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結局のところ

何をやってるのかって

そう

私たちは種を蒔いている

家族と過ごす庭

友人と楽しむ庭

子供が遊ぶ庭

雨の日の窓越しの庭

日々の暮らしに

笑顔の花を咲かせるために
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SMILE

A garden is as individual as the

person living in,and most reflect 

the tastes and personalities of them. 

We hope you to enjoy unique 

gardens through smilie items.

A garden is as individual as the

person living in,and most reflect 

the tastes and personalities of them. 

We hope you to enjoy unique 

gardens through smilie items.

MILE



BOMPOS! #1　
ボンポス! ＃1

\72,500 （税抜）

P1LTEX-BOMPOST1 
W： 450 Ｈ： 570 Ｄ： 450
投函口W：250×60 ～ 70
黒い台座：390 角
重 　 量：18㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 　 材：リサイクルボンベ、鉄
付 属 品：タッチアップ塗料、南京錠
受注生産品、据置設置
上入上出、A4対応
パーツと色をお選び頂けます
製作日数6～7週間
※混雑時には15週間以上

BOMPOS! #2 gunman
ボンポス! ＃2  ガンマン

\77,000 （税抜）

P1LTEX-BOMPOST2
W： 450 Ｈ：570 Ｄ：450
投函口W：250×60 ～ 70
黒い台座：390 角
重 　 量：18㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 　 材：リサイクルボンベ、鉄
付 属 品：タッチアップ塗料、南京錠
受注生産品、据置設置
上入上出、A4対応
色をお選び頂けます
製作日数6～7週間
※混雑時には15週間以上

表札付きBOMPOS! ♯1
表札付きボンポス! ＃1

\90,900 （税抜）

P1LTEX-BOMPOS1-N
W： 450 Ｈ：570 Ｄ：450
投函口W：250×60 ～ 70
黒い台座：390 角
表札サイズ W：150 H：100　白塗装
重 　 量：19㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 　 材： ）スレンテス：札表（ 鉄、ベンボルクイサリ
付 属 品：タッチアップ塗料、南京錠
見本書体：クラフト墨
表札仕様：レーザー抜き文字
受注生産品、据置設置
上入上出、A4対応
パーツと色をお選び頂けます
製作日数6～7週間
※混雑時には15週間以上

P152 MN フォントよりお選びください。

JUNK ITEMS

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。



CHIBIPOS
チビポス

\57,000 （税抜）

P1JKJK-CHIBIPOS
W： 350 Ｈ：500 Ｄ：350
投函口W：225×30 ～ 40
黒い台座：240 角
重 量：8㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 材：リサイクルボンベ、鉄
付 属 品：フェイスステッカー
受注生産品、据置設置、上入上出
製作日数6～7週間

ランボルギーニグリーン

デビルブラック

レッド

サイズ比較

CHIBIPOSBOMPOS!

P152 MNフォント英字よりお選びください。

350

CHIBIPOS BUNNY
チビポス  バニー

\57,000 （税抜）

P1MNEXSG-CHIBIBUNNY
W： 350 Ｈ：550 Ｄ：
投函口W：225×30 ～ 40
黒い台座：240 角
重 量：8㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 材：リサイクルボンベ、鉄
受注生産品、据置設置、上入上出
製作日数6～7週間

バニーピンク

表札付きCHIBIPOS ANGEL
表札付きチビポス  エンジェル

\88,700 （税抜）

P1MNEXSG-CHIBIANGEL
W： 420 Ｈ：760 Ｄ：350
投函口W：225×30 ～ 40
黒い台座：390 角
表札サイズ W：280　H：130　D：3
重 量：11㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 材：リサイクルボンベ、鉄
見本書体：ベンガット
文 字 色：3色目から＋ \1,000（税抜） ／色
弓矢型表札付き、受注生産品、据置設置、上入上出
英字書体が選べます。
製作日数6～7週間

ヘイロウホワイト

SM
ILE

Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

ランボルギーニグリーン

デビルブラック

レッド

CHIBIDEVIL!
チビデビル！

\65,000 （税抜）

P1JKJK-CHIBIDEVIL
W： 350 Ｈ：500 Ｄ：350
投函口W：225×30 ～ 40
黒い台座：240 角
重 量：8㎏
※サイズ・重量に誤差が生じます
素 材：リサイクルボンベ、鉄
受注生産品、据置設置、上入上出
製作日数6～7週間



SM
ILE

Japan／Memorial TileOBJET SIGN

先端に行くほど細くなるのは
ロートアイアンならでは。
オブジェと言う名に相応しい、
エクステリアを印象付ける
アートサインです。

OBJET SIGN

オブジェサイン萌
￥要見積
Ｈ： 1500 程度
サイズやカラー、デザインは変更可。
素 材 ：ロートアイアン

Memorial Tile 新築やご結婚の記念に。特別な日の思い出に。
お子様の描いた絵を残してあげるのも素敵ですね。

メモリアルタイル
\14,000 （税抜）

A1JGGA-G8
参考サイズ
テ ラコッタ：W： 295 Ｈ： 295 Ｄ： 9
ホワイトマーブル：W： 298 Ｈ： 298 Ｄ： 10
タイル色：テラコッタ、ホワイトマーブル
文 字 色：3 色目から＋\1,000 ／色
受注生産品

◆ タイル支給での製作も可能（タイルによっては不可能な場合があります）
◆ 版下は29センチ以内の紙に描いて郵送願います。
◆ 自筆はOKですが、既成フォントでの文字入れも可能です。
◆ 鉛筆など細い線は出ませんので、ご注意ください。
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◆タイル支給での製作も可能（タイルによっては不可能な場合があります）　◆原稿は29センチ以内の紙に描いて郵送願います。
◆自筆はOKですが、既成フォントでの文字入れも可能です。　　　　　　  ◆鉛筆など細い線は出ませんので、ご注意ください。

タイル色：ホワイトマーブル

タイル色：ホワイトマーブル

タイル色：テラコッタ

特注でお写真からの制作も可能（別途お見積り）

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。





表札守り人
\19,000 （税抜）

A3MNEX-000001
W： 180 Ｈ：150 D：145
素 材：銅（お尻にボルト2本出し）

\

W：

楽漢表札  IS-73
文字数と画数により（見積）

H3MNEX-IS-73
260 Ｈ：130

素 材：鉄
受注生産品

楽漢表札  IS-74
\文字数と画数により（見積）

H3MNEX-IS-74
W： 320 Ｈ：170
素 材：鉄
受注生産品

鉄キャラ表札  アイランド
\37,000 （税抜）

H3MNEX-IS-20
W： 460 Ｈ：190
素 材：鉄
受注生産品

鉄キャラ表札  フィッシャーマン
\37,500 （税抜）

H3MNEX-IS-21
W： 500 Ｈ：190　
素 材：鉄
受注生産品

楽漢表札  IS-71
\文字数と画数により（見積）

H3MNEX-IS-71
W： 400 Ｈ：260
素 材：鉄
受注生産品

楽漢表札  IS-72
\文字数と画数により（見積）

H3MNEX-IS-72
W： 340 Ｈ：300
素 材：鉄
受注生産品

楽漢表札  IS-75
\文字数と画数により（見積）

H3MNEX-IS-75
W： 300 Ｈ：140
素 材：鉄
受注生産品

鉄キャラ変更・追加など特注OK。

※1 黒は半ツヤ黒色と黒ツヤ有りがあります。

・背面アンカーあり。
・英字は1苗字以内は同額。
・上記は見本サイズ。
・文字数によりサイズが異なります。

黒色
※１

サンド
CLブラウン

サンド
ブラック

サンド
ホワイト

サンド
グレー

サンドAG
シルバー

サンド
ブラウン

サンドAG
ゴールド

お、 忘れです。

鉄キャラ表札  お忘れです
\34,000 （税抜） H3MNEX-IS-19

W： 460 Ｈ：110
素 材：鉄
受注生産品

プラス \4,000（税抜）　　　  　　　  

サンドAG
シルバー

プラス \7,000（税抜）

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。
※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

CRAFT SIGN Japan



SIMPLE

It generally denotes something that

is contemporary.

In garden design, it means a light

feeling in a straight line trend, 

the style simple and functional.



デザインはもちろん品質にもこだわったものづくりに定評が

ある。それは、デザインだけではない自身の製品の細かな

部分についてまで熱く語ってしまう彼の純粋な人柄にも良

く現れています。グラスとステンレスのコンビネーションが

クールなポスト「グラスノスト」シリーズは、デザインアワード

form2001を受賞した世界が認めるまさに逸品です。

デザイナー：ペーター・カイルバッハ

KEILBACH DESIGN



glasnost.glass.420
グラスノスト グラス 420 

\77,000 （税抜）

P1JGPK-GLAS420
W： 420 Ｈ：435 Ｄ：127
投函口 W：330×35
重 量：10㎏
素 材：ステンレス、セキュリティーグラス
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、A4対応、
上入前出
▶詳細図P154

glasnost 専用スタンド
\36,000 （税抜）

P2JGPK-STAND
W： 38 Ｈ：1600 Ｄ：38 2 本組
素 材：ステンレス
※ポストは含まれておりません
日本製

ポスト名入れ
\12,000 （税抜）

P3JGGA-NAME
※本体別売

glasnost.glass.360
グラスノスト グラス 360 

\76,019 （税抜）

P1JGPK-GLAS360
W： 360 Ｈ：435 Ｄ：127
投函口 W：330×35
重 量：10㎏
素 材：ステンレス、セキュリティーグラス
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、
A4対応、上入前出

glasnost.glass.red
グラスノスト グラス レッド 

\92,000 （税抜）

P1JGPK-RED
W： 420 Ｈ：435 Ｄ：127
投函口 W：330×35
重 量：10㎏
素 材：ステンレス、セキュリティーグラス
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、
A4対応、上入前出

glasnost.newsbox.glass
グラスノスト ニュースボックス グラス

\30,000 （税抜）

P4JGPK-NEWS-GLASS
W： 420 Ｈ：143 Ｄ：120
素 材：ステンレス、セキュリティーグラス
付 属 品：プラグ、ビス

glasnost.newsbox.metal
グラスノスト ニュースボックス メタル

\30,000 （税抜）

P4JGPK-NEWS-METAL
W： 420 Ｈ：143 Ｄ：120
素 材：ステンレス
付 属 品：プラグ、ビス

glasnost.newsbox.wood
グラスノスト ニュースボックス ウッド

\30,000 （税抜）

P4JGPK-NEWS-WOOD
W： 420 Ｈ：143 Ｄ：140
素 材：ステンレス、カラマツ材
付 属 品：プラグ、ビス

glasnost.metal
グラスノスト メタル 

\77,000 （税抜）

P1JGPK-METAL
W： 420 Ｈ：435 Ｄ：127
投函口 W：330×35
重 量：10㎏
素 材：ステンレス
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、
A4対応、上入前出

glasnost.wood
グラスノスト ウッド 

\87,496 （税抜）

P1JGPK-WOOD
W： 420 Ｈ：435 Ｄ：143
投函口 W：330×35
重 量：10㎏
素 材：ステンレス、カラマツ材
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、
A4対応、上入前出

ブランクキー
\500 （税抜）

P9JGPK-GLAS-KEY
※加工はお近くのキーセンターに
　ご依頼ください。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

Germany

SIM
PLE

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】



LettermanⅡcolor
レターマンⅡカラー

\57,000 （税抜）

P1JGRD-LM2- □□
※□□にはカラー番号が入ります。
W： 408 Ｈ：473 Ｄ：126
投函口 W:325×33
重 量 ：7㎏
素 材 ：スチール

付 属 品：カギ2個、取付金具
カ ラ ー：ブラック（BK）、ホワイト（WH）、オレンジ

（OR）、グレー（GY）、ライトグリーン（GR）
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、A4対応、前入
前出、鍵をレバーに変更可（別売）
▶詳細図P154

It is pleasant to be surrounded 
by beautiful things.

RADIUS DESIGN

【在庫限りで終了】



SIM
PLE

Germany



RADIUS DESIGN

Letterman mini 専用スタンド
レターマンミニ専用スタンド

\20,000 （税抜）

P2JGRD-LM-STAND
柱 W： 80 Ｈ：1495 Ｄ：40

ポスト取付パネル W： 270 Ｈ：220
素 材：ステンレス
※ポストは含まれておりません。
日本製

Letterman mini
レターマン ミニ

\15,000 （税抜）

P1JGRD-000425
W： 311 Ｈ：429 Ｄ：104
投函口 W：245×Ｄ：35
重 量：約2㎏
素 材：ステンレス、ガラス
付 属 品：カギ2個
カ ラ ー：ホワイト、グリーン、ブラック、

アントラサイトブラック、グレー
壁設置、鍵開閉、A4、上入前出
▶詳細図P154

アントラサイトブラック

グレー

ホワイト

グリーン

ブラック

専用つまみ
専用つまみ

\1,300 （税抜）

P9JGRD-LM-MLEVER
※交換は、お客様でお願いいたします。
※ 既にレターマンを設置されていらっ

しゃる方も、レバーへの交換は可能
です。

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】



Letterman
レターマン

\56,000 （税抜）

P1JGRD-LM
W： 408 Ｈ：370 Ｄ：126
投函口 W：325×33
重 量：6㎏
素 材：ステンレス、ガラス
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、A4対応、
前入前出、鍵をレバーに変更可（別売）
▶詳細図P154

Letterman XXL
レターマン XXL

\67,000 （税抜）

P1JGRD-LM-XXL
W： 508 Ｈ：428 Ｄ：137
投函口 W：400×35
重 量：7㎏
素 材：ステンレス、ガラス
付 属 品：取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、A4対応、
前入前出、鍵をレバーに変更可（別売）
▶詳細図P154

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

ポスト名入れ
\12,000 （税抜）

P3JGGA-NAME
※本体別売

Letterman 専用スタンド
レターマン専用スタンド

\20,000 （税抜）

P2JGRD-000034
柱 W： 80 Ｈ：1495 Ｄ：40

ポスト取付パネル W： 270 Ｈ：220
素 材：ステンレス
※ポストは含まれておりません。
日本製

Letterman news holder
レターマン ニュースホルダー

\13,000 （税抜）

P4JGRD-LM-NEWS
W： 400 Ｈ：125 Ｄ：125
素 材：ステンレス
付 属 品：取付金具

Letterman  専用ブランクキー
\720 （税抜）

P9JGRD-LM-KEY
※加工は近くのキーセンターにご依頼ください。

Letterman  専用レバー
\700 （税抜）

P9JGRD-LM-LEVER
※交換は、お客様でお願いいたします。
※既にレターマンを設置されていらっしゃる方も、
　レバーへの交換は可能です。

LettermanⅡ
レターマンⅡ

\62,000 （税抜）

P1JGRD-LM2-STN
W： 408 Ｈ：473 Ｄ：126
投函口 W：325×33
重 量：7㎏
素 材：ステンレス、ガラス

付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、A4対応、
前入前出、鍵をレバーに変更可（別売）
▶詳細図P154

SIM
PLE

Germany

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】



Letterman Ⅲ
レターマンⅢ

\57,000 （税抜）

P1JGRD-LM3- □□
※□□にはカラー番号が入ります。
W： 410 Ｈ：484 Ｄ：144
投函口 W：300×35
重 量：8㎏
素 材：ステンレス／強化ガラス
付 属 品：カギ2個、取付金具
カ ラ ー：ホワイト（ＷＨ）、ブラック（ＢＫ）
壁設置、鍵開閉、A4対応、上入前出
▶詳細図P154

美しいものに囲まれることは楽しいことです。
私たちの製品が生活とその環境をより快適にし、お客様にご満足いただけることをお約束いたします。
私達は常に眼を見開き、マーケットの新しいトピックスを探しています。
また、多数のデザイナー、職人、および技術者が、伝統的な技術と新技術で私たちのプロジェクトを
支えていてくれます。

ラーディウスデザイン代表　ミヒャエル・レーズィング

ポスト名入れ
\12,000 （税抜）

P3JGGA-NAME
※黒文字・色無しのみ、白文字は不可

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

ブラック（ＢＫ）ホワイト（ＷＨ）開口時

ポスト下部の窓から投函物の
有無が確認出来ます。

RADIUS DESIGN Germany

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】



「内と外」の概念を越えた、テキスタイルのようなポスト。
在庫限りで、と遊び感覚で作ったものが大きな反響を呼び、リニューアルしてここに復活。
コンテンポラリーな空間にも、レトロな雰囲気にも、思った以上にしっくりと馴染む白と黒の
コントラスト。スタイリッシュなデザインパターンで大人の空間を演出します。

L'Ombre
ロンブル

\36,400 （税抜）

P1JGJG-LOMBRE-□□
※□□にはデザイン番号が入ります。
W： 422 Ｈ：320 Ｄ：89
投函口 W：340×29
重　 量：4㎏
素　 材：本体：スーパーダイマ　パネル：アルミ
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、A4対応、上入前出、鍵付

（鍵は使用しなくても開閉できます）
▶詳細図P154

L'Ombre スタンド
ロンブルスタンド

\20,000 （税抜）

P2NLNL-S10
W： 178 Ｈ：1940（埋込部400含む） Ｄ：38
素　 材：スチール
カ ラ ー：シルバー

）VL（sevael happa（HP）

壁掛けタイプ

L ' O m b r e

ロンブル ハローキティ ▶ P77

SIM
PLE

JapanL'OMBRE



スウェーデンっ子に人気の雑貨店Bruka designのポスト。
あのMOMA NYのバイヤーが一目惚れして買い付けたのも
ナットクのデザイン。

Bruka design （ポスト）



Bruka design
北欧雑貨店のミニポスト
ブルカデザイン　ミニポスト

\2,600 （税抜）

I1JGBD-000424
W： 168 Ｈ：245 Ｄ：80
重 量：約560g
素 材：スチール
付 属 品：取付金具
壁設置、鍵なし、上入上出
▶詳細図P154

※   サイズ、リベット位置、穴位置、形状など若干の
個体差があります

※ 所々に細かい傷や汚れ、歪み、凹みや塗装ムラ
があります

※ 開閉時、壁にフタが当たると傷がつきサビの原
因なります。フタを最大まで開けると接触しま
すので、ご注意ください

※ 一般的な国内のポストと異なり、海外雑貨とし
てお楽しみください

※   サイズ、リベット位置、穴位置、形状など若干の
個体差があります

※ 所々に細かい傷や汚れ、歪み、凹みや塗装ムラ
があります

※ 開閉時、壁にフタが当たると傷がつきサビの原
因なります。フタを最大まで開けると接触しま
すので、ご注意ください

※ 一般的な国内のポストと異なり、海外雑貨とし
てお楽しみください

ライトブルー ティールオレンジ ダークピンクミント

Bruka design
北欧雑貨店のポスト
ブルカデザイン

\8,700 （税抜）

P1JGBD-000423
W： 288 Ｈ：400 Ｄ：174

（若干の個体差があります）
重 量：約1㎏
素 材：スチール
付 属 品：取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵なし、
A4対応、上入上出
▶詳細図P154

Bruka design
北欧雑貨店のポスト用
スタンド
\4,100 （税抜）

P2JGBD-000429
W： 265 Ｈ：1295 D：柱部分φ30
素 材：スチール
付 属 品：取付金具
カ ラ ー：ホワイト

レッド

ガルバナイズド

ネイビー

ティール

ブラック

サンド ダークグレー

ホワイト

A4ファイルもしっかり入ります

レッド イエロー ライトピンク ブラック ホワイト コーンフラワーブルー

1295

SIM
PLE

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

design
Sweden



PENNE



PENNE STEELY 専用レバー
ペンネ スティーリー専用レバー

\1,100（税抜）

P9JGPN-ST-LEVER
※交換はお客様でお願いいたします。
※既にSTEELYを設置されていらっしゃる方もレバーへの交換は可能です
※正規輸入品に対してのみの特典販売です。STEELYと同時注文でない場合
　はご注文時に弊社発行の保証書が必要となります。

PENNE DESIGN 専用つまみ
ペンネ デザイン専用つまみ

\1,400 （税抜）

P9JGPN-000807

PENNE Blank.key
ペンネ ブランクキー

\800 （税抜）

P9JGPN-KEY
※加工はお近くのキーセンターでご依頼ください。
※スティーリー、デザイン共通

PENNE DESIGN
ペンネ デザイン

\24,000 （税抜）

P1JGPN-DE- □□
※□□にはカラー番号が入ります。
W： 320 Ｈ：380 Ｄ：140
投函口 W：280×35
重　 量：3.2㎏
素　 材：発泡性ポリスチレン系樹脂
付 属 品：鍵2個、取付金具 
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、
A4対応、上入前出
▶詳細図P154

PENNE STEELY
ペンネ スティーリー

\21,400 （税抜）

P1JGPN-ST- □□
※□□にはカラー番号が入ります。
W： 305 Ｈ：408 Ｄ：150
投函口 W：272×37
重　 量：3.2㎏
素　 材：スチール、エポキシ塗装仕上げ
付 属 品：鍵2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、鍵開閉、鍵をレバーに変
更可（別売）、A4対応、上入前出
▶詳細図P154

PENNE 専用スタンド
ペンネ スタンド

\18,500 （税抜）

P2JGPN-STAND
W： 210 Ｈ：1720 Ｄ：30
素　 材：スチール
付 属 品：取付金具

ホワイト（WH）

アントラサイトブルー（BL）

ホワイト（WH）

ボルドー（BD）

シルバー（SV）

ボルドー（BD）

シルバー（SV）

グリーン（GR）

アントラサイトブルー（BL）

グリーン（GR）

アントラサイトブラック（BK）

アントラサイトブラック（BK）

バイカラー（BI）
（シルバー×アントラサイトブラック）

S T E E L Y

D E S I G N

ベルギーからスマートな郵便ポストが上陸。
シンプルでほどよくシェイプされたスタイルが、A4サイズ対応ながら圧迫感の
無い計算し尽くされた都会的なデザインです。

アルメダール、マリメッコ、シナサンド…
北欧デザインにも通じる優れた機能性とデザインのバランス。
その素直で美しいフォルムや色使いは日本の風景にも自然に溶け込みます。

SIM
PLE

Belgium



HA/CO
ハコ

\57,000 （税抜）

P1JGJG-HACO
W： 380 Ｈ：380 Ｄ：351
投函口 W：280×40
重　 量：8㎏
素　 材：スチール、スーパーダイマ
付 属 品：カギ2個
壁埋め込み、A4対応、前入後出、鍵付き

（鍵を使用しなくても開閉できます）
▶詳細図P154

Calms
\23,040 （税抜）

H2LTLT-CALMS-
W： 220 Ｈ：110 Ｄ：5
素 材：ステンレス HL
受注生産品、背面ボルト

単に形や色の問題だけではなく、総合的な価値を創造することこそがデザインだとの考えの下、
。｣コハ｢トスポンイザデ、だん込め詰をズイラプサなうよるなとび喜が」とこう使「、が」人う使「

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

ラテ エスプレッソ

投函口 ※把手の仕様は予告なく変更となる場合が
ございます。

JapanHA/CO



Square-C
スクエアＣ

\41,800 （税抜）

P1STST-SQ- ○□ - △
※○パネル色、□本体色、△左右勝手が入ります。
W： 416 Ｈ：416 Ｄ：116.7
投函口 W：337×42
重 量：4.5㎏
素 材：本体/アルミニウム、底板/プラスチック、

パネル・側面のぞき口/ポリカーボネイト
付 属 品：取付金具
壁設置、ダイヤル錠開閉、A4対応、上入前出
▶詳細図P154

Square-C 名入れ
\15,000 （税抜）

P3STST-SUD- □
※□デザイン：7200～7204が入ります。
裏彫り：素彫

  表彫り：白・黒・グレー
　　　　青・赤・素彫
※本体別売

P152 ST フォントよりお選びください。

パネル：シルバー（Ｓ）
本体：シルバー（Ｓ）

パネル：ワインレッド（Ｒ）
本体：シルバー（Ｓ）

ダイヤル錠がデザインの一部に

パネル：ホワイト（Ｗ）
本体：ホワイト（Ｗ）

パネル：ナチュラル（Ｎ）
本体：ホワイト（Ｗ）

投函口

パネル：ブラック（Ｂ）
本体：ブラック（Ｂ）

名入れで表札を兼ねて

SUD-7200

SUD-7202

SUD-7201

SUD-7204

SUD-7200

パネル：マホガニー（Ｍ）
本体：ブラック（Ｂ）

左吊元（L）

R：右吊元（左開き）
L：左吊元（右開き）
※左右開き選べます。

SIM
PLE

JapanSQUARE-C





「将来のために取り外せる
表札が欲しい！」の声にお応えして、
UME56 シリーズ第二弾が登場。
アルミ切文字とステンレスプレート、
どちらも背面の取付金具に
こだわりました。

内部金具を壁面へ設置し、その上に表札をビス
で留める簡単設計。
内部金具は接着、ビス留めの両方に対応。

（凸凹の激しい壁は場所などの場合はビス留めをして下さい。）

Japan

・ 壁を完全に仕上げてから、取り付けが可能。（埋め込みは致しません）
・ 壁から９mm 浮いた状態で、表札が取り付きます。シルエットが出てとても綺麗です。
・ 専用ドライバーで、壁から取外す事が出来るので、お掃除も簡単。 
・ 季節によって、表札を交換して、エクステリアを楽しめます。
・ 取外しが可能なため、ご家族が増えた場合にはお名前を追加するなど再加工が出来ます。
・ お引越しや、リフォームの際にも、表札を破壊することなく大切に長くお使い頂けます。
　転売や賃貸される場合にも、便利です。

ホワイト シルバー

マホガニー オーク

ブラックブラウン

クスノキホウノキ

UME56
切り文字表札
\36,700 （税抜）

H4JGJG-001246
W： 325 Ｈ：80 Ｄ：20
重 量：138g
素 材：アルミ
カ ラ ー：ホワイト、シルバー、ブラウン、ブラック
付 属 品 取付用工具
※サイズ・重量は見本「FUKUDA」の場合
※厚みは取付金具も含む
※デザインによってサイズが異なります
※ 取付金具は３色（ブラック、ホワイト、ステン）

よりお選び頂けます

ブラック ホワイト ステン

P151 JG-3 フォントよりお選びください。

H4JGJG-001254
W： 100~200 Ｈ：100~200 Ｄ：30
素 材：ステンレス
カ ラ ー：マホガニー、オーク、ホウノキ、クスノキ
付 属 品：取付用工具

簡単取り付け

UME56
木目プレート表札
100角
\36,700 （税抜）

100×200
\41,600 （税抜）

150角
\41,600 （税抜）

200角
\50,800 （税抜）

P151 UME56 切り文字フォントよりお選びください。

SIM
PLE



ありきたりなフォントの表札では満足できない！
そんなあなたに。
線の「細さ」と「しなやかさ」、そこに相反する「厚さ」をプラス。
高度なカット技術でしか生み出せない軽やかさと重厚感で、文字
の美しさを最大限に引き出しました。

Drawing holic ／ Bundly

ブラック ホワイト シルバー ブラウン

calligrart
カリグラート

\36,800 （税抜）

H4JGJG-001294
W： 220 Ｈ：75 Ｄ：20
重 量：51ｇ
素 材：アルミ
付 属 品：固定用工具
カ ラ ー：ブラック / ホワイト / シルバー / ブラウン
※サイズ・重量は見本「takahashi」の場合
※厚みは取付金具も含む
※デザインによってサイズが異なります

P150 JG-1 フォントよりお選びください。

フォント No：9

フォント No：11

フォント No：12

フォント No：14 フォント No：15

フォント No：16

フォント No：17

フォント No：19



Interphone Cover Bundly
インターホンカバー バンドリー

\46,000 （税抜）

C1JGJG-001244

時間によって変わりゆく文字の影が
様々な表情
を見せる。インターホンを包む BOX
と文字の Frame をバンドルした、
コントラストが美しいサイン。

インターホンカバー表札
Bundly

W： 320 Ｈ：160 Ｄ：30
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ブラック、ブラウン、ホワイト、ステンレスシルバー ステンレス

（バイブレー
ション）

ステンレス
（ヘアライン）

ブラウン ブラック ホワイト

P151 JG-3 フォントよりお選びください。

デザイン A

デザイン B

デザイン B

特注 ※その他デザイン対応可

梨地塗り仕上げ

ヘアライン仕上げ

梨地磨き仕上げ

アルミ鋳物表札 1 文字
\10,500 （税抜）／ 50mm角～70mm角

※10mm角大きくなる毎に＋1,000円（税抜）上がります。
　最小50mm角～最大200mm角までご指定いただけます。
　70mm角以下は同価格。
H4MNEX-CW- □
※□は仕上げ番号が入ります。

）3-（げ上仕ンイラアヘ、）2-（げ上仕き磨地梨、）1-（げ上仕り塗地梨 ： げ上仕
Ｄ：10、15、20、ツナギ有無（お選びください）
素 材：アルミ
背面ボルト
受注生産品

P152 MN フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

◎文字のバランスとサイズについて
鋳物文字は下図の様に70角の商品であっても、
文字バランス調整の為に意図的にサイズが違いますので、
あらかじめご了承ください。

◎文字のツナギについて
へんやつくりなど分離してしまう文字につきましては、
下記画像の様なツナギが入ります。あらかじめ

）合場の準標り有ぎなつ（。いさだく承了ご
拡大画像

拡大

ツナギ

70角

■ツナギ有り例 ■ツナギ無し例

1本の場合は、文字が回らないよう、
接着剤を併用して取り付けてください。

ツナギ部分は一段
低くなっています。

ボルト位置例
ツナギ部分例

SIM
PLE

JapanMETAL SIGN



デザインに日本地図を取り入れて、住所を緯度と経度で表現。
日本地図の上空にあるレッドポイントがその地点を示します。
お住まいの住所によって緯度や経度、ポイントの位置が変わる
ユニークな表札。

GPS 表札
\37,500 （税抜）

H2LTEX-GPS
W： 200 Ｈ：200 Ｄ：32
素 材：ガラス、ステンレス
受注生産品

背面ボルト
※取り付け後もガラスは外せます　※GPSの住所について。新築された場合、地番と住所は異なりますのでご注意ください
※住所によってラインの位置が変わります。
※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

P152 MN フォントよりお選びください。

ホワイトブラック

JapanGPS SIGN



NATURAL

Natural gardens are beautiful to behold,

but they rarely happen “naturally ”.

