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ガーデンファニチャー 商品一覧
タカショーではさまざまな素材、ブランドのガーデンファニチャーをご用意しています

イスタナ アームチェアー
¥87,000 / P.1251

ダイニングテーブル160
¥180,000 / P.1251

ダイニングテーブル140
¥160,000 / P.1251

イスタナ 3シーターベンチ
¥185,000 / P.1251

イスタナ 2シーターベンチ
¥155,000 / P.1251

スクエアテーブル80
¥110,000 / P.1252

フォールディングチェアー
¥58,000 / P.1252

バックレスベンチ145
¥120,000 / P.1253

バックレスベンチ125
¥100,000 / P.1253

サム キューブ テーブル/スツール
トップチーク
¥55,000 / P.1254

サム キューブ テーブル/スツール
トップホワイト
¥52,000 / P.1254

デッサウ チェアー
¥25,000 / P.1255

¥30,000 / P.1257

ビストロ ラウンドテーブル 60
¥34,000 / P.1258

ビストロ スクエアテーブル 71
¥43,000 / P.1259

クリップ テーブル
¥34,600 / P.1260

トリル アームチェアー
¥17,000 / P.1261

リオ ダイニングテーブル
¥126,000 / P.1262

ネットベンチ
¥44,000 / P.1263

アロロテーブル
¥106,000 / P.1266

パルマアームチェアー
¥16,400 / P.1267

エリカチェアー
¥14,800 / P.1267

ファーロ ハイチェアー
¥23,000 / P.1268

トレイスタンド
¥33,000
/ P.1253

ビストロ メタルチェアー
2脚セット

デッサウ スクエアテーブル
¥116,000 / P.1255

ネットチェアー
¥18,200 / P.1264
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カリス ハイテーブル60
¥66,300 / P.1269

カリス ラウンドテーブル
¥62,500 / P.1269

アトランティコ
リクライニングチェアー
¥62,000 / P.1271

キューブ スクエアテーブル
¥45,000 / P.1267・1269

ピア二テーブル
¥65,000 / P.1270

スプリッツ サイドテーブル
¥16,500 / P.1271

庭座 シンプルスクエアテーブル
¥80,000 / P.1273

庭座 シンプルベンチ
¥48,000 / P.1273

庭座 シンプルスツール
¥32,000 / P.1273

庭座 シンプルシェルフ
¥54,000 / P.1273

庭座 シンプルチェアー
¥40,000 / P.1274

庭座 シンプルアームチェアー
¥46,000 / P.1274

庭座 スクエアチェアー
¥79,000 / P.1275

庭座
シンプルスクエアテーブル720
¥58,000 / P.1275

庭座 サイドテーブル
¥51,000 / P.1276

庭座 サークルチェアー
¥55,000 / P.1276

庭座 シングルソファ
¥112,000 / P.1277

庭座 ダブルソファ
¥208,000 / P.1277

庭座 カフェテーブル600
¥63,000 / P.1277

庭座 カフェテーブル900
¥73,000 / P.1277

イジアン アームチェアー
¥90,000 / P.1279

イジアン ダイニングテーブル
¥216,000 / P.1279

ベベック シングルソファ
¥198,000 / P.1280

ベベック コーナーソファ
¥164,000 / P.1281

ベベック センターソファ
¥126,000 / P.1281

ベベック ダブルソファ
¥298,000 / P.1281

ベベック ローテーブル
¥83,000 / P.1281

ブルコス シングルソファ
¥204,000 / P.1283

ブルコス ダブルソファ
¥312,000 / P.1283
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ブルコス サイドテーブル
¥89,000 / P.1283

ブルコス ローテーブル
¥126,000 / P.1283

タリナ コーナーソファ
¥82,000 / P.1285

タリナ ダブルソファ
¥144,000 / P.1285

タリナ コーヒーテーブル900
¥63,000 / P.1285

タリナ コーヒーテーブル450
¥48,000 / P.1286

タリナ ハイスツール
¥36,000 / P.1287

タリナ カウンターテーブル
¥108,000 / P.1287

ソケリ ハイバックチェアー
¥5８,000 / P.1288

イハナ ラウンドテーブル800
¥39,800 / P.1290

イハナ ラウンドテーブル600
¥33,000 / P.1290

ミカド ダブルソファチェアー
¥89,800 / P.1293
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タリナ シングルソファ
¥96,000 / P.1284

タリナ センターソファ
¥68,000 / P.1284

タリナ ガーデンシンク
¥156,000 / P.1285

タリナ リクライニングチェアー
¥129,000 / P.1286

ソケリ シングルソファ
¥53,000 / P.1289

ソケリ ダブルソファ
¥83,000 / P.1289

イハナ ラウンドテーブル400
¥25,000 / P.1290

オーパスアームチェアー
¥36,000 / P.1291

オーパスラウンドテーブル
¥56,500 / P.1291

ミカド シングルソファチェアー
¥46,800 / P.1293

ガーデンファニチャー 商品一覧

オプション

補修ペイント 黒(ツヤ消し)
¥1,000 / P.1294

ラグマット 120×180 ブラウン
¥19,800～ / P.1294

ラグマット 120×180 グレー
¥19,800～ / P.1294

モルンシェルフ４０
¥２9,000 / P.1292・1294

モルンシェルフ８０
¥４4,000 / P.1292・1294

木製ガーデンファニチャー塗料
¥4,500 / P.1294

ファニチャーカバー各種
¥3,200～ / P.1295

ポーターシェフプロ100
¥158,000 / P.1296

屋外用蚊よけ KA・KO・I
¥6,000 / P.1297
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GARDEN&
EXTERIOR
施工事例ギャラリー

ガーデンライフスタイルメーカーであるタカショーが提案する、屋外家具セレクト「PIEDS NUS（ピエニュ）」。
カジュアルなスタイルからリゾート・オーガニック・和モダンなど、様々なテイストの商品を幅広くラインアップ。
世界のリゾートやカフェなどで実績のあるブランド商品を多く取り揃えており、日本国内でも住宅・店舗・ホテル

1300点以上の施工事例が
ご覧いただけます

などに多く採用されています。

ひと息つ ける場所を、
あわただしい 現 代を生きる全ての人へ。

「 P I E D S N U S（ ピ エ ニ ュ ）」は フ ラ ン ス 語 で「 素 足 」。
素 足 で 過 ご す リラク シ ン グ な 時 間 が い ざ な う の は 、身 も 心 も 自 然 な 状 態 。
そ ん な 大 地 と 寄 り 添 うよう に
感 性 を 高 め る 素 材 や デ ザ イ ン の 屋 外 家 具 を セ レ クトし て い ま す 。
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永くご使用いただくためにJIS規格等に基づいた自社基準に沿って試験を行っています
※コントラクトマーク

がついた商品は通常商品よりも高い基準を設けて試験を実施しています。

※商品・材質によって試験内容は異なります。

試験例

座面静的強度試験

繰り返し衝撃試験

座面に1600Nの力を10秒間 ×10回加える

座面に55kgの重りを載せ、後脚を軸に前脚
が50mm持ち上がるように、背もたれを後ろ
に引っ張り落下させる。
※6,000～12,000回 商品により回数を設定

背もたれ静的強度試験

後方安定性試験

背もたれに560Nの力を10秒間 ×10回加える

座面に600Nの重りを載せ、背もたれに120N
の力を加える

ひじ部静的垂直力試験

座面耐衝撃性試験

ひじに700N下向きの力を10秒間 × 10回加える

座面に25kgの衝撃体を高さ180mmから
10回自由落下させる

※ これらの数値は、あくまでも試験結果であり、保証値ではありません。
※ 使用場所や使用用途により指定の試験が異なる場合があります。

コントラクトマーク

がついた商品の試験内 容（タカショー基準）

チェアー
■JIS規格
試験項目
静的強度試験

基準

■EN規格
試験項目

基準

静的強度試験

EN581-2【荷重】背もたれ:560N、座面:2000N

ひじ部静的水平力試験 JISS1203:1998【水平荷重】400N

耐久性試験

EN581-2【回数】5万サイクル

ひじ部静的垂直力試験 JISS1203:1998【垂直荷重】800N

後方安定性試験 EN1022

脚部静的側方強度試験JISS1203:1998【水平荷重】390N

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

耐衝撃性試験

JISS1203:1998【落下高さ】180mm

※チェアーの仕様条件により、試験内容・基準値が異なる場合があります

耐久性試験

JISS1203:1998【荷重】背もたれ:330N、座面:950N【回数】10万サイクル

後方安定性試験

JISS1204:1998【水平荷重】120Nで転倒せず

JISS1203:1998【荷重】背もたれ:560N、座面:1600N

商品ページに個々の試験基準を記載しています

※JISS1203、JISS1204は日本工業規格の「家具（チェアー）」の規格です

テーブル
■JIS規格
試験項目
垂直力に対する
安定性試験

基準
JISS1202:1998
【荷重】

EN試験値（右記）参照

※JISS1202は日本工業規格の「家具（テーブル）」の規格です

■EN規格
試験項目

基準

垂直力に対する EN581-3
【荷重】

200N（L＜800mm）、L-600N（800mm≦L≦1000mm）、
安定性試験
400N（L＞1000mm）
※EN581-3は欧州統一規格の「家具（テーブル）」の規格です

