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空間を装飾する
スタイリッシュなオブジェ。

人工樹木という形を得て、具現化する空間の彩り。

生きた樹木ではかなえられなかった、形状、色彩、環境を

「人工樹木」はいとも簡単にクリアしてくれる。

陽が当たらずとも水や土がなくとも空間を満たし、

時間や場所を越え、その場に合った加工を施すこともできる。

スタイリングは自由自在だ。

人工樹木を生きていないと思わないで欲しい。

それらは空間を彩り、そして愛されることで

植物としてではなく「オブジェ」としての命を授かる。

私たちはそういう愛される商品を提供しつづけていきたい。

人工樹木 総合カタログ



当社では光触媒加工をオプション加工として承っております。

写真の写り方、印刷の仕上がり具合により、掲載写真と商品現物に多少の差がある場合がございます。
また、製品の中で自然木や竹を使用した商品があり、写真と現物形状が異なる場合がございます。
自然物の風合いを生かしながら、おひとつおひとつを丁寧にハンドメイドで仕上げているからこその特質です。

C TOKA 当カタログの情報および掲載写真を無断転載・複写・複製することを禁じます。

人工樹木の驚くべき機能性。

商品写真の掲載について

■オプション料金…カタログ掲載上代価格の20％を別途 加工料と
して頂戴いたします
■対象商品…………器以外の全人工樹木商品

光触媒
（酸化チタン）

光触媒加工を施した商品に太陽や蛍光灯の光があたると、触媒作用が働き
悪臭や細菌、ウィルスを分解除去。安全な炭酸ガスと水へと還元します。

商品は全て屋内での使用を目的として開発・製造されたインドア用製品
です。目的以外でのご利用は変色、変形、破損など劣化を早める原因
となります。

○脱臭効果…アンモニア、タバコ臭や生活臭など、室内の様々な悪臭を
消臭。ホルムアルデヒドなど室内のＶＯＣ（有害化学物質）にも効果を
発揮します。
○抗菌・抗ウィルス効果…大腸菌や黄色ブドウ球菌など、室内の様々な
細菌やウィルスの繁殖を防ぎます。

トントン、カンカンカン…今日も職人たちは商品を待つお客様の顔を思い浮かべながら丹念に手作業で
商品を作っています。日本人は、古来から手に職を持ち、その繊細な技術と忍耐強さで国を支え、発展
させてきました。弊社商品もこの「職人」たちの手と技によって創造され、守り、育まれてきました。
機械生産品が増える一方で、「手づくり」ならではの趣きや重要性がクローズアップされる現代。弊社
は、その「物づくり」の心を忘れる事なく、安心してお使いいただける商品の製造とご提供を第一に、
これからも取り組んで参ります。

手作りの「温もり」。
職人たちの「手」と「手」。

屋内専用

vol.09

 3



パキラ FST

150

懸崖7号ポリプロピレン製（バーク付）

W80×H150cm

W80×H150cm

W80×H140cm

138、139

110
112

91600

91601

91602

¥39,500

¥35,500

¥29,000

Jena 8 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）
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91459
¥6,500 W40×H50cm

ペーパーマッシュ（ストーン仕上）S

91460
¥2,000 W40×L50cm
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P132～P135

P132～P135

時
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・

シンプルモダン

ガーデンスタイル

オープントロピック

カジュアルポット

禅モダン

マテリアル

FSTアドバンス

マット

パーテーション

セパレート

器・鉢



すっきりと整えられた空間に
心地よさを覚える。
本当に大切なものだけが存在する
ゆとりの空間は、
私に癒しを与えてくれる。
まっすぐ前を見て、
シンプルに今を生きるライフスタイル。

シンプルモダン

パキラ FST
150 商品番号91600

¥39,500［税抜］  W80×H150cm
器：Jena 8 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号91601
¥35,500［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91602
¥29,000［税抜］  W80×H140cm
器なし：本体のみ

P.102の91667を使って製作しております。

91600
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▲懸崖鉢

P.105の91668を使って製作しております。

デコラゴム FST
150 商品番号91609

¥40,500［税抜］  W70×H150cm
器：Jena 8 (GR) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号91610
¥36,600［税抜］   W70×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91611
¥30,000［税抜］   W70×H140cm
器なし：本体のみ

91609

デコラトリカラー FST
150 商品番号91606

¥40,000［税抜］   W70×H150cm
器：SA-10 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号91607
¥36,600［税抜］   W70×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91608
¥30,000［税抜］   W70×H140cm
器なし：本体のみ

ツピダンサスFST
150 商品番号 91603

¥39,200［税抜］   W90×H150cm
器：SA-10 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 91604
¥35,700［税抜］   W90×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91605
¥29,200［税抜］   W90×H140cm
器なし：本体のみ

P.105の91669を使って製作しております。P.103の91665と91666を使って製作しております。

9160691603

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

・
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▲懸崖鉢

ベンガル ボダイジュ FST
180 商品番号 99114

¥49,900［税抜］  W110×H180cm
器：クォーツ 300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99115
¥46,400［税抜］  W110×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99285
¥39,500［税抜］  W110×H180cm
器なし：本体のみ

ベンガル ボダイジュFST
150 商品番号 99116

¥34,900［税抜］  W80×H150cm
器：クォーツ 240 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99117
¥33,600［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99286
¥27,600［税抜］  W80×H150cm
器なし：本体のみ

99114

99116

P.102の99033を使って製作しております。 P.102の99033を使って製作しております。

観葉植物でも人気が高いボダイジュ。
ポスト・ウンベラータにすべく商品として葉・樹形にこだわり
開発した自信作です。

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。
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・
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▲懸崖鉢

すらっとしたフォルム、ハート型の葉が人気のウンベラータ。
テーブル脇に、お部屋のワンポイントに、
みずみずしいハート型の葉が空間に安らぎを与えます。

99100
99103

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

P.13の98925を使って製作しております。 P.13の98925を使って製作しております。

ウンベラータ FST
180 商品番号 99100

¥57,000［税抜］   W110×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99101
¥56,400［税抜］  W110×H180cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99102
¥47,800［税抜］  W110×H180cm
器なし：本体のみ

ウンベラータ FST
150 商品番号 99103

¥43,400［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99104
¥41,500［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99105
¥35,600［税抜］  W80×H150cm
器なし：本体のみ
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98917 98920 98923

ウンベラータ FST
120 商品番号98917

¥19,000［税抜］  W50×H120cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98918
¥17,600［税抜］  W50×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98919
¥10,200［税抜］  W50×H120cm
器なし：本体のみ

ウンベラータ２本立 FST
120 商品番号98920

¥23,600［税抜］  W60×H120cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98921
¥22,200［税抜］  W60×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98922
¥14,800［税抜］  W60×H120cm
器なし：本体のみ

P.13の98925を使って製作しております。 P.13の98925を使って製作しております。

ウンベラータ
80 商品番号 98923

¥11,000［税抜］  W50×H80cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98924
¥10,100［税抜］  W50×H80cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98925
¥4,200［税抜］  W50×H80cm
器なし：本体のみ

・
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ウンベラータ２本立
180 商品番号 98501

¥51,900［税抜］  W100×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91544
¥51,300［税抜］  W100×H180cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

ウンベラータ
240 商品番号98502

¥50,900［税抜］  W110 × H240cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98506
¥47,000［税抜］  W110 × H240cm
器：懸崖11号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98507
¥28,100［税抜］  W110×H240cm
器なし：本体のみ

210 商品番号 98503
¥42,200［税抜］  W100×H210cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98508
¥41,500［税抜］  W100×H210cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98509
¥27,300［税抜］  W100×H210cm
器なし：本体のみ

180 商品番号98504
¥36,000［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98510
¥35,400［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98511
¥22,400［税抜］  W90×H180cm
器なし：本体のみ

150 商品番号 98505
¥26,700［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98512
¥24,800［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98513
¥15,000［税抜］  W80×H150cm
器なし：本体のみ

98502

98501

98503 98504 98505

P.14の180cmと150cmを
組み合わせて製作しております。
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▲懸崖鉢

ウンベラータ2本立に、器はP.131 Qbee M（WH)を使用。

98500

ウンベラータ３本立
210 商品番号 98500

¥87,300［税抜］  W110×H210cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91545
¥83,300［税抜］  W110×H210cm
器：懸崖11号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.14の210cmと180cm、150cmを
組み合わせて製作しております。

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。

・
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▲懸崖鉢

発売と同時に爆発的な人気を誇る－アルテシマ－。
イエローグリーンの斑で縁取られた明るい葉は、
本物の葉から色版をおこし作り上げられた、こだわりの彩

いろど

り。

アルテシマ株立 FST
200 商品番号98938

¥105,200［税抜］  W90×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98939
¥98,400［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

アルテシマ株立 FST
180 商品番号 98940

¥79,300［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98941
¥76,900［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

アルテシマ株立 FST
150 商品番号98942

¥52,000［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98943
¥50,200［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

9894298940
98938

P.17の200cmと150cm、P.18の120cmを
組み合わせて製作しております。

P.17の180cmと150cmを組み合わせて
製作しております。

P.17の150cmとP.18の120cmを
組み合わせて製作しております。

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。
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98926
98929

98932

アルテシマ FST
200 商品番号98926

¥56,200［税抜］  W70×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98927
¥55,600［税抜］  W70×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98928
¥43,300［税抜］  W70×H200cm
器なし：本体のみ

アルテシマ FST
180 商品番号98929

¥49,400［税抜］  W70×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98930
¥47,500［税抜］  W70×H180cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98931
¥38,700［税抜］  W70×H180cm
器なし：本体のみ

アルテシマ FST
150 商品番号 98932

¥36,000［税抜］  W65×H150cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98933
¥34,600［税抜］  W65×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98934
¥27,100［税抜］  W65×H150cm
器なし：本体のみ

・
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▲懸崖鉢

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

アルテシマ FST
120 商品番号98935

¥21,900［税抜］  W60×H120cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98936
¥21,000［税抜］  W60×H120cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98937
¥14,800［税抜］  W60×H120cm
器なし：本体のみ

98935
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99118

アルテシマ N-style
150 商品番号 99118

¥55,800［税抜］  W60×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99119
¥53,900［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99287
¥48,000［税抜］  W60×H150cm
器なし：本体のみ

■材質 / 幹：自然木（国産）

自然木を切り落としたままが斬新で美しい。
ありのまま、それがN-style。

99112

ベンガルボダイジュ N-style
150 商品番号 99112

¥48,100［税抜］  W60×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99113
¥46,200［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99284
¥40,300［税抜］  W60×H150cm
器なし：本体のみ

■材質 / 幹：自然木（国産）

P.102の99033を使って製作しております。

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

・
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99120

99122

色の違う数種類の葉、バラエティーに富んだ樹形、
シーンに合わせたサイズ展開。
豊富な商品バリエーションを取り揃えたベンジャミンシリーズ。

ベンジャミン ワイド FST
200 商品番号 99120

¥99,800［税抜］  W110×H200cm
器：クォーツ360 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99121
¥92,200［税抜］  W110×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

ベンジャミン ワイド FST
150 商品番号 99122

¥66,400［税抜］  W90×H150cm
器：クォーツ300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99123
¥61,900［税抜］  W90×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

▲懸崖鉢
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98647 98649

98659

ベンジャミン スリム FST
180 商品番号98647

¥50,900［税抜］  W50×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98648
¥50,000［税抜］  W50×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

ベンジャミン スリム FST
150 商品番号 98649

¥36,800［税抜］  W50×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98650
¥35,000［税抜］  W50×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

ベンジャミン トピアリー FST
150 商品番号 98659

¥57,000［税抜］  W50×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98660
¥55,200［税抜］  W50×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

器はP.134  NE-137号（YE）を使用。

・
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P.25ベンジャミナスプラッシュリアナ 180cmに、器はP.130 L square（WH）を使用。
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98518