A good natural landscape design would

take into consideration not only the

present size and location of the house,

but also possible extensions and change

in looks once the trees planted are

fully grown.



ポーセリンアート表札

NAGA S AWA

WATER
ウォーター

\12,000 （税抜）

H5JGJG-001250
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

BORDER
ボーダー

\12,000 （税抜）

JG-H5JGJG-001248
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

NIGHT
ナイト

\12,000

JG-H5JGJG-001249
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

ポーセリンアートのインストラクター「SHIORIEL（シオリエル）」さん
とコラボして、JUICYGARDENのテーマでもある「大人可愛い」表札
を製作。
プリントでは製作が難しかった、風水にも良いゴールドアクセントや
立体文字、にじみなどもデザインに取り込んでいます！

ポーセリンアート表札
～by salon de SHIORIEL～

縁にゴールドライン

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。　窯の温度などにより文字や柄の擦れや寄れなどが発生する場合がございますがポーセラーツ特有の物の為、不良ではございません。

ポーセリンアート表札 ～by salon de SHIORIEL ～

専用書体のみ（写真のフォントになります）

専用書体のみ（写真のフォントになります）

専用書体のみ（写真のフォントになります）



CIRCLE
サークル

\12,000 （税抜）

JG-H5JGJG-001251
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

INITIAL
イニシャル

\12,000 （税抜）

JG-H5JGJG-001252
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

ASH
アッシュ

\12,000 （税抜）

JG-H5JGJG-001253
W： 150 Ｈ：150
素 材：白磁

2012年東京にてポーセラーツサロンをオープン。
ポーセリンアートの技術と楽しさを年間600人を超
える人々に伝えている。
雑誌掲載・webメディア出演・法人向けレッスン等幅
広く活躍中。
日本ヴォーグ社認定ポーセラーツインストラクター

的場シオリ（salon de SHIORIEL）
ポーセリンアーティスト
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※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。　窯の温度などにより文字や柄の擦れや寄れなどが発生する場合がございますがポーセラーツ特有の物の為、不良ではございません。

Japan

専用書体のみ（写真のフォントになります）

専用書体のみ（写真のフォントになります）

専用書体のみ（写真のフォントになります）



ヨコタテ表札
\38,400 （税抜）

H2JGND-000219
W： 80 Ｈ：160 Ｄ：43
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/マットブラック/

ヴィンテージブラック/ブラウン
ンイラ左/ンイラ右 ： ンイザデ

※サイズは見本「TAGUCHI」の場合
※裏面ボルト仕様
※英字大文字12文字以内

ラインアートの額縁サイン表札
\43,200 （税抜）

H2JGND-000208
W： 150~250 Ｈ：125 Ｄ：43
重 量：0.1kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/マットブラック/

ヴィンテージブラック/ブラウン
※文字数によりサイズは異なります。
※漢字3文字以内、英字大文字12文字以内

フレンチ洋菓子店風のロゴ表札
\43,200 （税抜）

H2JGND-000207
W： 300 Ｈ：93 Ｄ：43
重 量：0.1kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/マットブラック/

ヴィンテージブラック/ブラウン/ネイビー
※サイズは「Kobayashi」の場合。
※文字数によりサイズは異なります。
※表札のお名前は12文字以内となります。
　(※筆記体のためすべて大文字は不可)

一筆線 
イッピツセン

\38,400 （税抜）

H2JGND-000218
W： 168 Ｈ：133 Ｄ：43
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/マットブラック/

ヴィンテージブラック
てた/こよ ： ンイザデ

※サイズは（よこ）「黒田」の場合。
※文字数によりサイズは異なります。
※漢字3文字以内、英字12文字以内

ヴィンテージ風の看板
サイン LED 無し
\38,400 （税抜）

H2JGND-000224
W： 200 Ｈ：195 Ｄ：20
重 量：0.5kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：オフホワイト/ヴィンテージブラック

/ヴィンテージブラウン/ブラウン
スラプレュジ/スラプルエミ ： トンォフ

※英字12文字以内

ひらりサイン
\43,200 （税抜）

H2JGND-000223
W： 230 Ｈ：80 Ｄ：13.5
重 量：0.1kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/クリアホワイト/ブラック/

ブラウン
※サイズは「NOZAKI」の場合
※横幅は文字数により異なります。
※英字大文字12文字以内

くるんとサイン
\38,400 （税抜）

H2JGND-000221
W： 236 Ｈ：77 Ｄ：43
重 量：0.1kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：オフホワイト/マットブラック/ヴィンテージ

ブラック/ブラウン
※サイズは「Hayashida」の場合。
※横幅は文字数により異なります。

ソックスポップサイン
\38,400 （税抜）

H2JGND-000220
W： 138 Ｈ：40 Ｄ：43
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/ブラウン/レッド/

ネイビー/ダークグリーン/ブラック
※サイズは「OZEKI」の場合
※横幅は文字数により異なります。
※厚みはボルトも含む
※英字大文字12文字以内

Stainless Sign

機械的にレイアウトするのではなくて、
お名前ごとに文字の意匠を調整する。
一番のバランスを考えながら。

Stainless Sign



さらりとリボンプレート表札
\43,200 （税抜）

H2JGND-000210
W：（長方形） 200/（正方形）150 Ｄ：42
Ｈ：（長方形）   75/（正方形）150
重 量：（長方形）0.2kg/（正方形）0.3kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：サテンブラック/シルバー/ゴールド
スタイル：長方形・下右寄せ/長方形・上左寄せ/正方
形・ななめ中心/正方形・下左寄せ
※英字12文字以内

さらりとリボン文字表札
\43,200 （税抜）

H2JGND-000209
W： 256 Ｈ：56 Ｄ：43
重 量：0.1kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/オフホワイト/マットブラック/

ヴィンテージブラック/ブラウン
/）トーレトス（10ンイザデ ： ルイタス

　　　　  デザイン02（ラウンド）
の場合）トーレトス（」ademu「はズイサ※

※名前やデザインによりサイズは異なります。
※英字12文字以内

ミエル（アルファベット・数字 1文字）
\7,800 （税抜）

H2JGND-C364
重 量：20g
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ブラック
サイズ：S（50mm角）/M（60mm角）
※記号のデザインによりサイズは異なります。
※1文字の金額です。

ミエル（記号1文字）
\4,200 （税抜）

H2JGND-C364-KIGO
重 量：20g
※記号のデザインによりサイズは異なります。
※1文字の金額です。

ジュレ（アルファベット・数字1文字）
\7,800 （税抜）

H2JGND-C365
重 量：20g
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ブラック
サイズ：S（50mm角）/M（60mm角）
※記号のデザインによりサイズは異なります。
※1文字の金額です。

ジュレ （記号1文字）
\4,200 （税抜）

H2JGND-C365-KIGO
W： 12~35
※記号のデザインによりサイズは異なります。
※1文字の金額です。

スクエアMサイズ
\45,600 （税抜）

H2JGND-001165
W： 180 Ｈ：180
重 量：0.79kg

ラウンドSサイズ
\43,200 （税抜）

H2JGND-001166
W： 150 Ｈ：150
重 量：0.43kg

スクエアSサイズ
\43,200 （税抜）

H2JGND-001164
W： 150 Ｈ：150
重 量：0.56kg

ラウンドMサイズ 
\45,600 （税抜）

H2JGND-001167
W： 180 Ｈ：180
重 量：0.62kg
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ホワイト×シルバー/ホワイト×ゴールド/ブ

ラウン×シルバー

hacorogo
ハコロゴ

\7,800 （税抜）

H2JGND-000216

W： 35 Ｈ：35 Ｄ：3（ボルト含まず）
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヘアライン/ブラウン/ホワイト/ブラック/

レッド/ダークグリーン/ネイビー
※文字により横幅が異なります。
※英字小文字のみ、大文字対応不可。
※1文字の金額です。

konoha
コノハ

\11,400（税抜）

H2JGND-000217

W： 70~100
重 量：40g（1文字）
素 材：ステンレス
カ ラ ー：ヴィンテージブラウン
※葉のデザインによりサイズは異なります。
※1文字の金額です。

ルント
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手作りの雰囲気を楽しんでいただくために、成形から全て手作業で行いました。
カラーの組み合わせも楽しめる、雑貨のようにかわいらしい陶器のサイン。

＜共通仕様＞
背面にはアンカーを取り付けるための3㎜の穴が開いています。
アンカー仕様をご希望の場合は、アンカーを同梱でお届けします。
お客様でお取り付けをお願い致します。

色ムラ 釉薬塗幅の違いや垂れが
あります。

釉薬にプツプツとへこみが
ある場合があります。

PUFFY SIGNは成形や色付け、穴開け等、作家が全て手作業で行うことで手作りならでは
の雰囲気を楽しんでいただける表札です。同じ文字の場合でも形やサイズに多少の違いが
ございます。又、釉薬を塗る際に濃淡が出るため、多少の色ムラが出る場合がございます。
※グリーンティ・マロンの2色は色の濃淡が特徴のカラーです。
陶器の特徴として釉薬に貫入が入っています。【貫入とは：陶器本体の素地と釉薬の収縮率
の違いにより起こるひびのような状態で現れる模様】貫入は陶器ならではの味。カラーに
よっては完成直後から見られるものもあれば、数年をかけてゆっくりと入っていくものもあ
ります。釉薬の特徴として予めご了承ください。
陶器は経年変化が起こる素材です。設置環境によっては、寒暖収縮により亀裂や釉薬の剥
離が生じる場合がございます。汚れが付着した場合にはカビが発生する原因となりますの
でご留意ください。

PUFFY SIGN の特徴

＜サイズ比較＞

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が 1 点ごとに異なります。

PUFFY SIGN
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PUFFY SIGN 数字
\1,500 （税抜）/1個

H5JGKY-PUF-N- □□ - △
※□□にはカラーが入ります。
※△には 0 ～ 9 の数字が入ります。
H： 45 D：15
重 量 ：12 ～32g
素 材 ：陶器
カ ラ ー：シュガー（SU）、マロン（MA）
※背面にアンカー穴2ヵ所あり。
背面：接着仕様（アンカー無し）/アンカー仕様（アンカー
取付）よりご希望をお知らせください。
アンカー仕様をご希望の場合は、アンカーを同梱でお
届けします。お客様でお取り付けをお願い致します。

PUFFY SIGN
アルファベット
\1,500 （税抜）/1個

H5JGKY-PUF-A- □□ - △
※□□にはカラーが入ります。
※△には A ～ Z が入ります。
H： 65 D：15
重 量 ：27～87g
素 材 ：陶器
カ ラ ー：シュガー（SU）/レモン（LE）/ブルーベリー

（BL）/ストロベリー（ST）/ソーダ（SO）/グ
リーンティ（GR）/マロン（MA）/ダークチョコ

（DC）
※背面にアンカー穴2ヶ所あり
背面：接着仕様（アンカー無し）/アンカー仕様（アン
カー取付）よりご希望をお知らせください
アンカー仕様をご希望の場合は、アンカーを同梱でお
届けします。お客様でお取り付けをお願い致します。

PUFFY SIGN 記号
\600 （税抜）/1個

H5JGKY-PUF-S- □□ - △
※□□にはカラーが入ります。
※△には記号が入ります。
ハイフン：W：20　H：8　D：15　4ｇ
ド ッ ト：φ：10　D：15　3ｇ
素 材 ：陶器
カ ラ ー：シュガー（SU）、マロン（MA）
記 号 ：ハイフン（H）/ドット（D）
※背面にアンカー穴あり(ハイフン2ヵ所/ドット１ヵ所)
背面：接着仕様（アンカー無し）/アンカー仕様（アンカー
取付）よりご希望をお知らせください。
アンカー仕様をご希望の場合は、アンカーを同梱でお
届けします。お客様でお取り付けをお願い致します。

シュガー（SU）半ツヤ有り ストロベリー（ST）ツヤ有り

マロン（MA）ツヤ無し

※カラーはシュガー（SU）、
　マロン（MA）の2色から選べます。

レモン（LE）ツヤ有り

ソーダ（SO）半ツヤ有り ダークチョコ（DC）ツヤ有り

ブルーベリー（BL）ツヤ無し

グリーンティ（GR）ツヤ有り

Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。



P151 JG-2 フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

らたみてっ作と ］ずはい愛可［ だた
予想以上に可愛くてオドロキ。
こんがりと焼けたビスケットからは
甘い香りまでただよってきそう。
ユーモアいっぱいのデザインは男女を
問わずいつの時代も人気なのです。

BISCUIT
ビスケット

\42,000 （税抜）

P1JGJG-BISCUIT
W： 430  Ｈ：330 Ｄ：110
投 函 口：W340×29
重　 量：4㎏
素　 材：〈本体〉スーパーダイマ、〈パネル〉FRP
壁設置、A4対応、上入前出
鍵付（鍵は使用しなくても開閉できます）
▶詳細図 P154

ポスト名入れ
\86,907 （税抜）

P1JGJG-BISCUIT-N

Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

BISCUIT
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TIROIR
ポストカバー ティロワール

\22,000 （税抜）

P1JGJG-TIROIR
W： 460 Ｈ：140 ～ 145 Ｄ：60 つまみ込Ｄ：80
内寸 W： 425   Ｈ： 107   Ｄ： 30
重 量：2.1㎏
素 材：FRP
※口金タイプのポストに付けてご利用ください。
※ポスト本体は付属しておりません。
▶詳細図P155

永く使い込んだ家具をイメージして、傷や欠け、
ムラを表現したアンティークな風合いに。
引き出しと言う名前ですが、実はポストカバー。
口金ポストの無機質な印象を柔らかくします。

Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

TIROIR

【在庫限りで終了】



souffle
スフレ

\14,500 （税抜）

P1JGMK-SFL-A-5
W： 410  Ｈ：340 Ｄ：195
投 函 口：W335×115
素　 材：木
付 属 品：壁設置をされる場合の台座と木ビス
据置設置または壁設置、A4対応、上入上出
▶詳細図 P155

木材を使用しているため、反りや割れが起こり得ます。
それでもこの素材感はやはり「木」でなければ出ないもの。
大人可愛いシンプルさは、カフェスタイルの雰囲気です。
屋外でもできるだけ反りが抑えられるように細かく桟を組み込んで設計、
塗料を重ねアンティークな雰囲気に仕上げました。
経年変化までもお楽しみいただけるように。

Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

SOUFFLE

【在庫限りで終了】
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使い込んだ皮の質感やステッチまで細かく再現。
やわらかいポケットの丸み。アンティークな雰囲気のボタン。
がんばりすぎないこなれ感がちょうどイイ。

JapanCUERO

CUERO
クエロ

\40,000 （税抜）

P1NLNL-000430
W： 400 Ｈ：350 Ｄ：195
投函口 W：360×220
重 量：約4kg
素 材：アルミ・スチール
付 属 品：取付金具
壁設置、Ａ４対応、上入上出
カギなし
▶詳細図P155



ブロカントな雰囲気で仕上げた木製パネルの埋込ポスト。
パネルはエコアコールウッドだから、耐久性に優れていて長く使えるのがうれしい。

Ante
アンテ

\54,000 （税抜）

P1JGJG-000557
W： 400 Ｈ：360 Ｄ：354
投函口 W：350×40
重 量：5kg
素 材：〈本　体〉スチール

〈パネル〉エコアコールウッド
壁埋込、ダイヤル錠付き、Ａ４対応、上入後出
防雨型
▶詳細図P155

ガラスサイン
「マーブル」
\18,200 （税抜）

H1TCTC-ZR-WG-MT
W： 130 Ｈ：130 Ｄ：6
重 量：280~300g
素 材：ガラス
付 属 品：ボルト金具
カ ラ ー：ミルクティ（文字ゴールド）
設置方法／ボルト4ヶ所
製作日数の目安／約１週間
デザインと文字カラーは同じ色となります。
※気泡等が混ざる場合があります。

P153 TC-1 フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

エコアコールウッドについて ▶ P97

Ante Japan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。



ナチュラルなテイストに少しハードなアンティーク加工をして、
ずっと前からそこにあったような古き良き味わいを演出。
エコアコールウッドでこちらも木の質感をそのまま楽しめます。

Shelfie
シェルフィー

\58,000 （税抜）

P1JGJG-000559
W： 430 Ｈ：350 Ｄ：445
投函口 W：350×40
重 量：6kg
素 材：〈本　体〉スチール

〈パネル〉エコアコールウッド＋アイアン
壁埋込、ダイヤル錠付き、Ａ４対応、上入後出
防雨型
▶詳細図P155

フラワーオブライフ
ラージフラワー
\20,000 （税抜）

H1CTCT-ZR-LF- □□
※□□にはカラーが入ります。
W： 115 Ｈ：115 Ｄ：9
重 量：280~300g
素 材：ガラス
付 属 品：ボルト金具
カ ラ ー：ターコイズ（TQ）、ブルー（BU）、グリーン（GR）
文字はホワイト、ブラックより選択可
取付ピッチW50mm
※気泡等が混ざる場合があり、入り具合は異なります。

P153 TC-1 フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

エコアコールウッドについて ▶ P97
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JapanShelfie

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。



小瓶のあかり  角
\23,000 （税抜）

L1TCTC-L21
W： 50 Ｈ：147 Ｄ：76
ナツメ球 20W　E17

小瓶のあかり  丸
\25,000 （税抜）

L1NLNL-L22
W： 90 Ｈ：170 Ｄ：95
ナツメ球 20W　E17

アンティークタイル
表札
\16,500 （税抜）

H5MNEX-TL-4 □
※□には色番号が入ります。
W： 148 Ｈ：148 Ｄ：10
重　 量：約0.5㎏
素　 材：タイル
カ ラ ー：ベージュロック、ブラウンロック、

シアンロック
背面ボルトなし
DTL‐B1のみボルト2本出し

TL‐42
ベージュロック

TL‐44
シアンロック

TL‐43
ブラウンロック

DTL‐B1
シアンロック

※このデザインの品番はH5LTLT-DTL-B1、
　カラーはシアンロックのみ。またフォントは
　P152 MNフォントよりお選びください。

P152 MN フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

ANTIQUE TILE

GLASS SIGN

JAR OF LIGHT

ガラスサイン
「リボン」
\25,600 （税抜）

H1TCTC-ZR-RN
W： 130 Ｈ：130 Ｄ：9
重 量：280~300g
素 材：ガラス
付 属 品：取付ビス
カ ラ ー：ゴールド
取付ピッチW100mm
設置方法／ボルト4ヶ所
製作日数の目安／約１週間
デザインと文字カラーは同じ色となります。
※気泡等が混ざる場合があります。

P153 TC-1 フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

JapanNATURAL SIGN & LIGHT

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

【在庫限りで終了】



レトロ電灯
\32,000 （税抜）

L1MNEX-LIGHTA
傘： 26㎝ 60W
素　 材：銅板（傘）
付 属 品：電球型蛍光灯　電球型蛍光灯仕様 12 Ｗ

（電球 60W 相当）

昭和レトロな懐かしいこのカタチ。
剥き出しの電球がいい味出しますよ。

S形 ボウル／S型 フラット／U型 フラット〈共通仕様〉
防水型

トスカイダミルア・管鋼 ： 体 本 ：材素
板鋼 ： ドーセ 　　
62E ： プンラ合適

W001～ ： 灯熱白  　　　　　
型W001～ ： 灯光蛍型球電  　　　　　

L E D 電 球： ～100W型

レトロ外灯

※本体はオフホワイトです。

オフホワイト

セードホワイト

L1KDKD-KP2511- □□
※□にはカラーが入ります。

S形 ボウル
\6,600 （税抜）
\7,128（税込）

ブラック（BK）ホワイト（WH） グリーン（GR）

L1KDKD-KP0985PLUS97

S形 フラット ホワイト
\6,000 （税抜）
\6,480（税込）

ブラック（BK）ホワイト（WH） グリーン（GR）

L1KDKD-KP0985PLUS97

S形 フラット
\6,400 （税抜）
\6,912（税込）

ホワイト（WH）　

U形 フラット ホワイト
\6,200 （税抜）
\6,696（税込）

ブラック（BK）ホワイト（WH） グリーン（GR）

ホワイト（WH）　

U形 フラット
\6,600 （税抜）
\7,128（税込）

L1KDKD-KS-151W

U形 マリン くもりガラス
\12,800 （税抜）

L1KDKD-KS-151

U形 マリン クリアガラス
\12,200 （税抜）

S形 ボウル

S形 フラット

U形 フラット

U形 マリン

本2ジネ木 ： 品属付
間週2約数日作製 ： 品産生注受

※電球は付属しません。

U型 マリン2種〈共通仕様〉
・鍮真・トスカイダミルア ： 材素

　　　ステンレス・ガラス
62E ： プンラ合適

W06～ ： 灯熱白  　　　　　
型W06～ ： 灯光蛍型球電  　　　　　

L E D 電 球： 密閉形対応　～60W型
本2ジネ木 ： 品属付

間週2約数日作製 ： 品産生注受
※電球は付属しません。
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※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が 1 点ごとに異なります。



いくつになっても、カワイイが好き。

NATURAL WATER ITEM



立水栓  ポッシュ
\32,400 （税抜）

W1TCTC-001728-□□
※□□には本体の色番号が入ります。
W：φ140 Ｈ：730（全高 880）
重 量 ：14㎏
素 材 ：GRC（ガラス繊維強化セメント）

アクリルシリコン樹脂塗装
※蛇口別売
※植栽は含まれておりません。

ガーデンパン ポッシュ
\18,400 （税抜）

W2TCTC-001729-□□
※□□には本体の色品番が入ります。
W： 450 Ｈ：150 Ｄ：400
重 量 ：8㎏
素 材 ：GRC（ガラス繊維強化セメント）

アクリルシリコン樹脂塗装
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様になっておりません。

アイボリー（IV） テラコッタ（TC）

立水栓 フルール
\46,100 （税抜）

W1TCTC-001856-□□
※□□□□には飾りの色番号が入ります。
W：φ84 Ｈ：740（全高 890）
重 量 ：7㎏
素 材 ：GRC（ガラス繊維強化セメント）

アクリルウレタン樹脂塗装
飾 り ：アルミ製粉体焼付塗装
※蛇口別売

ガーデンパン フルール
\18,400 （税抜）

W2TCTC-001855-WH
W：φ400 Ｈ：180
重 量 ：5㎏
素 材 ：GRC（ガラス繊維強化セメント）

アクリルウレタン樹脂塗装
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様になっておりません。

リーフ／ブラック（L-BK） フラワー／ブラック（F-BK）

〈付属品〉

下部蛇口用化粧プラグ

ゴム栓について
※同梱されているゴム栓は水を

溜める為のものではなく下水
道条例のガイドラインに沿っ
て雨水の流入を防ぐ為の物で
す。常時、水を溜めてのご使
用は避けてください。下水道
条例のガイドラインに沿って降
雨時にはゴム栓をご使用くだ
さい。

〈付属品〉

排水用目皿

ガーデンパン ポッシュ
ガーデンパン アルブラン
ガーデンパン フルール

共通

←〈オプション〉ホース接続水栓

立水栓 ポッシュ
立水栓 アルブラン
立水栓 フルール

共通

N
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横水栓
十字ハンドル（メッキ鋳肌）
\7,600 （税抜）

W3TCTC-JA-MV-K13-ME
φ13（ 給水口内径）
固定こま

泡沫アダプター
\1,100 （税抜）

W3TCTC-JA-DB206M
（メッキ）

横水栓
十字ハンドル（鋳肌）
\6,500 （税抜）

W3TCTC-JA-MV-K13-E
φ13（ 給水口内径）
固定こま

泡沫アダプター
\1,100 （税抜）

W3TCTC-JA-DB206B
（真鍮）

ホースジョイント ニップル
\1,300 （税抜）

W3TCTC-JA-HV204M
（シルバー）

ホースジョイントニップル
\1,300 （税抜）

W3TCTC-JA-HV204B
（ゴールド）

ホースアダプター
\1,000 （税抜）

W3TCTC-JA-DB203M
（メッキ）

ホースアダプター
\1,000 （税抜）

W3TCTC-JA-DB203B
（真鍮）

立水栓フルール　フラワー／ブラック（F-BK）

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。

NATURAL WATER ITEM Japan

ホース接続水栓　
Y型 十字ハンドル（研磨）
\7,600 （税抜）

W3TCTC-002554-SV
∅ 13（給水口内径）
固定こま

ホース接続水栓
Y型 十字ハンドル（メッキ）
\7,600 （税抜）

W3TCTC-002554-GD
∅ 13（給水口内径）
固定こま



JAPANESQUE

Traditional and contemporary Japanese

style have established self as a genre in

the creative world and become widespread

not only within Japan but many country in

the world.Enjoy considering how water,

rocks and gravel, and plants influence and

contribute to a Japanese-inspired landscape.