1247

庭まわり

ガーデンファニチャー

こだわりの素材
ガーデンファニチャーの品質の要となる素材。各ブランドは独自に開発した素材や技術を用い、屋外家具としての最高のパフォーマンスを実現
しています。PIEDS NUSでは、それぞれのブランドが持つ、素材の特性を活かした品質と、デザイン性の高い商品を取り揃えています。

天然木（チーク）
内部に油分を含み、水や塩分、害虫などに強いチークは、古くには帆船のデッキとして、ヨーロッ
パではガーデンファニチャーに多く用いられてきました。表面は使えば使うほどに味わい深いも
のへと変化していきます。室内で使用した場合は時間の経過とともに色は濃く深くなり自然なツ
ヤが生まれ、屋外で使用した場合には表面の油分が抜けてシルバーグレーの味わい深い色へと
変化していきます。

FRP（強化プラスチック）
プラスチックにガラス繊維を組み合わせ強 度を向上させた強化プラスチック樹脂。樹脂が基礎
素材なので非常に軽量な上、繊維によって強化されているため強度が高いのが特徴です。

人工ラタン
人工ラタンとは、天然の籐の風合いをそのままに、屋外使用を可能にした素材。ロムガーデンの
人工ラタンは引っ張り強さや衝撃強さに優れる高密度ポリエチレンコード。弾力性のあるラタン
で編まれた家具はハンドメイドでつくられており、良質な座り心地を実現しています。

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

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

ロープ
ポリエステルとポリプロピレンからなるロープ。 強度が高く、色落ちしにくいなど、アウトドア
ユースでも安心してお使いいただける素材です。
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耐久性も、環境も。PIEDSNUS のブランド。
屋外での暮らしを提案するメーカーだからこそ、環境にも配慮したい。耐久性に優れていることはも
ちろん、環境に配慮した材質や、
サスティナブルな取り組みを行っているブランドをセレクトしています。

ラタン家具の製造で有名なインドネシア
でつくられた、こだわりの家具。熟練職人
が一つひとつ丁寧に編み上げています。
日本の暮らしに根ざしたシンプルなデザ
インが特徴です。

サスティナブルな素材にこだわり、製造過程
でCO2排出が少ないセメントや天然繊維、
古材再生などを選択。ヴェネチアの伝統的
な石膏技術を応用した製品が特徴です。
「良いものを大切に永く使ってゆく」をコンセプトに、チークファニチャーを専
門に展開。5年、10年と年月を経るにつれて、どう経年変化していくかを念頭
にデザインされた製品は、屋外の過酷な状況下でも永くお使いいただけます。

100％Made in Italyにこだわった、25年以上続くイタリアの屋外家具
ブランド。品 質 の高さとカラーの美しさが特 徴で、世 界 中の商 業
施設やホテル等で使用されています。

1953年から続くアウトドア家具メーカー フェルモブ。自然を楽しむため
の家具を専門に製造しており、世界各地で愛用されています。最新の技
術と伝統的な職人の手作業を融合し創られた製品は、その高い品質と機
能性から、様々なシーンで広く利用され、多くの人々に親しまれています。
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ガーデンファニチャー（天然木）

イスタナテラス

3月発売

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン
ダイニングテーブル160
イスタナ 3シーターベンチ
イスタナ アームチェアー

1% FOR THE PLANET

イスタナテラス

ガーデンファニチャー
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イスタナテラスは、地球資源を材料に商品を作っています。だからこそ、山や森の健全性と持続可
能性を常に考える事は務めだと考えています。皆様が私たちの商品を、素晴らしい自然のもとで、
いつまでも気持ち良く使い続けられるよう願いを込め、自然環境の保全・復元の為に献身的に活動
している非営利団体に売り上げの1％を1%FORTHEPLANETを通じ、寄付します。

経年変化を意識したデザイン

家具を永く使うために

5年、10年、20年と年月を経るにつれて、 「良いものを大切に永く使ってゆく」をコン
どう経年変化していくかを念頭におき、木 セプトのもとにメンテナンスガイドを商品
材を太く使うことで、屋外の過酷な条件下 に同梱しています。屋外の過酷な条件の
でも永く使えるよう設計しています。自然 下では、家具の寿命も短くなります。
『せ
環境下ではチーク材よりもむしろ傷みの早 めて次のチークが育つまで』。そう思って、
い金物の使用は極力控え、かつ露出を避け 愛着を持って接してみてください。きっと
るデザインを心がけています。
その思いに応えてくれるはずです。

環境に配慮した木材調達（チーク材）
内部に油分を含み、水や塩分、害虫などに強いチーク。表面
は使えば使うほどに味わい深いものへと変化していきます。
イスタナテラスでは、インドネシアの持続可能な植林地の合
法チーク材V-legal（ABグレード）を使用しています。一貫し
て自らの目でサプライチェーンを確認しています。森林資源
を使 用 する以 上、地 球 温 暖 化の問 題、生 物 多 様 性の保 全、
森林コミュニティーの尊重について考え、取り組んでいます。

イスタナテラス サベリ

イスタナテラス
aD

フェル モ ブ

■IST-08T 33179600
ダイニングテーブル160

n

W1600×D800×H710mm／27kg
天然木
（チーク）
＊ ¥180,000/台

ナルディ

2800mm

ロムガーデン タリナ

aD

■IST-02T 33306600
ダイニングテーブル140
W1400×D800×H710mm／25kg
天然木
（チーク）
＊ ¥160,000/台

ノイジン

2800mm

aD

W1530×D675×H795mm／26kg
座面高：375mm
天然木
（チーク）
スタッキング不可

アンティーク
オプション
トーン

■IST-09C 33180200
イスタナ 3シーターベンチ

n

＊ ¥185,000/脚

aD

■IST-06C 33310300
イスタナ 2シーターベンチ
W1225×D675×H795mm／20kg
座面高：375mm
天然木
（チーク）
スタッキング不可
＊ ¥155,000/脚

aD

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

ガーデンファニチャー

＊ ¥87,000/脚

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

色変化前

色変化後

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

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

木製ガーデン
ファニチャー
塗料

P.1294
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ガーデンファニチャー（天然木）

イスタナテラス

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

スクエアテーブル80
フォールディングチェアー

aD

■IST-01T 33305900
スクエアテーブル80
W800×D800×H710mm／18kg
天然木
（チーク）
＊ ¥110,000/台

2800mm

bD

■IST-03FC 33307300
フォールディングチェアー

ガーデンファニチャー

W430×D640×H900mm／7kg
座面高：400mm
天然木
（チーク）
折りたたみ可
＊ ¥58,000/脚

折りたたみ可能

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

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

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

aD

■IST-10C 33182600
バックレスベンチ145

n

W1450×D420×H410mm／16kg
座面高：405mm
天然木
（チーク）
スタッキング不可
＊ ¥120,000/脚

aD

■IST-04C 33308000
バックレスベンチ125
W1250×D420×H410mm／13kg
座面高：405mm
天然木
（チーク）
スタッキング不可
＊ ¥100,000/脚

ガーデンファニチャー

bD

■IST-07T 33311000
トレイスタンド
W510×D360×H660mm／4kg
天然木
（チーク）
折りたたみ可
＊ ¥33,000/脚

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

チーク製品
使用上の
ご注意

木製ガーデン
ファニチャー
塗料

P.1251

P.1294
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イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（セメント・天然木）