ベンジャミナ スプラッシュ
200 商品番号 98529

¥60,400［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90425
¥58,100［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 98530
¥48,500［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90428
¥46,200［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 98531
¥38,800［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90431
¥37,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ベンジャミナスターライト
200 商品番号98523

¥47,400［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91232
¥45,100［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98524
¥39,000［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91233
¥36,700［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98525
¥31,800［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91234
¥30,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

9852498530

P.102の98793を使って製作しております。 P.102の98794を使って製作しております。 P.102の98795を使って製作しております。

180

150

フィッカスベンジャミナ
200 商品番号98517

¥51,600［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90389
¥49,300［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98518
¥42,100［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90392
¥39,800［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98519
¥34,100［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90395
¥32,300［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

▲懸崖鉢
ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

・

 23



▲懸崖鉢

91239

98521

フィッカス
ベンジャミナシングル
200 商品番号 91238

¥61,000［税抜］  W70×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90461
¥52,500［税抜］  W70×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91239
¥48,300［税抜］  W65×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90464
¥46,000［税抜］  W65×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91240
¥39,700［税抜］  W60×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90467
¥36,400［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

フィッカス
ベンジャミナリアナ
200 商品番号98520

¥73,800［税抜］  W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90443
¥65,300［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98521
¥57,000［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90446
¥54,700［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98522
¥44,300［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90449
¥41,000［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

フィッカス
ベンジャミナダブル
200 商品番号91235

¥63,700［税抜］  W70×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90398
¥55,200［税抜］  W70×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号91236
¥50,900［税抜］  W65×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90401
¥48,600［税抜］  W65×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号91237
¥42,300［税抜］  W60×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90404
¥39,100［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

フィッカス
ベンジャミナトリプル
200 商品番号 91241

¥64,600［税抜］  W100×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90452
¥62,300［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91242
¥55,100［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90455
¥52,800［税抜］   W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91243
¥47,000［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90458
¥45,200［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

91236

91242

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

P.102の98793を使って製作しております。

P.102の98793を使って製作しております。

P.102の98793を使って製作しております。

P.102の98793を使って製作しております。
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98527

91245

98533

91248

ベンジャミナ
スプラッシュリアナ
200 商品番号98532

¥86,700［税抜］  W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90407
¥78,100［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98533
¥67,100［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90410
¥64,800［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98534
¥51,100［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90413
¥47,800［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ベンジャミナ
スターライトリアナ
200 商品番号98526

¥67,700［税抜］  W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90470
¥59,200［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98527
¥52,200［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90473
¥49,800［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98528
¥41,100［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90476
¥37,800［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ベンジャミナ
スターライトトリプル
200 商品番号 91247

¥59,800［税抜］  W100×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90416
¥57,500［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91248
¥51,400［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90419
¥49,100［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91249
¥44,100［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90422
¥42,200［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ベンジャミナ
スプラッシュトリプル
200 商品番号 91244

¥77,000［税抜］  W100×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90434
¥74,700［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91245
¥64,600［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90437
¥62,300［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91246
¥54,400［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90440
¥52,600［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

P.102の98794を使って製作しております。

P.102の98795を使って製作しております。

P.102の98795を使って製作しております。

P.102の98794を使って製作しております。

・
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9635896370

ベンジャミナ スターライト
パーテーション
200 商品番号 91612

¥88,300［税抜］  W100×D50×H200cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91613
¥78,400［税抜］  W100×D50×H180cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91614
¥67,500［税抜］  W100×D50×H150cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）
■器サイズ /W80×D30×H22cm

ベンジャミナ スプラッシュ
パーテーション
200 商品番号96368

¥111,200［税抜］  W100×D50×H200cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号96370
¥97,400［税抜］  W100×D50×H180cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号96372
¥81,500［税抜］  W100×D50×H150cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）
■器サイズ /W80×D30×H22cm

フィッカス ベンジャミナ
パーテーション
200 商品番号 96356

¥95,700［税抜］  W100×D50×H200cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 96358
¥84,500［税抜］  W100×D50×H180cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 96360
¥72,000［税抜］  W100×D50×H150cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）
■器サイズ /W80×D30×H22cm

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。P.102の98794を使って製作しております。

P.102の98795を使って製作しております。

P.102の98793を使って製作しております。

パーテーション

91613
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セパレート
ジョイント
部分

セパレート
ジョイント
部分

大型商品の搬入をしやすくするために、ジョイント式のベンジャミンをご用意。
2分割なので、大型商品でもチャーター便を使わずに、
ローコストの路線便で配送可能。

セパレート

ベンジャミナ スプラッシュ
セパレート
400 商品番号 96388

¥326,000［税抜］  W130×H400cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

350 商品番号 96390
¥297,000［税抜］  W120×H350cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

300 商品番号 96392
¥275,000［税抜］  W110×H300cm
器：懸崖13号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ベンジャミナ スターライト
セパレート
400 商品番号 96394

¥266,000［税抜］  W130×H400cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

350 商品番号 96396
¥243,000［税抜］  W120×H350cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

300 商品番号 96398
¥225,000［税抜］  W110×H300cm
器：懸崖13号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

フィッカス ベンジャミナ
セパレート
400 商品番号 96400

¥286,000［税抜］  W130×H400cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

350 商品番号 96402
¥260,000［税抜］  W120×H350cm
器：懸崖15号 ポリプロピレン製（バーク付）

300 商品番号 96404
¥241,000［税抜］  W110×H300cm
器：懸崖13号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

▲

96390

セパレート
ジョイント
部分

●２分割式、２梱包での発送となります。ジョイント部分の組立が必要です。

P.102の98794を使って製作しております。

P.102の98795を使って製作しております。

P.102の98793を使って製作しております。

●２分割式、２梱包での発送となります。ジョイント部分の組立が必要です。 ・
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98903

98909

98900

98906

ソング・オブ・インディア FST
180 商品番号 98900

¥56,200［税抜］  W60×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98901
¥53,900［税抜］  W60×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98902
¥45,900［税抜］  W60×H165cm
器なし：本体のみ

150 商品番号 98903
¥46,600［税抜］  W50×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98904
¥44,700［税抜］  W50×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98905
¥38,100［税抜］  W50×H135cm
器なし：本体のみ

ソング・オブ・ジャマイカ FST
180 商品番号 98906

¥56,200［税抜］  W60×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98907
¥53,900［税抜］  W60×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98908
¥45,900［税抜］  W60×H165cm
器なし：本体のみ

150 商品番号 98909
¥46,600［税抜］  W50×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98910
¥44,700［税抜］  W50×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98911
¥38,100［税抜］  W50×H135cm
器なし：本体のみ

幹や茎から放射状に広がる無数の葉。
面と線が重なり合って生まれるフォルムが美しい。
限られたスペースにフィットする、
心地よいボリューム感。

P.108の99022を使って製作しております。

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。

P.108の99024を使って製作しております。

▲懸崖鉢
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器はP.130 L square（WH）を使用。

ソング・オブ・インディア
70 商品番号98912

¥13,600［税抜］  W40×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98913
¥12,700［税抜］  W40×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

ソング・オブ・ジャマイカ
70 商品番号 98914

¥13,600［税抜］  W40×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98915
¥12,700［税抜］  W40×H70cm
器：懸崖6号ポリプロピレン製（バーク付）98912 98914

P.108の99023×2本と99024×2本を
組み合わせて製作しております。

P.108の99021×2本と99022×2本を
組み合わせて製作しております。

・
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コンシナベンド
130 商品番号99080

¥14,000［税抜］  W70×H130cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99081
¥12,600［税抜］  W70×H130cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

コンシナトリカラー
140 商品番号 98550

¥22,800［税抜］  W70×H140cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91107
¥21,000［税抜］  W70×H140cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91108
¥11,700［税抜］  W70×H140cm
器なし：本体のみ

99080 98876

コンシンネ
120 商品番号 98876

¥22,800［税抜］  W60×H120cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98877
¥21,400［税抜］  W60×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 葉：ポリエチレン製

コンシナトリコロル
140 商品番号98551

¥24,100［税抜］  W70×H140cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91110
¥22,300［税抜］  W70×H140cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91111
¥12,900［税抜］  W70×H140cm
器なし：本体のみ

P.108の91148を2本使って
製作しております。 P.108の99039と99040×2本を

組み合わせて製作しております。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

98551 98550

▲懸崖鉢
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レッドエッジ
160 商品番号 91273

¥27,600［税抜］  W70×H160cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91274
¥25,700［税抜］  W70×H160cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91275
¥15,000［税抜］  W70×H150cm
器なし：本体のみ

91273

91618

91615

マッサンゲアナ
170 商品番号 91261

¥47,100［税抜］  W70×H170cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91262
¥44,800［税抜］  W70×H170cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91263
¥33,000［税抜］  W70×H165cm
器なし：本体のみ

ドラセナビクトリートリプル
100 商品番号 98679

¥21,600［税抜］  W65×H100cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98680
¥19,800［税抜］   W65×H100cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

98679
91261

ユッカ
150 商品番号91615

¥31,500［税抜］  W70×H150cm
器：SA-10 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号91616
¥29,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91617
¥18,100［税抜］  W70×H150cm
器なし：本体のみ

100 商品番号91618
¥28,300［税抜］  W70×H100cm
器：SA-8 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号91619
¥27,600［税抜］  W70×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 葉：ポリエチレン製

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

・
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98653
91308

98651

ヒメモンステラ ヘゴ -DX
180 商品番号 98651

¥43,600［税抜］  W35×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98652
¥42,700［税抜］  W35×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91308
¥34,600［税抜］  W35×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91309
¥32,700［税抜］  W35×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

90 商品番号 98653
¥21,000［税抜］  W35×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98654
¥18,400［税抜］  W35×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

P.106の98812を使って製作しております。

98655

98657
91306

ポトス へゴ -DX
180 商品番号 98655

¥44,700［税抜］  W35×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98656
¥43,800［税抜］  W35×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91306
¥35,800［税抜］  W35×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91307
¥33,900［税抜］  W35×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

90 商品番号 98657
¥22,200［税抜］  W35×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98658
¥19,600［税抜］  W35×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

P.106の98811を使って製作しております。
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▲懸崖鉢

98643
98641

98639

99087
99085

99083

ライムポトス ヘゴ
180 商品番号 98639

¥36,800［税抜］  W33×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98640
¥35,900［税抜］  W33×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 98641
¥30,200［税抜］  W33×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98642
¥28,400［税抜］  W33×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

90 商品番号 98643
¥18,200［税抜］  W33×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98644
¥15,700［税抜］  W33×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

P.106の98810を使って製作しております。

ライムポトス ヘゴ GREEN
180 商品番号 99083

¥32,500［税抜］  W33×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99084
¥31,600［税抜］  W33×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 99085
¥27,000［税抜］  W33×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99086
¥25,200［税抜］  W33×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

90 商品番号 99087
¥16,600［税抜］  W33×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99088
¥14,000［税抜］  W33×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

P.106の99082を使って製作しております。

・
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ミニアイビー へゴ
180 商品番号91293

¥39,800［税抜］  W45×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92260
¥38,900［税抜］  W45×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号91294
¥34,100［税抜］  W45×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92263
¥31,600［税抜］  W45×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

ポトス へゴ
180 商品番号 98535

¥37,800［税抜］  W30×H180cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90367
¥36,900［税抜］  W30×H180cm
器：懸崖9号ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 98536
¥32,100［税抜］  W30×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 90370
¥30,300［税抜］  W30×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

ポトス へゴ
90 商品番号 91296

¥19,000［税抜］  W30×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号90373
¥16,500［税抜］  W30×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

ミニアイビー へゴ
90 商品番号 91295

¥17,300［税抜］  W45×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号92266
¥14,700［税抜］  W45×H90cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 支柱：木製

91293

9129691295

98535
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ボストンファン R
70 商品番号 91314

¥29,200［税抜］  W100×H70cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91315
¥27,400［税抜］  W100×H70cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91316
¥19,500［税抜］  W100×H65cm
器なし / 形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