書ASOBI表札
\36,800 （税抜）

H4JGJG-001243
W： 125 Ｈ：180 Ｄ：20
重 量：86ｇ
素 材：アルミ
付 属 品：固定用工具
カ ラ ー：ブラック / ホワイト / シルバー / ブラウン
デザイン：1.（英字 + 漢字）/2.（漢字のみ）

3.（英字のみ）
※サイズ・重量は見本「井上」の場合
※厚みは取付金具も含む
※デザインによってサイズが異なります
※その他デザインも可能です、ご相談ください

住の代現、す覆をジーメイういと」風和「」い強力で字文太「
まいに合うスタイリッシュな書のサインが完成。

レーザーカットでは表現できなかった筆の細かいハネや
ハライも、ウォーターカットを採用することでミリ単位の
細かな表現が可能に。

ミリ単位の細かな表現も可能です。
手書きならではのうねりや微妙なカーブまで再現してい
ます。

こちらの表札はご注文をいただいてから一文字ずつ心を
込めて書いています。

書 A S O B I 表 札

デザイン：1 デザイン：2 デザイン：3

書ASOBI 表札 Japan



空楽下　kurage
クラゲ

\32,000 （税抜）

H1JGJG-kurage
W： 200 Ｈ：200 Ｄ：38 ガラス厚 8 ミリ
素 材 ：ガラス
受注生産品

ガラスの凛とした表情に自然をモチーフにした柔らかなラインを加えた表札「空楽下」。
空の下にいることが楽しい！って気分を表したデザインは、空の下でこそ、太陽の光で
こそ、本領を発揮する･･･そんなガラス表札です。

P151 JG-2フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

通常フォントでも製作できます。

kurage

デザイン：雨
メイン：英字18

サブ：英字18

デザイン：光
メイン：英字23

サブ：英字23

デザイン：風
メイン：漢字9

サブ：英字1

デザイン：水面
メイン：漢字11

サブ：英字30

デザイン：風　メイン：筆文字［渦］　サブ：英字25

デザイン：光　メイン：筆文字［宵］　サブ：英字30デザイン：雨　メイン：筆文字［宵］　サブ：英字18

デザイン：水面　メイン：筆文字［葉］　サブ：英字9

空楽下

筆文字は受注生産品のため、書体製作後のキャンセルは出来ません。
書体デザインは一任して頂きます。好むと好まざるとに関わらず、書体製作
後のキャンセル、書体の追加は出来かねますので予めご了承ください。
筆文字をご指定いただいた場合には、代金お支払い後、レイアウト作成に入
ります。

※お支払い、書体製作後のキャンセル、返金は出来かねますのでご了承願います。
※筆文字はご注文ごとに1点1点書き上げるため、見本と同じ文字をご指定いただ

いた場合でも仕上がりは異なります。
※ご提案させていただく書体はあくまでも、個人邸の空楽下表札のみに使用する書

体のご提供です。その他のご利用に関しては、別途お問い合わせください。

▲筆文字［渦］ ▲筆文字［渦］ ▲筆文字［音］ ▲筆文字［音］

▲筆文字［和］ ▲筆文字［和］ ▲筆文字［葉］ ▲筆文字［葉］

▲筆文字［宵］ ▲筆文字［宵］

筆文字のご注意

JAPAN
ESQ

U
E

JapanKURAGE



上坂祥元 筆文字表札 ステンレス
\52,000 （税抜）

※ロゴスタイルは+5,832円

H2JGGA-SHOGEN
W： 200 Ｈ：200 Ｄ：13
素 材 ：ステンレス　クリア塗装
背面ボルト
受注生産品
キャンセル不可

上坂祥元 筆文字表札 ガラス
\56,000 （税抜）

※ロゴスタイルは+5,832円

H1JGGA-SHOGEN-GLASSPLATE
W： 200 Ｈ：300 Ｄ：13
素 材 ：ガラス
受注生産品
キャンセル不可

上坂祥元 筆文字表札 背面加工
\2,000 （税抜）

H9JGGA-SHOGEN-GLASS-HAIMEN
キャンセル不可

※仮名・漢字・英字のそれぞれ縦書き／横書きが選べます。
※筆文字の修正（表記内容やフォント変更など）　　
　\9,720／回にて2回まで承ります。
　（勢、鋭、味、朴の場合）
※ご住所などは既成フォントでお入れする事が出来ます。
　（P151 JG-2フォント参照）
※サイズ変更できます。（要見積もり）
※文字も受注生産のため代金お支払い後、版下作成に 
　入ります。
　お支払い後のキャンセルはご返金できかねますので 
　ご了承願います。

Calligraphy sign 　SYOGEN design

▲ 漢字横（勢）

▲ 漢字横（朴）

▲ 漢字横（鋭）

▲ 英字横（指）

▲ 漢字横（味）

▲ ロゴスタイル（斜め）
＋\5,400 （税込）

+\5,832（税抜）

上坂祥元

可読性に優れ見る人の印象に残る広告向け
の書を“商業書道”とし、自らを“商業書道作家”

（Commercial Calligrapher）と位置づけ精力
的に活動を展開する上坂祥元。
書、広告、デザインの領域を研究しつつ日本を
代表する一流企業の広告用文字から商品ロゴ、
TVタイトル文字、有名店舗のロゴまで、数多くの
ビッグクライアントの仕事をこなす。

　祥元 文字ライセンスについて
文字データの原本をご希望の方は、使用権ライセンスをお買い
上げいただくことが可能です。またライセンスをご希望の場合、
版下は2点作成いたします。

（修正1回無料）但し、お渡しするデータは採用いただいた1点と
なります。
※この場合も著作権は上坂祥元にあります。名刺などに転用い 
　ただけます。（個人のお客様：別途\32,400）
※店舗・社名などは法人ライセンスとなりますが、看板・ロゴ・チ 
　ラシ等にもご利用いただけます。（法人様：別途\324,000）
※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

、店書田秋）株（、園谷永）株（、ンカツミ）株（：績実用採な主■
　サントリー（株）、全日空（株）、月桂冠（株）、よーじや等（敬称略）

JapanSYOGEN DESIGN



古 美 る 素 材 「 鉄 」

和 錆

鉄の持つ存在感・熱によってかわるかたち・加工によっ
て生まれるさまざまな表情。そして永遠と再生のイメー
ジ。躍動と沈黙。
かつて日本ではたくさんの鍛冶屋が存在していました。
木造建築をつくる傍らで必要な金物をその場で合わせ
てつくることが出来るほど多くの鍛冶職人がいました。
古くから変わらぬこの鎚音。この伝統と技術を表札に。

和錆表札　結［ユイ］
\42,000 （税抜）

H3NLNL-N70
W： 427 Ｈ：62
素 材 ：鍛鉄

仕 上 げ：黒艶消し
書　 体：アルファベット E

仕 上 げ：ブロンズ古美
書　 体：漢字 E

和錆表札　骨［コチ］
\40,000 （税抜）

H3NLNL-N72
W： 300 Ｈ：80
素 材 ：鍛鉄

仕 上 げ：ブロンズ古美
書　 体：漢字 H

和錆表札　筆［フデ］
\40,000 （税抜）

H3NLNL-N73
W： 360 Ｈ：71
素 材 ：鍛鉄

仕 上 げ：ブロンズ古美
書　 体：アルファベット E

和錆表札　百合［ユリ］
\45,000 （税抜）

H3NLNL-N71
W： 406 Ｈ：110
素 材 ：鍛鉄

漢字 A 漢字 B 漢字 C アルファベット　E アルファベット F

アルファベット 　G アルファベット H

漢字 D

漢字 E 漢字 F 漢字 G 漢字 H

〈和文〉 〈欧文〉

］スターロ［ 蓮楼
\49,000 （税抜）

H3JGNL-N81
W： 170 Ｈ：160 Ｄ：70
素　 材：鉄
仕 上 げ：シルバー古美
※欧文不可

］ワノシ［ 和乃志
\49,000 （税抜）

H3JGNL-N82
W： 160 Ｈ：130 Ｄ：16
素　 材：鉄
仕 上 げ：ブロンズ古美
※欧文不可

JAPAN
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和錆表札

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

Japan



絵画風なエッセンスを取り入れた
陶板の表札。

AJICO

陶器の立水栓
\33,900 （税抜）

W1OOEX-KZ3-80□□
※□□にはカラー番号が入ります。
W：φ100 Ｈ：900
重 量 ：6㎏
材 質 ：せっき質
カ ラ ー：織部（1F）、IBUSHI黒釉（6F）
仕 上 げ：施釉
※やきもの独特の色幅が特徴です。
※タテ方向に繊細なヘアラインが入っています。

陶器の水鉢
\27,500 （税抜）

W2OOEX-KZ3-70□
※□にはカラー番号が入ります。
W：φ400 Ｈ：150
重 量 ：5㎏
材 質 ：せっき質
カ ラ ー：織部（1）、IBUSHI黒釉（6）
仕 上 げ：施釉
※やきもの独特の色幅が特徴です。

IBUSHI黒釉（6F） IBUSHI黒釉（6）織部（1F）

織部（1）

●陶器の立水栓は凍結のおそれがある場合は、必ず水抜きをしてください。
●陶器の立水栓はやきものですので若干の寸法誤差があります。
●やきものの自然な風合いを大切に作ってあります。窯変による色の幅があります。
●立水栓に蛇口の価格は含まれておりません。蛇口は別途お買い求めください。

P153 TC-2 フォントよりお選びください。

※表札のご注文についてはP158をご覧ください。

アジコ 150
\24,000 （税抜）

H5TCTC-000028
W： 150 Ｈ：150 Ｄ：12
素 材 ：陶器
付 属 品：ボルト金具2本
取付ピッチ W100mm
ボルト金具
製作日数の目安／約 4 週間

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。
※実際の商品と写真は異なる場合があります。

Japan陶器表札／陶器の立水栓



凜
リン

\54,500 （税抜）

P1IUIU-INP2- □
※□にはカラー番号が入ります。
W： 420 Ｈ：400 Ｄ：125
重　 量：約６㎏
素　 材：本体 亜鉛鋼板　カバー アルミ
付 属 品：取付ブラケット１枚　取付金具 鍵２枚
壁設置、A4対応、上入前出

（鍵を使用しなくても開閉できます。）
発送までの目安　５営業日
▶詳細図P155

RIN
木目のボーダーを大胆にあしらったジャパニーズモダンなデザイン。
名前の通り凜としたその佇まいでシンプルな中にひと筋の粋を見せる。

レッド（R） ブラック（B）

ホワイト（W）

庵
イオリ

\55,500 （税抜）

P1IUIU-INP1- □
※□にはカラー番号が入ります。
W： 420 Ｈ：400 Ｄ：125
重　 量：約６㎏
素　 材：本体 亜鉛鋼板　カバー アルミ
付 属 品：取付ブラケット１枚　取付金具 鍵２枚
壁設置、A4対応、上入前出

（鍵を使用しなくても開閉できます。）
発送までの目安　５営業日
▶詳細図P155

IORI
帯金具のような木目調の格子が美しく和を感じさせます。
日本の家屋と相性の良いしっとりとした色合いです。

レッド（R） ブラック（B）

ホワイト（W）

JAPAN
ESQ

U
E

庵／凜 Japan



ニッポンのポスト FUMI
\37,800 （税抜）

P1SAFJ-000573
W： 300 Ｈ：410 Ｄ：145
投函口 W：263×38
重 量：4.0㎏
素 材：［本体］高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板、ポリエス

テル焼付塗装梨地仕上［上蓋］SUS430、ポリ
エステル焼付塗装梨地仕上［前面扉］高耐食溶
融亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル焼付塗装梨
地仕上、アクリル板［投入口］AES樹脂（黒）

ニッポンのポスト FUMI
スライドタイプ
\59,800 （税抜）

P1SAFJ-000574
W： 300 Ｈ：410 Ｄ：145
投函口 W：263×38
重 量：5.2㎏
素 材：［本体］高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板、ポリエ

ステル焼付塗装梨地仕上［上蓋］SUS430、
ポ リ エ ス テ ル 焼 付 塗 装 梨 地 仕 上［ 前 面 扉 ］
SUS430、ポリエステル焼付塗装梨地仕上、ア
クリル板［投入口］AES樹脂（黒）

※「上入前出」タイプです。
※ 防滴仕様ですが、屋外への設置は強い風雨や諸条件に

よって雨水が浸入することがあります。
※壁付け専用になります。（壁埋め込み不可）
※連結はできません。
※シリンダー錠仕様です。
※ ソフトアブソーバーは消耗品です。動きが悪くなりまし

アトフソ用換交（ 。すまし致め勧おを換交のめ早、らた
ブソーバー 価格 1,000 円（税抜）／本）

▶詳細図P155

瓜 URI 霞 KASUMI 松 MATSU

）L（IK 樹 ※（L）正面から見て、前扉を左にスライドさせて開ける。
  ）R（※ 正面から見て、前扉を左にスライドさせて開ける。

）R（IK 樹風 KAZE（L） 風 KAZE（R）

ニッポンのポスト誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限まで削ぎ落とされたデザイン。
そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。

FUMI Japan



Black board（表札あり）
ブラック ボード ひょうさつあり

\72,000 （税抜）

P1JGJG-000558
表札：ホワイト

Black board（表札なし）
ブラック ボード ひょうさつなし

\52,000 （税抜）

P1JGJG-000599

表札色 シルバー古美加工
\22,000 （税抜）

オプション

W： 430 Ｈ：350 Ｄ：445
投函口 W：350×40
重 量：6kg
素 材：〈本　体〉スチール

〈パネル〉エコアコールウッド＋アイアン
壁埋込、ダイヤル錠付き、Ａ４対応、上入後出
防雨型
▶詳細図P155

エコアコールウッドについて ▶ P97

JAPAN
ESQ

U
E

Black Board Japan



VESSEL 2S
ベッセル 2S

\13,800 （税抜）

L1JGSG-001114
W： 210 H：270 （ハンドル収納時）

D ： 210

CUBE
キューブ

\26,400 （税抜）

L1JGSG-CUBE35
W： 350 Ｈ：350 Ｄ：350

素 材 ： シェード、ポリエチレン
カ ラ ー ： 白色（2 段階）

キャンドル（ブルー・オレンジ）
レインボー　　　
標準 7 色、160,000 色マルチカラー

使 用 時 間 ： 約 8 時間
充 電 時 間 ： 約 6 時間
そ の 他 ： スマートフォンアプリで操作可能（Bluetooth 接続）

コードレス。屋内・屋外で使用可能、防水仕様（IP68）
Vessel2S/TOWER/CUBE の光源部は防水仕様で
すが、構造上シェード内に水が入ります。

France
France
design

素 材 ： シェード、ポリエチレン
カ ラ ー ： 白色（2 段階）

キャンドル（ブルー・オレンジ）
レインボー　　　
標準 7 色、160,000 色マルチカラー

使 用 時 間 ： 約 8 時間
充 電 時 間 ： 約 6 時間
そ の 他 ： スマートフォンアプリで操作可能（Bluetooth 接続）

コードレス。屋内・屋外で使用可能、防水仕様（IP68）
Vessel2S/TOWER/CUBE の光源部は防水仕様で
すが、構造上シェード内に水が入ります。

VESSEL 和/CUBE

伸縮
ウッドハンドル

VESSEL 2S

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】



DROP BOX

A secure lockable parcel delivery box 

for all home. These parcel delivery 

boxes allow you to receive deliveries 

while you are out. Santa Claus might 

drop a present from next Christmas!?



Standard　
スタンダード

\45,000 （税抜）

P7BWBW-000988
W：390　H：575　D：330
内容量（小包最大寸法） W：320 H：180 D：220
受け取り可能重量： 20kg まで
レター受け取り口：W250mm
素 材：スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板

パウダーコーティング仕上げ）
重 量：14kg

Ex-Large
エクストラ ラージ

\69,500 （税抜）

P7BWBW-000990
W：600　H：1150　D：466
内容量（小包最大寸法） W：520 H：320 D：390
受け取り可能重量： 20kg まで
レター受け取り口：W348mm
素 材：スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板

パウダーコーティング仕上げ）
重 量：43kg
▶詳細図P155

※  Ex-Large は受注輸入品です。必ず納期の確認を
お願い致します。

Pole Large
ポール ラージ

\18,000 （税抜）

P7BWBW-001184
サ イ ズ：φ76.3×H900mm
素 材 ：スチール

（溶融亜鉛メッキ
鋼板パウダー
コーティング仕上げ）

重 量 ：10kg
カ ラ ー：ブラック

Pole Standard
ポール スタンダード

\8,000 （税抜）

P7BWBW-000991
サ イ ズ：φ50×H1135mm
素 材 ：スチール製

（溶融亜鉛メッキ
鋼板パウダー
コーティング仕上げ）

重 量 ：2kg
カ ラ ー：ブラック

デザイン性と機能性を兼ね備えたシンプルで
スマートな宅配ボックス

COLOR VARIATION SIZE

Large
ラージ

\54,000 （税抜）

P7BWBW-000989
W：500　H：850　D：330
内容量（小包最大寸法） 022：D 013：H 014： W 
受け取り可能重量： 20kg まで
レター受け取り口：W298mm
素 材：スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板

パウダーコーティング仕上げ）
重 量：24kg

brizebox

90
0

England

※印鑑ホルダーは
　ブラック以外の
　場合があります。
※印鑑は付属して
　おりません。

マグネット
フック設置例

マグネットフック 印鑑ホルダー

アンカーボルト 
4 本

鍵 2 本

付属部品

6 角レンチ



︒
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W-BOX POST
ダブルボックスポスト

\86,800 （税抜）

P1TCTC-000554
W： 290 Ｈ：390 Ｄ：365
投函口 W：340×H35
重 量：14.2㎏

oitec
オイテック

\17,000 （税抜）

P7SASA-001169
ケ ー ス : W506×D169×H341
メッセージボード : W199×D7×H255
アンカーキューブ : W60×D60×H45
ワイヤー: 全長2000 被覆径Φ2.0
カ ラ ー : シルバー、ブラック、ホワイト、ブルー
ケース内容量：約 14 リットル（W660 × D480 × H400 程度まで）
バッグ内容量：約 126 リットル（W660 × D480 × H400 程度まで）
素　 材：ケース/ABS(UV防止剤配合)+ウレタン塗装

バッグ/ポリエステル
ボタンホック/ABS(UV防止剤配合)シボ加工
メッセージボード/PS(UV防止剤配合)+シール貼り
アンカーキューブ/ABS(UV防止剤配合)シボ加工
ワイヤー/SUS7×7 
透明ナイロンコート仕様

重　 量：ケース/約2100g
バッグ/約805g
メッセージボード/253g
アンカーキューブ/45g
ワイヤー/26g

備　 考：メッセージボード/表面 ホワイトボード、裏面 使用説明書
(宅配人向け説明書)
錠前の種類：[宅配人が施錠]バッグのファスナー用南京錠

（シリンダー式、キー3本付き）
[oitec所有者が施錠]oitecを固定先に留めるためのダイ
ヤル式錠(可変タイプ)

右吊元・BK（レザーブラック）

右吊元（R）投入口 右吊元（R）取出口

）茶錆（ RB・元吊右

W-BOX 専用壁埋込用
補助ブラケット
\15,400 （税抜）

P2TCTC-000556
W： 250 Ｈ：100 Ｄ：100
重 量：1㎏
※ 壁埋込での取付けの際、しっかり固定できな

い場合にご使用ください。
　（適応壁厚：100～165）

W-BOX
専用スタンド
\34,400 （税抜）

P2TCTC-000555
W： 100 Ｈ：1110 Ｄ：100
重 量：19.3㎏
カ ラ ー：BK(レザーブラック）、

WN(ウォールナット）、
BR(錆茶）

※ スタンド目地カラーは宅配ポストと
同じカラーになります。

投入側 仕様

■ 取出側は二重扉になっています。
外扉 内扉

■ 投入側扉の裏側に専用受領
印がついています。

■ 固有のシリアルナ
ンバーを捺印する
ことができるので
配達・受領の証明に
なります。

■ 外扉はダイヤル錠で施錠・解
錠します。大型ダイヤル錠仕
様（KEY-06）

■ 内扉はシリンダー
錠で施錠・解錠しま
す。（KEY-20）

取出し側 仕様

素 材：本　体：ZAM（※）高耐食溶融亜鉛めっき鋼板/紛体塗装
口金部： SUS304/３色 塩ビシート貼（レザ ーブラック・

ウォールナット・錆茶）
投入扉： SUS304/３色 塩ビシート貼（レザ ーブラック・

ウォールナット・錆茶）
取出扉：SUS304/紛体塗装

カ ラ ー：BK(レザーブラック）、WN(ウォールナット）、BR(錆茶）
内扉用シリンダー錠（取出し側仕様のみ）
壁埋込、スタンド設置（別売）、A4対応、前入前出または前入後出
※投入側仕様又は取出し側仕様及び左右吊元をご指定ください。
▶詳細図P154
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ケース ケース

アンカーキューブ

ワイヤー + ダイヤル式錠で固定

場所を選びません。
ワイヤー端部とナイロンバッグをつなぎ、ケースをとおします。

+ ダイヤル式錠で固定アンカーキューブ

D
RO

P BO
X

oitec ／W-Box POST Japan

Japan

商品内容 ※印鑑は付属しません



SMART
スマート

\52,000 （税抜）

P7NTNT-000928
W： 160 Ｈ：500 Ｄ：400
受取可能な最大サイズ
W：130 Ｈ：440 Ｄ：330
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ホワイト/ライトグレー/ブラック/ボルドー
据え置きの場合は幅木が必要

REGULAR
レギュラー

\65,000 （税抜）

P7NTNT-000929
W： 240 Ｈ：500 Ｄ：400
受取可能な最大サイズ
W：175 Ｈ：440 Ｄ：310
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ホワイト/ライトグレー/ブラック
据え置きの場合は幅木が必要
▶詳細図P155

BIG
ビッグ

\75,000 （税抜）

P7NTNT-000930
W： 450 Ｈ：600 Ｄ：400
受取可能な最大サイズ
W：370Ｈ：540 Ｄ：330
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ホワイト/ライトグレー/ブラック
据え置きの場合は幅木が必要

幅木
\12,500 （税抜）

P9NTNT-001273
W： 156 Ｈ：100 Ｄ：343
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ライトグレー

幅木
\14,000 （税抜）

P9NTNT-001274
W： 236 Ｈ：100 Ｄ：343
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ライトグレー

幅木
\17,000 （税抜）

P9NTNT-001275
W： 446 Ｈ：100 Ｄ：343
素 材：高純度フェライトステンレス
カ ラ ー：ライトグレー

○扉の内側○正面

暗証番号リセットシール
（非常開錠時の説明シールです）

錠前

本体

扉
印鑑ストラップホルダー
取扱説明シール

スノコ
（内部に収納）

錠前拡大図

印鑑ケース
（印鑑を収納してください）

New

NASTA Japan



DECORATIVE

These decorative items upgrade your life

to a good-quality thing.

With a house to live in with your family,

let's build up a favorite garden space.



S　H：900㎜
\6,000（税抜）

　 送料都度見積もり

A2GLGL-000453
ポールφ31.8

（個体差があります）

アメリカンフェンス

M　H：1200㎜
\7,000（税抜）

　 送料都度見積もり

A2GLGL-000454
ポールφ31.8

（個体差があります）

L　H：1500㎜
\8,000（税抜）

　 送料都度見積もり

A2GLGL-000455
ポールφ31.8

）すまりあが差体個（ 

XL　H：1800㎜
\9,000（税抜）

　  送料都度見積もり

A2GLGL-000456
ポールφ31.8

（個体差があります）

DOOR LATCH A 
FENCE*FENCE
ドア ラッチ A

\1,200 （税抜）

A2JGJG-001133

DOOR LATCH B 
FENCE*TANKAN
ドア ラッチ B

\1,500 （税抜）

A2JGJG-001134

DOOR HINDI A 
FENCE*FENCE
ドア　ヒンジA

\1,100 （税抜）

A2JGJG-001131

DOOR HINDI B
FENCE*TANKAN
ドア ヒンジB

\1,400 （税抜）

A2JGJG-001132

JOINT A 
FENCE*FENCE
ジョイント A フェンス×フェンス

\500 （税抜）

A2JGJG-001129

POST STAND
ポストスタンド ※ゴムキャップ付

\4,300 （税抜）

A2JGJG-001159
※フェンス・ジョイント別売

JOINT B 
FENCE*TANKAN
ジョイント B フェンス×単管

\600 （税抜）

A2JGJG-001130

M　900×1200

L　900×1500 XL　900×1800

S　900×900　

※このページの商品にはキズ、凹み、バリ、錆、メッキの剥離などがございます。本場の無骨な味わいを楽しんでいただくもので不良ではありません。
※柱が必要な場合は市販の単管を使用してください。

AMERICAN FENCE



KeeKlamp

5インチ用 21-5
\2,680 （税抜）　
D1FAFA-000834
記号Ｄ：41　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.28kg

4インチ用 10-4
\2,310 （税抜）　

画像はイメージです。

六 角 レ ン チ だ け あ れ ば 組 み 立 て が で き る、 単 管 用 ジ ョ イ ン ト
「KeeKlamp（キークランプ）」
単管用のジョイントは、ネジ止めや溶接するものなど様々なものがあ
りますが、「KeeKlamp」は六角レンチで固定するタイプなので、使用
に対する敷居も低く、手軽におしゃれなパイプ DIY が楽します。
壁面棚やテーブル、ベンチ、ハンガーラックなど、アイデア次第でな
んでも作ることができます。
作った後に解体もできるのでアレンジも自由自在です。
自分だけのオリジナル家具を作って、カッコいいお部屋づくりを目指
してみませんか。

手軽におしゃれ DIY

素 材：可鍛鋳鉄(マリアブル)亜鉛メッキ加工
るよにチンレ角六 ： 法方立組　チンイ4 ： 管単応対

素 材：可鍛鋳鉄(マリアブル)亜鉛メッキ加工
るよにチンレ角六 ： 法方立組　チンイ5 ： 管単応対

エルボジョイント

4インチ共通 5インチ共通

コーナージョイント コーナージョイント T字型ジョイント T字型ジョイント
ロング

フランジ  ブラケット プラスチック
プラグ

4インチ用 15-4
\2,500 （税抜）　

記号Ｄ：34 管径：15A（21.7mm）
重量：約0.13kg

5インチ用 15-5
\2,360 （税抜）　
D1FAFA-000832
記号Ｄ：41　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.27kg

4インチ用 20-4
\3,680 （税抜）　

記号Ｄ：34 管径：15A（21.7mm）
重量：約0.17kg

5インチ用 20-5
\3,610 （税抜）　
D1FAFA-000833
記号Ｄ：41　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.38kg

4インチ用 21-4
\2,880 （税抜）　

記号Ｄ：34 管径：15A（21.7mm）
重量：約0.14kg

記号E：32　記号Ｄ：34　管径：15A（21.7mm）
重量：約0.13kg

5インチ用 10-5
\1,800 （税抜）　
D1FAFA-000839

D1FAFA-000921D1FAFA-000919 D1FAFA-000920 D1FAFA-000924

記号E：37　記号Ｄ：41　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.23kg

5インチ用 25-5
\3,400 （税抜）　
D1FAFA-000835
記号E：82　記号Ｄ：41　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.37kg

4インチ用 25-4
\3,750 （税抜）　
D1FAFA-000922
記号E：67　記号Ｄ：34　管径：15A（21.7mm）
重量：約0.18kg

4インチ用 77-4
\210 （税抜）　

Ｈ：2.8　管径：15A（21.7mm）
重 量：約0.001kg 

5インチ用 77-5
\250 （税抜）　
D1FAFA-000838

D1FAFA-001296

Ｈ：2.8　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.004kg

素材：プラスチック
む込めはに穴の部端の管単 ： 法方立組

5インチ用 70-5
\3,000 （税抜）　
D1FAFA-000837
記号Ｄ：54　記号E：76　記号F：46
記号G：57　記号H：38
ボルト孔径：8　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.36kg

5インチ用 61-5
\2,100 （税抜）　
D1FAFA-000836

D1FAFA-000923

記号E：80　記号F：40　記号G：57　記号H：6
ボルト孔径：6.5　管径：20A（27.2mm）
重量：約0.33kg

4インチ用 61-4
\2,800 （税抜）　

記号E：76　記号F：39　記号G：54　記号H：6
ボルト孔径：6.5　管径：15A（21.7mm）
重量：約0.23kg

D
ECO

RATIVE

EnglandKeeKlamp





※手作り品のため１点ごとに色の出方が異なります。

メスの白釉・灰白・火色のみ
リボンの色を変えることが出来ます。

ピンク 黄色 織部 瑠璃

白釉 灰白 火色 黒天目
白釉流し

鉄赤
白釉流し

天目
白萩流し

本体色

アニマルカーストッパー
\25,000 ）対1右左（）抜税（

A1SESE-ODOG
オス W： 650 Ｈ：110 Ｄ：185
メス W： 630 Ｈ：115 Ｄ：190
素  材：陶器
受注生産品
製作日数2週間

Animal Car Stopper
寝ているけれど、仕事中。
車のない時だって、駐車場を楽しくしてるんです。

※この商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごと
　に異なります。

UNITE FLAME
人の注意を引いたり、
空間にアクセントを生んだり。
目を引くカラーリングがポイント。

ユナイト カーストッパー 
フレイム
\20,000 （税抜）

A1TCTC-001053
W： 795 Ｈ：130 Ｄ：195
重 量：21kg
素 材：GRC（ガラス繊維強化セメント）
カ ラ ー：レッド（RD）/ブルー（BU）/オレンジ（OR）

RD（レッド） O R（オレンジ）BU（ブルー）

COLOR

D
ECO

RATIVE

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

Parking block Japan

駐車スペースに
アクセントを。

AntiqueBricks
Car Stopper
アンティークブリックスシリーズのレンガを使用し
た、レトロ感溢れるキュートなカーストッパーです。

アンティークブリックス
カーストッパー
\18,000 （税抜）

A1OOEX-001264
W： 490 ～ 495 Ｈ：100 Ｄ：100
重 量：9.3
素 材：耐火煉瓦
カ ラ ー：チャコールグレーミックス、レッドブラウン

