底穴あり

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。
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Plants /観葉植物

Interior Plants / 観葉植物
サイズ

樹種選択

１０号
８号
（高さ１００〜１２０㎝）（高さ１６０〜１８０㎝）

鉢デザイン

S－001
ウンベラータ

S－002
パキラ

S－004
ベンジャミン

S-003
アルテシマ

S－005
ドラセナ･マッサン

■鉢カバー：お好きな鉢カバーをカタログよりお選びください。※室内用は鉢底に鉢皿を設置下さい。
【オススメ鉢カバー】

※鉢サイズにご注意ください。

10号用

10号用
アルファ シリンダー M ホワイト
￥19,800
外寸サイズ：φ450×H440mm
内寸サイズ：φ395mm
※底穴あり

ベータ キューブプランターM
￥19,360
外寸サイズ：幅450×H450×D450mm
内寸サイズ：385mm
※底穴あり

１

2

サイズ

樹種選択

8号用

10号用

トリコ 972 L →8号用対応
トリコ 972 XL →10号用対応
XL 外寸:Φ450×H500(内寸:Φ410)mm
L 外寸:Φ370×H400(L内寸:Φ325)mm

※掲載商品は送料込み、税込み価格となっております。※一部別途送料商品あり。
※商品は在庫確認後の発送となります。輸入商品のため在庫がない場合もございます。

3
鉢デザイン

運営：株式会社ユニマットリック
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空間提案グループ

4

5

見積り

納品
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