▲懸崖鉢

サンスべリア
イエローグリーン
80 商品番号91620

¥29,700［税抜］  W40×H80cm
器：SA-7 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

アガベ
95 商品番号91622

¥21,500［税抜］  W50×H95cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ16.5×H14cm

■材質 /ポリエチレン製

P.108の91692を使って製作しております。

サンスべリア
グリーン
80 商品番号91621

¥29,700［税抜］  W40×H80cm
器：SA-7 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.108の91693を使って製作しております。 

91314

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

・
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▲懸崖鉢

ラテン語の『モンストラム』が語源とも言われるモンステラ。
モンスターのような深い切れ込みのあるユニークな葉と存在感が
人気のポイント。

モンステラ バイン
150 商品番号 99127

¥38,000［税抜］  W70×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99128
¥34,700［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99129
¥25,200［税抜］  W70×H150cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ19×H18cm

　

モンステラ バイン
180 商品番号 99124

¥59,400［税抜］  W80×H180cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99125
¥52,600［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99126
¥39,500［税抜］  W80×H180cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ19×H18cm

　

99124
99127

99126 99129

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。
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91325

モンステラ R
110 商品番号 91325

¥19,700［税抜］  W70×H110cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91326
¥16,900［税抜］  W70×H110cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91327
¥8,700［税抜］  W70×H100cm
器なし：本体のみ

91320

モンステラ
140 商品番号 91320

¥26,000［税抜］  W65×H140cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91321
¥24,200［税抜］  W65×H140cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91322
¥12,800［税抜］  W65×H140cm
器なし：本体のみ

98947 9913099132

モンステラ R
70 商品番号98947

¥11,500［税抜］  W60×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98948
¥10,600［税抜］  W60×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98949
¥4,300 ［税抜］  W60×H60cm
器なし：本体のみ

モンステラ バイン MIX
70 商品番号 99132

¥15,400［税抜］  W80×H70cm
器：クォーツ180 ポリプロピレン製（バーク付）

モンステラ バイン
70 商品番号 99130

¥11,000 ［税抜］  W60×H70cm
器：クォーツ180 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99131
¥4,700 ［税抜］  W60×H60cm
器なし：本体のみ

　

P.37の99131を2本使って製作しております。

・
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▲懸崖鉢

クワズイモ トリプル
130 商品番号98869

¥38,400［税抜］  W90×H130cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98870
¥36,600［税抜］  W90×H130cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

クワズイモ ダブル
130 商品番号98867

¥32,900［税抜］  W90×H130cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98868
¥31,100［税抜］  W90×H130cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

クワズイモ ダブル
100 商品番号98865

¥25,800［税抜］  W70×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98866
¥25,400［税抜］  W70×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

どっしりとした重厚感のあるクワズイモ。
大ぶりの葉はそれ一枚だけでも存在感十分。

P.39の130cmと70ｃｍ×2本を組み合わせて
製作しております。

P.39の130cmと70ｃｍを組み合わせて
製作しております。

P.39の100cmと70ｃｍを組み合わせて
製作しております。

98869 98867 98865

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。
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P.38クワズイモダブル130cm

98863 98861 98884

クワズイモ シングル
130 商品番号98863

¥27,400［税抜］  W90×H130cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98864
¥25,600［税抜］  W90×H130cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98886
¥16,000［税抜］  W90×H120cm
器なし：本体のみ

クワズイモ シングル
100 商品番号 98861

¥20,300［税抜］  W70×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98862
¥18,900［税抜］  W70×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98887
¥11,200［税抜］  W70×H90cm
器なし：本体のみ

クワズイモ シングル
70 商品番号 98884

¥12,100［税抜］  W50×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98885
¥11,200［税抜］  W50×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98888
¥5,800［税抜］  W50×H60cm
器なし：本体のみ

・
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P.42ブラッサイア150cmに、器はP.120 レザープランターLH（IV）を使用。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

▲懸崖鉢

シーグレープ
130 商品番号98871

¥28,600［税抜］  W40×H130cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98872
¥27,300［税抜］  W40×H130cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

シェフレラ
180 商品番号98889

¥33,400［税抜］  W85×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98890
¥31,100［税抜］  W85×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98891
¥19,500［税抜］  W85×H170cm
器なし：本体のみ

150 商品番号 98892
¥23,900［税抜］  W75×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98893
¥22,000［税抜］  W75×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98894
¥11,900［税抜］  W75×H140cm
器なし：本体のみ

P.105の99041と99042、99043×3本を
組み合わせて製作しております。

988719889298889

カシワバゴム
160 商品番号91362

¥29,300［税抜］  W60×H160cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91363
¥27,500［税抜］  W60×H160cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91364
¥15,800［税抜］  W60×H160cm
器なし：本体のみ

ブラッサイア
120 商品番号 98676

¥34,900［税抜］  W80×H120cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98677
¥33,000［税抜］  W80×H120cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98678
¥22,000［税抜］  W80×H120cm
器なし：本体のみ

91362 98676
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ポトス R
70 商品番号98944

¥11,500［税抜］W60×H70cm
器：RP-185ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98945
¥10,600［税抜］W60×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98946
¥4,300［税抜］W60×H60cm
器なし：本体のみ

ホスタ R
120 商品番号 91337

¥19,700［税抜］W70×H120cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91338
¥16,900［税抜］W70×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91339
¥8,700［税抜］W70×H110cm
器なし：本体のみ

カミーラ R
120 商品番号 91331

¥19,700［税抜］W70×H120cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91332
¥16,900［税抜］W70×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91333
¥8,700［税抜］W70×H110cm
器なし：本体のみ

ゼブラ R
120 商品番号 91334

¥19,700［税抜］  W70×H120cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91335
¥16,900［税抜］  W70×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91336
¥8,700［税抜］  W70×H110cm
器なし：本体のみ

ディフェンバギア R
120 商品番号 91340

¥19,700［税抜］  W70×H120cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91341
¥16,900［税抜］  W70×H120cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91342
¥8,700［税抜］  W70×H110cm
器なし：本体のみ

ポトス R
110 商品番号91328

¥19,700［税抜］  W70×H110cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91329
¥16,900［税抜］  W70×H110cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91330
¥8,700［税抜］  W70×H100cm
器なし：本体のみ

98944
91331 91337

913409133491328

・
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91393

ライプオリーブ
200 商品番号 91392

¥128,200［税抜］  W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92276
¥119,700［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91393
¥112,400［税抜］  W90×H180cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92279
¥103,900［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91394
¥77,200［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号92282
¥73,900［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質/幹：自然木（国産）

P.101の98802を使って製作しております。

何気なく、さり気なく、
いつもそこにたたずむ。
静けさの中に、ひっそりと、
時として堂々と、そして誇らしげに̶
上品なガーデンでささやかな
ティーブレイク。
クラシカルムードで
楽しむ至福の空間。

ガーデンスタイル
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ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

91626

91623

98663

98663

ライプオリーブ デュアル
200 商品番号98661

¥87,200［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98662
¥84,900［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98663
¥75,800［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98664
¥73,500［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98665
¥65,200［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98666
¥63,300［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質/幹：自然木（国産）

P.101の98802を使って製作しております。

ブラックオリーブ FST
商品番号 91623
¥36,200［税抜］  W60×H150cm
器：CP-24 ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 91624
¥36,000［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91625
¥29,900［税抜］  W60×H150cm
器なし：本体のみ

P.101の91664を使って製作しております。

150

ブラックオリーブ FST
商品番号 91626
¥50,500［税抜］  W80×H180cm
器：CP-30 ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 91627
¥49,600［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91628
¥42,500［税抜］  W80×H180cm
器なし：本体のみ

P.101の91664を使って製作しております。

180

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

▲懸崖鉢

・
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ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

98969

98972

ゴールデンリーフ FST
180 商品番号98969

¥94,800［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98970
¥92,500［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98971
¥84,900［税抜］  W80×H165cm
器なし：本体のみ

ゴールデンリーフ FST
150 商品番号 98972

¥69,800［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98973
¥68,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98974
¥61,400［税抜］  W70×H140cm
器なし：本体のみ

P.101の99029を使って製作しております。
P.101の99029を使って製作しております。

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。

▲懸崖鉢
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ベイリーフ
70 商品番号99141

¥30,300［税抜］  W45×H70cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99142
¥28,500［税抜］  W45×H70cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99143
¥20,300［税抜］  W45×H60cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

ベイリーフパーテーション
商品番号 99144
¥84,600［税抜］  W110×D45×H65cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 /ポリエチレン製
■器サイズ /W80×D30×H22cm

99141

99144

98989 98977 98983

アカシア リアナ
200 商品番号 98981

¥83,500［税抜］  W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98982
¥74,900［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 98983
¥68,300［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98984
¥66,000［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 98985
¥59,800［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98986
¥56,500［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

コーヒー デュアル
200 商品番号98987

¥58,600［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98988
¥56,300［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号98989
¥50,200［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98990
¥47,900［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号98991
¥42,900［税抜］  W80×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98992
¥41,100［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

アカシア デュアル
200 商品番号 98975

¥68,800［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98976
¥66,500［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 98977
¥58,200［税抜］  W80×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98978
¥55,900［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 98979
¥47,100［税抜］  W70×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98980
¥45,300［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

P.101の99026を使って製作しております。 P.101の99025を使って製作しております。 P.101の99025を使って製作しております。

P.45の99143を3本使って製作しております。

・
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ブルーエンジェル
125 商品番号 92371

¥20,000［税抜］  W35×H125cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ21×H17cm

■材質 /ポリエチレン製

91411

コニファー ナチュラル
70 商品番号 91411

¥8,700［税抜］  W25×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91412
¥7,800［税抜］  W25×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92409
¥3,400［税抜］  W25×H63cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製
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ヒバ
90 商品番号91404

¥12,600［税抜］W30×H90cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号92377
¥11,300［税抜］W30×H90cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92378
¥5,900［税抜］W30×H90cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

70 商品番号 91405
¥9,000［税抜］W25×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91406
¥8,000［税抜］W25×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92380
¥3,700［税抜］W25×H60cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

91423
235cm

91424
160cm

91425
95cm

91404 91405

ブルーポイント
235 商品番号 91423

¥115,000［税抜］  W50×H235cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92360
¥111,000［税抜］ W50×H235cm
器：懸崖11号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92361
¥95,600［税抜］  W50×H215cm
器なし：本体のみ

160 商品番号 91424
¥60,200［税抜］  W40×H160cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号92363
¥56,900［税抜］  W40×H160cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92364
¥47,800［税抜］  W40×H150cm
器なし：本体のみ

95 商品番号 91425
¥19,000［税抜］  W32×H95cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号92366
¥17,600［税抜］  W32×H95cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 92367
¥10,900［税抜］  W32×H90cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製
●235cmは分割式です。

▲懸崖鉢

・
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コニファー ナチュラル
50 商品番号91413

¥5,000［税抜］  W20×H50cm
器：Pスクエア（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号92411
¥1,300［税抜］   W20×H48cm
器なし / 形状：ブッシュ 

■材質 /ポリエチレン製

ヒバ
45 商品番号 91407

¥4,800［税抜］   W22×H45cm
器：Pスクエア（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号92382
¥1,100［税抜］   W22×H45cm
器なし / 形状：ブッシュ 

■材質 /ポリエチレン製

98832
180cm

98835
150cm

98838
110cm

98841
70cm

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

ピセアグラウカ
60 商品番号92418

¥5,500［税抜］  W27×H60cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ11×H11cm

■材質 /ポリエチレン製

ゴールドクレスト ツリー
180 商品番号98832

¥42,000［税抜］  W40×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98833
¥39,700［税抜］  W40×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98834
¥28,600［税抜］  W40×H188cm
器なし：本体のみ

150 商品番号98835
¥31,100［税抜］  W35×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98836
¥29,300［税抜］  W35×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98837
¥21,200［税抜］  W35×H161cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