ミックス,ブラックブラウンミックス
ランダムカラーのため大きな色幅があります。色の指
定はできません。
手づくり品のため、色調、サイズにバラツキがござい
ます。

レトロ & キュートな
煉瓦の車止め。

レッドブラウンミックス

ブラックブラウンミックス

チャコールグレーミックス



カントリー 1 型
\20,000 （税抜）\21,600 （税込）

A2JGSU-CP1

カントリー 1 型用エンドポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-1EP

カントリー 1 型用ラインポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-1LP

カントリー 1 型用コーナーポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-1CP

4 インチポスト

カントリー 3 型
\20,000 （税抜）

A2JGSU-CP3

カントリー 3 型用エンドポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-3EP

カントリー 3 型用ラインポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-3LP

カントリー 3 型用コーナーポスト
\5,000 （税抜）

A2JGSU-CP-3CP

4 インチポスト

ファーム 2 型
\18,200 （税抜）

A2JGSU-RF2

ファーム 2 型用エンドポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-2EP

ファーム 2 型用ラインポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-2LP

ファーム 2 型用コーナーポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-2CP

5 インチポスト

ウィンドスルー
\44,000 （税抜）

A2JGSU-SP1

ウィンドスルー用エンドポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-SP-1EP

ウィンドスルー用ラインポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-SP-1LP

ウィンドスルー用コーナーポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-SP-1CP

5 インチポスト

追加ポスト別売

アメリカで定番のPVCガーデンフェンス
メンテナンスフリーの無公害建材で北米、ヨーロッパ、オーストラリア等で幅広く使用されています。

「ホワイトフェンス」はASTM（米国材料試験協会）の規格に適合しています。

WHITE FENCE



プライバシー 1 型
\48,000 （税抜）

A2JGSU-PF1

プライバシー 1 型用エンドポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-1EP

プライバシー 1 型用ラインポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-1LP

プライバシー 1 型用コーナーポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-1CP

5 インチポスト

プライバシー 2 型
\48,000 （税抜）

A2JGSU-PF2

プライバシー 2 型用エンドポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-2EP

プライバシー 2 型用ラインポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-2LP

プライバシー 2 型用コーナーポスト
\8,600 （税抜）

A2JGSU-PF-2CP

5 インチポスト

ファーム 3 型
\25,000 （税抜）

A2JGSU-RF3

ファーム 3 型用エンドポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-3EP

ファーム 3 型用ラインポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-3LP

ファーム 3 型用コーナーポスト
\6,600 （税抜）

A2JGSU-RF-3CP

5 インチポスト

追加ポスト別売

イングランドキャップ
4 インチ
\1,000 （税抜）

A2JGSU-CAP-

5 インチ
\1,200 （税抜）

A2JGSU-5-CAP-

ゴシックキャップ
4 インチ
\1,000 （税抜）

A2JGSU-CAP-

5 インチ
\1,200 （税抜）

A2JGSU-5-CAP-

フラットキャップ
4 インチ
\400 （税抜）

A2JGSU-FC4

5 インチ
\500 （税抜）

A2JGSU-FC5

ブランクポスト
4 インチ
\5,000 （税抜）

A2JGSU-BP-4

5 インチ
\6,600 （税抜）

A2JGSU-BP-5

カントリー 1 型用ゲート S
\38,000 （税抜）

A2JGSU-CP-1GATE-S

カントリー 1 型用
ゲート M
\42,400 （税抜）

A2JGSU-CP-1GATE-M

カントリー 1 型用
ゲート L
\46,600 （税抜）

A2JGSU-CP-1GATE-L D
ECO

RATIVE

China



使用例②　門柱の飾りに（100角） 使用例③　門袖のワンポイントアクセントに（150角）

irakato tile

irakato tile

irakato tile

使用例①　塀のアクセントとして使用（100角）

irakato

トルコブルー／100角 カク1ダークブラウン／100角 ハナ1 レトロホワイト／100角 ハナ3 マロン／100角 ハナ2

ライラック／100角 ハナ3 マルサラ／100角 カク1 ジェイド／100角 ハナ1

ルリ／150角 ハナ4

イラカト 100 角 カク 1
A4KCHI-000578

イラカト 100 角 ハナ 1
A4KCHI-000579

イラカト 100 角 ハナ 2
A4KCHI-000580

イラカト 100 角 ハナ 3
A4KCHI-000581

\3,300 （税抜）

サイズ：W≒97　D≒10　H≒97
重 量：0.2㎏
カラー：ルリ、トルコブルー、ダークブラウン、

レトロホワイト、マロン、ライラック、
マルサラ、ジェイド

イラカト 150 角 ハナ 4
\4,800 （税抜）

A4KCHI-000577
サイズ：W≒147　D≒10　H≒147
重 量：0.45㎏
カラー：ルリ、トルコブルー、ダークブラウン、

レトロホワイト、マロン、ライラック、
マルサラ、ジェイド

[イラカト 瓦タイル］

兵庫県淡路が誇る地場産業の「瓦」。日本三大瓦産地のひとつと言われています。
淡路での瓦製造がはじまって400年。
いぶし瓦が多くを占めていましたが、近年では洋風にも合う色瓦もつくられています。
そんな色瓦の技術を使い、南あわじの製瓦所で女性作家さんが丁寧につくった
美しい瓦タイル「irakato tile」。
釉薬瓦は色つやが良く、変色退色が少ないのが特徴です。
完全ハンドメイドでひとつひとつ思いを込めてつくられており、手作りだからこそ感じる温かみ、
光るセンスが伝わってくる作品です。
エクステリアのアクセントとして和風洋風モダンのスタイルを問わず、
個性を表現してくれます。

釉薬瓦ブルー「ルリ」。奥行きのあるブルーで色瓦独特の引き寄せられるような魅
力を放っています。ブルーはひとつひとつ色が違い、趣のある表情をお楽しみい
ただけます。色幅がございますので何卒ご了承ください。

■ 大量注文の場合、及び在庫切れの場合は納期を１ヶ月以上頂戴す
る場合がございます。

■ 本品は手仕事の為、仕上がりに個体差がございます。あらかじめ
ご了承ください。

■ハンドメイドの為、寸法に±５㎜の誤差がございます。
■ 推奨施工方法は接着剤張り工法（乾式工法）です。屋外壁用の弾性

接着剤をご使用の上、適切な施工を行ってください。
■ タイル寸法のバラツキを調整する程度の目地幅を確保してくださ

い。
■ 寒冷地でのご使用は凍結の恐れがあるため、お控えください。
■ 焼き物のため同一製品でも色調、重さ等が異なることがあります

のでご承知おきください。
● 印刷物と実物では多少柄が異なる場合があります。あらかじめご

了承ください。
● 製品の改良、改善のため仕様が予告なく変更する場合があります。

どのサイズも
カラーは8色

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

irakato Japan



BONBON
ガラスのおはじき

いっぱい貼り付けてガラスの透明感を

楽しむのもよし。

少し物足りない土間に１個ぷにっと

埋め込んでも可愛い！

カラフルで鮮やかな色合いだから、

太陽の光を取り込んだように楽しい

気持ちにしてくれます。

BONBON
ボンボン　ガラスのおはじき

\1,200 （税抜）／袋（100ｇ入4～6枚程度）

A1JGYM-OHAJIKI
サイズ・枚数：アソート
カ ラ ー ：黄オレンジ系、青みどり系、赤ピンク系
※サイズ、色合い、模様は選べません。

黄オレンジ系 青みどり系赤ピンク系

月のしずく
\1,200 （税抜）/袋（100g入 約12粒前後）

A1SNSN-SHIZUKU- □□□□□
※□□□□□にはカラー番号が入ります。
サ イ ズ：25㎜～35㎜（玉砂利形状）
素 材：蓄光ガラス
硬 度：570～575（HV0.5）
発 光：約6～8時間
※ 徐々に明るさは低下しますが、光を当てると再び

蓄光します。
※ 光の当たり方（強さ・時間等）により明るさや発光

時間が変化します。

発光色 グリーン

発光色 ブルー
日中色 サーモンピンク

日中色 ライトオレンジ

日中色 ライムグリーン
発光色 ブルー （LM30B）

日中色 サーモンピンク
発光色 ブルー （PI30B）

日中色 ライトオレンジ
発光色 ブルー （OR30B）

日中色 ライムグリーン
発光色 グリーン （LM30G）

日中色 サーモンピンク
発光色 グリーン （PI30G）

日中色 ライトオレンジ
発光色 グリーン （OR30G）

「月のしずく」は高輝度蓄光顔料をガラスに
混ぜた人工石で太陽光エネルギーを小さな
粒に蓄えて半永久的に光ります。

例えばイルミネーションとして「敷く・埋
める・置く」など様々なシーンで活躍。蓄
光時はかわいいキャンディカラーの 3 色が
日中のインテリアとして室内を演出し、夜
の発光時には幻想的な輝きを放つ存在ある
インテリアに変身します。

自然光や蛍光灯の光などから紫外線を吸収
し、周囲が暗くなると自然に光を放出する
ので、廊下や階段、ニッチに飾れば突然の
停電時にも慌てることなく、またアプロー
チやお庭の段差にそっと置けば、夜間の帰
宅時にも安全です。

電力を必要とせず、配線や電気設備も一切
必要ありません。
耐摩・耐候・耐水性に優れ、屋内外でご使
用いただけます。

太陽の陽射しを、
夜のあかりに。

食べちゃいたいような、
ぽってり感

月のしずく

日中色 ライムグリーン
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JapanBONBON ／月のしずく

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

Japan

【在庫限りで終了】



風にそよぐ陶器の花

花のある季節も、ない季節も、そっとお庭に彩りを。
自然の美しさを纏った上品な佇まいは、1つとして同じ色や形の無い手作り陶器
だから表現できたもの。
儚げな、でも凜とした《カラー》のような力強さのインテリアとしてもお庭の装飾
やプランターピックとしても楽しめる新しいガーデンデコです。

陶器のオブジェピック
カラー 8 本セット
\13,600 （税抜）

ストレートセット　A1JGKY-CALLA-8SET-S
アソートセット　  A1JGKY-CALLA-8SET-C
サ イ ズ：カラー約 W40～80㎜/H100～200㎜

ピック約 H850～1000㎜
素　 材：陶器、ステンレス（径3㎜）
内　 容：白釉×3枚、赤土白釉クラック入×2枚、

紫釉×2枚、青釉1枚
付 属 品：接着剤1本

陶器のオブジェピック
カラー単品
\1,800 （税抜）

A1JGKY-CALLA
サ イ ズ：カラー約 W40～80㎜/H100～200㎜

ボール・蕾 直径約40㎜
ピック約 H850～1000㎜

※接着剤は付属致しておりません。
　市販の接着剤をご利用ください。

※陶器とピックはお客様にて接着となります。施工前に確実に固定してください。
※コンクリート等で固定される場合、埋込端部を適宜L時に曲げて頂くとピックが回転せず固定しやすくなります。

水に濡れても問題なく、その柔らかさや自然な色はまるで本物の芝生と見紛う
ほどリアル。
長さや色合い、ハイグレードな質感をお楽しみいただけます。
２色のロングパイルが手触り良く、底部には直立茎の部分も再現しており、まさ
に西洋芝の雰囲気。
クッション性も良く、充填剤のいらないタイプの人工芝は店舗や保育園などの
プレイコーナーとしてもオススメ。

上部でねじれる枯芝パイルが弾性を維持して
フカフカの触り心地！

「つぶれない」にこだわったV字形状記憶
パイルと弾力ある枯芝パイルでいつまでも
ボリューム感たっぷり！

Natural Turf
ナチュラルターフ

\14,000/m ）抜税（）㎡2（

G1STST-NTURF
2m幅  最大長10m巻
※1m単位でご注文いただけます

Keep Turf
キープターフ

2m × 10m・芝丈 5cm
\152,000 （税抜）

G4UBUB-000226

2m × 5m・芝丈 3cm
\58,000 （税抜）

G4UBUB-000192

2m × 10m・芝丈 3cm
\116,000 （税抜）

G4UBUB-000193
※10m巻のロール状、パイル高：±3㎜

主パイル：PE 8000 Dtex 直毛2色混合
副パイル：PP 4400 Dtex カーリー枯れ草タイプ
基布構成：PP 平織布 SBRラテックス塗布
パイル長：40㎜（±3㎜）
タフト数：18,900個/㎡
総 重 量：3.7㎏/㎡（±10％）

ART IF IC IAL TURF

素 材：ポリエチレン、ポリプロピレン、
SBR ラテックス

JapanJapan

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

CALLA ／ ARTIFICIAL TURF

China

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】



HELLO KITTY 　Garden Collection

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD. 

Let’s treasure each day that we label 

in the small things like love, laughter, 

parties, and Hello Kitty.

It will make you smile.

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD.　APPROVAL NO.S563324



ハローキティ表札【在庫限り廃盤】

ハローキティ表札
GARDEN POT
ハローキティ表札ガーデンポット

\24,000 （税抜）

H5JGJG-000543
W： 134 Ｈ：175 D：33
素 材 ：陶器
※フォントは選べません
※ハローキティの表面には貫入が
　入っています

お庭にキティちゃんがやってきた！
ジューシーガーデンとハローキティのコラボア
イテムが完成しました。かわいい、楽しい、ハッ
ピーなデコレーションでわたしだけの素敵なお
庭を目指しちゃお！

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.S563324 ※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。　※このページの商品は在庫限り廃盤となります。

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD.



ハローキティ表札
FACE FRAME
ハローキティ表札フェイスフレーム

\36,000 （税抜）

H5JGJG-000544
W： 193 Ｈ：158 D：14
素 材 ：ステンレス
受注生産品
見本書体：英字 32

ハローキティ表札
BUBBLE
ハローキティ表札バブル

\34,000 （税抜）

H5JGJG-000547
W： ～ 50 Ｈ：～ 75 （1 文字）
素 材 ：ステンレス
受注生産品
見本書体（英字 23）のみ
※ 8 文字まで同価格
※１文字追加ごとに 4,000 円（税抜）
　別途かかります。
※名前によってしゃぼん玉の位置が
　変わります。

ハローキティ表札
FLOWER
ハローキティ表札フラワー

\24,000 （税抜）

H1JGJG-000616
W： 174 Ｈ：160 D：28
素 材 ：ステンレス＋ガラス
受注生産品
見本書体：英字 9　文字色なし（素彫り）

ハローキティ表札
RIBBON FRAME
ハローキティ表札リボンフレーム

\36,000 （税抜）

H5JGJG-000545
W： 158 Ｈ：158 D：14
素 材 ：ステンレス
受注生産品
見本書体：英字 23

ハローキティ表札
COIL FRAME
ハローキティ表札コイルフレーム

\36,000 （税抜）

H5JGJG-000546
W： 172 Ｈ：158 D：14
素 材 ：ステンレス
受注生産品
見本書体：英字 31

≒50

繊細なフレームが落とすシルエットが美しい。
大人のためのハローキティはラブリー過ぎないデザインが
ちょうどいい。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。 P151 JG-2 フォントよりお選びください。 P151 JG-2 フォントよりお選びください。

H
ELLO

 KITTY
　

G
arden Collection

Japan
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ハローキティ表札
RIBBON FRAME 
with tile
ハローキティ表札リボンフレーム／タイル

\24,000 （税抜）

H5JGJG-000549
W： 158 Ｈ：158 D：14
素 材 ：ステンレス＋タイル
受注生産品
見本書体：英字 31
※タイルカラーをお選びください
※文字色：黒

ハローキティ表札
VINE FRAME 
with tile
ハローキティ表札ヴァインフレーム／タイル

\24,000 （税抜）

H5JGJG-000552
W： 176 Ｈ：195 D：14
素 材 ：ステンレス＋タイル
受注生産品
見本書体：英字 33
※タイルカラーをお選びください
※文字色：黒

顔あり 顔なし

スケッチ

キティちゃんなし

レース

キティちゃんあり

ハローキティ表札
FACE FRAME 
with tile
ハローキティ表札フェイスフレーム／タイル

\24,000 （税抜）

H5JGJG-000548
W： 193 Ｈ：158 D：14
素 材 ：ステンレス＋タイル
受注生産品
見本書体：英字 31
※タイルカラーをお選びください
※文字色：黒

ハローキティ表札
HEART FRAME 
with tile
ハローキティ表札ハートフレーム／タイル

\24,000 （税抜）

H5JGJG-000550
W： 188 Ｈ：198 D：14
素 材 ：ステンレス＋タイル
受注生産品
見本書体：スケッチ / 英字 33、
　　　　　レース / 英字 23
※タイルカラーをお選びください
※文字色：黒

木目タイルカラー

ブランフォンセ ブラン ベージュ

※木目や節や凹凸があります。イメージの違いによる返品は
　お受けできません。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。 P151 JG-2 フォントよりお選びください。

P151 JG-2 フォントよりお選びください。

レトロな
手描きタッチ。

ハローキティ表札【在庫限り廃盤】 Japan
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これぞ！っていう人気のスタンダードなキティちゃんと、
実はね・・・。っていうレアなキティちゃんをご用意。
Many thanksはジューシーガーデンでしか手に入らない
限定のデザインです。

L'Ombre  Hello Kitty
Face.
ロンブル ハローキティ フェイス

\47,000 （税抜）

P1JGJG-000277
W： 422 Ｈ：320 Ｄ：89
投函口 W：340×29
重　 量：4㎏
素　 材：本体：スーパーダイマ　パネル：アルミ
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、A4対応、上入前出、鍵付

（鍵は使用しなくても開閉できます）
▶詳細図Ｐ154

L'Ombre  Hello Kitty
Many thanks.
ロンブル ハローキティ メニーサンクス

\47,000 （税抜）

P1JGJG-000553
W： 422 Ｈ：320 Ｄ：89
投函口 W：340×29
重　 量：4㎏
素　 材：本体：スーパーダイマ　パネル：アルミ
付 属 品：カギ2個、取付金具
壁設置、スタンド設置（別売）、A4対応、上入前出、鍵付

（鍵は使用しなくても開閉できます）
▶詳細図P154

L'Ombre スタンド
ロンブルスタンド

\20,000 （税抜）

P2NLNL-S10
W： 178 Ｈ：1940（埋込部400含む） Ｄ：38
素　 材：スチール
カ ラ ー：シルバー

ナチュラルなスケッチの
クレヨンタッチ。
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Japanロンブルハローキティ【在庫限り廃盤】
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よく見るとキティちゃんだった！くらいの使い方が大人のアソビゴコロ。どれもナチュラルなデザインだからどこにでも。
合わせやすさも魅力です。

©1976,2015 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.S563324 ※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。　※このページの商品は在庫限り廃盤となります。

アクセントタイル【在庫限り廃盤】



アクセントタイル 100 角
双葉 with ハローキティ
\1,000 （税抜）

A1JGJG-000417
W： 94 Ｈ： 94 D： 10
素　材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル 100 角
双葉 蝶々ひらり
\800 （税抜）
\864（税込）

A1JGJG-000416
W： 94 Ｈ： 94 D： 10
素　材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル ボーダー 45 × 195
ドット
\2,800 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000409
W： 195 Ｈ：45 D：8
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４枚同柄セット（左写真）

アクセントタイル 100 角
双葉
\2,800 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000415
W： 94 Ｈ：94 D：10
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４枚同柄セット（左写真）

アクセントタイル 100 角
アップル
\3,200 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000405
W： 94 Ｈ：94 D：10
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４枚セット（左写真）

アクセントタイル ボーダー 45 × 195
マルチストライプ with ハローキティ
\1,200 （税抜）

A1JGJG-000414
W： 195 Ｈ：45 D：8
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル ボーダー 45 × 195
マルチストライプ
\3,600 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000413
W： 195 Ｈ：45 D：8
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４枚同柄セット（左写真）

アクセントタイル 300 角
ナチュラルガーデン 300
\8,000 （税抜）

A1JGJG-000411
W： 294 Ｈ：294 D：10
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル 300 角
さんぽ
\5,400 （税抜）

A1JGJG-000407
W： 294 Ｈ：294 D：10
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル 100 角
ナチュラルガーデン 100
\4,000 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000418
W： 94 Ｈ：94 D：10
素　 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４柄セット（左写真）

アクセントタイル 100 角
アップル with ハローキティ
\2,000 （税抜）／2枚1セット

A1JGJG-000406
W： 94 Ｈ：94 D：10
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※２柄セット（左写真）

アクセントタイル ボーダー 45 × 195
ドット with ハローキティ
\1,000 （税抜）

A1JGJG-000410
W： 195 Ｈ：45 D：8
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁

アクセントタイル ボーダー 45 × 195
ナチュラルガーデン ボーダー
\4,400 （税抜）／4枚1セット

A1JGJG-000419
W： 195 Ｈ：45 D：8
素 材： ）○害凍耐（）○外屋（ルイタ質器磁
※４枚セット（左写真）

メモリアルタイル ▶ P8 メモリアルタイル ▶ P8
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※タイルの色は、焼き上げの釜の位置により色合いが異なります。並べてご使用になる場合は一括してご発注をお願いいたします。後ほど、買い足される場合には、タイルの色合いが異なる場合がございますのでご了承ください。



ハローキティの
リボン蛇口
\12,000 （税抜）

W3JGJG-000381
W： 105 Ｈ：116 Ｄ：111
給水口内径：φ13
素 材：本体／青銅

ハンドル／ガラス
付 属 品：ホースアダプタ
給水栓ネジ寸法ＰＪ 1/2、固定コマ
※寒冷地対応
※ 水道工事、取り付け工事は指定

水道工事在庫店に依頼してくだ
さい。

※ 蛇口の取り付けは止水処理を十
分に行ってください。シールテー
プなどをご用意ください。

ハローキティ立水栓
\23,000 （税抜）

W1JGJG-000420
W： 60 Ｈ：1215 （埋設部含む） Ｄ：60
重 量：1.3㎏
素 材：陶器・硬質ポリ塩化ビニル・発泡ウレタン
カ ラ ー：森のさんぽ、ポルカドット、空のさんぽ
※蛇口別売

森のさんぽ ポルカドット 空のさんぽ

ＰＪ１／２

１１０

７５

４０

同梱部材（ホースアダプタ）

３４
．３

φ２７．６

Ｇ１／２ φ４
６

１４

12
15

95
0

60

Rp1/2,Rp3/4

Rp1/2,Rp3/4
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SHED & SPACE

Their good will and great wishes.

We provide products which are very

much emphasize on space saving concept.

This makes our dearest client able to

store their beloved propertie

just right over the next door.

With limited recourses,

we create SHED & SPACE to achieve 

dream.



フレンチシェッド ミディ
\320,000 （税抜）

F9JGGF-000426
W： 2940 Ｈ：2369 Ｄ：2583
重 量：160㎏
素 材：PVC
付 属 品：ワイヤーテンションキット、カギ2個
カ ラ ー：ホワイト×グリーングレー
※ドアの取っ手は白になります

錆びない樹脂製のガーデンシェッドがフランスから上陸。
シンプル＆ナチュラルなスタイルは、住まいを選ばないこれからのスタンダード収納庫。
趣味やあそびのアイテムをいっぱい詰め込んで、今日も思いっきり楽しもう！

海の近くでも錆びないのがうれしい！ お手入れ簡単な樹脂製物置です。窓が大きいのでとても明るく、収納量もたっぷり！
ヨーロッパではDIYで組み立てるのがスタンダード。プラモデルを作るように楽しんでみてはいかがでしょうか？

French shed

※写真はイメージです

※写真はイメージです

French shed



●●●

フレンチシェッド グラン
\390,000 （税抜）

F9JGGF-000427
W： 3695 Ｈ：2502 Ｄ：2948
重 量：208㎏
素 材：PVC
付 属 品：ワイヤーテンションキット、メタル窓枠、カギ2個
カ ラ ー：ホワイト×グリーングレー、グレー×ホワイト
※窓は開閉しません
※ドアの取っ手は白になります

フレンチシェッド グラン 
シャーウッド
\480,000 （税抜）

F9JGGF-000691
W： 3695 Ｈ：2502 Ｄ：2948
重 量：208㎏
素 材：PVC
付 属 品：ワイヤーテンションキット、メタル窓枠、カギ2個
カ ラ ー：シャーウッド
※窓は開閉しません
※ドアの取っ手は白になります

キャノピー
\70,000 （税抜）

F9JGGF-000428
W： 2220 Ｈ：1880 Ｄ：1190
重 量：25㎏
素 材：PVC
カ ラ ー：ホワイト908 mm

1190 mm

22
20

 m
m

18
10

 m
m

1880 1410

ブロック壁につけたり
ご自由に使っていただけます

付属品

ワイヤーテンションキット
（ミディ・グラン付属品）

パチンパチンと組み立てるパネルは中空構造！！
軽量なのにしっかりとした強度があります。
パネル色と構造

ホワイト×グリーングレー（半つやあり） グレー（マット）

※床パネルはありません。
※ お届け時間の指定はできません。　※荷受が必要です。
※ 配送料はサイズと地域により異なります。
※ パネルにはすり傷が付いている場合がございます。
※ 組み立てには大人2人以上が必要です。
※ 4t車が進入できない場合はお届けできません。
　事前に進入経路を確認してください。

共通事項（ミディ・グラン）

フレンチシェッド グラン シャーウッド

グレー×ホワイトホワイト×グリーングレー

SH
ED

 & SPACE

※寸法は組立精度により若干誤差が出ます

France

グレー×ホワイトの
パネルは幅広になります



ヨーロッパを代表する高性能メタル倉庫メーカー、英国TRIMETALの収納庫
外壁材としても使われるガルバリウムにPVC樹脂コーティングを施した素材は腐食に強いのが特徴。
特に自転車やバイクの保管におすすめです。

METAL SHED

メタルシェッド TM1 DD 
ダブルドアドア アペックスルーフ

オリーブグリーン
\310,000 （税抜）

F9JGGN-D60TM1OG（オリーブグリーン）

〈共通仕様〉
W： 1835（ドアW開口寸法/幅約1395） Ｈ：2085 Ｄ：2430
ベース面積：4.56㎡（1.38坪）
重　　量： 159㎏
素　　材： パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

付属品： 上下ドアロックバー機能（カギ付）
送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

メタルシェッド TM1 SD 
シングルドア アペックスルーフ

オリーブグリーン
\290,000 （税抜）

F9GNGN-002014（オリーブグリーン）

〈共通仕様〉
W : 1835(ドアS開口寸法/幅約685） Ｈ：2085 Ｄ：2430
ベース面積：4.56㎡（1.38坪）
重　　量： 159㎏
素　　材： パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

庭 の 中 のお部 屋 。

※オプションが含まれています。

TM1 SD

TM1 DD

1835( 内寸 1770)

ドア開口 685 2430( 内寸 2370)

5802

0081
582

２枚ドア

１枚ドア



England

メタルシェッド TM1 HF DD
ハーフ ダブルドア アペックスルーフ

オリーブグリーン
\325,000 （税抜）

F9GNGN-002027（オリーブグリーン）

〈共通仕様〉
W : 1835（ドアW開口寸法/幅約1395） Ｈ：2085 Ｄ：1372
ベース面積：2.85㎡（0.86坪）
重　　量： 130㎏
素　　材： パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

オリーブグリーン
\303,000 （税抜）

FF9GNGN-002015（オリーブグリーン）

〈共通仕様〉
W : 1835（ドアS開口寸法/幅約685） Ｈ：2085 Ｄ：1372
ベース面積：2.85㎡（0.86坪）
重　　量： 130㎏
素　　材： パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

強度と耐久性を最大限に生かした独自設計に、
メンテナンスフリーのパネルを使用。
安心の 2 年保証です。※ 1

※ 1 本製品は耐久性に優れたガルバリウム鋼板に、PVC 樹脂コーティングを施した腐食に強いパネル
を使用しているのが特徴です。（パネル以外のパーツ や全ての取り付け部材においては適用されま
せん）そのためメーカーでは保証期間を 2 年と定めており、規定に沿って対応させていただきます。

メタルシェッド共通仕様

〈注意事項〉●断熱・結露対策／寒冷地や冬季
などの使用環境によって内部結露が起こる場
合は、断熱結露防止材（オプション品）を天井（側
面パネル）に貼ることをお勧めします。●設置場
所／施工上、左右前後に約50㎝程のスペース
が必要です。また、基礎は水平にしてください。
●内部下地／土間コンクリート上の設置を推奨
します（コーナー4箇所アンカー固定）。ウッドフ
ロア（オプション品）は、バイク等の重量物の収
納には適しません。また、湿気等で腐りやすいた
め、必ず防湿シートを下に敷いてください。

TM2・TM6 共通仕様
付属品

収納に便利な

2段吊り棚
W： 1752 H：420 D： 203

上下ドア
ロックバー機能

（カギ付）

オプション（別売）

2段ワークベンチ
W： 1639 H：838 D：394

\42,000 （税抜）

F1JGGN-D60TMP03

ハスプ＆パドロック
（ステンレス製丁番＋南京錠）

\10,000（税抜）

F1JGGN-D60TMP04

ウッドフロア
（24合板＋樹脂ベース横桟付）

\37,000 （税抜）

\26,000 （税抜）

F1JGGN-D60TMP072

F1JGGN-D60TMP076

断熱結露防止材
（裏面のり付）

\8,500 （税抜）

\4,500 （税抜）

F1JGGN-D60TMP062

F1JGGN-D60TMP066

SH
ED

 & SPACE

TM1 HFDD

TM1 HFSD

1835( 内寸 1770)