サム / デッサウ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ

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

サベリ
2004年にドイツ人デザイナーHeike Vetter（ハイケ・
ヴィッター）氏が立ち上げたガーデンポット・ファニチャー

ノイジン

を扱うブランド。資源の有限さへの高い意識からサス
ティナブルな素材にこだわり、製造過程でCO2排出
が少ないセメントや天然繊維、古材再生などを選択。
また、ヴェネチアの伝統的な石膏技術を応用して作ら

アンティーク
オプション
トーン

れるサベリのコンクリート素材は、エレガントで豊かな
表情と、絹のような滑らかな手触りで知られています。

サム キューブ テーブル/スツール
（ トップチーク・トップホワイト ）

こだわりぬいた素材と、熟練職人のハンドメイドで作
られる高い品質が特長のブランドです。

責任と暮らし

チーク（Reclaimed wood）

サベリは持 続 可 能 性と社 会 的 責 任ある行 動を
基本原則としておりサスティナブルな自然素材
を使用した商品を提供するだけでなく直接的な
環境の保護、資源の節約、材料の再利用による
廃棄物の削減に取り組んでいます。
生産時の二酸化炭素排出抑制に努め、地産素材の
使用や雨水を使用した生産体制を整えています。

徹底した環境への配慮から、製造のために新たに森林を伐採するのでは
なく、古材を職人の手で一つひとつ丁寧に選別・加工したものを使用し
ています。長い年月をかけ自然乾燥された古材は、強制乾燥が多い新材
より丈夫とも言われており、また商品一つひとつに新材にはない様々な風
合い・表情があります。補修の跡などもあえて残すことで使い込まれた
風合いを追求し、一つとして同じものはない、本 格 的なヴィンテージ感
を携えています。

サム

セメント
bDF

ガーデンファニチャー

■SAV-02CT 34031600
サム キューブ テーブル/スツール
トップチーク
W400×D400×H460mm／22.5kg
天然木
（チーク）
スタッキング不可
＊ ¥55,000/台

■SAV-02CW 34032300
サム キューブ テーブル/スツール
トップホワイト
W400×D400×H460mm／20kg
天然木
（チーク）
スタッキング不可
＊ ¥52,000/台

2200mm

使用上のご注意
（セメント製品）
●水に濡れると表面を塗膜しているワックスが色落ちしたり、白く変色
すること
（白華現象）
がありますが、素材の品質には問題ありません。
●白華が生じた場合には、市販の白華除去剤をご使用ください。
●ワックスが床に付着する恐れがあります。使用場所には注意
してください。
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セメント
bDF

使用上のご注意
（サム キューブのチーク個体差について）
●サベリでは、徹底した環境への配慮から、製造過程で森林伐
採をせず、古材を職人の手で一つひとつ丁寧に再生させた
ものを使用しております。そのため、お届けする商品が画像
のものとわずかに異なる場合がございます。素材独特の風合
いをお楽しみください。

チーク製品
使用上の
ご注意

木製ガーデン
ファニチャー
塗料

P.1251

P.1294

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

マルモリーノ
サスティナブルなものにこだわり、CO2の
排出が少ないセメントを選択。グラスファイ
バーの代わりに天 然 繊 維を使 用し、強 化し
ています。見る角 度で 異なって 見える色の
濃淡は、熟練の職人が一つひとつ丁寧に手
作業で仕上げています 。

アンティーク
オプション
トーン

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

デッサウ
セメント
aE

■SAV-01ST 36551700
DESSAU
デッサウ スクエアテーブル
W800×D800×H730mm ／55kg
＊ ¥116,000/台

ガーデンファニチャー

2100mm

セメント
bE

■SAV-01C 36555500
DESSAU
デッサウ チェアー
●材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が
起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください

W350×D350×H430mm ／16kg
座面高：430mm
スタッキング不可
＊ ¥25,000/脚

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

サベリ
ポット

P.1302
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NEW
イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（スチール）

ビストロ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン
ビストロ ラウンドテーブル60（ローズマリー）
ビストロ メタルチェアー2脚セット（ローズマリー）

フェルモブ
1953年から続くアウトドア家具メーカー フェルモブ。自然を楽しむための家具を専門に製造しており、今も変わらず世界各地で
親しまれているブランドです。最新の技術と伝統的な職人の手作業を融合し創られた製品は、高い品質と機能性で、様々
なシーンで広く利用され、多くの人々に親しまれています。

ガーデンファニチャー

1256

実用的なデザインと高い生産技術

安全な商品を提供する

自然と共に住まう

パウダーコーティング

欧州でトップクラスを誇るその高い
生産技術は確かな品質を生み出し、
フランスデザインの洗練された美し
く無駄の無いデザインを末長く楽し
むことができます。22段階にも分け
られた繊細な塗装工程はフェルモブ
唯一無二の特別なノウハウです。

フェルモブの家具は、欧州統一規格
ENに基づいた、安全性の試験に準
拠しています。商品の部分ごとに適
切な、それぞれ異なる加工をしたス
チールを使用し、市場に出る前に
様々な標準検査を行います。

自然環境に配慮した持続可能な開
発と製造プロセスを常に考え、商品
の軽量化を図ることで、輸送時の消
費エネルギー抑制に繋げています。
自然を楽しむアウトドアブランドだか
らこそ、美しい自然を残すための取
り組みを行っています。

粉末状の塗料を直接コーティングす
る塗装方法。塗料には有機溶剤を
使用せず、100％リサイクル素材の
塗料を使用しています。一般的な溶
剤を用いた塗装と比べ、厚く丈夫な
塗膜を形成することから、傷つきに
くく、防錆能力に優れています。

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

ビストロ n

bM

■FER-C01H 25177300
ビストロ メタルチェアー 2脚セット
（ハニー）
■FER-C01W 25169800
ビストロ メタルチェアー 2脚セット
（ホワイト）
■FER-C01R 25173500
ビストロ メタルチェアー 2脚セット
（ローズマリー）

ハニー

ホワイト

ナツメグ

カクタス

ガーデンファニチャー

■FER-C01N 25175900
ビストロ メタルチェアー 2脚セット
（ナツメグ）
■FER-C01C 25171100
ビストロ メタルチェアー 2脚セット
（カクタス）
W420×D455×H820mm／4.8kg
座面高 : 455mm
折りたたみ可
＊ ¥30,000/2脚セット

※1脚での販売は行っておりません。
ローズマリー

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

庭まわり

ガーデンファニチャー（スチール）

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

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

ビストロ n
bM

■FER-T01H 25195700
ビストロ ラウンドテーブル60
（ハニー）
■FER-T01W 25187200
ビストロ ラウンドテーブル60
（ホワイト）
■FER-T01R 25191900
ビストロ ラウンドテーブル60
（ローズマリー）

ガーデンファニチャー

ハニー

ホワイト

ナツメグ

カクタス

■FER-T01N 25193300
ビストロ ラウンドテーブル60
（ナツメグ）
■FER-T01C 25189600
ビストロ ラウンドテーブル60
（カクタス）
φ600×H740mm／6kg
折りたたみ可
＊ ¥34,000/台

2200mm

ローズマリー

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

1258

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

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

一部テーブル・チェアーは取り扱っておりません

bM

■FER-T02H 25214500
ビストロ スクエアテーブル71
（ハニー）
■FER-T02W 25206000
ビストロ スクエアテーブル71
（ホワイト）
■FER-T02R 25210700
ビストロ スクエアテーブル71
（ローズマリー）
ハニー

ホワイト

ナツメグ

カクタス

ガーデンファニチャー

■FER-T02N 25212100
ビストロ スクエアテーブル71
（ナツメグ）
■FER-T02C 25208400
ビストロ スクエアテーブル71
（カクタス）
W710×D710×H740mm／10kg
パラソル穴:φ40mm／折りたたみ可
＊ ¥43,000/台

2300mm

ローズマリー

パラソル穴あり:キャップ付

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

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

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

クリップ/トリル

フェル モ ブ

ナルディ
100％ Made in Italyにこだわった、25年

ナ ル ディ

以上続くイタリアのデザイナーズ屋外家具
ブランド、NARDI / ナルディ。品質の高さ
とカラーの美しさが特徴で、世界100カ国
以上の商業施設やホテルなどで使用されて