 
110 商品番号 98838

¥21,100［税抜］  W30×H110cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98839
¥19,700［税抜］  W30×H110cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98840
¥13,300［税抜］  W30×H120cm
器なし：本体のみ

70 商品番号 98841
¥9,800［税抜］  W25×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98842
¥8,900［税抜］  W25×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98843
¥4,000［税抜］  W25×H75cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

91413 91407
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98844
180cm

98847
150cm

98850
110cm

98853
70cm

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

▲懸崖鉢

ゴールドクレストGREEN
180 商品番号98844

¥42,000［税抜］  W40×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98845
¥39,700［税抜］  W40×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98846
¥28,600［税抜］  W40×H188cm
器なし：本体のみ

150 商品番号98847
¥31,100［税抜］  W35×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98848
¥29,300［税抜］  W35×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98849
¥21,200［税抜］  W35×H161cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

 
110 商品番号 98850

¥21,100［税抜］  W30×H110cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98851
¥19,700［税抜］  W30×H110cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98852
¥13,300［税抜］  W30×H120cm
器なし：本体のみ

70 商品番号 98853
¥9,800［税抜］  W25×H70cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98854
¥8,900［税抜］  W25×H70cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98855
¥4,000［税抜］  W25×H75cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

コニファー トピアリー
150 商品番号 99149

¥59,400［税抜］φ25φ30φ40×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99150
¥57,500［税抜］φ25φ30φ40×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

100 商品番号 99151
¥42,500［税抜］φ25φ30×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99152
¥41,100［税抜］φ25φ30×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 葉：ポリエチレン製

99149
99151

・
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アレカヤシ PE MIX
220 商品番号 99162

¥165,000［税抜］  W140×H220cm
器：クォーツ 360 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 /ポリエチレン製

P.51の99155と99158、99161を
組み合わせております。

忙しい毎日から飛び出して、おおらかに
豊かに過ごしたい。
かざす手のひらからあふれてくる太陽、
吹き抜ける風、
まばゆい光を受け止め広がる大きな葉。
開放的な風景にマッチする鮮やかな色彩
と姿を楽しみながら、
たくさんのエネルギーをもらう幸せ。

オープントロピック

ヤシの中でも多くの人に愛されているアレカヤシ。
噴水のような美しいラインを描く葉。
そのダイナミックな葉が幾重にも重なり、壮大な
スケールで見る人を魅了する。空間を特別でラグ
ジュアリーにドレスアップ。

●商品到着後、一部リーフの取り付けが必要です。
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マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

ポリエチレン（PE）素材だから、
しわになりにくく、仕上がりもきれい。

と詳細を
す。

99161

アレカヤシ PE
180 商品番号99156

¥58,900［税抜］  W80×H180cm
器：クォーツ 240 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99157
¥57,600［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99158
¥47,300［税抜］  W80×H170cm
器なし：簡易ポット プラスチック製 φ14×H13cm

■材質 /ポリエチレン製

アレカヤシ PE
130 商品番号 99159

¥38,000［税抜］  W60×H130cm
器：クォーツ180 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99160
¥38,000［税抜］  W60×H130cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99161
¥29,600［税抜］  W60×H120cm
器なし：簡易ポット プラスチック製 φ11.5×H13cm

■材質 /ポリエチレン製

99156

99159

99158

アレカヤシ PE
200 商品番号99153

¥79,600［税抜］  W100×H200cm
器：クォーツ 300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99154
¥77,800［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99155
¥62,500［税抜］  W100×H190cm
器なし：簡易ポット プラスチック製 φ14×H13cm

■材質 /ポリエチレン製

99153

99155

▲懸崖鉢

・

 51



 52



▲懸崖鉢

91629

アレカヤシ株立 PE
商品番号 91629
¥115,500［税抜］  W100×H200cm
器：CP-35 ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 91630
¥114,000 ［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91631
¥93,000［税抜］  W100×H200cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

200

アレカヤシ
180 商品番号 98548

¥40,000［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93163
¥37,700［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93164
¥26,400［税抜］  W90×H180cm
器なし：本体のみ

98548

・
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▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。
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P.104のフェニックスリーフを使って製作しております。
ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

98685

ヤシ科植物の中で
最も美しい「立ち姿」と評される
フェニックス・ロベレニーを
忠実に再現。
優雅に張り出した葉先はすっきり細く
しなやかなエッジを描くー
存在感抜群のリゾートアイテム。

200cm～ 300cmまで
お好きなサイズに
仕上げる事が出来ます !

マテリアルの販売も
しております →  

●写真は230cmのイメージです。

※幹は天然のフェニックスを使用しておりますので、
　太さや曲がりが1本1本異なります。

※幹は天然のフェニックスを使用しておりますので、
太さや曲がりが1本1本異なります。

フェニックス（天然幹）
250 商品番号98546

¥78,200［税抜］  W130×H250cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93264
¥74,300［税抜］  W130×H250cm
器：懸崖11号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93265
¥62,000［税抜］  W130×H250cm
器なし：本体のみ

200 商品番号98547
¥73,300［税抜］  W130×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93267
¥63,000［税抜］  W130×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93268
¥56,400［税抜］  W130×H200cm
器なし：本体のみ

■材質 / 幹：天然フェニックス（国産）

フェニックス・ロベレニー
200～
300

商品番号98685
¥79,500［税抜］  W150×H200 ～ 300cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98686
¥75,500［税抜］  W150×H200 ～ 300cm
器：懸崖11号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98687
¥63,400［税抜］  W150×H200 ～ 300cm
器なし：本体のみ

■材質 / 幹：天然フェニックス（国産）

●ご注文の際は、200～300cm以内でご希望のサイズを
　ご指定下さい。
●商品到着後、ヘッドの取り付けが必要です。

98547

104

・
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▲懸崖鉢



ストレリチア・オーガスタ MIX
170 商品番号99174

¥60,500［税抜］  W110×H170cm
器：クォーツ 300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99175
¥57,000［税抜］  W110×H170cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 /ポリエチレン製

ストレリチア・オーガスタ MIX
200 商品番号 99172

¥89,600［税抜］  W110×H200cm
器：クォーツ 360 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99173
¥81,900［税抜］  W110×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 /ポリエチレン製

ストレリチア・オーガスタ MIX
130 商品番号 99176

¥32,300［税抜］  W90×H130cm
器：クォーツ 240 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99177
¥31,000［税抜］  W90×H130cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 /ポリエチレン製

広い空間に映える大きな葉が魅力の“オーガスタ”。
コーディネートしやすいサイズで
切れ長の葉がお洒落モダンな“レギネ”。
躍動感あふれる人気種です。

99172

99174

99176

P.58の99168と99171×2本を組み合わせて
製作しております。

P.58の99171×2本を組み合わせて
製作しております。

P.58の99165と99168、99171を組み合わせて
製作しております。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

▲懸崖鉢
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ポリエチレン樹脂ならではの肉厚感。ポリエチレン樹脂ならではの肉厚感

ストレリチア・オーガスタ
200 商品番号 99163

¥46,200［税抜］  W90×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99164
¥43,900［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99165
¥29,500［税抜］  W90×H200cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

99163

ストレリチア・オーガスタ
160 商品番号 99166

¥35,000［税抜］  W90×H160cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99167
¥33,100［税抜］  W90×H160cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99168
¥23,100［税抜］  W90×H160cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

ストレリチア・オーガスタ
130 商品番号99169

¥20,500［税抜］  W70×H130cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号99170
¥19,100［税抜］  W70×H130cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99171
¥10,700［税抜］  W70×H120cm
器なし：本体のみ

■材質 /ポリエチレン製

99166 99169
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▲懸崖鉢

ストレリチア11
100 商品番号 91454

¥19,600［税抜］  W80×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91455
¥18,200［税抜］  W80×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91456
¥10,000［税抜］  W80×H95cm
器なし：本体のみ

ストレリチア15
100 商品番号 91451

¥20,700［税抜］  W80×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91452
¥19,300［税抜］  W80×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91453
¥11,200［税抜］  W80×H95cm
器なし：本体のみ

91454 91451

ストレリチア・レギネ
140 商品番号 99178

¥36,300［税抜］  W70×H140cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99179
¥34,400［税抜］  W70×H140cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 99180
¥24,200［税抜］  W70×H130cm
器なし：簡易ポット プラスチック製 φ16×H13cm

99180

99178

・
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98880

9895898955

98878

チャメドレア
160 商品番号 98878

¥32,200［税抜］  W90×H160cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98879
¥29,900［税抜］  W90×H160cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98880
¥19,400［税抜］  W90×H150cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ15.8×H13.5cm

カンナ
200 商品番号98953

¥68,700［税抜］  W80×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98954
¥61,900［税抜］  W80×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98955
¥43,800［税抜］  W80×H180cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ20×H17.5cm

カンナ
160 商品番号 98956

¥53,100［税抜］  W60×H160cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号98957
¥50,800［税抜］  W60×H160cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 98958
¥36,500［税抜］  W60×H150cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ20×H17.5cm

98956

98953
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ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた
商品です。

▲懸崖鉢

ブーゲンビレア リアナ
200 商品番号 91632

¥65,500［税抜］ W100×H200cm
器：RP-370 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 91633
¥56,900［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91634
¥48,700［税抜］  W90×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91635
¥46,400［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91636
¥40,000［税抜］  W80×H150cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号91637
¥36,700［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ハイビスカス トリプル
200 商品番号91444

¥58,000［税抜］  W80×H200cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93228
¥55,700［税抜］  W80×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号91445
¥51,400［税抜］  W70×H180cm
器：RP-300 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93231
¥49,100［税抜］  W70×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号91446
¥46,500［税抜］  W60×H150cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93234
¥44,600［税抜］  W60×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

91634

91445

オウカンクロトン

100 商品番号91448
¥12,000［税抜］  W65×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号94244
¥9,500［税抜］W65×H100cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 94245
¥3,500［税抜］W65×H100cm
器なし：本体のみ

カラジウム トロピカーナ
160 商品番号 91449

¥16,000［税抜］  W70×H160cm
器：RP-265 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93157
¥14,100［税抜］  W70×H160cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93158
¥4,500［税抜］  W70×H150cm
器なし：本体のみ

100 商品番号 91450
¥12,000［税抜］  W65×H100cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93160
¥9,500［税抜］W65×H100cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93161
¥3,500［税抜］W65×H90cm
器なし：本体のみ

91448

91449

P.99の91670を使って製作しております。

・
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テーブルの上のオアシスが
毎日の暮らしに一滴の「癒し」をくれた。
限られたスペースだからこそ
こだわりのアイテムで演出したい̶

カジュアルポット

アスプレニウム L
商品番号 91646
¥13,400 ［税抜］  W65×H65cm
器：Jena 6 (RD) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91690を使って製作しております。

テーブルヤシ アレンジ
商品番号 91648
¥22,400 ［税抜］  W40×H65cm
器：Jena 6 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.95の91688とP.98の91691、P.94の91681を
使って製作しております。
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スパティフィラム PE MIX
商品番号 91647
¥19,800 ［税抜］  W55×H65cm
器：Jena 6 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.98の91686を2本使って製作しております。 P.95の91682を使って製作しております。

レッドエッジMIXブッシュ
商品番号 91650
¥9,900 ［税抜］  W50×H50cm
器：SA-5 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　

サンスベリア アレンジ
商品番号 91649
¥25,500 ［税抜］  W30×H90cm
器：Jena 6 (GR) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.108の91692とP.94の91679、P.97の91677を
使って製作しております。

コルディリネMIXブッシュ
商品番号 91651
¥9,900［税抜］  W50×H50cm
器：SA-5 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.95の91683を使って製作しております。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

・
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マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

セージMIXブッシュ
商品番号 91653
¥8,600 ［税抜］  W50×H50cm
器：SA-5 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.95の91685を使って製作しております。

アスプレニウム S
商品番号91645
¥6,900 ［税抜］  W40×H45cm
器：SA-4 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91689を使って製作しております。