ドア開口 1395 1372( 内寸 1314)

5802

0081
582

1835( 内寸 1770)

ドア開口 685 1372( 内寸 1314)

5802

0081
582

メタルシェッド TM1 HF SD
ハーフ シングルドア アペックスルーフ

２枚ドア

１枚ドア



TM3
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カラー：クリーム

カラー：ツートーン

自転車倉庫 TM3
クリーム・ツートーン
\185,000 （税抜）

F9JGGN-D60TM3

付属品

防雨ウェザーシール

ロック機能
（鍵は市販品を

ご購入ください）

メタルフロア

ガススプリング

オプション（別売）
断熱結露防止材［TM3屋根用］

（裏面のり付）

\4,500（税抜）

F9JGGN-D60TMP063

〈共通仕様〉
W： 1970 Ｈ：1360（オープン時：Ｈ：2140） Ｄ：765
ベース面積：1.32㎡（0.4坪）
重　　 量：77㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板

（PVC樹脂コーティング仕上）
ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

送料別途見積

メタルシェッド TM2 ペントルーフ
\379,000 （税抜）

F9JGGN-D60TM2OG
W： 1370（ドア W：1160） Ｈ：2040 Ｄ：2680
ベース面積：4.04㎡（1.22坪）
重　　 量：161㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板

（PVC樹脂コーティング仕上）
ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。
※必要に応じてベール側面にも固定を

してください。
付 属 品：2段吊り棚、上下ドアロックバー機能（カギ付）
カ ラ ー：オリーブグリーン
送料別途見積
外側と内側にスロープが付きます

TM2

サビに 強 いガ ル バリウムが い い 。

※オプション、ウッドフロアが含まれています。オリーブグリーン

METAL SHED

メタルシェッド TM2
ペントルーフ ワイド
\459,000 （税抜）

F9JGGN-000601
W： 1820（ドア W：1395） Ｈ：2040 Ｄ：2680
ベース面積：5.46㎡（1.65坪）
重　　 量：約203.5㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板

（PVC樹脂コーティング仕上）
ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。
※必要に応じてベール側面にも固定を

してください。
付 属 品：2段吊り棚、上下ドアロックバー機能（カギ付）
カ ラ ー：オリーブグリーン
受注輸入品
送料別途見積
外側と内側にスロープが付きます

TM2
1820

ドア幅1395

20
40

17
40

30
0

（内寸1760）

2680（内寸2625）

オプション（別売）
ウッドフロア

（TM2ワイド用）

\42,000 （税抜）

F9JGGN-000615



付属品

オプション（別売）

バネスプリング クッションテープ

ロック機能
（鍵は市販品を
 ご購入ください。）

断熱結露防止材［TM4屋根用］
（裏面のり付）

\2,500（税抜）

F1JGGN-D60TMP064

ウッドフロア［TM4］
（パーティクルボード床材）

\6,000（税抜）

F1JGGN-D60TMP074

ミニストレージ TM4
\85,000 （税抜）

F9JGGN-D60TM4MLOG
W： 1090 Ｈ：1000（オープン時 H1550） Ｄ：660
ベース面積：0.72㎡（0.2 坪）
重　　 量：約 29㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板

（PVC樹脂コーティング仕上）
ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
内部固定部材/亜鉛メッキ
※アンカーボルトは別途必要です。

カ ラ ー：ツートーン（ムーアランド／オリーブグリーン）
※背面パネルはコーティングが施されておりません。
送料別途見積

TM4
こ ん な サ イ ズ が
欲しかった

通常品はウッドフロア（オプション）
または床なしとなります。

ロック機能
（側面× 2）

メタルシェッド TM6 DD
ダブルドア アペックスルーフ
\288,000 （税抜）

F9JGGN-D60TM60G
W：1820（ドア W開口寸法/幅約1395） Ｈ：2100 Ｄ：1085
ベース面積：1.8㎡（0.55坪）
重　　 量：121㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
内部固定部材/亜鉛メッキ
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

付 属 品：上下ドアロックバー機能（カギ付）
カ ラ ー：オリーブグリーン
送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

メタルシェッド TM6 SD
シングルドア アペックスルーフ

\266,000 （税抜）

F9GNGN-002016
W： 1835（ドア S開口寸法/幅約685） Ｈ：2085 Ｄ：1085
ベース面積：1.8㎡（0.55坪）
重　　 量：121㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
内部固定部材/亜鉛メッキ
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

カ ラ ー：オリーブグリーン
送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

自転車倉庫 TM6 サイクルプラス
\418,000 （税抜）

F9JGGN-000570
W： 1820（ドア W1395） Ｈ：2100 Ｄ：1085
ベース面積：1.8㎡（0.55坪）
重　　 量：159㎏
素　　 材：パネル/ガルバリウム鋼板（PVC樹脂コーティング仕上）

ベース、フレーム/ガルバリウム鋼板
外部接続部材/ステンレススチール
内部固定部材/亜鉛メッキ
※アンカーボルト4箇所は別途必要です。

付 属 品：2段吊り棚、上下ドアロックバー機能（カギ付）、自転車スタンド2台
カ ラ ー：オリーブグリーン
自転車スタンドカラー：ブラック、ホワイト、レッド
送料別途見積
外側のみにスロープが付きます

TM6
1085（内寸 ）

TM6・TM6 サイクルプラス共通

TM6 cycle plus

付属品
サイドウォールパネルセット

付属品： OSB 合板、金具、3 段棚
有孔ボード、フック

自転車スタンドは 3 カラーよりお選び頂け
ます（ブラック/ ホワイト / レッド）

[収納自転車有効サイズ ]
●サドル又はハンドル高さ

側面置き／1100以内 正面置き／1000以内 以下の自転車は
ご利用できません

ピスト／折りたたみ自
転車／電動自転車／
20 インチ未満の小径
車／後輪泥除け・キャ
リア・スタンド装着車
など直立が できない
自転車側面置き1100 以内 正面置き1000 以内

1835( 内寸 1770)

ドア開口 685 1085( 内寸 1020)

5802

0081
582

DD

SD
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２枚ドア

１枚ドア



1508K1
\88,182 （税抜）

F9EPEP-000119
W： 1520 Ｈ：1950 Ｄ：780

（内寸 W：1480 H：1800 D：735）
開口寸法：W：750 H：1730

1530SQ1
\201,819 （税抜）

F9EPEP-000121
W： 1520 Ｈ：1800 Ｄ：3000

（内寸 W：1480 H：1800 D：2960）
開口寸法：W：750 H：1730

2314F1
\166,364（税抜）

F9EPEP-000123
W： 2260 Ｈ：2000 Ｄ：1440

（内寸 W：2220 H：1800 D：1400）
開口寸法：W：750 H：1730

2308K1
\107,273（税抜）

F9EPEP-000122
W： 2260 Ｈ：1950 Ｄ：780

（内寸 W：2220 H：1800 D：735）
開口寸法：W：750 H：1730

2322F1
\192,728（税抜）

F9EPEP-000124
W： 2260 Ｈ：2000 Ｄ：2180

（内寸 W：2220 H：1800 D：2140）
開口寸法：W：750 H：1730
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〈オプション〉
木製床キット
\19,091 （税抜）

〈オプション〉
木製床キット
\54,546 （税抜）

〈オプション〉
木製床キット
\49,091 （税抜）

〈オプション〉
木製床キット
\32,728 （税抜）
\22,900（税込）

〈オプション〉
木製床キット
\70,910 （税抜）

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

シルバー クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

世界中に出荷されているユーロ物置。シンプルを極めた飽きないデザイン。
狭小スペースに最適な小型タイプから、バイクや自転車のガレージになる大型タイプまで豊富なサイズ。
床のないシンプルな構造なので、同サイズの物置と比べると価格も魅力的です。

EURO SHED



3008K2
\152,728 （税抜）

F9EPEP-000125
W： 3000 Ｈ：1950 Ｄ：780

（内寸 W：2960 H：1800 D：735）
開口寸法：W：1500 H：1730

3022F2
\282,728 （税抜）

F9EPEP-000127
W： 3000 Ｈ：2060 Ｄ：2180

（内寸 W：2960 H：1800 D：2140）
開口寸法：W：1500 H：1730

3037F2
\760,909 （税抜）

F9EPEP-000129
W： 3000 Ｈ：2060 Ｄ：3660

（内寸 W：2960 H：1800 D：3620）
開口寸法：W：1500 H：1730

3014F2
\245,455 （税抜）

F9EPEP-000126
W： 3000 Ｈ：2060 Ｄ：1440

（内寸 W：2960 H：1800 D：1400）
開口寸法：W：1500 H：1730

3029F2
\317,237 （税抜）

F9EPEP-000128
W： 3000 Ｈ：2060 Ｄ：2920

（内寸 W：2960 H：1800 D：2880）
開口寸法：W：1500 H：1730
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〈オプション〉
木製床キット
\35,455 （税抜）

〈オプション〉
木製床キット
\75,455 （税抜）

付 属 品：スノーキット

〈オプション〉
木製床キット
\53,637 （税抜）

〈オプション〉
木製床キット
\93,637 （税抜）

ユーロ物置共通仕様
素材: スチール（防錆加工済み）　　付属品: アンカー
設置方法: 大人2 人以上で組立
固定方法： アンカー（L 字金物＋ボルト・ナット＋アンカー

定固）〕トルボチーコは合場の床製木〔 　
※木製床パーツは付属しておりません（別売オプション）

※商品代金以外に配送料が別途必要です。配送料は商品サイズとお届け先により異なります。
※輸入品のため、予告なく仕様や価格が変更となる場合がございます。
※国内在庫のない場合は、お届けまでに 1ヶ月以上お時聞をいただく場合がございます。
※当ページ及び P158 に記載の内容をご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。
※ご注文後のキャンセル、ご返品は承れない商品です。
※ 4t車が侵入できない場合は別途費用がかかリます。侵入経路など充分調査してください。
※ 本体重量がございますので、配送中に本体に細かいキズが発生致します。あらかじめご了承願います。
※ フロアパネルは付属しません。別売オプション（木製床キット）を合わせてご注文いただくか、お客様ご自

身でご用意ください。

扉の開閉は貫抜タイプ。南京錠
用の穴が聞いているので施錠の
必要がある方は別途南京錠をご
用意ください。

フロアパネルは付属しません。
別売オプション（木製床キッ卜）
を合わせてご注文いただくか、
お客様ご自身でご用意ください。

ドアロック（カンヌキ）をステンレ
スにしたい方へオススメのドアロッ
クです。ステンレス製なのでサビ
に強く、メンテナンスがよりしやす
い商品です。
取り付け時は、プラスドライバーや
インパクトドライバーを使用します。

クリーム 若草 シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

クリーム 若草 ディープ
オーシャン

シルバー ウッドランド
グレー

SH
ED

 & SPACE
Australia
Austral ia
made

ステンレスドアロック
（オプション）
\2,909 （税抜）



Conservatory

ガラス越しに太陽光をたっぷりと取り入れる。
お庭と室内の中間的な空間で、植物に囲まれながら食事や趣味のスペースとして活用されるコンサバトリー。
季節の移ろい、あたたかな陽だまり、やさしい雨を感じながらお寛ぎ頂ける本物の英国製「Conservatory」をご提案致します。

コンサバトリーの原点は、数世紀前の英国貴族が所有した、植物や果実を保存・栽培するための温室に始まります。

ご用途、ご要望、ご予算などお伺いしてご提案。敷地や用途に合わせてカスタマイズも可能です。
フレキシブルな組み合わせが魅力の高級感溢れるコンサバトリーを、英国にてあなたのために１から製作いたします。

Conservatory



ス タ ン ダ ード

ベ ー シック

オ ラ ン ジェリー

カ ス タ ム ス タ イ ル
ご要望に合わせてご提案いたします。

ガゼボ

インコーナー

P シェイプ

T シェイプ

コンサバトリーご注文のご注意
コンサバトリーは、そとや工房がデザインのご提案から施工までを行います。
そとや工房の施工エリア外に設置をご希望の場合には、ご注文いただけない
場合がございます。
※商品のみの販売は行っておりません。
※詳しくは店頭にてお問い合わせください。

ペティート

アップライト

ビクトリアン3ベイ

ローピッチ

ビクトリアン5ベイ

England

SH
ED

 & SPACE



カントリーな木製物置。DIYで愛着もひとしお
釘が打てるから自由に棚を作ったり、ブリキの看板を打ちつけたり、トントン!カンカン！アレンジを楽しめます。
さらに!選べるカラーバリエーションで、自分だけの一棟を。
未塗装でのお届けや、特注サイズ・形状も可能です。

トレレボリ
［塗装済］\570,000 （税抜）

F9GTGT-MERITTO

［未塗装］\453,000 （税抜）

F9GTGT-MERITTO2
束石本数 6 本～

910延長セット
［塗装済］\206,000 （税抜）

F9GTGT-MERITTO-910

［未塗装］\167,000 （税抜）

F9GTGT-MERITTO2-910

610延長セット
［塗装済］\143,000（税抜）

F9GTGT-MERITTO-610

［未塗装］\124,000（税抜）

F9GTGT-MERITTO2-610

コ ストパ フォー マ ン ス に 優 れ た 人 気 商 品
両 開 きドア に す れ ば 、 大 き な 物 で も ラク ラク 収 納 !

トレレボリ

トレレボリ

本体 : フォレストグリーン
トリム : ホワイト
屋根 : オニキスブラック

910延長セット
［塗装済］\206,000 （税抜）

F9GTGT-FANDERU-910

［未塗装］\167,000 （税抜）

F9GTGT-FANDERU2-910

610延長セット
［塗装済］\143,000（税抜）

F9GTGT-FANDERU-610

［未塗装］\124,000（税抜）

F9GTGT-FANDERU2-610

使 い 勝 手 の 良 い 1 坪タイプ 。 かわいらしいデ ザインは、 存 在 感たっぷり !
延 長キットでコンパクトなバイクガレージにもなります。

ファールン

ファールン

本体 : フォレストグリーン
トリム : ホワイト
屋根 : オニキスブラック

ファールン
［塗装済］\596,000 （税抜）

F9GTGT-FANDERU

［未塗装］\518,000 （税抜）

F9GTGT-FANDERU2
束石本数 6 本～

カルマル
［塗装済］\739,000 （税抜）

F9GTGT-SUPIRITO

1220延長セット
［塗装済］\232,000 （税抜）

F9GTGT-SUPIRITO-1220

［未塗装］\624,000 （税抜）

F9GTGT-SUPIRITO2
束石本数 6 本～

［未塗装］\206,000 （税抜）

F9GTGT-SUPIRITO2-1220

カルマル

カルマル

本体 : インディアンレッド
トリム : ホワイト
屋根 : オニキスブラック

ス モ ー ル ハ ウ ス の ベ ストセ ラ ー 。
ガ ー デ ニ ン グ ル ー ム や 、バ イクガレ ー ジ として 庭 先 に ぴったりフィット 。

シェレフテオ
［塗装済］\908,000 （税抜）

F9GTGT-KARUSON

1220延長セット
［塗装済］\297,000 （税抜）

F9GTGT-KARUSON-1220

［未塗装］\780,000 （税抜）

F9GTGT-KARUSON2
束石本数 8 本～

［未塗装］\260,000 （税抜）

F9GTGT-KARUSON2-1220

ワ イド な 間 口 、 ゆ とりの 容 量 。 収 納 だ け で なく、
バ イクガレ ー ジ に も 最 適 なリー ズ ナ ブ ル モ デ ル 。

シェレフテオ

シェレフテオ 本体 : ライトアイボリー
トリム : チョコレート
屋根 : オニキスブラック

※本製品のご注文についてはP93、P94をご覧ください

SMALL HOUSE



ラハティ
［塗装済］\778,000 （税抜）

F9GTGT-OHDORI

1220延長セット
［塗装済］\232,000 （税抜）

F9GTGT-OHDORI-1220

［未塗装］\661,000 （税抜）

F9GTGT-OHDORI2
束石本数 6 本～

［未塗装］\206,000 （税抜）

F9GTGT-OHDORI2-1220

ノキア
［塗装済］\583,000 （税抜）

F9GTGT-KUREITON

910延長セット
［塗装済］\206,000 （税抜）

F9GTGT-KUREITON-910

610延長セット
［塗装済］\143,000（税抜）

F9GTGT-KUREITON-610

［未塗装］\513,000 （税抜）

F9GTGT-KUREITON2
束石本数 6 本～

［未塗装］\167,000 （税抜）

F9GTGT-KUREITON2-910

［未塗装］\124,000（税抜）

F9GTGT-KUREITON2-610

ちょっとした ス ペ ー ス を 有 効 活 用 !
ス キ ー や ゴ ル フ バッグ を 収 納 す る の にとって も 便 利 !ス マ ートワ ン ( 小 型 収 納 )

トゥルク
［塗装済］\479,000 （税抜）

F9GTGT-GIRUMOA
W： 2440 Ｈ：2480 Ｄ：1220
束石本数 4 本

［未塗装］\414,000 （税抜）

F9GTGT-GIRUMOA2
W： 2440 Ｈ：2480 Ｄ：1220

本　体 : マスタード
トリム : ライトブラウン
屋　根 : オニキスブラック

ウオピオ
［塗装済］\388,000 （税抜）

F9GTGT-KUREBA
W： 1820 Ｈ：2370 Ｄ：910
束石本数 4 本

［未塗装］\323,000 （税抜）

F9GTGT-KUREBA2
W： 1820 Ｈ：2370 Ｄ：910

本　体 : ホワイト
トリム : インディアンレッド
屋根 : オニキスブラック

ルレオ
［塗装済］\258,000 （税抜）

F9GTGT-CHIRUKO
W： 1220 Ｈ：1950 Ｄ：600
束石本数 4 本
※ドア変更、窓オプション不可

［未塗装］\214,000 （税抜）

F9GTGT-CHIRUKO2
W： 1220 Ｈ：1950 Ｄ：600

本　体 : スモーキーホワイト
トリム : ホワイト
屋根 : ブラウンウッド

1900

2070

1820（束石外々） 1820（束石外々）

2470

玄 関 先 や お 庭 の ア イ テ ム は こ の 中 へ !
お 庭 の アクセ ントと 実 用 性 を 両 立 !

2500

2690

2550

2440（束石外々）2440（束石外々）

マ ン サ ード 型 の 1 . 7 5 坪 タ イ プ !
特 徴 的 な デ ザ イ ンと 収 納 力 を 兼 ね 合 わ せ た ス グ レ モ ノ !

本体 : インディアンレッド
トリム : ホワイト
屋根 : オニキスブラック

本体 : マスタード
トリム : チョコレート
屋根 : オニキスブラック

SH
ED

 & SPACE

※本製品のご注文についてはP93、P94をご覧ください

Japan
Japan
madeUSA

USA
panel

カラーリング
組 み 合わせ
いろいろ

屋根

本体色

トリム色

本体色：インディアンレッド
トリム色：ホワイト

例

ご指定
 ください。

本 体 色 ・トリム 色 の カ ラ ー 屋 根 材 の カ ラ ー

※ オプションでトリムに「キシラデコール」等のステイン系塗料を塗ることも
できます。

※ 色の番号は、社団法人日本塗料工業会発行の塗料用標準色の色票番号
です。

※カタログの色見本は印刷のため実物の色とは異なる場合があります。
　色を選ぶ際は、必ず色見本帳でご確認ください。

仕様塗装：日本ペイントアクリル樹脂系非水分散
形塗料（弱溶剤系塗料）または同等品
塗料商品名：油性つや消しケンエースGⅡ

オニキスブラック

エステートグレー

ブラウンウッド

デザートタン

アジアングリーン

※ 5 色よりお選びください。

チョコレート
15-30F

（#205ダークブラウン）

ライトブラウン
17-50P

（#251ビニー）

ホワイト
N-93

（#201ホワイト）

クリームホワイト
22-90B

（#213クリームホワイト）

スモーキーホワイト
25-80C

（#201ホワイト
＋#202グレイ）
調合割合1：2

ライトアイボリー
22-85F

（#214ライトアイボリー）

マスタード
19-80L

（#201ホワイト
＋#203イエロー）
調合割合1：1

ディープブルー
69-40D

（#212ブルー
＋#207ブルーグレイ）
調合割合1：1

フォレストグリーン
42-30H

（#206グリーン）

インディアンレッド
07-30L

（#204レッドブラウン）

ドアノブ
（カギ付）

取 手 の 種 類

レバーハンドル式金物は鍵付きで開閉を
確実にし、しっかりと施錠できます。また、両
方向からの出入りが必要な場合は、ドアノ
ブ式金物をお選びいただけます。
※内側に取手が必要な場合はドアノブを
　選択してください。

レバーハンドル
（カギ付）

ラッチ
（ 市 販 の 南 京 錠
にて施錠可）



アスファルトシングルは耐久性に優れたグラスファイバー製の
屋根材です。部分的な補修もできます。屋根には積雪 1.5m
相当の荷重がかかってもビクともしません。 ※ 1 また、屋根材
はストーン粒子を圧着させている素材のため、雪は滑りおちに
くくなっております。※ 2

※1 カルマルタイプに2.4トンの砂袋を乗せて、荷重試験を行っ
た結果です。

※2 設置場所によっては風雪などにより、軒先部分に雪がたま
り、雪庇が解け落ちる場合があります。

スモ ー ルハウスの 特 徴
外 壁 耐 久 性 に 優 れ た ス マ ート サ イ ディン グ を 採 用 。 構 造 耐 荷 重 性 と 収 納 力 を 両 立した 、 優 れ た 設 計 構 造 。

外壁の仕上げ材として使用されるスマートサイディングは、木目調を型押ししたOSBで、非常
に耐久性に優れた外壁です。
厚みは9㎜あり、数年に一度のペンキ塗りで、いつでも美しくお使いいただけます。お好きな
色を塗って、あなただけのシンプルホームが完成します。

スマートサイディング

屋根はアスファルトシングル！
積雪 1.5m 相当の荷重に耐えられます。芯材はOSB合板同様の精度と

安定性があります。

ホウ酸塩加工によりカビやシロ
アリを防止します。

塗りやすいペンキ下地
処理加工の樹脂浸透層
は湿気防止します。

表層を守る
上質耐久コーティング処理

陰影のあるシーダー
木目調の表面加工

特殊なコーティングに
より、強度向上と湿気
防 止 性 能を高 めて い
ます。

コンパクトなボディーなのに、内部の空間はとてもゆったり。
ガゼットまたはメタルプレートにより荷重を分散してとても堅
牢なつくりです。また、構造は 2×4 工法を採用しているので、
一般の住宅と同じ強度なため、とても丈夫で安心です。シン
プルホームの床構造は、防蟻防虫として 2 × 4 防腐剤加圧注
入剤（標準）使用。 床面は 15.5㎜を使用していますが、バ
イクや除雪機などをのせる為にオプションで床補強もご用意し
ております。頑丈なガゼット構造

ガゼット式屋根でたっぷり収納！
耐久性の高い、木造の床。

1. 物置、ガレージの基礎工事および束石工事は、代金には含まれておりません。
2.  運搬用車両が通行できないような狭いところ、道路から遠く離れたところな

ど、運搬場所によっては、設置できない場合がございます。
3. 価格には特別な場所への設置費用、工事費、運賃は含まれておりません。
4.  母屋と密着させるなど、直接落雪する場所への設置は、避けてください。ま

た、1m以上屋根に雪が積らないように、雪おろしをしてください。

その他のご注意

5. 輸入部材の入荷状況により、納品まで2～3ヶ月ほどかかる場合がございま
すのでご了承ください。
6.  物置およびガレージの面積が10㎡以上の場合、建築確認申請が必要です。

詳しくはお近くの市町村の建築課にお問い合わせください。
7. 束石、羽子板、アンカー等は現場に合わせて適宜ご用意願います。

設置場所について

木の特性について

● 建物の屋上など、不安定な場所には設置できません。
● 敷地境界ぎりぎりに設置する場合は、50㎝以上離しましょう。また、組立・設置の際は必ずお立ち会いください。
● 大屋根から雨水や雪が、直接屋根に落ちる場合には、設置しないでください。
● 崖のふち、風当たりの強い場所など、安全の確認ができない場所には、設置しないでください。
● 水道メーター、下水や、住宅の電気メーターなど、設置場所に障害物がある場合、設置できません。
● 地盤の弱いところや、水はけの悪いところへ設置する場合は、束石工事（別途）をおすすめします。
● 冬期間は屋根に雪がたくさん積もる前に、早めに雪下ろしを行ってください。

木は生きています。鉄などの工業製品とは違い、木にはいろいろな特性がありますが、それが自然の風合いとし
てやわらかさや温かさに感じて頂けると思います。SMALL HOUSE は、厳選した材料を使用しておりますが、「や
にすじ」「ふし」「等級マーク」が含まれることもあります。その特性をより理解して頂くことで木と長くつきあっ
て頂けると思います。

※防腐土台セットは基礎製作時にアンカー設置が必要です。

床 仕 様につ いて
標準仕様は床パネルとなります。土間コン
クリート基礎に設置される場合に、コンクリー
ト床でのご使用をご希望の場合には、床パネ
ルを防腐土台セットへ変更が可能です。ご注
文の際にご指定ください。

カルマル防腐土台セット参考図

〈床パネル（標準）〉 〈防腐土台セット〉※ご希望の場合はご指定ください。

羽子板
（床と固定します）

穴を開けて、
アンカーで
固定

妻 壁 パ タ ー ン  標 準
F9GTGT-WALL

標準ドア
\72,000 （税抜）

F9GTGT-DOOR
W： 800 Ｈ：1800

ダイアモンド
（ひし形）
\98,000 （税抜）

F9GTGT-WINDOWDOOR-DIA
W： 800 Ｈ：1800

（採光窓 W：430 H：430）

スクエア（角形）
\98,000 （税抜）

F9GTGT-WINDOWDOOR-SQ
W： 800 Ｈ：1800

（採光窓 W：430 H：430）

ウッドドア
\167,000 （税抜）

F9GTGT-WOODDOOR
W： 800 Ｈ：1800

（採光窓 W：620 H：760） 木製窓
\73,000 （税抜）

F9GTGT-WINDOWSET
W： 400 Ｈ：600 シャッター・花箱

明透㎜3スラガ層単、材DKスルプス ： 種材

ドア用木製窓
\26,000 （税抜）

F9GTGT-WINDOW
W： 430 Ｈ：430
※標準装備のドアに窓を追加
する場合にご注文ください。

オプション
両開きへの追加ドアとしてご使用ください。

追加用ドア＋ドア用窓を組合せてひし形、角形のオシャレなドアになります。

※基本セットの金額に含まれています。

妻 壁 オ プ ション
+\10,000（税抜）

F9GTGT-WALL5250

アーチ

ベル

フレンチ

チューダー

妻 壁 オ プ ション
+\13,000（税抜）

F9GTGT-WALL8400

ボックス

クローバー

ダイヤ

サークル

ドア （ d o o r ） 窓

床補強
\12,000 （税抜）

F9GTGT-FLOOR

※ バイクのスタンドの下には鉄板など
を敷いて、一点に荷重が集中しな
いようにしてください。

床の強度を高め、バイクや除雪機など
重量物を収納する場合、床補強をおす
すめします。

標準の場合

床 補 強

プレーン

ポスト

ダブルポスト

トラス

クイーン

※ルーフデッキ及び板金工事別途。屋 根 の 形 も 変 更 で き ま す

無 料

SMALL HOUSE

三角屋根（標準） 片流れ屋根



HARAPPA GANG

Children love fun and the more fun they have,

the healthier they will grow up. Providing

garden play houses for your children is a great 

way to provide an entertainment center for

them so they can have fun and keep active at

the same time.