ロムガーデン タリナ

います。Make life easier for people を
コンセプトにデザインされた家具は、その
クオリティも高い評価を得ています

使いやすく
優れたデザイン

ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

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

クリップ テーブル
（ダークグレー）
ネットチェアー
（メイズ）

環境への配慮

消費者のニーズを満たす

1 0 0％リサイクル可 能なプラスチックを主 材 料とし、
生産過程で発生する端材はすべてリサイクルを行う
ことで原材料の使用量の削減に取り組んでいます。
また 、電 力 の 一 部に太 陽 光 発 電
を使用したり汚染ガスや煙を大気
中に放出しないなど製造時の環境
にも配慮しています。

ナルディでは適切に設計され、安全なアイ
テムを生産することが重要であると考えてい
ます。そのため、新しい商品が市場に出され
る前に、その安定性、安全性、および機能性
を確立するために社内でテストを実施。さ
らに、社外の試験機関でも実施され、クリア
したものが商品化されます。

クリップ
aN

ガーデンファニチャー

■NAR-T12T
33604300
クリップ テーブル
（トープ）
■NAR-T12DG 33603600
クリップ テーブル
（ダークグレー）
W700×D700×H750mm／10.65kg
折りたたみ不可
＊ ¥34,600/台

トープ
2400mm

ダークグレー

天板加工

＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。
●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●テーブルセットの占有
（必要）
スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品
に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
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テーブル ： EN581-3

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

カリス ラウンドテーブル
（ダークグレー）
トリル アームチェアー
（ティールブルー）

トリル

bN

bN

■NAR-C07T 33621000
トリル アームチェアー
（トープ）

bN

■NAR-C07GR 33620300
トリル アームチェアー
（グリーン）

■NAR-C07DG 33622700
トリル アームチェアー
（ダークグレー）

■NAR-C07TB 32944100
トリル アームチェアー
（ティールブルー）

W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

W585×D535×H825mm／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

W585×D535×H825mm ／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

W585×D535×H825mm ／4.7kg
座面高：450mm
スタッキング可

＊ ¥17,000/脚

＊ ¥17,000/脚

＊ ¥17,000/脚

＊ ¥17,000/脚

ガーデンファニチャー

bN

スタッキング可能

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

1261

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

リオ/ネット

フェル モ ブ

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

ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

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

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

リオ

ダークグレー

aEA

■NAR-T13DG 33605000
リオ ダイニングテーブル
（ダークグレー）
■NAR-T13T
33606700
リオ ダイニングテーブル
（トープ）

トープ

2100mm

ガーデンファニチャー

＊ ¥126,000/台

2600mm

1400mm

W1400
（21００）
×D850×H760mm／35kg
ダークグレー

2600mm

トープ

天板の延長可動について（延長時 2100mm）

脚をスライドで引き出します

天板裏に収納されている
追加板を引き出します

スライドしたフレームの
上に設置します
＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

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

1262

チェアー ： EN581-2、EN1022
テーブル ： EN581-3

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

ネット

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

ネットベンチ
（メイズ）

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

スタッキング可能

ネット

■NAR-C14T
ネットベンチ
（トープ）

32938000

bN

■NAR-C14ME
ネットベンチ
（メイズ）

bN

32942700

■NAR-C14DG 32941000
ネットベンチ
（ダークグレー）

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

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

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

＊ ¥44,000/脚

＊ ¥44,000/脚

＊ ¥44,000/脚

ガーデンファニチャー

bN

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

1263

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

写真のテーブルは取り扱っておりません

ネット

ネット

ガーデンファニチャー

bN

■NAR-C04W
ネットチェアー
（ホワイト）

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

1264

32865900

bN

■NAR-C04DG 32866600
ネットチェアー
（ダークグレー）

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

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

＊ ¥18,200/脚

＊ ¥18,200/脚

チェアー ： EN581-2、EN1022

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

■NAR-C04T 32867300
ネットチェアー
（トープ）

bN

■NAR-C04ME
ネットチェアー
（メイズ）

32868000

bN

■NAR-C04CO
ネットチェアー
（コラロ）

32869700

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

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

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

＊ ¥18,200/脚

＊ ¥18,200/脚

＊ ¥18,200/脚

ガーデンファニチャー

bN

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

1265

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

アロロ/パルマ/エリカ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

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

アロロテーブル
（モカ）
パルマアームチェアー
（モカ）

アロロ
aEA

■NAR-T04M 32873400
アロロテーブル
（モカ）
■NAR-T04W 32872700
アロロテーブル
（ホワイト）

モカ

W1400
（２１００）
×D1000×H730mm
／34.6kg

ガーデンファニチャー

＊ ¥106,000/台

2800mm

天板の延長可動について（延長時 2100mm）

天板を左右にスライド

天板裏に収納されている
追加板を引き出します

ホワイト

左右にスライドさせた天板
の上に設置します
＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

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

1266

チェアー ： EN581-2、EN1022
テーブル ： EN581-3

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

エリカチェアー
（モカ）
キューブ スクエアテーブル
（ホワイト・トープ）

パルマ

エリカ

ホワイト

トープ

bE

■NAR-AC05M 32870300
パルマアームチェアー
（モカ）

bE

■NAR-C06M 32871000
エリカチェアー
（モカ）

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

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

＊ ¥16,400/脚

＊ ¥14,800/脚

■NAR-T07W 33323300
キューブ スクエアテーブル
（ホワイト）
■NAR-T07T 33324000
キューブ スクエアテーブル
（トープ）
W800×D800×H750mm／11.5kg

ガーデンファニチャー

aEA

＊ ¥45,000/台
2600mm

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

1267

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

ファーロ/カリス/キューブ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン
ファーロ ハイチェアー
（ダークグレー）

ファーロ
bN

ガーデンファニチャー

■NAR-HC09G 33331800
ファーロ ハイチェアー
（ダークグレー）
■NAR-HC09R 33332500
ファーロ ハイチェアー
（ロッソ）
■NAR-HC09T 33333200
ファーロ ハイチェアー
（トープ）
W490×D510×H970mm／4.1kg
座面高：730mm
スタッキング可
＊ ¥23,000/脚

ダークグレー

ロッソ

トープ

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

1268

キューブ スクエアテーブル : EN581-3
カリス ラウンドテーブル : JIS S1202

フェル モ ブ

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

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

ナルディ
ロムガーデン タリナ

カリス ラウンドテーブル
（ダークグレー）
ネット チェアー
（ダークグレー）

ノイジン

カリス

アンティーク
オプション
トーン

aA

aA

■NAR-T03G 33589300
カリス ハイテーブル 60
（グレー）

■NAR-T08W 33329500
カリス ラウンドテーブル
（ホワイト）
■NAR-T08DG 33670800
カリス ラウンドテーブル
（ダークグレー）

W６６５×D665×H1080mm／10kg
天板 : HPL
（メラミン樹脂）
＊ ¥66,300/台

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

2300mm

＊ ¥62,500/台
2500mm

ホワイト

ダークグレー

キューブ
aEA

ガーデンファニチャー

■NAR-T07W 33323300
キューブ スクエアテーブル
（ホワイト）
■NAR-T07T 33324000
キューブ スクエアテーブル
（トープ）
W800×D800×H750mm／11.5kg
＊ ¥45,000/台

2600mm

ホワイト

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

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

1269

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（プラスチック）

ピア二/スプリッツ/アトランティコ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

ピアニ テーブル
（ダークグレー）
ネットチェアー
（トープ・コラロ）

ピアニ
aA

■NAR-T15W 32936600
ピアニ テーブル
（ホワイト）
■NAR-T15DG 32935900
ピアニ テーブル
（ダークグレー）
W690×D690×H740mm／14.5kg
天板 : HPL
（メラミン樹脂）
折りたたみ可

ガーデンファニチャー

＊ ¥65,000/台

2500mm

ホワイト

テーブル天板
強度のあるHPL

天板裏面には持ち
運びに便利なハン
ドルが付いています

折りたたみ可能

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

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

1270

チェアー ： EN581-2、EN1022

フェル モ ブ

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

イスタナテラス サベリ

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

ナルディ
ロムガーデン タリナ

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

スプリッツ

ノイジン

aN

φ600×H415mm／3.8kg
＊ ¥16,500/台

ホワイト

ダークグレー

1600mm

アンティーク
オプション
トーン

■NAR-LT01W 33590900
スプリッツ サイドテーブル
（ホワイト）
■NAR-LT01DG 33591600
スプリッツ サイドテーブル
（ダークグレー）