ライムアイビー
商品番号91638
¥5,900 ［税抜］  W40×L35cm
器：SA-4 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.99の91673を使って製作しております。

ゼブラMIXブッシュ
商品番号91652
¥9,500 ［税抜］  W50×H50cm
器：SA-5 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.95の91684を使って製作しております。

アオオリヅルラン
商品番号 91644
¥7,200 ［税抜］  W45×H40cm
器：SA-4 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91679を2本使って製作しております。

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。
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グリーンネックレス
商品番号91643
¥4,800 ［税抜］  W20×H20×L35cm
器：SA-4 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.97の91678を2本使って製作しております。

リプサリス
商品番号91642
¥6,300 ［税抜］  W30×H25cm
器：SA-4 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.97の91677を2本使って製作しております。

シンゴニウム S
商品番号91660
¥5,300 ［税抜］  W30×H40cm
器：SA-4 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.98の90485を使って製作しております。

ソードファン
商品番号 91640
¥7,100 ［税抜］  W35×H35cm
器：SA-4 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91680を使って製作しております。

シンゴニウム
商品番号 91661
¥6,200［税抜］  W30×H43cm
器：SA-5 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.98の91691を使って製作しております。

ミックスファン
商品番号 91641
¥6,300［税抜］  W25×H30cm
器：SA-4 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91681を使って製作しております。

・
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マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

テーブルヤシ PE
商品番号91659
¥9,900 ［税抜］  W50×H55cm
器：SA-5 (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.95の91688を使って製作しております。

マーブルポトス
商品番号99217
¥7,500 ［税抜］  W45×H40cm
器：CV-06 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

 

フィットニア
商品番号 99218
¥7,100 ［税抜］  W35×H40cm
器：CV-06 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

 

ライムポトス
商品番号98564
¥5,900 ［税抜］  W40×H40cm
器：CV-06 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

P.99の92242を使って製作しております。 P.99の99248を使って製作しております。 P.98の99246を使って製作しております。

98959

スパティフィラム
商品番号98959
¥9,600 ［税抜］  W50×H80cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 98960
¥3,800 ［税抜］  W50×L80cm
器なし / 形状：ブッシュ

91513

91518

アローカシア
商品番号91518
¥7,100 ［税抜］  W45×H50cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 94205
¥1,300 ［税抜］  W45×L40cm
器なし / 形状：ブッシュ

レインボーテルミナリス
商品番号 91513
¥6,900 ［税抜］  W45×H55cm
器：RP-185 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 94230
¥1,700 ［税抜］  W45×L50cm
器なし / 形状：ブッシュ

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

▲山ゴケ仕上
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ピーコック ブッシュ
商品番号99210
¥4,500 ［税抜］  W30×H35cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

 

ディフェンバギア アモエナＳ
商品番号98568
¥4,400 ［税抜］  W35×H40cm
器：CV-04 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 90479
¥1,500 ［税抜］W35×L35cm
器なし / 形状：ブッシュ

ディフェンバギア カミーラＳ
商品番号 98567
¥4,400 ［税抜］  W35×H40cm
器：CV-04 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号90481
¥1,500 ［税抜］W35×L35cm
器なし / 形状：ブッシュ

ディフェンバギア コンパクタ
商品番号 98566
¥4,300 ［税抜］  W35×H40cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 90385
¥1,300 ［税抜］  W35×L35cm
器なし / 形状：ブッシュ

ディフェンバギア ホフマニーS
商品番号 98569
¥4,400 ［税抜］  W35×H40cm
器：CV-04 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 90483
¥1,500 ［税抜］  W35×L35cm
器なし / 形状：ブッシュ

サキシフラガ
商品番号 91519
¥3,900 ［税抜］  W30×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

オキシカルジウム
商品番号 98562
¥5,400 ［税抜］  W40×H35cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 90487
¥2,000 ［税抜］  W30×L42cm
器なし / 形状：ブッシュ

P.98の99245を使って製作しております。 P.98の94213を使って製作しております。

98568 9856798569

98566

98562

・
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ポトスヘゴポット
商品番号91657
¥5,000 ［税抜］  W25×H50cm
器：簡易ポット プラスチック製（サンド仕上） φ9.5×H9cm

　

MIX プランター Type B
商品番号 91655
¥18,000 ［税抜］  W50×D40×Ｈ50cm
器：SA-P (WH) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.95の91683と91684を組み合わせて製作して
おります。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

※P.139のセラアートプランターにポトスへゴポットと
アイビーへゴポットを入れた写真です。

MIX プランター Type A
商品番号 91654
¥17,000 ［税抜］  W60×D40×Ｈ50cm
器：SA-P (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

　
P.95の91685と91682を組み合わせて製作してお
ります。

アイビーヘゴポット
商品番号91658
¥5,000 ［税抜］  W25×H50cm
器：簡易ポット プラスチック製（サンド仕上）  φ9.5×H9cm

　

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。
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98570

プラントボックス
商品番号91656
¥27,000 ［税抜］  W75×D40×Ｈ40cm
器：NB-P ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の91680と91681を組み合わせて製作してお
ります。

ボストンファンＳ
商品番号 98572
¥3,700 ［税抜］  W40×H35cm
器：CV-04 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 94215
¥800 ［税抜］  W40×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

ボストンファンＬ
商品番号98570
¥6,500 ［税抜］  W60×H40cm
器：CV-06 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 94227
¥2,600 ［税抜］  W60×L38cm
器なし / 形状：ブッシュ

ボストンファンM
商品番号 98571
¥4,300 ［税抜］  W45×H35cm
器：CV-04 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

商品番号 94165
¥1,500 ［税抜］  W45×L33cm
器なし / 形状：ブッシュ

98572

98571

▲山ゴケ仕上

※プラントボックスを４つな
らべて使用しております。

・
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▲山ゴケ仕上

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

ジャーマンアイビー
商品番号99212
¥7,200 ［税抜］  W50×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

　
P.100の99254を2本使って製作しております。

セージアイビー
商品番号99214
¥5,500 ［税抜］  W40×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

　
P.100の99252を使って製作しております。

ジャーマンアイビーMIX
商品番号 99213
¥6,800 ［税抜］  W50×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

　
P.100の99251を使って製作しております。

トラディスカンチア
商品番号99215
¥7,700 ［税抜］  W50×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

　
P.100の99250を使って製作しております。

ミニポトス
商品番号 99216
¥5,500 ［税抜］  W45×H30cm
器：CV-05 ポリプロピレン製（山ゴケ仕上）

　
P.99の99249を使って製作しております。

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。
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P.73　ハリソンアイビー　Pスクエア（BK）

ミニマーブルポトス
商品番号91467
¥6,800 ［税抜］  W40×H25cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号91468
¥3,000 ［税抜］  W40×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

91467 91490

セブリナ
商品番号 91490
¥6,200 ［税抜］  W40×H25cm
器：Pスクエア（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 91491
¥2,400 ［税抜］  W40×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

・
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フィカス・プミラ
商品番号 99181
¥7,500 ［税抜］  W45×H25×L43cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

トラディスカンチア
商品番号 99183
¥6,100 ［税抜］  W40×H25×L40cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

プミラ
商品番号 99060
¥7,800 ［税抜］  W35×H25×L40cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

スプレンゲリー
商品番号 99063
¥6,900 ［税抜］  W40×H25×L50cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

セージアイビー
商品番号 99182
¥5,800 ［税抜］  W50×H30×L60cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

P.100の99253を使って製作しております。

P.100の99061を使って製作しております。

P.97の99064を使って製作しております。

P.100の99252を使って製作しております。

P.100の99250をカットして製作しております。

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。
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ジャーマンアイビーMIX
商品番号99184
¥5,600 ［税抜］  W45×H25×L35cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

ジャーマンアイビー
商品番号99185
¥5,800 ［税抜］  W40×H30cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

フィットニアハンギング
商品番号99186
¥7,500 ［税抜］  W45×H25cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

サキシフラガブッシュ
商品番号 99187
¥5,000 ［税抜］  W45×H30cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　

ハリソンアイビー
商品番号91496
¥6,300 ［税抜］  W45×H30cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号91497
¥2,500［税抜］  W45×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

イングリットアイビー
商品番号91494
¥6,300 ［税抜］  W45×H30cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号91495
¥2,900［税抜］  W45×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

91494

91496

P.100の99251をカットして製作しております。

P.100の99254を使って製作しております。

P.98の99243を使って製作しております。 P.98の91541を4本使って製作しております。

・
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91492

アジアンタム
商品番号 99188
¥4,900 ［税抜］  W35×H30cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の99242を使って製作しております。

ローズマリー
商品番号 99189
¥5,700 ［税抜］  W30×H35cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.97の99236を使って製作しております。

ライプオリーブ
商品番号99191
¥7,000 ［税抜］  W25×H40cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 
P.101の98802を2本使って製作しております。

シサス R
商品番号91492
¥6,900 ［税抜］  W35×H35cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号91493
¥3,100 ［税抜］  W35×L30cm
器なし / 形状：ブッシュ

9146198788

ゴムノキ
商品番号98788
¥4,500 ［税抜］  W26×H37cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号98789
¥1,000 ［税抜］  W30×L40cm
器なし / 形状：ブッシュ

P.98の99241をカットして製作しております。

シェフレラポット
商品番号 99201
¥5,000 ［税抜］  W25×H35cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

ポトス小 R
商品番号 91461
¥4,900 ［税抜］  W25×H35cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 91462
¥1,200 ［税抜］W25×L35cm
器なし / 形状：ブッシュ
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90346

98785

98786 98787

98785

98787

98786

P.98の99260を2本使って製作しております。

ブーゲンビレアS
商品番号 99193
¥5,300 ［税抜］  W25×H40cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

91476

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

ミニマムグラス
商品番号 90346
¥2,300 ［税抜］  W15.5×H10cm
器：パームディッシュ ステンレス製

商品番号 98829
¥4,000 ［税抜］  W18×H20cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

※ 2 本を組み合わせて製作しております。

■材質 /ポリエチレン製

P.109の90347を使っております。

アザミサボテン
スイングイエロー
商品番号 98786
¥3,700 ［税抜］  W14×H22cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.109の90345を使って製作しております。

アザミサボテン
ロックレッド
商品番号 98787
¥3,700 ［税抜］  W14×H22cm
器：Pスクエア（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.109の90341を使って製作しております。

アザミサボテン
ジャズグリーン
商品番号 98785
¥3,700 ［税抜］  W14×H22cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.109の90343を使って製作しております。

98829

アンスリュウム
商品番号 91476
¥6,400 ［税抜］  W35×H40cm
器：Pスクエア（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 91477
¥2,600 ［税抜］  W35×L40cm
器なし / 形状：ブッシュ

P.109の91121を使って製作しております。

オニオングラス（小）
商品番号 98828
¥4,900 ［税抜］  W14×H26cm
器：Pスクエア（WH）ペーパーマッシュ

 

・
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▲山ゴケ仕上

P.107の94193×2個を組み合わせて製作して
おります。

P.107の92318×2個を組み合わせて製作して
おります。

P.107の94195×2個を組み合わせて製作して
おります。

P.107の92316×2個を組み合わせて製作して
おります。

P.107の94191×2個を組み合わせて製作して
おります。

P.107の99258を使って製作しております。

狐ボールポット
商品番号99195
¥9,500 ［税抜］  W22×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

スノーメープルボールポット
商品番号99198
¥8,600 ［税抜］  W18×H25cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

萌ボールポット
商品番号 99196
¥9,500 ［税抜］  W22×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

スプレンゲリアボールポット
商品番号 99199
¥8,600 ［税抜］  W22×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

森ボールポット
商品番号 99197
¥9,500 ［税抜］  W22×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

ポインテッドボールポット
商品番号 99200
¥6,800 ［税抜］  W20×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 /ポリエチレン製

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。
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98962

91459

ラベンダー
商品番号 99192
¥5,700 ［税抜］  W20×H45cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