《マークの説明》禁止事項ばかりの公園。心配なニュース。
外で元気にあそぶ、走りまわる、といった事が難しい時代になってきました。
でも子どもの脳の発達には“スポーツではない運動”が重要。
学力を司る神経は高学年からついてくるのとは反対に、柔軟性やバランス、身のこなしなどは
幼少期～学童期に出来あがります。そして特に危険を回避する時には脳がググッと発達するそう。
さぁ、今日からは外あそびでわんぱくキッズを育てましょう！親も子どもも自然と笑顔になっちゃいますよ。

※写真はイメージのため一部形状が異なります。

ドイツの製品安全法（ProdSG法）にもとづいて検査され、安
全性について認証を受けています。

GS マーク

TÜV マーク認証を受けた製品の製造工場は、定期的に検査
を行い、認証を受けた製品が量産過程において適切に生産
されていることが確認されます。

下記マークのある製品（木材を除く）は製品の安全規格への適合性について検査・
認証を受けています。

TÜV NORD

欧州規格 EN71-1-2-3-8(Safety of toys/玩具の安全性 )に
基づいて検査され、BÜREAÜ VERITASまたはTÜV NORD
の認証を受けています。EN71

はらっぱギャング



木材の欠点である割れ・腐れを克服した画期的な保存処理木材
国産杉に低分子フェノール系木材保存剤を加圧注入し、養成後乾燥 - 熱硬化処理を施した保存処理木材
です。樹脂注入により木材の欠点であった割れと腐食、シロアリ被害を抑制し、寸法安定性に優れています。

エコアコールウッドとは

（エコアコール加工を施した部分
はシロアリの攻撃を受けません）

エコアコールを注入し硬化して
いるので水をはじき腐りにくく
耐久年数は17年以上と言われ
ています

KD（人工乾燥）剤の2倍以上の
抑制効果があり、ささくれがほ
とんど出ないため裸足での使用
が可能！

燃やしても有毒ガスが出ず
水質の汚染がありません

軽量で反りにくい

子供や妊婦、ペットなどが触
れたり、なめたりしても安全
です　※無塗装の場合

出雲大社や厳島神社の水中
柱としても長年使用されてい
ます

はらっぱギャングの木材は、
高品質なエコアコールウッドを使用しています！

シロアリ抑制 汚染物質が出ない

腐りにくい 含水率 19%

非金属保護処理

割れ抑制
多数の採用実績

※カット断面はエコアコールの処理がされていませんので市販の塗料を塗布してください。（無塗装の場合）

エコアコールウッド経年変化

塗装色 色見本（ステイン塗料）　　※実際の色と多少差がある場合があります。色の目安としてご覧ください。イメージの違いによる返品はお受けできません。

オールナット グレーアンバー シルバーバーチ チーク ナチュラル パイン パドーク

パリサンダー ホワイト マースブラウン ライトオーク リグナンバイト ルパイン レッドウッド

H
ARAPPA G

AN
G

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

Belgium
（木材：日本）



はらっぱBASE
（エコアコールウッドセット）

塗装なし \262,000 （税抜）

塗装あり\303,000 （税抜）

O2KTHU-000513
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※テント屋根色をお選びください。
※塗装色はP97をご覧ください。
※はしご・すべり台別売

別売：

別売

白ロープ固定

はらっぱ BASE オプション

※写真はイメージのため一部形状が異なります。　※ベル等のアクセサリ、小物類は含まれておりません 

標準仕様：テント屋根

オプション：木製屋根

すべり台 H1500 ▶ P107

149 cm
約

15
6 

cm
約67cm

約234cm

20
0 

cm

20
0 

cm

200 cm200 cm

200 cm

はらっぱBASE用金具
（木材なし）
\35,600 （税抜）

O2KTKT-000507
付属品：テント屋根
※木材は別途ご用意ください。
※テント屋根色をお選びください。

赤緑 ストライプ

はらっぱ BASE オプション

階段はしご H1500
塗装なし \31,000 （税抜）

塗装あり\41,200 （税抜）

O2HUHU-000519
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※完成品でお届け

はらっぱBASEオプション
木製屋根
塗装なし \59,800 （税抜）

塗装あり\73,900 （税抜）

O2HUHU-000521
受注生産品（納期10 ～15日）

スタンダードはしご
塗装なし \20,000 （税抜）

塗装あり\21,500 （税抜）

O2HUHU-000613
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※完成品でお届け

305
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270
60

270
60

270
60

305

498
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0

1,
50

0

958.4

30
0

安全領域

はらっぱ BASE オプション

ステップ
（エコアコールウッドセット）

塗装なし \45,500 （税抜）

塗装あり\51,900 （税抜）

O2KTHU-000979 
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※はらっぱBASE「L型」にはお取付できません。
※塗装色はP97をご覧ください。

ステップ用金具
（木材なし）
\8,300 （税抜）

O2KTKT-001011
※木材は別途ご用意ください。

敷地に合わせて開口方向が変更可能

1,
49

0

1,562.13

ロープ坂 ▶ P101

クライミングウォール ▶ P101

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

はらっぱBASE Belgium
（木材：日本）



カスケード用金具
（木材なし）
\19,000 （税抜）
￥20,520（税込）

O2KTKT001010
※木材は別途ご用意ください。

CHALLENGER用金具
（木材なし）
\28,200 （税抜）

O2KTKT-001012
※木材は別途ご用意ください。

CHALLENGER
（エコアコールウッドセット）

チャレンジャー  エコアコールウッドセット
塗装なし \160,700 （税抜）

塗装あり\184,000 （税抜）

O2KTHU-000980 
エコアコールウッド
はらっぱBASE・CASCADEに接続可能
受注生産品（納期10 ～15日）
※単体でのご使用はできません
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※ブランコ別売

はらっぱ CASCADE
（エコアコールウッドセット）

はらっぱカスケード エコアコールウッドセット
塗装なし \272,000 （税抜）

塗装あり\339,200 （税抜）

O2KTHU-000978
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※すべり台別売　　　　
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※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません　※Ｐ110のご注意をご一読ください

カスケード／チャレンジャー Belgium
（木材：日本）



200 cm

20
0 

cm
20

0 
cm

200 cm

はらっぱBASEオプション
ブリッジ
イタウバ材セット
塗装なし \59,000 （税抜）

塗装あり\60,700 （税抜）

O2KTHU-000517
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※エコアコールウッドではありません。

はらっぱBASEオプション
砂場囲い２段用（追加板）
塗装なし \10,800 （税抜） 塗装あり\13,300 （税抜）

￥14,364（税込）

O2KTHU-000522
W： 1270 Ｈ：130 Ｄ：38
受注生産品（納期10 ～15日）
エコアコールウッド
4枚セット
※要組立
※市販のビスをご利用ください。
※塗装色はP97をご覧ください。
※砂は別途ご用意ください。

はらっぱBASEオプション
片側ブランコ
エコアコールウッドセット
塗装なし \55,200 （税抜）

塗装あり\60,700 （税抜）

O2KTHU-000518
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※ブランコ別売
※塗装色はP97をご覧ください。

片側ブランコ用金具
（木材なし）
\21,500 （税抜）

O2KTKT-000512
※ブランコ別売
※木材は別途ご用意ください。

ブリッジ用金具＋ネット
（木材なし）
\25,200 （税抜）
￥27,216（税込）

O2KTKT-000511
※木材は別途ご用意ください。

はらっぱ B A S E オ プ ション
はらっぱBASEと組み合わせて、我が家オリジナル遊具の完成！
成長に合わせてレベルアップしていけるのも楽しみのひとつです。
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安全領域

安全領域

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

はらっぱBASE
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はらっぱBASEオプション
ロープ坂
エコアコールウッドセット
塗装なし \48,900 （税抜）

塗装あり\53,900 （税抜）

O2KTHU-000516
受注生産品（納期10 ～15日）
※ロープ含む
※板は完成品です。ロープのみ要取付
※塗装色はP97をご覧ください。

はらっぱBASEオプション
クライミングウォール
エコアコールウッドセット
塗装なし \39,400 （税抜）

塗装あり\44,900 （税抜）

O2KTHU-000520
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※ホールド5コアソート含む
※板は完成品です。ホールドのみ要取付

ロープ坂用ロープ＋金具
（木材なし）
\7,700 （税抜）

O2KTKT-000510
※木材は別途ご用意ください。

力がついたら、はしごとチェンジ！

大きくなったら、
人気のボルダリングに

トライしてみて！

15

20

クライミングホールド
（木材なし）
\5,900 （税抜）

O2KTKT-000482
approx.φ100-φ120㎜
重 量：1.90㎏
素 材：ポリレジン
付 属 品：取付金具
カ ラ ー：5 カラーアソート
※木材は別途ご用意ください。
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安全領域

安全領域
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※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません　※Ｐ110 のご注意をご一読ください

Belgium
（木材：日本）



はらっぱSWING
エコアコールウッドセット
塗装なし \73,200 （税抜）

塗装あり81,500 （税抜）

O2KTHU-000514
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※ブランコ別売

はらっぱSWING 用金具
（木材なし）

\24,100 （税抜）

O2KTKT-000508
※ブランコ別売
※木材は別途ご用意ください。

200 cm

20
0 

cm

20
0 

cm

200 cm

※写真はイメージのため一部形状が異なります。

上部柱は面取りが必要です

面取り

安全領域

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

はらっぱSWING Belgium
（木材：日本）



はらっぱDUO
エコアコールウッドセット
塗装なし \135,700 （税抜）

塗装あり\149,800 （税抜）

O2KTHU-000515
すべり台H1200付（下記３色よりカラーを選択）
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※ブランコ別売

はらっぱDUO 用金具
（木材なし）

\36,100 （税抜）

O2KTKT-000509
※ブランコ、すべり台別売
※木材は別途ご用意ください。
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階段はしご H1200
塗装なし \30,000 （税抜）

塗装あり\40,200 （税抜）

O2HUHU-000617
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※完成品でお届け
※塗装色はP97をご覧ください。
※取付金具は別途ご用意ください。

はらっぱ DUO オプション
すべり台 H1200　イエロー／パープル／ライムグリーン
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※写真はイメージのため一部形状が異なります。

上部柱は面取りが必要です

面取り

安全領域
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※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません　※Ｐ110のご注意をご一読ください

はらっぱDUO Belgium
（木材：日本）



はらっぱミニスライダー　
エコアコールウッドセット
塗装なし \63,000 （税抜）

塗装あり\73,000 （税抜）

O2KTHU-000542
すべり台 H600 付
カラー：アップルグリーン、パープルよりお選びください。
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※要組立
※塗装色はP97をご覧ください。
※ビス等取付金具は別途ご用意ください。

200 cm

200 cm

20
0 

cm

200 cm

200 cm

鉄棒幅 900mm
塗装なし \17,300 （税抜）

塗装あり\18,800 （税抜）

O2KTHU-000610
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）

鉄棒幅 1250mm
塗装なし \18,500 （税抜）

塗装あり\20,000 （税抜）

O2KTHU-000823

鉄棒幅 900mm
塗装なし \30,200 （税抜）

塗装あり\32,700 （税抜）

O2KTHU-000611
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）

鉄棒幅 1250mm
塗装なし \32,600 （税抜）

塗装あり\35,100 （税抜）

O2KTHU-000824

はらっぱ GYM
追加柱
塗装なし \11,000 （税抜）

塗装あり\12,500 （税抜）

O2HUHU-000618
エコアコールウッド
受注生産品（納期10 ～15日）
※～1900mm（埋め込み部H400
　含む）で指定してください。
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鉄棒 ▶ 別売り ポールカバー ▶ 別売り

※写真はイメージのため一部形状が異なります。

安全領域

はらっぱ GYM シングルエコアコールウッドセット

はらっぱ GYM ダブルエコアコールウッドセット

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

はらっぱMINI SLIDER Belgium
（木材：日本）



すべり台 H1500
\27,300 （税抜）

O2KTKT-0004 □□
※□□はカラー番号が入ります
重 量：10kg
素 材：HDPE
カ ラ ー：レッド（RD）、イエロー（YE）、ブルー（BL）

ライムグリーン（LM）、パープル（PU）、
ターコイズ（TQ）

※取付金具は別途ご用意ください。

すべり台 H1200
\22,200 （税抜）

O2KTKT-0004 □□
※□□はカラー番号が入ります
重 量：7kg
素 材：HDPE
カ ラ ー：イエロー（YE）、ライムグリーン（LM）、

パープル（PU）
※取付金具は別途ご用意ください。

夏は
ウォータースライダーに

変身！！

2010

12
00

49
0

2282

※写真はイメージのため一部形状が異なります。

ライムグリーン パープル

すべり台 H600
\12,900 （税抜）

O2KTKT-0004 □□
※□□はカラー番号が入ります
重 量：1.95kg
素 材：HDPE
付 属 品：なし
カ ラ ー：ライムグリーン（LM）、パープル（PU）
※取付金具は別途ご用意ください。

1183

60
0

37
7

1322

※H1500とH1200のみ　 ※使用される場合はホース接続部にドリルで穴をあけてください。

夏はウォータースライダーに変身！ H
ARAPPA G

AN
G

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

すべり台 Belgium



ブランコ レインプルーフ
\4,200 （税抜）

O2KTKT-0004 □□
※□□はカラー番号が入ります
1.90m-2.40m
重 量：0.88㎏
素 材：HDPE、PHロープφ10
カ ラ ー：グリーン（65）・ライムグリーン（66）・

ターコイズ（67）・ピンク（68）

ブランコ
ナチュラルパインウッド
\4,400 （税抜）

O2KTKT-000464
1.85m-2.40m
重 量：1.30㎏
素 材：パインウッド、PHロープφ12
※天然木のため経年変化があります

ブランコ スパイダー
\23,300 （税抜）

O2KTKT-000475
1.80-2.40m
重 量：5.70㎏
素 材：PP10
カ ラ ー：グリーン、ブルー
※2人乗りブランコ用吊り金具（別売）×2コ要

ターザンロープ
ブイブランコ レッド
\13,400 （税抜）

O2KTKT-000469
2.00m-2.40m
重 量：2.30㎏
素 材：PVC、PHロープφ12
※空気の入っていない状態でお届けします。

ターザンロープ 
モンキースウィング
イエロー
\4,200 （税抜）
￥4,536（税込）

O2KTKT-000470
1.80m-2.40m
重 量：0.60㎏
素 材：HDPE、PHロープφ12

モンキースウィング
for ターザンワイヤー レッド
\4,200 （税抜）

O2KTKT-000977
1.80m-2.40m
重 量：0.60㎏
素 材：HDPE、PHロープφ12
※ターザンワイヤーと組み合わせはこちらをお選び
ください

ベビーブランコ
\12,200 （税抜）

O2KTKT-000471
1.90m-2.40m
重 量：2.90㎏
素 材：HDPE、PHロープφ12
※成長に合わせて取り外しできます

Ø 410
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吊り金具 ▶ P110×2

※対象年齢
　1才頃から

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

ブランコ＆クライミング



2 人乗りブランコ
\27,100 （税抜）

O2KTKT-000472
2.00m-2.40m
重 量：8.50㎏
素 材：HDPE、メタルフレーム、PHロープφ12
※要組立
※2人乗りブランコ用吊り金具（別売）×2コ要

2 人乗りブランコ 
背中合わせ
\17,200 （税抜）

O2KTKT-000473
2.05m-2.40m
重 量：4.55㎏
素 材：HDPE、PHロープφ10

※要組立
※納期はお問合せ下さい

※2人乗りブランコ用吊り金具（別売）×2コ要

56
7

885

437

Ø 25

980

390

59
5

縄ばしご
\5,800 （税抜）

O2KTKT-000479
2.10m-2.40m　　1.95m　　5rungs
重 量：1.70㎏
素 材：PHロープφ12

400

Ø 35

↑

350㎜

↓

空中ブランコ
\3,900 （税抜）

O2KTKT-000476
2.05m-2.40m
重 量：0.70㎏
素 材：PHロープφ12

580

Ø 35

クライミングロープ
\5,000 （税抜）

O2KTKT-000478
L：1,800　　φ25　　1.80-2.30m
重 量：0.50㎏
素 材：PHロープφ25

吊り金具 ▶ P110×2 吊り金具 ▶ P110×2
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※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません

Belgium

※吊り金具は別途ご用意ください

【受注輸入】

縄ばしご トライアングル
\18,700 （税抜）

O2KTKT-000480
2.35m-2.65m　　2.10m
重 量：7.80㎏
素 材：PHロープφ12

580

Ø 35

※納期はお問合せ下さい

【受注輸入】



ターザンワイヤー
\19,600 （税抜）

O2KTKT-000477
重 量：3.60㎏
素 材：PA、メタル
付 属 品：スチールケーブル：30m×φ4

鉄棒 900㎜
\6,300 （税抜）

鉄棒 1250㎜
\7,800 （税抜）

クライミングホールド
\5,900 （税抜）

O2KTKT-000482
approx.φ100-φ120㎜
重 量：1.90㎏
素 材：ポリレジン
付 属 品：取付金具
カ ラ ー：5カラーアソート

26
6
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185

15

20

900 / 1250

Ø 33

Ø 9

125

35

PH ロープとは？
PH ロ ー プ（poly hemp rope）
とは天然の風合いを持つ合成麻。
小さなお子様でも手触りがよく、
耐候性に優れています。

O2KTKT-000821
1250㎜
重 量：2.05kg
素 材：ステンレス
付 属 品：なし
※取付金具は別途ご用意ください。

O2KTKT-000481
900㎜
重 量：1.60㎏
素 材：ステンレス
付 属 品：なし
※取付金具は別途ご用意ください。

※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません　

クライミング

別売の
「モンキースウィング（P106）」
などを合わせてもOK

Belgium



潜望鏡
\4,300 （税抜）

O2KTKT-000495
重 量：0.52㎏
素 材：HIPS
付 属 品：ねじ4本
カ ラ ー：イエロー

ステアリングホイール
\3,100 （税抜）

O2KTKT-000494
重 量：0.63㎏
素 材：HIPS
付 属 品：取付金具
カ ラ ー：レッド

双眼鏡
\4,600 （税抜）

O2KTKT-000496
重 量：0.52㎏
素 材：HDPE
付 属 品：取付金具、イエローレンズ×2、スペ

アピンクレンズ×2、透明レンズ大×2
カ ラ ー：オレンジ×ライムグリーン

ベル
\4,100 （税抜）

O2KTKT-000498
重 量：0.43㎏
素 材：PP
付 属 品：ねじ2本
カ ラ ー：レッド

望遠鏡
\4,300 （税抜）

O2KTKT-000500
重 量：0.73kg
素 材：HDPE
付 属 品：ねじ
カ ラ ー：ターコイズ×ライムグリーン

テレフォン
\3,400 （税抜）

O2KTKT-000497
重 量：0.17㎏
素 材：PP
付 属 品：ねじ
カ ラ ー：イエロー
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※対象年齢３才以上　※送料及び組立設置費用は含まれていません　

Belgiumアクセサリ



・  はらっぱギャングの製品は家庭用遊具です。公共施設及び商業的な目的のために使用すること
は出来ません。

・ ベビーブランコを除いて、すべての製品は3歳以上のお子様に適しています。
・ 組立設置が完成するまで、子供たちが組立中の商品に触ったり使用しないよう確実に管理して

ください。
・ 組み立て、分解には最低大人２人以上が必要です。
・ アンカーはコンクリートでしっかりと固定してください。またコンクリート部は土被り厚さ10cm

以上を確保してください。
・ 遊具を安全に利用するために必要な安全領域の範囲は、子供が遊具から落下したり飛び出した

りした場合に到達すると想定される範囲です。安全領域内では遊具本体を除き、衝突の危険と
なるような障害物（壁、フェンス、物干しを含む）やつまずきの原因となる異物、突起物、コ
ンクリートやアスファルトなど固い設置面があってはいけません。

・ 製品は平らな場所へ設置し、階段や高低差のある場所、転落の恐れがある場所、傾斜のある
場所、火器のある場所等危険場所には設置しないでください。

・ すべての製品は必ず大人が使用前点検を行い、危険のないようにしてください。
・ 製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず使用前及び定期的に点検をし、不

具合があった場合、おかしいなと思った場合は速やかに使用を中止し、部品の交換をしてくだ

さい。また安全が確保されるまで使用しないでください。
・ 製品は保護者の監視の下で正しく使用してさい。
・ 製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。
・ 説明書は必ず保管し、設置、使用の前によくお読みになり、記載内容をお守りください。
・ ジューシーガーデンでは材料のみの販売を行っております。施工方法の不備や、お客様で製品

を加工された場合に生じた製品の不具合や事故には対応できませんのでご了承ください。
・ 製品は無塗装でご使用いただくことが最善ですが、エコアコールウッド以外の樹種をご使用の

場合で劣化を防ぐために塗装される時、及び美観目的での塗装済みエコアコールウッドウッドを
使用される場合は塗料により滑りやすくなりますのでご注意ください。

・ 各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の誤差がございますのでご了承ください。
・ 誤った使用や不適切な取り扱い等によって生じた損害については一切の責任を負いかねます。 
・ 製品改良のため、予告なくサイズや仕様等を変更する場合があります。
・ 各製品の画像は実際の色とは異なる場合があります。
その他、巻末の免責事項をご一読願います。

※ 木材とのセット商品を購入される場合は、搬入に４ｔ車が必要になりますので４ｔ車が進入でき
ることが条件となります。お届け中に進入不可能と判明した場合、別途費用が発生します。

ブランコ用吊り金具 
貫通タイプ 140L
\700 （税抜）

O2KTKT-000502
type O
140㎜
M12
重 量：0.34㎏
素 材：亜鉛メッキスチール
※1コ売

2 人乗りブランコ用吊り金具
\4,300 （税抜）

O2KTKT-000503
重 量：1.50㎏
素 材：亜鉛メッキスチール
※1コ売

ポールカバー
\700 （税抜）

O2KTKT-000506
内　 寸：89×89mm
重 量：0.05㎏
素 材：HDPE

グランドアンカー
\1,100 （税抜）

O2KTKT-000504
重 量：0.80㎏
素 材：亜鉛メッキスチール
※1コ売
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R 3㎜以上面取り要

ボルトカバー
\100 （税抜）

O2KTKT-000505
8-10㎜
重 量：0.010㎏
素 材：PP
※1コ売

ブランコ用吊り金具 
90 角丸
\1,100 （税抜）

O2KTKT-000501
SQUARE □　90X90㎜
GALVANISED　3.00㎜
重 量：0.52㎏
素 材：亜鉛メッキスチール
※1コ売

【ご注意】

ブランコ用吊り金具
インドアタイプ
\1,500 （税抜）

O2KTKT-000822
W 約 90xH 約 168×D90
素　 材：亜鉛メッキスチール
重　 量：0.33kg
耐 荷 重：約70kg
発送までの目安：約 1 週間（あくまで目安となります）

※送料及び組立設置費用は含まれていません

パーツ Belgium



　
PLEASANTLY

When you see life is as a pleasant journey,

good things start happening and new

doors open.







APELUCA PIZZA 
OVEN POT
アペルカ　ピザオーブンポット

\18,000 （税抜）

K1AXAX-001029
W： 約２９０ Ｈ：約 140 Ｄ：約 240
重 量：約1470g
素 材：本体：鋼板（シリコン樹脂塗装） 

、蓋・ピザプレート：ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）、中
蓋：鋼板（フッ素樹脂加工）、つま
み：ウォールナット（天然オイル
塗り）、ハンドル：フェノール樹脂 
ステンレス鋼（クロム18％）

付 属 品：レシピブック、収納袋付き

APELUCA TABLE TOP 
SMOKER 
アペルカ　テーブルトップスモーカー

\15,000 （税抜）

K1AXAX-001028
W： 約 230 Ｈ：約 220 Ｄ：約 180
重 量：約830g
素 材：鋼板（シリコン樹脂塗装）、蓋・内蓋・網：ステ

ンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、チッ
プ皿：ステンレス鋼(クロム18％)、つまみ：
ウォールナット（天然オイル塗り）

付 属 品：レシピブックスモークチップ50g、スモーク
ウッド100g、収納袋付き

APELUCA
PIZZA 
OVEN POT

APELUCA
TABLETOP
SMOKER

移動や仕舞う際に便利な収納袋が付属しているのも嬉し
いポイント。

移動や仕舞う際に便利な収納袋とスモークチップ 50g、スモーク
ウッド 100g が付属しているので、お手元に届いたときからすぐに
燻製を楽しむことができますよ。

青空の下、風や空気、光を感じながら食べるピザは最高！
気の合う仲間と集まれば、PARTY の始まり！

卓上コンロでお手軽ピザパーティー

待ち時間も楽しもう。
チーズやナッツを投入してチップに火をつけたら、
揺らぐ煙を見ながらまずは乾杯。のんびり大人時間が心地いい。

思いたったら燻製日和！

APELUCA Japan



60 秒でカリッ！モチッ！
手軽に本格ピザが楽しめるペレットオーブン

ポータブルピザオーブン 
KABUTO（カブト）
\29,800 （税抜）

O3FSFS-001500
W： 440 Ｈ：740 Ｄ：836（ハンドル、煙突含む）

重 量：
燃　 料：木片、薪、木質ペレット
付属品 ：ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
備　考 ：12インチ（直径30cm）または32cm四方までのピザが焼けます、組立式

約16.5kg

PLEASAN
TLY

KABUTO

※安定して置ける水平地にてお使いください。
※燃料は別途ご用意ください。
※火傷の心配がございますので使用中煙突や全面部、後面部には触れないでください。

Japan

お庭やキャンプなどアウトドアで
ピザパーティを楽しみたい。
「KABUTO」はそんなが希望がかなえられる
どこでも持ち運べて様々な場所でピザが焼ける
可愛らしいピザオーブンです。

アウトドアで本格ピザが楽しめるアウトドアで本格ピザが楽しめる



自然に還るBBQ GRILL

美しい焚火のカタチ

Flint cor-ten firepit
フリント コールテン

\46,000 （税抜）

O9HVHV-001240
W： 450 Ｈ：500 Ｄ：450
重 量：14kg
素 材：cor-ten

Flint stainless 
steel firepit
フリント ステンレス

\187,000 （税抜）

O9HVHV-001241
W： 450 Ｈ：500 Ｄ：450
重 量：14kg
素 材：stainless steel

CASUS GRILL
CRAFT GRILL
カサスグリル　クラフトグリル

\1,200 （税抜）

O3APAP-001235
W： 315 Ｈ：117 Ｄ：255
素 材：竹炭、火山石、竹、ダンボール

Flint

5 分で着火 ! 北欧生まれの使い捨てコンロ

その名の通りダンボールと天然素材で出来ていて ECO でナチュラル、
そして後片付けがラクチン。
着火も簡単で防災用としてもキープしたい！
フォトジェニックなルックスも人気の秘密です。

隙間から灯りが漏れる美しい意匠。 
日中もアートのような佇まいでお庭のアクセントとして。欧州で人気の錆を楽しむモダンなコールテン鋼と、
スタイリッシュなステンレスからお選びいただけます。

CASUS GRILL ／Flint

Holland

Danmark



Tipi120
ティピ 120

\63,000 （税抜）

I2FSFS-001225
W： 460 Ｈ：1200 Ｄ：460
重 量：30.0kg
素 材：コールテン鋼
組立式
※Tipi120での調理にはクッキングスタンドを
　ご利用ください。
※Tipiグリルは150のみのオプションです。

Tipi150
ティピ 150

\83,000 （税抜）

I2FSFS-001223
W： 680 Ｈ：1470 Ｄ：680
重 量：50.0kg
素 材：コールテン鋼
組立式

Tipi グリル
（Tipi150 専用）
\21,000 （税抜）

O3FSFS-001224

（税抜）

W： Ｈ：470 Ｄ：400

Hexbox
ヘックスボックス

\18,900

F7FSFS-001227
540

重 量：17.0kg
素 材：コールテン鋼
組立式

Hexbox half
ヘックスボックス ハーフ

\16,500 （税抜）

F7FSFS-001228
W： 540 Ｈ：240 Ｄ：400
重 量：14.0kg
素 材：コールテン鋼
組立式

Tipi

クッキングスタンド
\11,000 （税抜）

O3FSFS-001226
W： 240 Ｈ：110 Ｄ：195
重 量：1.2kg
素 材：鍛鉄（黒塗装仕上げ）
日本製

錆びた鉄の味わいを楽しむ北欧のファイヤープレイス。
環境と調和していくアートオブジェのようなストーブです。

Tipi／Firewood rack Danmark



UniFlame 544a
ユニフレーム 544a

￥250,000 （税抜）

A1JGRD-flame544a
W： 990 Ｈ：460 Ｄ：400 1.7L
素　 材：ステンレス、ガラス、セラミック
カ ラ ー：BlackｘSUS
燃　 料：Uniflame対応エタノール燃料
燃焼時間：約4時間