アトランティコ
bN

ホワイト

■NAR-RC01W 33731600
アトランティコ リクライニングチェアー
（ホワイト）
■NAR-RC01DG 33732300
アトランティコ リクライニングチェアー
（ダークグレー）
W700×D1710
（1710～2030）
×H990
（990～390）
mm ／14.5kg
座面高：365mm
シート：ポリエステル
4段階リクライニング
スタッキング可

ダークグレー

ガーデンファニチャー

＊ ¥62,000/脚

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

1271

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

庭座

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン
庭座 シンプルスクエアテーブル
庭座 シンプルベンチ
庭座 シンプルスツール

ロムガーデン
ガーデンファニチャー

1272

ロムガーデンは、ラタン家具の製造で有名なインドネシアの熟練の職人がひとつひとつ丁寧に編みあげたこだわりの家具。天然のラ
タン(籐)の弱点は耐水性。その耐水性を克服した人工のラタンを使用しています。そのためインテリアはもちろん、屋外で使用が可
能です。ロムガーデンのデザインは「四季を楽しむ日本人の暮らし」に寄り添う、多彩なフォルムとラタンによる優しい表情が魅力。
シンプルかつすっきりとしたデザインなので、日本のお庭や旅館など、和の空間から開放的なリゾートまで、様々な場所に溶け込みます。

日本人に親しまれる
シンプルなデザイン
多様化する日本の住宅のどんなスタイル
にも似合うものを。そういった発想から生
まれる商品はとにかくシンプルでコンパク
ト。すっきりとしたデザインで様々な場所
に溶け込みます。シンプルだからこそ組
み合わせも自由に。ラタン家具の本場、イ
ンドネシアの職人による高度な技術力で、
快適な座り心地を実現します。

屋外使用に適した素材
ロムガーデンで使用しているのは高密度
ポリエチレンコード「サイロプレーン」。
ポリエチレンコードは原液着色の為、色
褪せに強く、耐候性に優れています。ま
た、フレームには軽量で錆に強いアルミ
ニウムを採用しています。屋外で安心し
て利用できるよう、”素材”にこだわって
います。

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ

スツール（2脚）と
ベンチはテーブル
の中に納まります

シンプル
スクエアテーブル

シンプル
スツール

シェルフはスクエア
テーブルに合わせ
ることができます

シンプル
シェルフ

人工ラタン編み目

■KFA-11T7 34922700
庭座 シンプルスクエアテーブル
（ダークブラウン）
W1200×D720×H700mm／8.8kg
＊ ¥80,000/台

2300mm

bFA

■KFB-1110 34935700
庭座 シンプルベンチ
（ダークブラウン）

bFA

■KFB-1107 34932600
庭座 シンプルスツール
（ダークブラウン）

W1100×D350×H420mm／6.8kg
座面高：420mm
スタッキング不可

W450×D350×H420mm ／2.7kg
座面高：420mm
スタッキング不可

＊ ¥48,000/脚

＊ ¥32,000/脚

bFA

■KFA-11S1 34915900
庭座 シンプルシェルフ
（ダークブラウン）
W720×D350×H700mm ／5.2kg

ガーデンファニチャー

シンプルベンチ

bFA

アンティーク
オプション
トーン

庭座

ノイジン

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

＊ ¥54,000/台

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

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

1273

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

庭座
bFA

ガーデンファニチャー

■KFB-1104 34928900
庭座 シンプルチェアー
（ダークブラウン）

bFA

■KFB-1101 34925800
庭座 シンプルアームチェアー
（ダークブラウン）

W470×D575×H810mm／3.5kg
座面高：390mm
スタッキング可

W540×D575×H810mm ／4kg
座面高：390mm
スタッキング可

＊ ¥40,000/脚

＊ ¥46,000/脚

人工ラタン編み目

人工ラタン編み目

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

1274

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

庭座 シンプルアームチェアー

bFA

W560×D600×H800mm／4.3kg
座面高：420
（シートパッド厚み：40含まず）
mm
シートパッド：W460×D480×t40mm／0.4kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリウレタン
スタッキング不可
シートパッド1枚付
＊ ¥79,000/脚

bFA

■KFA-13T3 34908100
庭座
シンプルスクエアテーブル 720
（ダークブラウン）
W720×D720×H700mm ／4.7kg
＊ ¥58,000/台

2500mm

人工ラタン編み目

人工ラタン編み目

ガーデンファニチャー

■KFB-C013 34714800
庭座 スクエアチェア－
（ダークブラウン）

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

1275

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

庭座 サイドテーブル
庭座 サークルチェアー

庭座

ガーデンファニチャー

bFAQ

■KFA-T001 34686800
庭座 サイドテーブル
（ダークブラウン）
Φ560×H420mm／6.2kg
（ガラス天板を含む）

bFM

■KFB-C001 34701800
庭座 サークルチェア－
（ダークブラウン）
W685×D610×H750mm ／6kg
座面高：400mm
スタッキング不可

＊ ¥51,000/台

＊ ¥55,000/脚
人工ラタン編み目

人工ラタン編み目
2400mm

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

1276

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ

シングルソファ

カフェテーブル 600

ダブルソファ

カフェテーブル 900

■KFB-C005 34705600
庭座 シングルソファ
（ダークブラウン）

bFA

■KFB-C009 34709400
庭座 ダブルソファ
（ダークブラウン）

bFAQ

bFAQ

■KFA-T005 34691200 ■KFA-T009 34695000
庭座 カフェテーブル 600 庭座 カフェテーブル 900
（ダークブラウン）
（ダークブラウン）

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

W1360×D660×H670mm／13kg
W600×D600×H455mm ／8kg W900×D500×H455mm ／9.5kg
座面高：310
（シートパッド厚み：55含まず）
mm
（ガラス天板を含む）
（ガラス天板を含む）
シートパッド：W1190×D485×t55mm ／1.3kg
＊ ¥63,000/台
＊ ¥73,000/台
クッション：W450×D450mm／0.9kg

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

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

＊ ¥112,000/脚

＊ ¥208,000/脚

ガーデンファニチャー

bFA

アンティーク
オプション
トーン

人工ラタン編み目

ノイジン

庭座 カフェテーブル 900
庭座 ダブルソファ

2600mm
2900mm

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

ファニチャー
カバー

P.1295

1277

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ

ナ ル ディ

ロムガーデン タリナ

ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

ガーデンファニチャー

1278

イジアン

イジアン ダイニングテーブル
イジアン アームチェアー

ガーデンファニチャー（人工ラタン）
庭まわり

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ

柔らかなフォルムで
くつろぎの時間を

ロムガーデン タリナ

ダークブラウンの人工ラタンを使用した重厚感
かつ高級感のあるダイニングシリーズ。チェアー
とテーブルで使用しているラタンの太さが異なり、
細やかなこだわりを感じられます

ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

bFA

W610×D650×H820mm／6.5kg
座面高：400
（シートパッド厚み：35含まず）
mm
シートパッド：W470×D460×t35mm／0.5kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリウレタン
シートパッド1枚付
＊ ¥90,000/脚

bFAQ

ガーデンファニチャー

■BHM-02AC 31357000
イジアン アームチェアー
（ダークブラウン）

■BHM-02T 31356300
イジアン ダイニングテーブル
（ダークブラウン）
W1500×D905×H720mm／36.2kg
（ガラス天板を含む）
＊ ¥216,000/台

人工ラタン編み目

人工ラタン編み目
2900mm

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

ファニチャー
カバー

P.1295

1279

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

ベベック

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

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

ガーデンファニチャー

場所を選ばない
シンプルなデザイン
ベベックはコーナータイプやセンタータイプなど、
組み合わせて楽しめるシンプルスタイル。多彩
なシーンに対応可能なスクエアデザインです

人工ラタン編み目

ベベック
bFA

■BHM-03SS 31359400
ベベック シングルソファ
W900×D760×H715mm ／19.6kg
座面高：245
（シートパッド厚み：150含まず）
mm
シートパッド：W670×D650×t150mm ／2.5kg
背面クッション：W685×D380mm／1.8kg
クッション：W430×D430mm／1kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション1個、
クッション1個付
＊ ¥198,000/脚
＊一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

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

1280

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ

bFA

W760×D760×H715mm／19.1kg
座面高：245
（シートパッド厚み：150含まず）
mm
シートパッド：W650×D650×t150mm／2.6kg
背面クッション：W1225×D380mm／4.5kg
クッション：W430×D430mm／1kg