シェフレラ ブッシュ
商品番号 99208
¥8,000 ［税抜］  W35×H55cm
器：PラウンドL（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

カラー
商品番号 91478
¥6,900 ［税抜］  W50×H50cm
器：PラウンドL（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号91479
¥2,600 ［税抜］W50×L48cm
器なし / 形状：ブッシュ

91478

テーブル ベンジャミン
商品番号 98962
¥8,800 ［税抜］  W40×H55cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 98963
¥5,200 ［税抜］  W40×L50cm
器なし / 形状：ブッシュ

ディフェンバギア カミーラ
商品番号91459
¥6,500 ［税抜］  W40×H50cm
器：PラウンドS（BK ）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 91460
¥2,000 ［税抜］  W40×L50cm
器なし / 形状：ブッシュ

P.97の99237を使って製作しております。

P.98の99241を使って製作しております。

・
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コウモリラン
商品番号99203
¥10,500 ［税抜］  W70×H50cm
器：PラウンドL（BK）ペーパーマッシュ（山ゴケ仕上）

■材質 / 葉：ポリエチレン製

ザミフォリア
商品番号99204
¥10,300 ［税抜］  W40×H55cm
器：PラウンドL（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

P.96の99265を使って製作しております。

モンステラ ポット
商品番号98961
¥4,300 ［税抜］  W35×H35cm
器：ブラックポット付き 陶器 φ10.5×H9.7cm （ストーン仕上）

P.109の99269を使って製作しております。

P.96の99261を2本使って製作しております。

レックスベゴニア
商品番号 99194
¥6,500 ［税抜］  W40×H35cm
器：PラウンドS（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 
P.96の98967を2本使って製作しております。

ベゴニア
商品番号 98966
¥6,500 ［税抜］  W20×H27cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

ウツボカズラ
商品番号98831
¥4,600 ［税抜］  W30×H35cm
器：Pスクエア（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号94163
¥1,300 ［税抜］  W30×L28cm
器：ブッシュ98831
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91145

▲山ゴケ仕上

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

テーブル ジャマイカ
商品番号 98964
¥6,700 ［税抜］  W30×H50cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

テーブル インディア
商品番号98965
¥6,700 ［税抜］  W30×H50cm
器：Pスクエア（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

トックリヤシＢ
商品番号98830
¥5,600 ［税抜］  W40×H45cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 93188
¥1,800 ［税抜］  W40×H45cm
器なし /本体のみ

98830

エケベリアトピアリー
商品番号 91144
¥5,700 ［税抜］  W25×H50cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ16×H12.5cm

商品番号 91145
¥4,000 ［税抜］  W23×H38cm
器：簡易ポット プラスチック製 φ13×H10cm

■材質 /ポリエチレン製

91144

P.108の99021を使って製作しております。 P.108の99023を使って製作しております。

クテナンテ
商品番号 91502
¥6,200 ［税抜］  W35×H50cm
器：PラウンドS（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

商品番号 91503
¥1,900 ［税抜］  W35×L50cm
器なし / 形状：ブッシュ

91502

・
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アグラオネマ
商品番号 99054
¥6,300 ［税抜］  W45×H40cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

P.96の99055を使って製作しております。

トリオスター
商品番号99057
¥6,300 ［税抜］  W45×H40cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.96の99058を使って製作しております。

ランキフォリア
商品番号 99051
¥6,300 ［税抜］  W45×H40cm
器：PラウンドS（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.96の99052を使って製作しております。

ソテツ C
商品番号 98555
¥10,400［税抜］  W60×H50cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号93181
¥7,800［税抜］  W60×H50cm
器：懸崖6号 ポリプロピレン製（バーク付）

商品番号 93182
¥3,000［税抜］  W60×H40cm
器なし / 形状：ブッシュ

クッカバラ
商品番号 98950
¥17,200［税抜］  W80×H60cm
器：RP-225 ポリプロピレン製（バーク付）
※ 2 本を組み合わせて製作しております。

商品番号98951
¥15,800［税抜］  W80×H60cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）
※ 2 本を組み合わせて製作しております。

商品番号 98952
¥4,200［税抜］  W60×L55cm
器なし / 形状：ブッシュ

98555

98950

▲懸崖鉢
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マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よ
りも製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

フェザーファン
商品番号99205
¥5,000 ［税抜］  W40×H30cm
器：PラウンドS（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

マーブルポトス
商品番号 99209
¥8,000 ［税抜］  W70×H35cm
器：PラウンドL（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

 

P.94の99264を使って製作しております。

レザーファン
商品番号 99206
¥6,000 ［税抜］  W50×H35cm
器：PラウンドS（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

P.94の99263を使って製作しております。

ポトスブッシュ
商品番号 99048
¥8,800 ［税抜］  W55×H30×L40cm
器：PラウンドL（WH）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

　
P.99の99049を使って製作しております。

ライムポトス
商品番号91469
¥6,600 ［税抜］  W40×H35cm
器：PラウンドL（WH） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

P.99の92242を使って製作しております。 P.99の99248を使って製作しております。

P.94の99259を使って製作しております。

ワイルドグラスファン
商品番号99207
¥6,000 ［税抜］  W50×H35cm
器：PラウンドS（BK）ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 /ポリエチレン製

・
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背筋を伸ばして気配に心研ぎすます時の
心地よい緊張感。全てを拒まず、そして
押し付けることもない。
余計なものはそぎ落とし、質の高さを
追求する姿勢─ ZEN。そのマインドは、
変わらぬ姿で現代にも生き続けている。
そしてそれは、ここにいつまでもあり続
けるスタイル。

禅モダン

P.103の99027を使って製作しております。

「和」の持つ洗練された －Zen modern－ 
その独特なスケール感・樹形を“FST”で再現。
ボリュームがありながらも、
路線便での配送が可能。

ヤマモミジ株立 GREEN FST
150 商品番号 91764

¥66,400［税抜］  W100×H150cm
器：ツリー7（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99020
¥64,900［税抜］  W100×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

9176491764
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91763

91762

P.103の99027を使って製作しております。

91759

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

ヤマモミジ株立 GREEN FST
180 商品番号91763

¥102,500［税抜］  W120×H180cm
器：ツリー 8（BK）ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99019
¥98,800［税抜］  W120×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

ヤマモミジ GREEN FST
180 商品番号91759

¥66,900［税抜］  W110×H180cm
器：ツリー 8（BK）ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99015
¥63,200［税抜］  W110×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

ヤマモミジ株立 GREEN FST
200 商品番号 91762

¥152,400［税抜］  W140×H200cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99018
¥150,300［税抜］  W140×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99027を使って製作しております。 P.103の99027を使って製作しております。

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

▲懸崖鉢

・
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91768

91769
91770

91760
91761

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

ヤマモミジ GREEN FST
150 商品番号91760

¥48,500［税抜］  W100×H150cm
器：ツリー7（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99016
¥47,000［税抜］  W100×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

ヤマモミジ RED FST
150 商品番号91769

¥48,500［税抜］  W100×H150cm
器：ツリー7（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99010
¥47,000［税抜］  W100×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

ヤマモミジ GREEN FST
100 商品番号 91761

¥26,200［税抜］  W70×H100cm
器：ツリー 6（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99017
¥25,300［税抜］  W70×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

ヤマモミジ RED FST
100 商品番号 91770

¥26,200［税抜］  W70×H100cm
器：ツリー 6（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99011
¥25,300［税抜］  W70×H100cm
器：懸崖7号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99027を使って製作しております。

P.103の99028を使って製作しております。

P.103の99027を使って製作しております。

P.103の99028を使って製作しております。

ヤマモミジ RED FST
180 商品番号91768

¥66,900［税抜］  W110×H180cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99009
¥63,200［税抜］  W110×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99028を使って製作しております。

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

91768

▲懸崖鉢
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ヤマモミジ株立 RED FST
180 商品番号 91772

¥102,500［税抜］  W120×H180cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99013
¥98,800［税抜］  W120×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99028を使って製作しております。

ヤマモミジ株立 RED FST
200 商品番号 91771

¥152,400［税抜］  W140×H200cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99012
¥150,300［税抜］  W140×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99028を使って製作しております。

ヤマモミジ株立 RED FST
150 商品番号 91773

¥66,400［税抜］  W100×H150cm
器：ツリー7（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99014
¥64,900［税抜］  W100×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99028を使って製作しております。

ジ

ED FST

91771

91773

91772

・
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P.103の99027を使って製作しております。 P.103の99028を使って製作しております。

ヤマモミジ 緑
200 商品番号 91765

¥67,100［税抜］  W90×H200cm
器：ツリー8 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99006
¥63,400［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91766
¥52,700［税抜］  W80×H180cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99007
¥52,200［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91767
¥40,500［税抜］  W70×H150cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99008
¥39,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

ヤマモミジ 紅
200 商品番号91774

¥67,100［税抜］  W90×H200cm
器：ツリー8 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99003
¥63,400［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号91775
¥52,700［税抜］  W80×H180cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99004
¥52,200［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号91776
¥40,500［税抜］  W70×H150cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99005
¥39,000［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

自然木風合いが魅力の天然幹。 ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

91766 91775
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91778

91781

FSTマーク…TOKAオリジナルの人工幹を
用いた商品です。詳しくはP.110へ。

P.103の91526を使って製作しております。 P.103の91529を使って製作しております。

ハナミズキ
200 商品番号91780

¥41,000［税抜］  W90×H200cm
器：ツリー8 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 95266
¥37,300［税抜］  W90×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号91781
¥33,100［税抜］  W80×H180cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 95269
¥32,600［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号91782
¥28,800［税抜］  W70×H150cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 95272
¥27,300［税抜］  W70×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

カメリアリアナ
200 商品番号 91777

¥42,700［税抜］  W100×H200cm
器：ツリー8 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 92320
¥38,900［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91778
¥34,300［税抜］  W90×H180cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 92323
¥33,800［税抜］  W90×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91779
¥30,600［税抜］  W80×H150cm
器：ツリー7 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 92326
¥29,100［税抜］  W80×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：自然木（国産）

藤 FST
200 商品番号 91758

¥99,000［税抜］  W100×H200cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号98916
¥97,000［税抜］  W100×H200cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

P.103の99032を使って製作しております。

758
税抜］ W100×H200cm

（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

916
税抜］ W100×H200cm

号ポリプロピレン製（バーク付）

91778

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

91758

▲懸崖鉢

・
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91784 9178991786

青竹5本立
180 商品番号91784

¥66,200［税抜］  W100×H180cm
器：ツリー 8（BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99002
¥64,200［税抜］  W100×H180cm
器：懸崖10号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

P.90の竹リーフCを使って製作しております。

P.90の竹リーフCを使って製作しております。 P.90の竹リーフCを使って製作しております。

青竹 3本立
200 商品番号 91785

¥48,200［税抜］  W85×H200cm
器：SA-10 （WH） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 98999
¥46,700［税抜］  W85×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91786
¥45,000［税抜］  W80×H180cm
器：SA-10 （WH） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99000
¥43,600［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91787
¥41,000［税抜］  W75×H150cm
器：SA-10 （WH） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99001
¥38,500［税抜］  W75×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

黒竹 3本立
200 商品番号 91788

¥54,500［税抜］  W85×H200cm
器：SA-10 (BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99220
¥53,000［税抜］W85×H200cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

180 商品番号 91789
¥51,300［税抜］  W80×H180cm
器：SA-10 (BK)ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 99221
¥49,800［税抜］  W80×H180cm
器：懸崖9号 ポリプロピレン製（バーク付）

150 商品番号 91799
¥47,200［税抜］  W75×H150cm
器：SA-10 (BK) ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号99222
¥44,800［税抜］  W75×H150cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：天然黒竹（国産）

▲サンド仕上
※サンド仕上の商品は通常より
も製作にお時間がかかります。
ご納期は事前にご確認ください。

▲懸崖鉢
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9166391662

青竹 パーテーション
180 商品番号 91662

¥119,000［税抜］  W100×D50×H180cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）
器サイズ : W80×D30×H22cm