UniFlame 対応燃料
ユニフレーム対応燃料

￥9,000 （税抜）

AIJGSN-etacohol7
14㎏缶
変性アルコール

不規則な炎のゆらぎは人の心を癒し、引きつける効果があると言われています。

燃料となるエタノールを燃やすと発生するのは水と二酸化炭素。煤を出すことはなく、クリーンにご使用いただけます。

炎の大きさを調整し、印象的な炎のディスプレイが完成。

生活スタイルの変化から炎を囲む機会が無くなってきた日本にドイツから新たな炎の形を提案します。

1/F のゆらぎ

UNIFLAME Germany



PLEASAN
TLY

素 材 ： シェード：ポリエチレン
カ ラ ー ： 白色（3 段階）、キャンドル色（ゆらぎあり）

青・緑・赤・160,000 色マルチカラー
使 用 時 間 ： 一番暗い白色の場合およそ 20 時間

一番明るい白色の場合 5 ～ 8 時間
充 電 時 間 ： 約 6 時間
そ の 他 ： コードレス。屋内・屋外で使用可能、防水仕様（IP68）

TOWER/CUBE の光源部は防水仕様ですが、構造
上シェード内に水が入ります。

〈ご注意〉予告なく形状、仕様、価格等変更となる場合がございます。

〈共通仕様〉

オプション

\18,000 （税抜）

L1JGSG-001115
W： 250
Ｈ： 250
Ｄ： 250

\24,000 （税抜）

L1JGSG-001110
W： 350
Ｈ： 350
Ｄ： 350

\30,600 （税抜）

L1JGSG-001113
W： 500
Ｈ： 500
Ｄ： 500

\13,800 （税抜）

L1JGSG-001114
W： 210
Ｈ： 270（ハンドル収納時）

Ｄ： 210

\17,600 （税抜）

L1JGSG-001116
W： 270
Ｈ： 330
Ｄ： 180

\27,600 （税抜）

L1JGSG-001112
W： 220
Ｈ： 700
Ｄ： 220

\26,400 （税抜）

L1JGSG-001111
W： 350
Ｈ： 350
Ｄ： 350

BALL
ボール

FRESH
フレッシュ

Vessel2S
ベッセル 2S

TOWER
タワー

CUBE
キューブ

い つ で も 、 ど こへで も 。

ソーラーチャージャー
〈別売〉

〈別売〉
プールアンカー

キャンドルに火を灯すよう、イリスガーデンライトを灯しましょう。
LEDライトで虫が集まりにくく、夜のお庭やガーデンルームにと、
コードレスで場所を限定しません。
テーブルの上にも、芝生の上にも、水の上にだって自在にディスプレイ。
宵のお庭をラグジュアリーな空間へ導きます。

充電器

付属品

プールアンカー
\2,200 （税抜）

L1JGSG-ANCHOR
※重しは別途ご用意ください。

ソーラーチャージャー
\7,800 （税抜）

L1JGSG-SOLAR
※明りセンサーは付いておりません。

25
35

50

※使用環境により他製品や周辺の電波干渉、磁気干渉による誤作動
が発生した場合、速やかに使用場所を変更するか機器の使用を停止
してください。

Smart and  Green design
France

Bluetooth Mesh は従来の Bluetooth とは異なり互いに通信することができます。 
お互いのバルブを送信器として使用することにより、20 メートル以内の別のバルブに信号を
送信することができ、約 1km の距離をカバーすることができます。

［シンクロ機能が付きました］
複数のライトの色を同期させ
ることができます。

［色が増えました］
LED ライトは 7 つのカラーと
3 つのモードから選べます。

〈BALL 仕様〉

〈Bluetooth Meshの説明〉

 7つの
カラーサイクルと

３つのモード

O FF
20 m

Bluetooth mesh 対応 
スマートフォンやタブレットから複数台の操作が可能に

【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】





Little tipi
リトル ティピー

\14,800 （税抜）

I1HWHW-000815
W： 900 H：1700 D：900
収納時サイズ：1030×200×100
重 量：3500g
素 材：ティピー用生地・カーペット用生地・収納バッグ：

綿・ポリエステル、ポールA：木材、ポールB：木材・
PVC、ベル：スチール、ネームカード：紙、固定ひ
も：ラテックス、固定バンド：ヤシ・ラテックス

Simple Tipi
シンプル ティピー

\7,980 （税抜）

I1HWHW-001069
W： 1200 H： 1800 D： 1200
収納時サイズ：1130 × 200 × 100
重 量：2610g
素 材：ティピー用生地・収納バッグ：綿65%・ポリエステ

ル35%、ポールA：木材、ポールB：木材・PVC、固定
ひも：ラテックス、固定バンド：ヤシ・ラテックス

付 属 品：ティピー用生地、ポールA×4、ポールB×4、固定ひ
も、固定バンド、収納バッグ

※ 商品は性能向上などのため、一部仕様変更や外観を変更する
場合があります。また実物とは色、柄等が若干異なる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

シンプルなデザインだからこそ、
インテリアになじむものに

ティピー専用カーペットが
付属しているので
アイボリーで統一されたナチュラルな
空間を楽しめます。 PLEASAN

TLY

JapanTipi



CUチェアハンモックスターターセット
\12,500 （税抜）

F6CUCU-002154
W： 110 L： 155 ※設置に必要な長さ 200㎝以上
耐 荷 重：100㎏
付 属 品：付属品：特大カラビナ×1、300㎝エントリーロープ×1（青）、

 U型金具
カ ラ ー：アイボリー、ブラウン、ラテ、ショコラ、

オーシャン、サンバ 
※設置場所は充分な耐荷重のある構造にしっかりと固定してください。
※荷重がかかった状態で回転させたりブランコとしての使用等は破損・変
形・事故の原因となります。遊具としての機能はございません。チェアとして
お楽しみください。

CUチェアハンモック
\11,000 （税抜）

F6CUCU-002153
W： 110 L： 155 ※設置に必要な長さ 200㎝以上
耐 荷 重：100㎏
カ ラ ー：アイボリー、ブラウン、ラテ、ショコラ、

オーシャン、サンバ 

チェアハンモック用
ロープ
3m \900 （税抜）　

F6CUCU-000422

アイボリー

10㎜の高耐久ナイロンロープ。
インテリアや設置場所の雰囲気に合わせて
どうぞ。

アイボリー

ブラウン 

ラテ

ショコラ

オーシャン

サンバ

※取付けの際は安全を確保してください。取付けに関しては自己責任にてお願い致します。

HAMMOCK

ゆらゆら揺られながら
リラックスタイムを楽しむ



スターターセット
ロープ＆カラビナ付き 大人１人用
\17,600 （税抜）

F6LSCU-000711
付 属 品：10mm高耐久ナイロンロープ

（クレモナロープ）300cm、特大カラビナ

オニキス

アプリコット

ショコラ

マリーントゥーカン

アズール

シダー

ヌガー

スターターセット
ロープ＆カラビナ付き
\24,600 （税抜）

F6LSCU-000713
付 属 品：10mm高耐久ナイロンロープ

（クレモナロープ）300cm、特大カラビナ

特大サイズ チェアハンモック 
ロウンガー
\22,000 （税抜）

F6LSCU-000712
座面の幅：1300　座面の長さ：2100
全高：1850
[ コットン製 ] 素材コットン、ポリエステル、竹
[ハマクテック製]素材ハマクテック（ポリプロピレン）、竹
カ ラ ー：ドルフィン、プラム、コーラル、チェリー

ブルーベリー、キウィ、アプリコット
ヌガー、ショコラ

耐久度：160kg

チェアハンモック
ベーシック
\15,000 （税抜）

F6LSCU-000710
座面の幅：1050　座面の長さ：1400
全高：1550
[ コットン製 ] 素材コットン、ポリエステル、竹
[ハマクテック製]素材ハマクテック（ポリプロピレン）、竹
カ ラ ー：ラテ、アラビカ、ボルケーノ、ラグーン、

ディープ・パープル、アクアブルー、
ライム 

耐久度：130kg

ヤユイタ
ベビーハンモック用スタンド 
※ベビーハンモック別売
\15,000 （税抜）

F6LSCU-000706
スタンドの長さ：650×650 Ｈ：1100
素 材：木材、竹
耐久度：、20kg
対象年齢：0か月～12か月（１歳）程度まで

ハンモックの壁面用取付
金具セット
※ハンモック別売
\4,700 （税抜）

F6LSCU-002539
W： 87 Ｈ：88
素 材：グラスファイバー製ポリアミド、耐熱処理加

工のポリエステル
付 属 品：マ ル チ ス ポ ッ ト × 2 、 ス マ ー ト フ ッ ク × 2 、

ロ ー プ 3 0 0 c m × 2 、 ビ ス 6 0 m m × 6 、 ア ン カ ー ボ ル ト × 6
耐久度：200kg

ベビーハンモック
スターターセット 
ロープ＆カラビナ付き
\18,600 （税抜）

F6LSCU-000708
ハンモックの幅：600　　  ハンモックの長さ：1150  
ハンモックの高さ： 1100　 バーの長さ：780
素 材：オーガニックコットン、竹
付 属 品：10mm高耐久ナイロンロープ（クレモナ

ロープ）300cm、特大カラビナ
耐久度：20kg
対象年齢：0か月～12か月（１歳）程度まで

La Siesta
ラ シェスタ

アラビカ

コラール

ラテ

アクアブルー

ボルケーノ

アラビカ 

ラグーン 

ディープ
パープル 

ライム

包まれる。癒される。

PLEASAN
TLY

GermanyLa Siesta

※取付けの際は安全を確保してください。取付けに関しては自己責任にてお願い致します。



オプション

LiLiスタンドセット専用
 USB調光器 ON/OFFスイッチなし
\1,000 （税抜）

L2FEFE-001823
対応商品：LiLi(ライライ)スタンドセット
寸　法：長さ300mm
電　源：USB(DC5V)
簡単操作で灯りを演出。多機能でおしゃれな調光器です。

LiLi スタンドセット

電球色 ろうそく色ピュアホワイト

ライライ

\13,000 （税抜）

L1FEFE-001821

重 量：約150g（照明本体）
素 材：照明/ウォールナット（無垢材）・アクリル、スタンド/アイアン製
付 属 品：電源アダプタ(PSE規格準拠)、お手入れクロス
カ ラ ー：電球色、ピュアホワイト、ろうそく色
光 源 ：ＬＥＤ
消費電力：約1.5W
電源　USBおよびAC100V
※防水仕様ではありません

スタンドにコードを
巻き付けてください

電球色

白色

厚さ10㎜。こんな電球はいかがでしょうか？
光が反射して広がるので、明るいのにまぶしくない。
２Ｗと省エネ。
軽くて熱くないから、好きな場所で使える。
ミライのライト　ライライ。

これがあればさまざまな灯りが実現できマス！

LiLi Japan

照明 / 
W：97　　  D：10(アクリル部)    ・       D：16(木材部)         H：165
スタンド/ 
W：132　　D：132　   H：350

スタンドは
平らな場所においてください



FURNITURE

From lush locations to memories of daysspent on beaches, 

this is why garden furniture makes us feel like we are on 

holiday. Your garden can offer the perfect escape from the 

stresses of everyday life and become your outdoor oasis. With 

the addition of garden furniture, you can create the relaxed 

ambience you long for. Let's turn your garden into a space 

you've always dreamed of.

















GARDENING

Every detail of the garden is worth your 

attention. Sometimes a little change can bring a 

surprising difference to your garden. And 

gardening makes you feel alive your life by 

nurturing other lives around you.

That is you are planting seeds of happiness.  



ガーデンホース 20m
\15,000 （税抜）

W8SASA-001121
寸　 法：使用時 長さ：20000　外径：18　内径：12
重 量：4kg
素 材：高品質PVC（ポリ塩化ビニル）
付 属 品：パッケージ装飾品（ハンドル、チャーム、リン

グ）
カ ラ ー：ブラック、ホワイト、ピンク、グレー、ブルー、

ローズ、ゴールド（+2,700円 税込）
※ホースノズル・ジョイント別売り

ホースノズルセット
（税抜）￥7,000

W8SASA-001122
素 材：高品質PVC（ポリ塩化ビニル）、ABS樹

脂、真鍮（ゴールドのみ）、クロム（シル
バーのみ）

付 属 品：クイックコネクター
カ ラ ー：ブラック、ホワイト、ピンク、グレー、ブ

ルー、ローズ、レパード（+2,530円 税
込）、コブラ（+2,530円 税込）、ブラッ
クマンバ（+2,530円 税込）、ゴールド

（+9,790円 税込）、シルバー（+9,790                                                                                                                                                                                  
円 税込）

※ 内径13 ～15㎜、外径20㎜までの一般的なホー
スに対応

※ホース別売り

GARDEN GLORY

片隅でも放たれる存在感。
いつも緑や青のホースしか選択肢がないなんて、ナンセンス。 
おしゃれに敏感なあなたなら知っているでしょう。ファッションはアクセサリーほど
自分らしさを表現できるってこと。住まいだって、ふとしたところにセンスが光る。 
パリではあの「ギャラリー・ラファイエット」が取扱うガーデンホース。日本では
ジューシーガーデンから。 



クラシック 
ウォールマウント
\8,000 （税抜）

G5SASA-001123
W： 220 H：320 D：120
重 量：0.8kg
素 材：アルミニウム、スチール
カ ラ ー：ブラック、ホワイト、ピンク、グレー、ブルー、

ローズ
耐 荷 重：5kg

レインディア 
ウォールマウント
\39,700 （税抜）

G5SASA-001124
寸　 法：全体 W：350　H：370　D：100

バックプレート 122×86
重 量：3kg
素 材：アルミニウム
カ ラ ー：ブラック、ホワイト、グレー、ゴールド、ター

コイズ
耐 荷 重：5kg

ダイヤモンド
ウォータリングカン 8L
\8,000 （税抜）

G5SASA-001125
W： 530 H：410 D：290
素 材：プラスチック
カ ラ ー：ルビー、ジェイド
内 容 量：8L

ダイヤモンド
ウォータリングカン 4L
\7,000 （税抜）

G5SASA-001126
W： 340 H：310 D：240
カ ラ ー：ローズ、ホワイト
内 容 量：4L

G
ARD

EN
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Sweden



ライオンポット ビッグ
\46,100 （税抜）

G2SASA-001127
寸　 法：外寸 直径 300 ～350　H：400

内寸 直径 250　H：360（約8号鉢相当）
重 量：12kg
素 材：テラコッタ、真鍮（ピアス部分）
付 属 品：補修用塗料、刷毛
カ ラ ー：ブラック
水抜き穴あり

ライオンポット スモール
\15,600 （税抜）

G2SASA-001128
寸　 法：外寸 直径 200　H：200

内寸 直径 160（約5号鉢相当）
重 量：3kg
素 材：テラコッタ、真鍮（ピアス部分）
カ ラ ー：ブラック、ホワイト

シリコンで出来たポットたちは、
美しく、見ても触れても柔らかなデザイン。
花の都オランダから。

植物とともに成長する？折り返せるポット
ハンギングはポット色と吊り手色の組み合わせが選べます

\3,400 （税抜）

G2HVHV-001239
W： 173 Ｈ：151 Ｄ：173
素　 材：silicone
カ ラ ー：Grey、Terra、

Arctic、Green 
内寸：W140 / H100 / D140

）時みたたり折（ 　　
内寸：W160 / H160 / D160

）時みたたり折（ L 57.0：量容
容量：1.5 L 

Fold 
フォールド 

\4,700 （税抜）

G2HVHV-001446-PBK-□□□
W：φ180
Ｈ ：180
素　材：silicone

ヨクヨール スリング
スリング ブラック

\4,700 （税抜）

G2HVHV-001446-PSA-□□□
W： φ180
Ｈ ： 180
素　材：silicone
内容量：1.3L

麻ロープ（250mm）
内寸：D170×H170

内容量：1.3L

麻ロープ（250mm）
内寸：D170×H170

ヨクヨール スリング 
スリング サンド

COLOR

Arctic Green Grey Terra

GARDEN GLORY ／ Hanging planters

＋

Sweden

Holland

ブラックラストサンド

※□□□には吊り手色のカラー番号が入ります。



フランスが憧れる「TOKYO」の URBAN GARDENING

直径50cm（約16号）直径40cm（約13号深鉢）直径36cm（約12号）直径30cm（約9号深鉢）直径20cm（約6号）

Ø36

Ø30

Ø30

Ø20

Ø50

Ø40

別サイズのプランターと重ねる事ができるので、
色の組み合わせが楽しめます。

Grosfillex

Grosfillex
TOKYO プランター Solo

Grosfillex
TOKYO プランター Duo

シンプルなルックスに、マットな質感が都会のガーデニングスタイルにハマる。
フランス人から見た東京をイメージされたデザイン。重ねるカラーと高さの組み合わせで
都会のガーデンスタイルが完成。屋外でも使用可能で、玄関周りやデッキのツリープランターン
にも素敵です。

\7,000 （税抜）

G2JGGF-000733
W： 475 Ｈ：332 Ｄ：475 厚さ： 4
重 量：約3ｋｇ
素 材：ポリプロピレン
内 容 量：約44リットル
カ ラ ー：アイスホワイト、アントラサイ

ト、ウォームグレー

\5,600 （税抜）

G2JGGF-000732
W： 390 Ｈ：500 Ｄ：390 厚さ： 4
重 量：約2ｋｇ
素 材：ポリプロピレン
内 容 量：約38リットル
カ ラ ー：オレンジ、フューシャ、グリーン

\3,800 （税抜）

G2JGGF-000731
W： 365 Ｈ：257 Ｄ：365 厚さ： 3
重 量：約885ｇ
素 材：ポリプロピレン
内 容 量 約20リットル
カ ラ ー：オレンジ、フューシャ、

ウォームグレー、グリーン

\3,500 （税抜）

G2JGGF-000730
W： 295 Ｈ：430 Ｄ：295 厚さ： 3
重 量：約885ｇ
素 材：ポリプロピレン
内 容 量 約19リットル
カ ラ ー：カラー：アイスホワイト、アントラサ

イト、フューシャ、ウォームグレー

\1,200 （税抜）

G2JGGF-000729
W： 190 Ｈ：190 Ｄ：190 厚さ： 3
重 量：約300ｇ
素 材：ポリプロピレン
内 容 量 約3.5リットル
カ ラ ー：オレンジ、フューシャ、

ウォームグレー、グリーン

\4,700 （税抜）

G2JGGF-000734
W： 295 Ｈ：620 Ｄ：295
重 量：約1185ｇ
Solo のカラーの組み合わせよりお
選び頂けます

直径20cm
（約6号）

直径30cm
（約9号深鉢）+

\7,300 （税抜）

G2JGGF-000735
W： 365 Ｈ：697 Ｄ：365
重 量：約1185ｇ
Solo のカラーの組み合わせよりお
選び頂けます

+直径36cm
（約12号）

直径30cm
（約9号深鉢）

\12,600 （税抜）

G2JGGF-000736
W： 475 Ｈ：832 Ｄ：475
重 量：約5ｋｇ
Solo のカラーの組み合わせより
お選び頂けます

直径50cm
（約16号）

直径40cm
（約13号深鉢）+

G
ARD

EN
IN
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TOKYO France



テラコッタのような風合いを感じさせながら
も持ち運びのしやすい軽さを実現しました。
複数を組み合わせて空間を彩るのも楽しみ方
の一つです。

TALL CUBE
トール キューブ

\46,830 （税抜）

G2CLCL-000238
W： 440（内寸390）
Ｈ ：1010
Ｄ ：440（内寸390）
容量：180ℓ
１２号鉢対応

\19,160 （税抜）

G2CLCL-000237
W： 320（内寸270）
Ｈ ：700
Ｄ ：320（内寸270）
容量：65ℓ
８号鉢対応

HIGH RECTANGLE
ハイ レクタングル

\12,000 （税抜）

G2CLCL-000267
W： 600（内寸560）
Ｈ ：300
Ｄ ：190（内寸130）
容量：29ℓ

\27,660 （税抜）

G2CLCL-000268
W： 800（内寸750）
Ｈ ：410
Ｄ ：250（内寸200）
容量：70ℓ

\38,000 （税抜）

G2CLCL-000269
W： 1000（内寸950）
Ｈ ：510
Ｄ ：320（内寸260）
容量：140ℓ

CUBE
キューブ

\33,160 （税抜）

G2CLCL-000235
W： 550（内寸470）
Ｈ ：520
Ｄ ：550（内寸470）
容量：145ℓ
１５号鉢対応

\9,660 （税抜）

G2CLCL-000232
W： 300（内寸260）
Ｈ ：290
Ｄ ：300（内寸260）
容量：23ℓ
８号鉢対応

\26,160 （税抜）

G2CLCL-000234
W： 440（内寸380）
Ｈ ：430
Ｄ ：440（内寸380）
容量：75ℓ
１２号鉢対応

\14,000 （税抜）

G2CLCL-000233
W： 360（内寸320）
Ｈ ：360
Ｄ ：360（内寸320）
容量：40ℓ
１０号鉢対応

Clay
PLANTER
COLLECTION

豊富な組み合わせパターンで空間を演出CUBE・RECTANGLE TYPE

ホワイト

ライトグレー

ダークグレー

テラコッタ

共通カラー

TALL SQUARE
トール スクエア

長く愛されるベーシックなフォルムSQUARE TYPE

\9,000 （税抜）

G2CLCL-000239
W： 250（内寸220）
Ｈ ：400
Ｄ ：250（内寸220）
容量：16ℓ
７号鉢対応

\21,160 （税抜）

G2CLCL-000241
W： 400（内寸360）
Ｈ ：620
Ｄ ：400（内寸360）
容量：６０ℓ
１０号鉢対応

\13,000 （税抜）

G2CLCL-000240
W： 320（内寸280）
Ｈ ：460
Ｄ ：320（内寸280）
容量：28ℓ
８号鉢対応

\41,830 （税抜）

G2CLCL-000242
W： 530（内寸480）
Ｈ ：800
Ｄ ：530（内寸480）
容量：135ℓ
１５号鉢対応

\65,330 （税抜）

G2CLCL-000243
W： 600（内寸540）
Ｈ ：1020
Ｄ ：600（内寸540）
容量：220ℓ
１８号鉢対応

CLAY POT



空間に溶け込む癒しのアイテム

\8,000 （税抜）

G2CLCL-000252
W： 260（内寸220）
Ｈ ：400
Ｄ ：260（内寸220）
容量：12ℓ
７号鉢対応

\8,500 （税抜）

G2CLCL-000248
W： 320（内寸270）
Ｈ ：320
Ｄ ：320（内寸270）
容量：14ℓ
８号鉢対応

\11,000 （税抜）

G2CLCL-000253
W： 320（内寸290）
Ｈ ：450
Ｄ ：320（内寸290）
容量：21ℓ
９号鉢対応

\11,000 （税抜）

G2CLCL-000249
W： 380（内寸340）
Ｈ ：380
Ｄ ：380（内寸340）
容量：23ℓ
１０号鉢対応

\17,160 （税抜）

G2CLCL-000254
W： 400（内寸360）
Ｈ ：610
Ｄ ：400（内寸360）
容量：48ℓ
１０号鉢対応

\15,160 （税抜）

G2CLCL-000250
W： 450（内寸390）
Ｈ ：440
Ｄ ：450（内寸390）
容量：38ℓ
１２号鉢対応

\36,830 （税抜）

G2CLCL-000255
W： 530（内寸490）
Ｈ ：810
Ｄ ：530（内寸490）
容量：110ℓ
１６号鉢対応

\26,160 （税抜）

G2CLCL-000251
W： 550（内寸490）
Ｈ ：530
Ｄ ：550（内寸490）
容量：70ℓ
１５号鉢対応

\60,330 （税抜）

G2CLCL-000256
W： 650（内寸610）
Ｈ ：1000
Ｄ ：650（内寸610）
容量：215ℓ
２０号鉢対応

ROUND
ラウンド

TALL ROUND
トール ラウンド

ROUND TYPE

LOW DROP ROUND 
ロー ドロップ ラウンド

安定感のある個性的な形状展開DROP TYPE

HIGH DROP ROUND 
ハイ ドロップ ラウンド

\8,830 （税抜）

G2CLCL-000264
W： 270（内寸180）
Ｈ ：350
Ｄ ：270（内寸180）
容量：14ℓ
５.５号鉢対応

\17,160 （税抜）

G2CLCL-000265
W： 400（内寸280）
Ｈ ：530
Ｄ ：400（内寸280）
容量：48ℓ
９号鉢対応

\32,000 （税抜）

G2CLCL-000266
W： 540（内寸410）
Ｈ ：700
Ｄ ：540（内寸410）
容量：120ℓ
１７号鉢対応

DROP ROUND 
ドロップ ラウンド

\6,460 （税抜）

G2CLCL-000260
W： 240（内寸180）
Ｈ ：270
Ｄ ：240（内寸180）
容量：8ℓ
５号鉢対応

\10,000 （税抜）

G2CLCL-000261
W： 330（内寸260）
Ｈ ：340
Ｄ ：330（内寸260）
容量：21ℓ
８号鉢対応

\17,160 （税抜）

G2CLCL-000262
W： 420（内寸360）
Ｈ ：440
Ｄ ：420（内寸360）
容量：50ℓ
１０号鉢対応

\27,660 （税抜）

G2CLCL-000263
W： 540（内寸450）
Ｈ ：550
Ｄ ：540（内寸450）
容量：100ℓ
１６号鉢対応

\10,600 （税抜）

G2CLCL-000258
W： 430（内寸330）
Ｈ ：200
Ｄ ：430（内寸330）
容量：20ℓ
１０号鉢対応

\15,160 （税抜）

G2CLCL-000259
W： 550（内寸450）
Ｈ ：260
Ｄ ：550（内寸450）
容量：45ℓ
１４号鉢対応

LOW DROP SQUARE 
ロー ドロップ スクエア

\6,660 （税抜）

G2CLCL-000244
W： 300（内寸240）
Ｈ ：140
Ｄ ：300（内寸240）
容量：8ℓ

\12,000 （税抜）

G2CLCL-000245
W： 410（内寸330）
Ｈ ：190
Ｄ ：410（内寸330）
容量：23ℓ

\18,160 （税抜）

G2CLCL-000246
W： 540（内寸440）
Ｈ ：250
Ｄ ：540（内寸440）
容量：50ℓ
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ACCESSORIES

Just like cheerful colors, surrounding

yourself with playful accessories can

brighten your day with each grace



ユーティリティマット
スキニーストライプ61×91㎝
\16,500 （税抜）

JG-G3MEME-0011 □□
※□□にはカラーが入ります。
W： 約 910 Ｈ：約 5 Ｄ：約 610
素 材：表/ポリ塩化ビニル（内芯はポリエステル）、

裏/ポリ塩化ビニル
※ 製法上全辺±10mm程度の誤差があります
お手入れ：掃除機での吸引、水またはぬるま湯での洗浄

ユーティリティマット
ボールドストライプ 61×91㎝
\16,500 （税抜）

JG-G3MEME-0011 □□
※□□にはカラーが入ります。
W： 約 910 Ｈ：約 5 Ｄ：約 610
素 材：表/ポリ塩化ビニル（内芯はポリエステル）、

裏/ポリ塩化ビニル
※ 製法上全辺±10mm程度の誤差があります
お手入れ：掃除機での吸引、水またはぬるま湯での洗浄

ドアマット
スキニーストライプ 46×71cm
\10,500（税抜）

JG-G3MEME-0011 □□
※□□にはカラーが入ります。
W： 約 710 Ｈ：約 5 Ｄ：約 460
重　 量：約1.4㎏
素 材：表/ポリ塩化ビニル（内芯はポリエステル）、

裏/ポリ塩化ビニル
※ 製法上全辺±10mm程度の誤差があります
お手入れ：掃除機での吸引、水またはぬるま湯での洗浄

ドアマット
ボールドストライプ46×71cm
\10,500（税抜）

JG-G3MEME-0011 □□
※□□にはカラーが入ります。
W： 約 710 Ｈ：約 5 Ｄ：約 460
重　 量：約1.4㎏
素 材：表/ポリ塩化ビニル（内芯はポリエステル）、

裏/ポリ塩化ビニル
※ 製法上全辺±10mm程度の誤差があります
お手入れ：掃除機での吸引、水またはぬるま湯での洗浄

マッシュルーム（95）

表面はループパイ
ル状で滑り止めに
もなっているベー
ス地に埋め込まれ
ています。

ループの大きさの
バラつき、裁断の際
に生じる繊維のは
み出しやループ切
れなどがあります。

チルウィッチ

ニューヨークでSandy Chilewichにより創設。2000年に世
界で初めて、Chilewichを象徴するシリーズ「塩化ビニル素材」
によるプレイスマットを開発し、世界中で大きな反響を得る。
以降、年2回（Spring/Summer・Fall/Winter）の新コレクショ
ンを発表し続けており、各国でもデザイン賞を多数受賞。製品
の多くはSandy自身が目の届く米国で製造されています。