W600×D760×H715mm ／13.1kg
座面高：245
（シートパッド厚み：150含まず）
mm
シートパッド：W600×D650×t150mm／2.5kg
背面クッション：W585×D380mm／1.7kg
クッション：W430×D430mm／1kg

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

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

＊ ¥164,000/脚

＊ ¥126,000/脚

bFA

bFA

W1500×D760×H715mm／28.7kg
座面高：245
（シートパッド厚み：150含まず）
mm
シートパッド：W1300×D650×t150mm／4.6kg
背面クッション：W650×D380mm／1.8kg
クッション：W430×D430mm／1kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリエチレン、ポリウレタン
シートパッド1枚、背面クッション2個、
クッション2個付

W900×D600×H300mm ／6.2kg

■BHM-03CS 31360000
ベベック コーナーソファ

■BHM-03MS 31361700
ベベック センターソファ

アンティーク
オプション
トーン

ガーデンファニチャー

■BHM-03DS 31358700
ベベック ダブルソファ

ノイジン

bFA

ロムガーデン タリナ

ベベック ダブルソファ
ベベック シングルソファ
ブルコス サイドテーブル

写真のカラークッションは取り扱っておりません

■BHM-03T 31362400
ベベック ローテーブル
＊ ¥83,000/台

2800mm

＊ ¥298,000/脚

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

ファニチャー
カバー

P.1295

1281

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

ブルコス

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

ガーデンファニチャー

人工ラタンの曲線が庭に
上質な存在感を与えます
曲線のフォルムに沿って人工ラタンが編み込まれること
で創り出される柔らかな線は、愛らしさを備えつつ、上質
で高級感を表現。小さなピロークッションは腰にフィット
するだけでなく、座面を広く使うことができます

1282

ブルコス ローテーブル / ブルコス ダブルソファ /
ブルコス シングルソファ
写真のカラークッションは取り扱っておりません

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

bFA

■BHM-01SS 31354900
ブルコス シングルソファ

■BHM-01DS 31353200
ブルコス ダブルソファ

W1020×D990×H800mm／15.7kg
座面高：295
（シートパッド厚み：85含まず）
mm
シートパッド：W565×D530×t85mm／1.3kg
クッション：W560×D200mm／0.7kg

W1755×D990×H800mm／24.8kg
座面高：295
（シートパッド厚み：85含まず）
mm
シートパッド：W1325×D530×t85mm ／2.8kg
クッション：W665×D200mm／0.7kg

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

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

＊ ¥204,000/脚

＊ ¥312,000/脚

■BHM-01TS 31355600
ブルコス サイドテーブル
W720×D720×H385mm／9.4kg
（ガラス天板を含む）
＊ ¥89,000/台

bFAQ

■BHM-01TM 31352500
ブルコス ローテーブル
W1230×D730×H385mm／15.3kg
（ガラス天板を含む）
＊ ¥126,000/台
3400mm

3300mm

ガーデンファニチャー

bFAQ

アンティーク
オプション
トーン

bFA

人工ラタン編み目

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

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

ファニチャー
カバー

P.1295

1283

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

タリナ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

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

タリナ
タリナ
タリナは、フィンランド語で“物語”の意
味。庭で家族や友人たちと過ごす、穏
やかな物語を紡いでほしいという意味
を込めています。デザイン性だけでなく、
落ち着いて利用できる最適な寸法を考
慮し、寛ぎと機能性に優れた屋外家具
ブランド。同じシリーズで自由に組み合
わせをすることができ、多彩なシーン
への対応が可能です。落ち着いた色合

ガーデンファニチャー

いで屋外空間に溶け込みます。

bFA

bFA

■ZHE-10SSF 25226800
タリナ シングルソファ 4

■ZHE-10MSF 25228200
タリナ センターソファ 4

W670×D610×H710mm／10.6kg
座面高：300
（シートパッド厚み：100含まず）
mm
シートパッド：W550×D550×t100mm ／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

W550×D610×H710mm ／6.5kg
座面高：300
（シートパッド厚み：100含まず）
mm
シートパッド：W550×D550×t100mm ／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg

落ち着いた色合いのキメ細やかな人

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

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

工ラタンを使用

＊ ¥96,000/脚

＊ ¥68,000/脚

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

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

1284

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ

タリナシリーズで
テラスをくつろぎの空間に

ナルディ

タリナシリーズを組み合わせて使用することで一体
感が生まれ、洗練されたくつろぎの空間が生まれます

ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

bFA

bFA

■ZHE-10CSF 25227500
タリナ コーナーソファ 4

W610×D610×H710mm／8.7kg
座面高：300
（シートパッド厚み：100含まず）
mm
シートパッド：W550×D550×t100mm／1kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、
クッション1個付
＊ ¥82,000/脚

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

■ZHE-10DSF 25229900
タリナ ダブルソファ 4

W1220×D610×H710mm／15.2kg
座面高：300
（シートパッド厚み：100含まず）
mm
シートパッド：W1100×D550×t100mm ／2kg
クッション：W450×D350mm／0.6kg
カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚、
クッション2個付
＊ ¥144,000/脚

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

ガーデンファニチャー

bFA

■ZHE-12LT 25231200
タリナ コーヒーテーブル900 4
W900×D450×H400mm／7.5kg
＊ ¥63,000/台

aFA

■ZHE-13GSS 25234300
タリナ ガーデンシンク 4

W1000×D550×H810mm／13.7kg
シンク部：ステンレス
2300mm

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

＊ ¥156,000/台

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

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

ファニチャー
カバー

P.1295

1285

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（人工ラタン）

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

写真のカラークッションは取り扱っておりません

タリナ

ガーデンファニチャー

bFA

bFA

■ZHE-17RC 25237400
タリナ リクライニングチェアー 4

■ZHE-11LT 25230500
タリナ コーヒーテーブル450 4

W690×D1970×H200
（200～805
※シートパッド厚み：100含まず）
mm／19.4kg
座面高：200
（シートパッド厚み：100含まず）
mm
シートパッド：W680×D1960×t100mm／4.7kg

W450×D450×H400mm ／5.2kg
＊ ¥48,000/台

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

カバー：ポリエステル
スポンジ：ポリエステル、ポリウレタン
シートパッド1枚付
＊ ¥129,000/脚

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

1500mm

5段階のリクライニング
が可能です

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

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

1286

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

■ZHE-16C 25236700
タリナ ハイスツール 4

W360×D360×H780mm／5.2kg
座面高:780mm
＊ ¥36,000/脚

写真のポットは取り扱っておりません

bFA

■ZHE-15T 25235000
タリナ カウンターテーブル 4

W1225×D595×H1125mm／16.2kg
＊ ¥108,000/台 4生産完了品につき、

在庫をご確認ください

ガーデンファニチャー

bFA

タリナ カウンターテーブル
タリナ ハイスツール

アンティーク
オプション
トーン

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

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください
1300mm

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

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

1287

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（ロープ）

ソケリ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

ロープと異素材による
スマートなデザイン
美しい編み目のロープと、スチールや天然木を
組み合わせたスマートなデザイン。ロータイプ、
リラックスタイプなど、用途に合わせて選べる
ラインアップをご用意しました

ソケリ ハイバックチェアー
イハナ ラウンドテーブル 400
ラグマット グレー

ソケリ
ノイジン
質の良い商品を提供する為に

ガーデンファニチャー

製 造 の 約70％は手 作 業 で 行
い、繊細かつ丁寧な商品作りを
徹底しています。厳しい検品
基準を設け、市場へ出る前に
検品を欠かさず行うことでクオ
リティを維持します。品質面だ
けでなく、地球環境にも配慮し
た家具の製造を目指しており、
合法とされた木材のみを使用
しています。

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

bME{

■TRD-13HC 47049500
ソケリ ハイバックチェアー
W770×D785×H945mm ／7.5kg
座面高：360（シートパッド厚み：80含まず）mm
シートパッド：W590×D510×t80mm ／0.6kg
背面クッション：W400×D400mm ／0.6kg
ピロークッション：W350×D210mm ／0.2kg
フレーム:金属（スチール）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
カバー：ポリエステル
スポンジ
（シートパッド）
:ポリウレタン
スポンジ
（背面クッション／ピロークッション）
:ポリエステル
シートパッド1枚、背面クッション1個、
ピロークッション1個付
＊ ¥58,000/脚