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

青竹 パーテーション
180 商品番号91663

¥111,000［税抜］  W100×D50×H180cm
器なし：コンパネ仕様
コンパネサイズ : W69×D20.5cm

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

99219
P.92の95471を15本使って製作しております。

P.90の竹リーフCを使って製作しております。 P.90の竹リーフCを使って製作しております。

マテリアルマーク…部材の販売ページと
詳細をご案内しております。

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

ポリ竹 パーテーション
120 商品番号 99219

¥49,500［税抜］  W130×D80×H120cm
器：ガーデンペット ポリプロピレン製（バーク付）
器サイズ : W80×D30×H22cm

■材質 / 幹：ポリエチレン製

●青竹・孟宗染竹は自社にて染色しております。初めは濃緑色ですが、2～3ヶ月過ぎると自然な色合いになります。●直射日光（紫外線）があたる場所へ設置される場合、退色が早まります。

・
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■スプレー：竹リーフC

■スプレー：竹リーフC

青竹1本立
270 商品番号98993

¥20,500［税抜］  W80×H270cm

250 商品番号98994
¥19,000［税抜］  W80×H250cm

230 商品番号98995
¥17,500［税抜］  W80×H230cm

200 商品番号98996
¥15,200［税抜］  W80×H200cm

180 商品番号98997
¥13,600［税抜］  W80×H180cm

150 商品番号98998
¥11,500［税抜］  W80×H150cm

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

黒竹1本立
270 商品番号99223

¥21,700［税抜］  W80×H270cm

250 商品番号99224
¥20,400［税抜］  W80×H250cm

230 商品番号99225
¥18,700［税抜］  W80×H230cm

200 商品番号99226
¥17,400［税抜］  W80×H200cm

180 商品番号99227
¥16,100［税抜］  W80×H180cm

150 商品番号99228
¥14,200［税抜］  W80×H150cm

■材質 / 幹：天然黒竹（国産）

98995

99225

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。

P.90の竹リーフCを使って製作しております。

P.90の竹リーフCを使って製作しております。

竹リーフC
商品番号 99037
¥1,300［税抜］  L73cm
形状：スプレー

竹リーフK
商品番号 95430
¥1,900［税抜］  L90cm
形状：スプレー

竹リーフD
商品番号 99038
¥800［税抜］  L75cm
形状：スプレー
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青竹1本幹
270 商品番号95435

¥5,900［税抜］H270cm

250 商品番号95436
¥5,800［税抜］H250cm

230 商品番号95437
¥5,700［税抜］H230cm

200 商品番号95438
¥5,600［税抜］H200cm

180 商品番号95439
¥5,500［税抜］H180cm

150 商品番号95440
¥5,300［税抜］H150cm

■材質 / 幹：天然染竹（国産）

黒竹1本幹
270 商品番号95441

¥6,700［税抜］H270cm

250 商品番号95442
¥6,600［税抜］H250cm

230 商品番号95443
¥6,500［税抜］H230cm

200 商品番号95444
¥6,400［税抜］H200cm

180 商品番号95445
¥6,300［税抜］H180cm

150 商品番号95446
¥6,200［税抜］H150cm

■材質 / 幹：天然黒竹（国産）

太さの目安…φ2～3cm※太さの指定はできません。

太さの目安…φ2～3cm※太さの指定はできません。

95435

95441

95434

95458

※商品到着後、リーフの取付が
　必要です。

●写真は、竹リーフKを使用。

太さの目安…φ8～12cm※太さの指定はできません。

孟
もうそうそめたけ

宗染竹（Kリーフ使用）
400 商品番号 95457

¥52,400［税抜］  W140×H400cm

300 商品番号 95458
¥38,700［税抜］  W140×H300cm

■材質 / 幹：天然孟宗染竹（国産）

孟
もうそうそめたけ

宗染竹
400 商品番号 95433

¥21,900［税抜］  H400cm

300 商品番号 95434
¥17,200［税抜］  H300cm

■材質 / 幹：天然孟宗染竹（国産）

●青竹・孟宗染竹は自社にて染色しております。初めは濃緑色ですが、2～3ヶ月過ぎると自然な色合いになります。●直射日光（紫外線）があたる場所へ設置される場合、退色が早まります。

※孟宗染竹は、設置される環境下によって割れが生じる場合がございます。まだらな
割れを防ぐ方法としてあらかじめ「背割れ」加工を施すことも可能です（有償）。

孟
もうそうそめたけ

宗染竹（Cリーフ使用）
400 商品番号 99066

¥43,500［税抜］  W80×H400cm

300 商品番号 99067
¥32,300［税抜］  W80×H300cm

■材質 / 幹：天然孟宗染竹（国産）

P.90の竹リーフCが付属されております。

P.90の竹リーフKが付属されております。

・
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女竹（太）
商品番号98696
¥8,700［税抜］  W40×H210cm

■材質 / 幹：PVC 製
●本体は分割式です。

女竹（細）
商品番号98698
¥4,200［税抜］  W30×H150cm

■材質 / 幹：PVC 製
●本体は分割式です。

ポリ竹１本立
商品番号 95471
¥2,500［税抜］  W40×H120cm

■材質 / 幹：ポリエチレン製

女竹（ミニ）
商品番号98699
¥1,300［税抜］ W15×H80cm

■材質 / 幹：PVC 製

女竹（中）
商品番号 98697
¥5,700［税抜］  W40×H150cm

■材質 / 幹：PVC 製
●本体は分割式です。

女
商

¥

■材
●本

ナチュラルマーク…
幹に天然素材を用いた商品です。
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オモト
商品番号 96334
¥600［税抜］L30cm
形状：ピック

エビネ
商品番号 96336
¥700［税抜］L25cm
形状：ピック

ヤブラン
商品番号 96335
¥500［税抜］L30cm
形状：ピック

セキショー
商品番号 96332
¥200［税抜］L30cm
形状：ピック

35
L30cm

91783

シペラス鉢

100 商品番号95244
¥18,300［税抜］  W65×H100cm
器：簡易ポット プラスチック製  φ17×H14cm

▲ストーン仕上
※ストーン仕上の商品は通常よりも製作にお時間がかかります。
　ご納期は事前にご確認ください。

98695

95244

P.92の女竹（ミニ）を9本使って製作しております。

P.92の女竹（太）1本、女竹（中）1本、女竹（細）2本、
女竹（ミニ）3本を組み合わせて製作しております。

マテリアルマーク…
部材の販売ページと詳細を
ご案内しております。

若竹
商品番号98695
¥15,000［税抜］  W40×H80cm
器：PラウンドL（BK） ペーパーマッシュ（ストーン仕上）

■材質 / 幹：PVC製

女
め だ け

竹株立
180 商品番号91783

¥39,400［税抜］  W60×H180cm
器：SA-10 （BK） ポリプロピレン製（サンド仕上）

商品番号 98693
¥37,000［税抜］  W60×H180cm
器：懸崖8号 ポリプロピレン製（バーク付）

■材質 / 幹：PVC 製

▲懸崖鉢

・
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マテリアルマ

アオオリヅルラン
商品番号91679
¥2,000［税抜］  W30×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

アスプレニウムL
商品番号91690
¥5,500［税抜］  W65×L55cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

アスプレニウムS
商品番号91689
¥4,000［税抜］  W40×L40cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

アジアンタム
商品番号 99242
¥1,300［税抜］  W35×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

レザーファン
商品番号99263
¥1,700［税抜］  W50×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

フェザーファン
商品番号 99264
¥1,500［税抜］  W40×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ワイルドグラスファン
商品番号 99259
¥1,700［税抜］  W50×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ソードファン
商品番号91680
¥3,500［税抜］  W35×L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ミックスファン
商品番号91681
¥3,300［税抜］  W25×L25cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製
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コルディリネ
MIXブッシュ
商品番号91683
¥5,400［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

ゼブラMIXブッシュ
商品番号91684
¥5,000［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

テーブルヤシ PE
商品番号91688
¥5,700［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ヘゴヤシ
商品番号 91687
¥7,700［税抜］  W130×L130cm
形状：ブッシュ

レッドエッジ
MIXブッシュ
商品番号 91682
¥5,400［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

セージMIXブッシュ
商品番号 91685
¥4,100［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

※大きな商品のためサイズに
ご注意下さい。

・
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コウモリラン
商品番号 99265
¥5,600［税抜］  W70×L50cm
形状：ブッシュ

■材質 / 葉：ポリエチレン製

トリオスター
商品番号 99058
¥1,900［税抜］  W45×L40cm
形状：ブッシュ

ランキフォリア
商品番号99052
¥1,900［税抜］  W45×L40cm
形状：ブッシュ

ベゴニア
商品番号98967
¥1,300［税抜］  W20×L25cm
形状：ブッシュ

アカドラセナ
商品番号 99267
¥1,500［税抜］  W50×L55cm
形状：ブッシュ

アグラオネマ
商品番号 99055
¥1,900［税抜］  W45×L40cm
形状：ブッシュ

レックスベゴニア
商品番号 99261
¥1,300［税抜］  W30×L30cm
形状：ブッシュ
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グリーンネックレス
商品番号 91678
¥1,200［税抜］  L35cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

タランシアショート
商品番号92230
¥900［税抜］  L46cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

タランシアロング
商品番号92229
¥500［税抜］  L90cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

92229

92230

コウモリランハンギング
商品番号91671
¥3,000［税抜］  W30×L70cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

リプサリス
商品番号91677
¥1,800［税抜］  W30×L30cm
形状：ブッシュ

ロングモスブッシュ
商品番号 92340
¥900［税抜］  W50×L60cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

フロッキーブッシュ
商品番号 91119
¥800［税抜］  W40×L40cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ローズマリー
商品番号99236
¥2,400［税抜］  W25×L30cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

ラベンダー
商品番号99237
¥1,500［税抜］  W20×L47cm
形状：ブッシュ

スプレンゲリー
商品番号 99064
¥3,400［税抜］  W40×L50cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

アスパラガス
商品番号99257
¥1,200［税抜］  L50cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

・

 97



サキシフラガ ブッシュ
商品番号 91541
¥400［税抜］  W30×L44cm
形状：ブッシュ

サキシフラガ
商品番号 94213
¥900［税抜］  W35×L38cm
形状：ブッシュ

ブーゲンビレア S
商品番号 99260
¥900［税抜］  W25×L30cm
形状：ブッシュ

フィットニア
商品番号99246
¥2,900［税抜］  W35×L40cm
形状：ブッシュ

ピーコックブッシュ
商品番号 99245
¥1,100［税抜］  W35×L38cm
形状：ブッシュ

フィットニアハンギング
商品番号99243
¥3,700［税抜］  W35×L25cm
形状：ブッシュ

スパティフィラムPE
商品番号91686
¥5,900［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

シェフレラ ブッシュ
商品番号 99241
¥3,200［税抜］  W35×L53cm
形状：ブッシュ

シンゴニウム
商品番号91691
¥2,500［税抜］  W30×L40cm
形状：ブッシュ

シンゴニウムS
商品番号 90485
¥1,400［税抜］  W30×L32cm 
形状：ブッシュ
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ポトスブッシュ
商品番号 99049
¥3,900［税抜］  W55×L50cm
形状：ブッシュ

フロストアイビー
ハンギング
商品番号91672
¥3,000［税抜］  W40×L80cm
形状：ブッシュ

マーブルポトス
商品番号99248
¥3,000［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

ライムポトス
商品番号92242
¥2,400［税抜］  W50×L40cm
形状：ブッシュ

ミニポトス
商品番号99249
¥2,000［税抜］  W50×L50cm
形状：ブッシュ

ブーゲンビレア
ハンギング
商品番号91670
¥2,900［税抜］  W50×L70cm
形状：ブッシュ

ライムアイビー
商品番号91673
¥2,500［税抜］  W40×L40cm
形状：ブッシュ

・
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フィカス・プミラ
商品番号99253
¥3,700［税抜］  W35×L40cm
形状：ブッシュ