ソフトマルチ（88）バーチ（87）

ブラック／ホワイト（86）

マルチ（85）

ブルー（89） マッシュルーム（90）

door matdoor mat

utility matutility mat

「chilewich」のシャグマットは屋内外問わず活躍できるマルチなマットです。表面は弾力があり、素足で乗れば心地よい感触
が味わえ、靴底の汚れも擦り落としてくれます。素材はへたりにくく長持ちし、バクテリアやカビなどの発生を抑制する抗菌
素材を使用しているため、サニタリーやキッチンマットとしての使用にも向いています。

インドアでもアウトドアでも活躍　防水だからキッチンや洗面所にもおすすめ

ブラック／ホワイト（92）マルチ（91）バーチ（93） ソフトマルチ（94）

ドアマット
46×71cm

ユーティリティマット
61×91cm

chilewich USA



satellite
サテリエ

\8,500 （税抜）

Z1MLML-001059
W： 270 Ｈ：900
重 量：約132ｇ
素 材：天 然 木 突 板（ 杉・けやき・

ウォールナット・マホガニー）
カ ラ ー：ウォールナット・杉・ケヤキ・

マホガニー

perspective
パースペクティブ

\10,000（税抜）

Z1MLML-001056
W： 約 450 Ｈ：約 500
重 量：約116ｇ
素 材：天然木（檜）
カ ラ ー：ホワイト・ブラウン

I'm only sleeping
アイム オンリー スリーピング

\10,000（税抜）

Z1MLML-001060
W： 約 124-1100 Ｈ：約 80
重 量：約132ｇ
素 材：アクリル樹脂、サペリ（ウッドのみ）
カ ラ ー：ウッド・マゼンタ・ブルー・クリア

constellation
コンステレーション

\7,000 （税抜）

Z1MLML-001058
W： 約 650 Ｈ：約 1100
重 量：約21ｇ
素 材：ステンレス・EVA
カ ラ ー：ブラック・レッド
ブラック・レッド

circle waltz
サークルワルツ

\9,000 （税抜）

Z1MLML-001057
W： 550 Ｈ：約 670
重 量：約15ｇ
素 材：高炭素鋼・ステンレス・磁石（高炭素

鋼・真鍮・磁石）
カ ラ ー：カラー・クリア

brain
ブレーン

\10,000（税抜）

Z1MLML-001055
W： 約 250 ～ 550 Ｈ：約 570 ～ 1050
重 量：約92ｇ
素 材：ステンレス・アルミニウム
カ ラ ー：ブラウン・レッド・グリーン

ウォールナット マホガニー

お部屋に安らぎのスペースを作りませんか。

空気が流れることによりゆらりと揺れ動き、赤ちゃんをやあやすための
道具としても広く認知されているモビールは、ゆったりとしたくつろぎの

空間を演出してくれる大人なインテリアでもあります。

杉

けやき

モビール

ウッド

マゼンタ

ブルー

クリア

グリーン ブラック

レッド

レッドブラウンカラー クリア

ACCESSO
RIES

Japanモビール



Bruka design
北欧雑貨店のミニポスト
ブルカデザイン

\2,600 （税抜）

I1JGBD-000424
W： 168 Ｈ：245 Ｄ：80
重 量：約0.5㎏
素 材：スチール
カ ラ ー：イエロー、レッド、ライトピンク、ブラック、

ホワイト、コーンフラワーブルー、
ライトブルー、オレンジ、ミント、ティール、
ダークピンク

▶詳細図Ｐ154

ライトブルー

ティール

オレンジ

ダークピンクミント

レッドイエロー ライトピンク ブラック

ホワイト コーンフラワーブルー

※   サイズ、リベット位置、穴位置、形状など若干の
個体差があります

※ 所々に細かい傷や汚れ、歪み、凹みや塗装ムラ
があります

※ 開閉時、壁にフタが当たると傷がつきサビの原
因なります。ご注意ください

※ 海外雑貨としてお楽しみください

スウェーデンの雑貨店Bruka designがお届けする
ポスト型のストレージBOX。
収納として、またママと子供のお便り交換BOXとしても
現地で利用されています！

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

Bruka design



陶器のソープディスペンサー SOAP
\2,690 （税抜）

Z1JGBD-001083
W： 93 Ｈ：164 Ｄ：45

（ボトル部分 H104mm）
素 材：陶器
カ ラ ー：ホワイト

陶器のマルチポット SNACKS
\1,160 （税抜）

Z1JGBD-001081
φ： 110 Ｈ：84 底部φ： 71
素 材：陶器
カ ラ ー：ダークグレー、マットブラック

陶器のマルチポットキャニスター MUSLI
\2,690 （税抜）

Z1JGBD-001082
φ： 185 Ｈ：185 底部φ：170
素 材：陶器
カ ラ ー：ホワイト

陶器のマルチポット GODIS （キャンディ）
\1,660 （税抜）

Z1JGBD-001080
φ： 142 Ｈ：103 底部φ：92
素 材：陶器
カ ラ ー：ダークグレー、マットブラック

陶器のマルチポット CHIPS
\2,470 （税抜）

Z1JGBD-001079
φ： 210 Ｈ：140 底部φ： 150
素 材：陶器
カ ラ ー：ダークグレー、マットブラック

陶器のマルチポット POPCORN
\2,690 （税抜）

Z1JGBD-001078
φ： 225 Ｈ：187 底部φ： 145
素 材：陶器
カ ラ ー：ダークグレー、マットブラック

ACCESSO
RIES

design
Sweden

ブルカデザインから陶器の
可愛い雑貨が入荷しました。

中央に大きく書かれたの文字が、
ポストと同じく遊び心がある

デザインです。

北欧雑貨店
Bruka Design

陶器雑貨

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】【在庫限りで終了】

【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】 【在庫限りで終了】





lucano 1step
ルカーノ

\10,000（税抜）

F9HAHA-ML10-1
W： 388 Ｈ：281 Ｄ：155

（クローズ時）
重　 量：1.7㎏
カ ラ ー：ホワイト（WH）

ブラック（BK）
最大使用重量：100㎏

CASTER PAIL 46L
キャスターペール

\9,800 （税抜）

G1CTCT-45C4
W： 348 Ｈ：666 Ｄ：546
容　 量：46ℓ

CASTER PAIL 74L
キャスターペール

\12,000 （税抜）

G1CTCT-70C4
W： 388 Ｈ：834 Ｄ：575
容　 量：74ℓ

CASTER PAIL 90L
キャスターペール

\15,000 （税抜）

G1CTCT-90C4
W： 468 Ｈ：834 Ｄ：575
容　 量：90ℓ

lucano 2step
ルカーノ

\15,000 （税抜）

F9HAHA-ML20-2
W： 484 Ｈ：622 Ｄ：155

（クローズ時）
重　 量：3.2㎏
カ ラ ー：ホワイト（WH）、オレンジ（OR）、

ブラック（BK）、レッド（RD）
最大使用重量：100㎏

lucano 3step
ルカーノ

\22,000 （税抜）

F9HAHA-ML20-3
W： 529 Ｈ：1327 Ｄ：154

（クローズ時）
重　 量：5.2㎏
カ ラ ー：ホワイト（WH）、オレンジ（OR）、

ブラック（BK）、レッド（RD）
最大使用重量：100㎏

　パッキン付き

　（70Lと90L）
　 ※70Lと90Lどうしでも連結できます。

　容器の後輪には車輪が2個、前輪には自在キャスターが
　格納されています。

　（46Lのみ）

　（後輪・手動式） 　フルオープンの蓋

〈共通仕様〉
素 材 ：PP（フタ・フタロック・ポリ袋止

め・ホイール・ハンドル）、PE（排
水栓・重りカバー）、発砲PE（フ
タパッキン）、スチール（車輪軸・
ストッパー・ネジ・ワッシャー・重
り）、エラストマー（タイヤ）、ナイ
ロン（前輪キャスター）

重いものも、大きいものも、ラクに運べます。

レッド

1step

2step

3step

レッド

レッド

ブルー

ブルー

ブルー

イエロー

イエロー

イエロー

〈特 徴〉

　挟む心配なく開閉します。

外観からビスが見えないので、
　インテリアにもマッチします。

　持ち運べます。

〈特 徴〉

お部屋のイメージを損なわない、
シンプルな踏み台。

lucano

CASTER PAIL

ACCESSO
RIES

LUCANO ／CASTER PAIL

Japan

Japan
J a p a n
d e s i g n



JapanWAKKA

※このページの商品は、手作りのため、サイズや色味、形状が1点ごとに異なります。

Wakka
クローム
ワッカ

\3,600 （税抜）

I1TBTB-000051
〈キーホルダー本体 サイズ〉
W： 49 Ｈ：77 Ｄ：8

〈大リング部 サイズ〉
W： 49（内径35） Ｄ：8
素　 材：鉄、メッキ仕上、メープル、ウォールナット、真

鍮、ステンレス、ABS 樹脂、ネオジウムマグ
ネット

付 属 品：木壁用ビス、石膏ボード用クギ、
両面粘着テープ

カ ラ ー：クロームM（メープル）、クロームW（ウォル
ナット）、ピンクゴールドM、ピンクゴールド
W、ゴールドM、ゴールドW

耐 荷 重：250g 程度（本製品含まず）

Wakka 
ゴールド・ピンクゴールド
ワッカ

\4,000 （税抜）

メープル

ウォルナット

クロームM ゴールドM ピンクゴールドM

クロームW ゴールドW ピンクゴールドW



ACCESSO
RIES

Tama
\4,800 （税抜）

Z1TBTB-001315
W： 64 Ｈ：63 Ｄ：67
重　 量：120ｇ
素 材：上部： アルミ鋳物【富山県高岡製】 下部： 

メープル（ホワイト・オフグリーン・オレンジ） 
ウォールナット（ライトブルー・ダークブラウ

ウジオネ ：トッネグマ 】製川旭道海北【）ン
ム φ15×5mm 2個

付 属 品：非鉄扉用プレート、両面粘着テープ、 ビス
カ ラ ー：ホワイト、ライトブラウン、ブラウン
※ドア専用タイプです

Door Chime series

ホワイト（WH） ライトブラウン

ブラウン

Bo
\4,100 （税抜）

Z1TBTB-001313
W： 28.5 Ｈ：160 Ｄ：53
素 材：本体： 亜鉛ダイカスト 棒： アル

ミ マグネット： ネオジウム φ15
×5mm 2個

付 属 品：非鉄扉用プレート、両面テープ、
ビス

カ ラ ー：ブラック、ホワイト、ライトブラウ
ン、ブラウン、グリーン

※ドア・引き戸兼用タイプです

ブラック ホワイト ライトブラウン ブラウン グリーン

Tori
\5,600 （税抜）

Z1TBTB-001314
W： 98 Ｈ：70 Ｄ：40
重 量：310ｇ
素 材：本体：亜鉛ダイカスト しっぽ：アルミ

マグネット：ネオジウム φ15×5mm 2個
付 属 品：非鉄扉用プレート、両面粘着テープ、ビス
カ ラ ー：ネイビーブルー、ライトブラウン、

ペールオレンジ
※ドア専用タイプです

心地よい音色が見送り、迎えてくれる。
マグネットで取り付けるドアチャイム。

しっぽがユラユラ揺れて、
キラキラした音の鳴るチャイムです。

コロンとした音の鳴る小さなチャイム。
小さめの音は良く響く場所に最適です。

無垢棒が触れ合い、澄んだ抜けの良い音がします。

Japan

※音を楽しむデザインアイテムですので、防犯など大きな音を必要とする目的には適していません。

Door Chime

ネイビーブルー

ペールオレンジ

ライトブラウン

【在庫限りで終了】



JG-1フォント

SIGN FONT



JG-2フォント

JG-3フォント UME56切り文字フォント

筆文字 1

筆文字 2

漢字 1

漢字 2

漢字 3

漢字 4

漢字 5

英字 1

英字 2

英字 3

英字 4

英字 5

Japanese 日本語フォント

English 英語フォント

切文字書体 1

切文字書体 2

ITEM
 

IN
FO

RM
ATIO

N



STフォント

MNフォント

SIGN FONT



TCフォント

 プレゼント  アバンテ

 オプティマ  アンソニー

 ドラコニアン  ヘルクラウン 

 チャーム  アメリカーナ

 ニューセンチュリー

 金文体

 丸ゴシック 細隷書

 新てん書体

 流隷体

 丸ゴシック

 金文体

 吉書体

 隷書体

 カリグラフ

 レイモンド

 ティランティー

 ミスティー

 ドラゴン

 丸ゴシック

TC-1 TC-2

ITEM
 

IN
FO

RM
ATIO

N



305 150
272

408

320 140

380

408 126

117

370

135

235

15

15

340

408 126

117

15

235

118

340
473

420 127（ウッド143）

430435 430435

14

14

80

320

190

238

428

508 137

127

P.14,17
レターマンⅡカラー
レターマンⅡ
P1JGRD-LM2-STN
P1JGRD-LM2-
W：408 Ｈ：473 Ｄ：126 投函口W：325×33

P1JGRD-LM

P.17
レターマン

W：408 Ｈ：370 Ｄ：126 投函口W：325×33

P.17
レターマンXXL
P1JGRD-LM-XXL
W：508 Ｈ：428 Ｄ：137 投函口W：400×35

P.13
グラスノスト420
P1JGPK-GLAS420
W：420 Ｈ：435 Ｄ：127 投函口W：330×35

P.25
スクエアC
P1STST-SQ-
W：416 416Ｈ： 116.7Ｄ： 投函口W：337×43

P.18
レターマンⅢ
P1JGRD-LM3-
W：410 H：484 D：144 投函口W：300×35

P.61
ダブルボックスポスト
P1TCTC-000554
W：290 H：390 D：365

P.23
ペンネ デザイン
P1JGPN-DE-
W：320 Ｈ：380 Ｄ：140 投函口W：280×35

P.23
ペンネ スティーリー
P1JGPN-ST-

272×37W：305 Ｈ：408 Ｄ：150 投函口W：

P.21
ブルカデザイン ポスト
P1JGBD-000423
W：288 Ｈ：400 Ｄ：174

P.21,144
ブルカデザイン ミニポスト
I1JGBD-000424
W：168 Ｈ：245 Ｄ：80

380
280

40

351

P.24
ハコ
P1JGJG-HACO
W：380 Ｈ：380 Ｄ：351 投函口W：280×40

422 89

6023
15

2

406

270

25

25

24 24374

320

P.19,77
ロンブル
ロンブルハローキティ
P1JGJG-LOMBRE-
W：422 Ｈ：320 89Ｄ： 投函口W：340×29

410

484484 440440
367

6

120 144

430
8327

330330277277

406

P.38
ビスケット
P1JGJG-BISCUIT
W： 投函口 W340×29430 Ｈ：330 Ｄ：110

416 375
ダイヤルロック

116.7
20
5　5.2

80 5

67
76.5

215

78.7

85°
投入厚45mm

開口角度 80°

右開き（左吊り元）
※左開きは左右対称となります

416 477

168 80

158 35

245

174

75

400

288

277

365290

390 P.26
UME56 口金ポスト
P1IUIU-INP2-
W：420 Ｈ：400 Ｄ：125

DETAIL

305 150
272

408

320 140

380

408 126

117

370

135

235

15

15

340

408 126

117

15

235

118

340
473

420 127（ウッド143）

430435 430435

14

14

80

320

190

238

428

508 137

127

P.14,17
レターマンⅡカラー
レターマンⅡ
P1JGRD-LM2-STN
P1JGRD-LM2-
W：408 Ｈ：473 Ｄ：126 投函口W：325×33

P1JGRD-LM

P.17
レターマン

W：408 Ｈ：370 Ｄ：126 投函口W：325×33

P.16
レターマンミニ

W：311 Ｈ：429 Ｄ：104 投函口W：245×35

P.17
レターマンXXL
P1JGRD-LM-XXL
W：508 Ｈ：428 Ｄ：137 投函口W：400×35

P.13
グラスノスト420
P1JGPK-GLAS420
W：420 Ｈ：435 Ｄ：127 投函口W：330×35

P.25
スクエアC
P1STST-SQ-
W：416 416Ｈ： 116.7Ｄ： 投函口W：337×43

P.18
レターマンⅢ
P1JGRD-LM3-
W：410 H：484 D：144 投函口W：300×35

P.61
ダブルボックスポスト
P1TCTC-000554
W：290 H：390 D：365

P.23
ペンネ デザイン
P1JGPN-DE-
W：320 Ｈ：380 Ｄ：140 投函口W：280×35

P.23
ペンネ スティーリー
P1JGPN-ST-

272×37W：305 Ｈ：408 Ｄ：150 投函口W：

P.21
ブルカデザイン ポスト
P1JGBD-000423
W：288 Ｈ：400 Ｄ：174

P.21,144
ブルカデザイン ミニポスト
I1JGBD-000424
W：168 Ｈ：245 Ｄ：80

380
280

40

351

P.24
ハコ
P1JGJG-HACO
W：380 Ｈ：380 Ｄ：351 投函口W：280×40

422 89

6023
15

2

406

270

25

25

24 24374

320

P.19,77
ロンブル
ロンブルハローキティ
P1JGJG-LOMBRE-
W：422 Ｈ：320 89Ｄ： 投函口W：340×29

410

484484 440440
367

6

120 144

430
8327

330330277277

406

P.38
ビスケット
P1JGJG-BISCUIT
W： 投函口 W340×29430 Ｈ：330 Ｄ：110

416 375
ダイヤルロック

116.7
20
5　5.2

80 5

67
76.5

215

78.7

85°
投入厚45mm

開口角度 80°

右開き（左吊り元）
※左開きは左右対称となります

416 477

429

311
305

346

83

104

168 80

158 35

245

174

75

400

288

277

365290

390 P.26
UME56 口金ポスト
P1IUIU-INP2-
W：420 Ｈ：400 Ｄ：125



P.55
凜
P1IUIU-INP2-
W：420 Ｈ：400 Ｄ：125

P.60
brizebox
Ex-Large
P7BWBW-000990
W：600 H：1150 D：455

Large
P7BWBW-000989
W：500 H：850 D：313

Standard
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●ご注文について

商品は到着後、速やかに検品をお願いいたします。
お届けより3日を経過した商品につきましては返品をお受けいたしかねます。

本カタログの税込の表示価格は消費税率8%の場合の表記となっております。

本カタログ掲載の全ての商品は、予告なく仕様及び価格変更、または廃盤とな
る場合がございます。商品が完売または廃盤であった場合、ご注文はキャンセル
とさせていただきます。

（表示価格は平成30年4月現在の価格です）

本カタログの価格には、送料、施工費等は含まれておりません。
大型商品は４t車が進入できる事が条件となります。４t車が入れなかった場合は、
別途費用を請求させていただきます。また、出荷後にご注文がキャンセルとなっ
た場合も送料は発生いたしますのでご注意ください。

私たちは、常にお客様にご満足いただけるよう努力しておりますが、不良品の時
や、気象条件、道路状況、輸送中の破損、商品間違いや付属品の不足などによ
りお届け予定日に納品出来ない場合がございます。これら事由による工事遅延
等の保証は負いかねますので、検品後の工事手配をお願いいたします。

受注生産品は、代金をお支払いいただいてからの製作となります。また代金引
換でお支払いいただくことができませんのでご注意ください。キャンセルもご容
赦ください。

手作りの商品は、1点1点サイズや模様、色味が異なってきますので、カタログ
写真と異なる場合がございます。ご了承の上、ご注文ください。 

受注生産品は、製作に実働約3～4週間程度かかります。それ以上日数の掛かるも
のについては、商品ページに特記しておりますのでご確認ください。土日祝、年末
年始、ゴールデンウィーク、夏季休業等及びメーカーの休日は実働に含まれません。

輸入品が在庫切れの場合は、入荷までに1カ月以上かかる場合がございます。入
荷予定のあるものに関してはご予約を承ります。
受注輸入品のキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

●表札のご注文について

レイアウト作成は、ご注文を前提とし、2回（修正を含む）まで無料で作成いた
しております。2回を越える場合は1,080円／回が別途必要です。2回を越える
場合の追加レイアウト作成費用は、最終的にご注文をキャンセルされましても請
求させていただきますのでご注意願います。

製作はレイアウトをご確認、ご承認いただき、代金をお支払いいただいてからと
なります。お支払後のキャンセルはご容赦ください。

製作日数は実働約3～4週間程度かかります。それ以上日数の掛かるものについ
ては、商品詳細に特記しておりますのでご確認ください。土日祝、年末年始、ゴー
ルデンウィーク、夏季休業等及びメーカーの休日は実働に含まれません。

表札を住宅の外壁に設置される場合は、必ずその住宅を建築された工務店また
は設計士の方にご相談ください。設置場所の外壁材、下地の有無、柱や桟の位置、
防水処理、耐荷重など1邸ごとに異なるため取り付け方法も様々です。また外壁
に穴を開ける事により、然るべき保証が受けられなくなる場合があります。設置
に関して当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

●返品について

商品の検品･配送については万全を期しておりますが、万が一商品が不良品・破
損品であった場合、ご注文内容と違う商品をお送りした場合はただちにご連絡く
ださい。正常品を迅速に送らせていただきます。（輸入品等の場合は入荷まで時
間がかかる場合がございます) 交換商品が売り切れ、廃盤の場合はご返金とさせて
いただきます。

受注生産品、受注輸入品は商品の不良・破損以外でのご返品をお受けできません。

お客さまの都合による返品（イメージ違い・注文間違い）、交換はお受けできません。
ご不明な点などございましたら、ご注文前にお気軽にお問い合わせください。



【カタログについて】
当「、下以（グロタカンデーガーシーュジは）すまいいと」社弊「、下以（房工やとそ社会式株

カタログ」といいます）の発行にあたり、下記の各条項に定める事項については免責さ
れるものとします。当カタログをご利用のお客様（以下、「お客様」といいます。）は、
本免責事項の内容をご承諾頂いたものと見なしますのでご了承ください。

当カタログの閲覧や情報収集については、情報の妥当性、新規性を含めお客様の需要
に適合するものか否か、情報の保存や複製その他、お客様による任意の利用方法によ
り必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持およ
び輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任におい
て行っていただきますようお願いいたします。これらが原因として生じたお客様のいかな
る損害、不利益等に関しても弊社は一切の責任を負わないものとします。

弊社は、細心の注意を払って当カタログに情報を掲載しておりますが、この情報の正確
性および完全性を保証するものではありません。お客さまが当カタログに含まれる情報
もしくは内容をご利用されたことで直接・間接的に生じた損失に関し一切の責任を負わ
ないものとします。

弊社は、予告なしに当カタログの掲載内容を変更、削除、また、当カタログ自体の発行
を中断または中止させて頂くことがあります。これらの変更、削除、中断または中止に
より生じたお客様のいかなる損害、不利益等に関しても弊社は一切の責任を負わないも
のとします。

当カタログが紹介している他社商品の合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著
作権の許諾や有無など、その内容については一切の責任を負わないものとします。

お客様からの資料請求等が配送上の不具合・事故等により到着しなかった場合に生じた
損害や不利益、その他当カタログのご利用によって発生した一切の損害や不利益等につ
いて一切の責任を負いません。

弊社は、お客様から提供された電話番号、住所、メールアドレスなどをお客様の連絡先
として厳重に取り扱うものとします。なお、弊社の責めによらない当該連絡先の変更、
誤り等により生ずる損害について、一切の責任を負わないものとします。

本カタログに掲載されている全てのコンテンツは、株式会社そとや工房が所有しております。書面による許可なく、個人的な目的以外で使用することは禁止されています。

※価格は全て税抜価格となっております。

【著作権】

商品はお届け後、到着日を含む３営業日以内に検品願います。
商品の瑕疵、品違い、不足についてはお届け後３営業日以内にご連絡いただいた場合、
無償にて補填、対応いたします。３営業日以降の場合は有償にて可能な限り補填、対応
いたします。

商品お届け後、施工時期まで開封せず、開封後に破損・不良等瑕疵及び不足に気付い
た場合にも、商品到着日を含む３営業日を過ぎておりましたら交換等のご対応ができま
せん。

品違いや不良、不足等の瑕疵があった商品でも、問題があるのを知りながら商品を組
立、使用、消費してしまった場合、商品の箱・説明書等を汚損・破損・紛失・破棄さ
れた場合は、ご対応できません。

納品した商品に明らかな瑕疵が認められる場合、または初期不良など商品に隠れた瑕疵
があった場合、お届け後３営業日以内にご連絡いただいた場合はその瑕疵を修復するに
足る代替え品を無償供給いたします。

商品の品違いまたは不足があった場合、お届け後３営業日以内にご連絡いただいた場合
は正常品または不足分を速やかに手配いたします。

商品に瑕疵、不足、隠れた瑕疵があった場合、および品違いの場合において、商品の
廃盤、欠品等製造元、輸入元、販売元が代替品をご用意できない場合、ご購入の代金
を上限としご返金させていただきます。

ただし、いずれも上記に起因する工事遅延、人的損害、時間的損害、その他直接的及
び間接的な損害や諸問題類、その瑕疵を修復するに要した時間、代替品をお届けする
までに要する時間、あるいはその他お客様側に発生する二次的な費用および問題類に
ついては一切の責任を負わないものとします。

商品の不良や破損以外の理由、及び下記理由によるご返品はお受けいたしかねます。
また下記に起因する工事遅延、人的損害、時間的損害、その他直接的及び間接的な損
害や諸問題類、その瑕疵を修復するに要した時間、代替品をお届けするまでに要する時
間、あるいはその他お客様側に発生する二次的な費用および問題類については一切の
責任を負わないものとします。

・商品の配送遅延、配送事故（※配達日及び配達時間の指定はあくまでも希望日であり、
指定日または指定時間にお届けをお約束するものではございませんのであらかじめご
了承願います。）

・商品の形状や色など外観や触感、素材感、操作感、重量感、サイズ感、使用感など
イメージの違い

・建築基準法あるいは都市計画法など法令の購入者及び利用者があらかじめ利用・設
置する納品地域規定あるいは各省庁の規定調査の未調査

錯誤に基づく契約の無効
当カタログの掲載商品の価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的な
ミス等により、記載価格が実際の販売価格と異なる場合がございます。その際は誠に申

し訳ございませんが、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、弊社の判断でご
注文の取り消しをさせていただく場合がございます。（その際は一度ご連絡を差し上げ
ます）

万が一、商品が故障（異常も含む）又は破損した場合には、速やかに使用を中止してく
ださい。

商品の設置場所及び周辺は必ず安全を確保してください。万が一、商品が故障しても
結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないような設置をお願いします。
安全の確保を怠ったことによる故障又はいかなる損害についても弊社は一切の責任を負
わないものとします。

商品の経年劣化、故障、不具合等何らかの事由で使用ができなくなることにより、生命
もしくは身体の安全を脅かす、多額の財産を損なう等の恐れがあるといった場所への設
置などにより生じた損害については、弊社は一切の責任を負わないものとします。

その他下記事項及び下記事項によって生じるいかなる損害についても弊社は一切の責任
を負わないものとします。
・取扱説明書、仕様書、データーシートなどに記載されている条件、環境、注意事項な

どの不遵守
・調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
・他商品との組み合わせに起因する故障又は損害
・建築躯体、地盤の変形など商品以外に起因する商品の不具合
・商品の使用によって又は使用できないことによって生じた付随的な損害
・商品の組立及び施工過程に於いて、購入者及び利用者が被った損害又は損失
・商品の及ぼす影響によって発生した二次的な損害、事故、間接的な費用を含む諸問題・

積雪、風雨害その他自然現象による商品の直接的あるいは間接的瑕疵、及び被害、
損害・商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂
部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、カビまたはその他の不具合とこれ
らに起因する故障及び損害

・商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐蝕またはその他の不具合（例
えば、塩害による腐蝕、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、
車の排気ガスなどが付着して起きる腐蝕。異常な高温・低温・多湿による不具合など）

・商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木
目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）

・天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、
火災、紛争など）による不具合またはこれらによって、商品の性能を超える事態が発
生した場合の不具合

・実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれに起因する不具合
・犬、猫、鳥、鼠などの小動物のまたはつるや根などの植物による不具合
・お客様による組立て、取付け、修理、分解、改造（必要部品の取外しを含む）に起

因する不具合
・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用

方法による場合の不具合
・犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

【商品について】
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株式会社そとや工房
〒520-3024 
滋賀県栗東市小柿6-1-2
TEL：077-551-3530
FAX：077-551-3531
https://sotoya.jp/

ジューシーガーデン
［商品のお問い合わせはこちら］

TEL：077-554-2186
FAX：077-551-3571
https://www.juicygarden.jp/

はらっぱギャング
https://www.harappa-gang.jp/

whyKnot
https://www.whyknot.jp/