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

1288

イスタナテラス サベリ

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

bME{

■TRD-13SS 47048800
ソケリ シングルソファ

アンティーク
オプション
トーン

ソケリ シングルソファ
ソケリ ダブルソファ
イハナ ラウンドテーブル 400
イハナ ラウンドテーブル 600
イハナ ラウンドテーブル 800

bME{

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

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

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

＊ ¥53,000/脚

＊ ¥83,000/脚

ガーデンファニチャー

W770×D710×H775mm／7kg
座面高：360
（シートパッド厚み：80含まず）
mm
シートパッド：W590×D510×t80mm／0.6kg
背面クッション：W400×D400mm／0.6kg

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

ファニチャー
カバー

P.1295
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イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（ロープ）

マークの付いた商品は右記の試験規格を
クリアしています
（詳しくはP.1247をご覧ください）

テーブル ：JIS S1202

イハナ

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン

イハナ

高級感のあるツヤ仕上げの天板
ユーカリの木目を引立てる、屋外用ではめずらしいツヤ仕上げの天板。
マットブラックのフレームとのコントラストが落ち着いた印象を与えます

aDM

■TRD-08T60 47053200
イハナ ラウンドテーブル 600
W600×D600×H420mm／5.5kg
天板:天然木
（ユーカリ）
フレーム:金属
（スチール）
＊ ¥33,000/台

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

aDM

■TRD-08T80 47054900
イハナ ラウンドテーブル 800
W800×D800×H370mm ／8kg
天板:天然木
（ユーカリ）
フレーム:金属
（スチール）
＊ ¥39,800/台

ガーデンファニチャー

aDM

■TRD-08T40 47052500
イハナ ラウンドテーブル 400
W400×D400×H320mm／3.2kg
天板:天然木
（ユーカリ）
フレーム:金属
（スチール）
＊ ¥25,000/台

1290

●＊印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。
ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●天然素材のハンドメード品のためサイズ、
重量、
色調に個体差があります。●ユーカリ本体の
油 分 が 表 面 に にじ み 出し、人 体 や 衣 服 に 付 着 す る 場 合 が ありま す。● ス チ ー ル 製 品 に キ ズ が 付 い た 場 合 は、劣 化 や サ ビ の 原 因 と なりま す の で、必 ず 補 修 してくだ さ い。
●テーブルセットの占有
（必要）
スペースは参考目安です。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、
ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税お
よび組立費、
施工費等は含まれておりません。

イスタナテラス サベリ

オーパス

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン
アンティーク
オプション
トーン

オーパス アームチェアー
オーパス ラウンドテーブル

オーパス
aDME{

■TRD-06AC 31369300
オーパス アームチェアー 4

W550×D585×H840mm／8.4kg
座面高：475mm
天然木
（ユーカリ）
ロープ:ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

セメント
aDEM

■TRD-06T 31368600
オーパス ラウンドテーブル 4

φ1000×H750mm／30kg
天然木
（ユーカリ）
天板：セメント
＊ ¥56,500/台

＊ ¥36,000/脚

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

2800mm

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

ガーデンファニチャー

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

ユーカリの表面変化

色変化前

色変化後

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

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

ロープ製品
使用上のご注意

P.1288

1291

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（ロープ）

モルン

フェル モ ブ
ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

アンティーク
オプション
トーン
写真のチェアーは取り扱っておりません

モルン
bD

ガーデンファニチャー

■COP-10SS 36657600
モルンシェルフ 40 4

W400×D400×H970mm／14.8kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル
＊ ¥29,000/台

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

bD

■COP-10SL 36658300
モルンシェルフ 80 4

W800×D350×H970mm ／21.2kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル
＊ ¥44,000/台
本商品は植木鉢やガーデニング
用品を収納するための商品です。
棚板はプランターとしてはお使
いいただけません

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください
シェルフシリーズで底穴が必
要な場合は、ホールソーで穴
あけ加工してご使用ください

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

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

1292

木製品/
セメント製品
使用上のご注意

P.1291

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（天然木）

ミカド

フェル モ ブ
ナルディ
ロムガーデン タリナ

写真のテーブルは取り扱っておりません

アンティーク
オプション
トーン

ミカド

アンティークトーン
アンティークのような風合いが魅力のアカシアガーデンファニチャー。濃く深みの
ある落ち着いた色合いは、重厚感だけでなく高級感が際立ちます。職人が丁寧に
編み上げたロープと、天然木アカシアが、素材ならではのあたたかみを演出します。
アカシアの表面変化

色変化前

bDE{

■TRD-C02DS 32875800
ミカド ダブルソファチェアー 4

■TRD-C01SS 32874100
ミカド シングルソファチェアー 4

＊ ¥89,800/脚

＊ ¥46,800/脚

W1355×D685×H765mm／16.4kg
座面高：415mm
天然木
（アカシア）
座面：ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

ロープ編み目

色変化後

ガーデンファニチャー

bDE{

ノイジン

ミカド シングルソファチェアー
ミカド ダブルソファチェアー

W690×D680×H765mm／1０.6kg
座面高：415mm
天然木
（アカシア）
座面：ポリプロピレン、ポリエステル
スタッキング不可

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください ロープ編み目

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

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

ロープ製品
使用上のご注意

木製品
使用上のご注意

P.1288

P.1291

1293

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（オプション）

オプション
ラグマット

■4本セットの場合、販促BOX仕様での
お届けとなります。

フェル モ ブ

※イメージです。実際とはデザインが異なります

ナ ル ディ
ロムガーデン タリナ
ノイジン

屋外/屋内で使えるラグマット
■ラグマット 120×180

アンティーク
オプション
トーン

コード

{

品番

カラー

51477900 FHC-01BR

ブラウン

51478600 FHC-02G

グレー

25051600 FHC-01BR4

ブラウン（4本セット）

25050900 FHC-02G4

グレー（4本セット）

シェルフ

サイズ（mm）

1200×1800

1200×1800

価格

柄拡大

柄拡大

＊ ¥19,800/枚
＊ ¥19,800/枚
＊ ¥79,200/セット
＊ ¥79,200/セット

ブラウン

メンテナンス塗料
鉄製品の補修に

bD

グレー

木製ガーデンファニチャーの色補修に

■COP-10SS 36657600
モルンシェルフ 40 4

W400×D400×H970mm／14.8kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル
＊ ¥29,000/台

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

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

ガーデンファニチャー

bD

■PNT-02 45137100
補修ペイント 黒（ツヤ消し）
内容量:1/12ℓ
＊ ¥1,000/缶

■PNT-TPS1 45140100
木製ガーデンファニチャー塗料
カラー：チークブラウン
内容量：750㎖
＊ ¥4,500/本
※チーク、ユーカリ以外の木製品にも使用可能

■COP-10SL 36658300
モルンシェルフ 80 4

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

＊ ¥44,000/台

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

W800×D350×H970mm／21.2kg
フレーム：天然木(アカシア)
棚：ストーンパウダー、ポリエステル

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

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

塗装前

塗装後
（二度塗り）

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

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

1294

イスタナテラス サベリ

ファニチャーカバー
ガーデンファニチャーを強い日差しや
汚れから守ります

フェル モ ブ

ガーデンファニチャーは風雨やホコリ、直射日光などの厳しい環境の中に置
かれます。使用環境や使用方法、お手入れの有無やその方法により、耐用年
数は大きく変わります。末永くお使いいただくために素材の特性への理解と、
定期的なお手入れをおすすめしています。ガーデンファニチャーやパラソルは、
長期間使用しない場合や、悪天候時には屋内に保管してください

ナルディ

ビストロ

目安 : ラウンドテーブル 1台
         チェアー 4脚

目安 : 小型テーブル 1台
         チェアー 2脚

ダブルソファ

シングルソファ

目安 : ダブルソファ 1脚

目安 : シングルソファ 1脚

ノイジン

ラウンド

目安 : ダイニングテーブル 1台
         チェアー 4脚

ロムガーデン タリナ

レクタングル

パラソル
直径3mまでのパラソル用

ポリエステル
（撥水処理）
、面ファスナー付

コード

品  番

33996900
34002600
34003300
33998300
33997600
34004000

ACT-FC5
ACT-FC2
ACT-FC3
ACT-FC7
ACT-FC6
ACT-FC4

品  名

ファニチャーカバー
ファニチャーカバー
ファニチャーカバー
ファニチャーカバー
ファニチャーカバー
ファニチャーカバー

サイズ（mm）

レクタングル
ラウンド
ビストロ
ダブルソファ
シングルソファ
パラソル

重量（kg）

価  格

W2300×D1530×H770

2.4

＊ ¥12,300/枚

φ2130×H635

1.8

＊ ¥9,300/枚

φ1220×H635

0.95

＊ ¥6,300/枚

W1750×D1070×H1090

1.6

＊ ¥9,400/枚

W1090×D1070×H1090

1.2

＊ ¥7,000/枚

φ460×H1560

0.35

＊ ¥3,200/枚

アンティーク
オプション
トーン

■ファニチャーカバー

小型ダブルソファにも使用可能です
(例 : タリナ ダブルソファ)

※ファニチャーカバーが長時間水に濡れた状態では、内部に水が染みこむことがあります。濡れたまま放置せずにふき取ってください

使用上のご注意
（屋外製品）

屋外製品について
掲載の商品は一部を除き、屋外用として製造されていますが、屋外では紫外線、風雨、
ホコリなどの影響により、素材の特性である経年変化、劣化や汚れが生じます。また、
使用環境や日常の使用方法、メンテナンス等で商品の寿命も大きく変わります。素材
や機能それぞれの特徴を理解し、安全に楽しく、末永くお使いください。

商品を安全にご使用いただくために
以下は、転倒や破損、転倒や破損による付近の物の破損、汚染、ケガなど人体への危
注意事項は必ず守ってください。組立品、施工品は取扱説明書をよく読み、手順に従っ
て確実に作業を行ってください。また取扱説明書は大切に保管してください。
○荒天
（強風、豪雨、台風など）
の際は、屋内で保管してください。
○強い振動、衝撃のない水平な場所に置いてください。アジャスター付きの商品は
アジャスターで適宜水平位置を調整してください。
○商品の上に乗る、よりかかる、ぶら下がる行為はおやめください。また商品の1カ所
に荷重をかけないでください。破損や事故の原因になります。
○テーブル天板やチェアーに極度の重量物、高温物を乗せないでください。また裸火、
暖房器具のそばなど高温になる場所、エアコン室外機の近くで使用しないでくだ

る際にご注意ください。水を使用する商品は、水を抜いてから行ってください。
○商品の移動、折りたたみ、積み重ねなどの操作はゆっくりと確実に行ってください。
すき間に手や指を入れないでください。
○チェアー類のクッションは防水仕様ではありません。雨天時には屋内へ収納してく
ださい。
○金属製品は素材の特性上、サビが発生し、周囲の床等にサビの色が移ることがあり
ます。
○お子様、高齢者、妊婦、また身体の不自由な方が使用される場合は安全のために
周囲の方がご配慮、ご注意ください。
（分解、当社オ
○その他、転倒、破損の原因となる行為、乱暴な取り扱い、商品の改造
プション品以外の取り付け等）
はおやめください。
○購入後年月を経た商品は素材の劣化、品質・機能が低下している可能性があります
ので使用前にご確認ください。特に、公共・商業施設など不特定多数の人が利用す
る場所へ設置する場合、安全のため日常的にメンテナンス等の管理を行ってください。
○万一破損した場合、また商品に異変を感じた場合にはすみやかに使用を中止し、ご
購入の店舗、または当社の最寄の支店、営業所へご連絡ください。

ガーデンファニチャー

険等を防ぐための注意点です。正しく安全に使用するために、取扱説明書に記載の

○移動の際は引きずらず、手で持ち上げて運んでください。特に重量物は持ち上げ

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

ガーデン
ファニチャー
のお手入れ

P.1549

1295

イスタナテラス サベリ

庭まわり

ガーデンファニチャー（オプション）

ポーターシェフプロ100

フェル モ ブ
ナ ル ディ

コックをひねって簡単着火
屋外用高性能ポータブルガスグリル
焦げやすい食材や焼き上がった食
材を分け、効率的に調理ができる
ワーニングラック付属
焼肉・ステーキ

ピザ

ロムガーデン タリナ

aLHPO

■LCA-PCP01 48321100
ポーターシェフプロ100 4

ノイジン

W675×D445×H880mm／13.3kg
窯：鋳造アルミニウム / 網 : 鋳鉄 / 放熱板：ステンレス /
ウォームラック : スチール
（クロムメッキ塗装）
本体 : 耐熱樹脂 / 脚 : 塗装鋼管
カセットガス供給機付、ガスボンベは付属していません
＊ ¥158,000/台

4生産完了品につき、
在庫をご確認ください

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

アンティーク
オプション
トーン

商品特長

01

02

カセットガスで簡単着火
高火力バーナー搭載！

カセットガスをセットして、コックをひねって
簡単着火。高火力のステンレス製チューブ
バーナーを搭載。

ステンレス製の放熱板
でおいしく焼ける！

ステンレス製の放熱板なので、バーナー
の熱がグリル全体に満遍なく行き渡り、
食材がさらにおいしく焼き上がります。

03

内部温度計で繊細な
調理もしっかり管理！

04

コンパクトに
収納できる

内部温度計で窯の内部温度が常に正確 使用しない時期は、脚を
に把 握 できるため、温 度 調 節 が必 要な 収めてコンパクトに収納
料理もつくることができます。
することができます。

放熱板

鋳鉄製の太い網
鋳鉄製の網はしっかりと熱を蓄
えることができるため、見た目
も美味しい、きれいな焼き目を
つけることができます。

コックをひねって簡単着火
ワーニング
ラック

面倒な炭おこしが不要。
火力調節も可能。

m

190m

ガーデンファニチャー

m

490m

m

テーブルでも使える
スタンド付。

m
340

690mm
使用上のご注意
●ポーターシェフプロ100は屋外専用です。また屋外でも風通し
の良い場所でご使用ください。
（火災や一酸化炭素中毒防止）
●平地でご使用ください。●火の取り扱いには十分ご注意ください。
※その他、詳しい使用方法などは取り扱い説明書をご覧ください。

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

1296

イスタナテラス サベリ

防除用医薬部外品

屋外用蚊よけ KA・KO・I

ガーデニングに

ロムガーデン タリナ

■LDC-ST01
51539400
STRONTEC
屋外用蚊よけ
KA・KO・I
（スターターパック）

洗車時に

ナルディ

テラスに

フェル モ ブ

2
約3.6m）
屋外40m（半径
の範囲を
蚊が気にならない快適な空間で「囲う」
屋外活動の妨げになる「蚊」を
近づけさせない！

■LDC-ST02
51540000
STRONTEC
屋外用蚊よけ
KA・KO・I
（取替えボトル）

W54×D54×H90mm／
82kg

＊ ¥1,000/個

＊ ¥6,000/セット

商品特長

01

2
約3.6m）
屋外40m（半径
の範囲を蚊よけ

これ1台で複数の人が活動する屋外の空間（本品を中心に半径 約3.6m）に
おいて、蚊成虫を忌避することを目的とした商品です。
煙がなく、屋外での食事、ガーデニングなど、さまざまな用途にマッチします。

半径 約3.6m ※

φ112mm

本体は実際より大きく表現しております

※噴霧が風の影響を受ける場合、
十分な効果が得られないことがあります
（イメージイラスト）

02

持ち運びが簡単

ポータブル（電池式・ハンドル付き）で、薬液ボトル
交換式（1本で約30時間）です。

03

105mm

使い方が簡単

スイッチをONにするだけで自動噴霧。
肌に薬剤を付ける必要がなく、火や熱も使いません。

04

｢人感センサー｣ 付きで安心

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

30
時間

自動停止

用法及び用量
薬液ボトルを専用の超音波振動式噴霧器に取り付け、半径約3.6m(40㎡ )
当 た り1つ を 屋 外 の 平 た ん な 場 所 に 設 置 し て 使 用 し て くだ さ い。
※薬液ボトルをお取り替えの際には、別売の「STRONTEC 屋外用蚊よけ
取替えボトル」をご使用ください

ガーデンファニチャー

1本

約

アンティーク
オプション
トーン

屋外の
蚊よけに
！
オススメ

＊上記価格は参考売価です。価格体系が他の商品と全く異なりますので必ず
取扱店にお問い合わせください。

ノイジン

W170×D116×H113mm／
418kg
本体1個、取替えボトル1個、
単3アルカリ乾電池2本

使用上のご注意
●使用にあたっては「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。●定めら
れた用法用量を守ってください。●直射日光・風雨等をさけ、小児の手の届かな
い乾燥した涼しい場所に保管してください。●薬液ボトルの芯や薬液に触れない
でください。

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