ジャーマンアイビー
商品番号 99254
¥2,000［税抜］  W35×L25cm
形状：ブッシュ

アイビーA
商品番号91539
¥1,200［税抜］  W50×L36cm
形状：ブッシュ

プミラ
商品番号99061
¥3,900［税抜］  W35×L55cm
形状：ブッシュ

うら紫アイビー
商品番号 92238
¥2,900［税抜］  W60×L66cm
形状：ブッシュ

トラディスカンチア
ハンギング
商品番号99250
¥4,200［税抜］  W50×L70cm
形状：ブッシュ

ジャーマンアイビーMIX 
ハンギング
商品番号 99251
¥3,300［税抜］  W40×L90cm
形状：ブッシュ

セージアイビー
商品番号99252
¥2,000［税抜］  W40×L60cm
形状：ブッシュ
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ゴールデンリーフ
スプレー
商品番号 99029
¥1,300［税抜］  L60cm
形状：スプレー

ライプオリーブスプレー
商品番号 98802
¥1,800［税抜］  L66cm
形状：スプレー

オリーブ・ネバディロ S
商品番号98801
¥2,200［税抜］  L97cm
形状：スプレー

ブラックオリーブ
スプレー
商品番号 91664
¥1,700［税抜］  L75cm
形状：スプレー

コーヒー スプレー
商品番号 99026
¥1,100［税抜］  L60cm
形状：スプレー

オランダアイビーバイン
商品番号99240
¥900［税抜］  W50×L88cm

アカシア スプレー
商品番号99025
¥2,000［税抜］  L72cm
形状：スプレー

ラスカス
商品番号 91531
¥1,200［税抜］  L74cm
形状：スプレー

ミニカメリア
商品番号 91530
¥600［税抜］  L60cm
形状：スプレー

・
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ミニベンジャミン
スプレー
商品番号99234
¥900［税抜］  L63cm
形状：スプレー

クラシック ベンジャミン 
スプレー M
商品番号 99030
¥1,600［税抜］  L70cm
形状：スプレー

フィッカス ベンジャミナ
スプレー
商品番号98793
¥1,200［税抜］  L67cm
形状：スプレー

クラシック ベンジャミン 
スプレー S
商品番号99031
¥1,200［税抜］  L60cm
形状：スプレー

ベンジャミナ スプラッシュ
スプレー
商品番号 98794
¥1,600［税抜］  L67cm
形状：スプレー

ベンジャミナ スターライト
スプレー
商品番号 98795
¥1,100［税抜］  L67cm
形状：スプレー

ベンガル ボダイジュ
スプレー
商品番号99033
¥3,300［税抜］  L94cm
形状：スプレー

パキラスプレー
商品番号 91667
¥900［税抜］  L50cm
形状：スプレー
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ヤマモミジ スプレー
 GREEN
商品番号 99027
¥1,600［税抜］  L66cm
形状：スプレー

ヤマモミジ スプレー
 RED
商品番号 99028
¥1,600［税抜］  L66cm
形状：スプレー

カエデ スプレー
商品番号99232
¥900［税抜］  L67cm
形状：スプレー

カメリア
商品番号91529
¥600［税抜］  L64cm
形状：スプレー

藤 スプレー
商品番号 99032
¥2,300［税抜］  L71cm
形状：スプレー

サカキ
商品番号 95460
¥600［税抜］  L55cm
形状：スプレー

ハナミズキ
商品番号 91526
¥800［税抜］  L73cm
形状：スプレー

ツピダンサス スプレーM
商品番号91665
¥1,000［税抜］  L65cm
形状：スプレー

ツピダンサス スプレーS
商品番号 91666
¥900［税抜］  L60cm
形状：スプレー

・
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ヤシリーフ M
商品番号98806
¥1,400［税抜］  W50×L116cm
形状：リーフ

ヤシリーフ S
商品番号 98807
¥1,200［税抜］  W48×L91cm
形状：リーフ

フェニックスリーフ L
商品番号 98796
¥1,400［税抜］  W25×L92cm
形状：リーフ

フェニックスリーフ M
商品番号 98797
¥900［税抜］  W25×L66cm
形状：リーフ

ソテツリーフ L
商品番号 98790
¥900［税抜］  W15×L89cm
形状：リーフ

ソテツリーフ M
商品番号 98791
¥700［税抜］  W15×L79cm
形状：リーフ

アレカパーム M
商品番号99230
¥1,000［税抜］  W46×L107cm
形状：リーフ

アレカパーム S
商品番号 99231
¥800［税抜］  W43×L92cm
形状：リーフ
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99041 99042 99043

デコラゴム スプレー
商品番号 91668
¥1,500［税抜］  L67cm
形状：スプレー

シーグレープ ブランチ L
商品番号99041
¥7,300［税抜］  W35×L120cm

シーグレープ ブランチ M
商品番号 99042
¥4,700［税抜］  W25×L95cm

シーグレープ ブランチ S
商品番号 99043
¥2,900［税抜］  W25×L70cm

フェニックスパーム L
商品番号98803
¥2,700［税抜］  W40×L124cm
形状：リーフ

フェニックスパーム M
商品番号 98804
¥2,200［税抜］  W38×L110cm
形状：リーフ

フェニックスパーム S
商品番号 98805
¥1,900［税抜］  W35×L107cm
形状：リーフ

デコラトリカラー スプレー
商品番号 91669
¥1,500［税抜］  L67cm
形状：スプレー

・
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ライムポトスガーランド
商品番号98810
¥2,200［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

ライムポトスガーランド
GREEN
商品番号 99082
¥1,700［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

ポトスガーランド
商品番号 98811
¥2,800［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

ヒメモンステラガーランド
商品番号 98812
¥2,400［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

オリーブガーランド
商品番号91674
¥4,900［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

ライムアイビー
ガーランド
商品番号91675
¥1,800［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

フロストアイビー
ガーランド
商品番号 91676
¥1,800［税抜］  L180cm
形状：ガーランド
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グレープガーランド1
（ポリエチレン製）
商品番号96343
¥1,200［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

■材質 /ポリエチレン製

フィロガーランド
商品番号 96344
¥2,000［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

グレープアイビー
ガーランド
商品番号99256
¥2,700［税抜］  L180cm
形状：ガーランド

ポインテッドボール8’
商品番号99258
¥2,100［税抜］φ 20cm
■材質 /ポリエチレン製

ハーフボール
スノーメープル
商品番号 92318
¥2,000［税抜］  φ18×H9cm
■材質 /ポリエチレン製

ハーフボール
スプレンゲリア
商品番号92316
¥2,000［税抜］  φ 22×H11cm
■材質 /ポリエチレン製

ハーフボール狐
商品番号94193
¥2,500［税抜］  φ 22×H11cm
■材質 /ポリエチレン製（フロッキー）

ハーフボール森
商品番号 94191
¥2,500［税抜］  φ 22×H11cm
■材質 /ポリエチレン製（フロッキー）

ハーフボール萌
商品番号 94195
¥2,500［税抜］  φ 22×H11cm
■材質 /ポリエチレン製（フロッキー）

ハーフボールを2つ合わせてボールタイプにしてお使いいただけます。 ・
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シペラススティック（中）
商品番号 96338
¥2,000［税抜］  L135cm
形状：スティック

コンシナトランク
商品番号 91148
¥1,500［税抜］  L135cm

サンスベリア
イエローグリーン
商品番号 91692
¥3,700［税抜］  L80cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

サンスベリアグリーン
商品番号91693
¥3,700［税抜］  L80cm
形状：ブッシュ

■材質 /ポリエチレン製

コンシンネ ブランチ S
商品番号 99040
¥4,400［税抜］  W55×L90cm
■材質 /ポリエチレン製

コンシンネ ブランチ M
商品番号99039
¥6,000［税抜］  W65×L115cm
■材質 /ポリエチレン製

インディア スプレー M
商品番号 99023
¥2,000［税抜］  W30×L85cm
形状：スプレー

ジャマイカ スプレー M
商品番号 99021
¥2,000［税抜］  W30×L85cm
形状：スプレーインディア スプレー S

商品番号99024
¥1,300［税抜］  W30×L35cm
形状：スプレー

ジャマイカ スプレー S
商品番号 99022
¥1,300［税抜］  W30×L35cm
形状：スプレー
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91150

91152

モンステラリーフ
商品番号 94161
¥400［税抜］  W18×L30cm
形状：リーフ

90341

9034590343

アザミサボテン
スイングイエロー
商品番号90345
¥800［税抜］  W14×L15cm
形状：ピック

アザミサボテン
ロックレッド
商品番号90341
¥800［税抜］  W14×L15cm
形状：ピック

アザミサボテン
ジャズグリーン
商品番号90343
¥800［税抜］  W14×L15cm
形状：ピック

エケベリアスティック
商品番号 91152
¥1,200［税抜］  L65cm
形状：スティック

■材質 / 葉：ポリエチレン製

ジェイドプラントスティック
商品番号 91150
¥1,000［税抜］  L65cm
形状：スティック

■材質 / 葉：ポリエチレン製

ザミフォリア スティック
商品番号99269
¥5,400［税抜］  L60 ･ L50 ･ L44cm
5本セット

94209

91123

オニオングラス（大）
商品番号94209
¥2,100［税抜］  □6×H25cm

オニオングラス（中）
商品番号 91123
¥1,600［税抜］  □6×H17cm

オニオングラス（小）
商品番号91121
¥1,400［税抜］  □6×H13cm

91121

モスストーン
商品番号95246
¥3,500［税抜］  約 7～13cm
12個アソート

ミニマムグラス
商品番号 90347
¥600［税抜］  W14×L5cm
形状：ピック

■材質 /ポリエチレン製

・
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リアルを追求して作られた本物志向の天然木使用商品─
素材の持ち味が生かされた自然な風合いが魅力ですが、
 「枝を曲げる」等のスタイリングはそう簡単なものではありません…

そこで開発されたのが人工幹“FST -Free style trunk”です。
自由な発想で樹形を創れるだけでなく、コンパクト梱包が難しかった
ボリューム・幅のある商品も、FSTを使えば可能なものに !   !
創作の幅が広がります。

●モミジ（P.82～85）や藤（P.87）等、横枝の張った商品も束ねてコン
　パクトに梱包することで、チャーター便を使わず路線便にてお届け
　することができます。

アーティフィシャル・
バイン 10
商品番号98814
¥900［税抜］  φ1× L180cm

アーティフィシャル・
バイン 5
商品番号98815
¥1,000［税抜］  φ 0.5× L180cm
2 本セット

98814

98815

スタイリングしやすい固さのワイヤーを使っ
ておりますので、アイディア次第で色々な
アレンジにお使いいただけます。フリース
タイルトランク （FST）と組み合わせるとさ
らにリアルに。
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99034 99035 99036

フリースタイル トランク 7F
商品番号99034
¥14,000［税抜］  L210cm

フリースタイル トランク 3F
商品番号99036
¥6,000［税抜］  L100cm

フリースタイル トランク 5F
商品番号99035
¥10,000［税抜］  L150cm

FSTブランチL
商品番号 91694
¥12,000［税抜］  L90cm
※表示のサイズはジョイントパイプを除いた長さ
です。

バーク
1kg 商品番号 96352

¥2,000［税抜］  約１kg

600g 商品番号 96353
¥1,200［税抜］  約600g

300g 商品番号 96354
¥600［税抜］  約300g

200g 商品番号 96355
¥500［税抜］  約200g

バーク 2S
1kg 商品番号99044

¥2,000［税抜］  約１kg

600g 商品番号 99045
¥1,200［税抜］  約600g

300g 商品番号 99046
¥600［税抜］  約300g

200g 商品番号 99047
¥500［税抜］  約200g

FSTブランチS
商品番号 91695
¥8,000［税抜］  L65cm
※表示のサイズはジョイントパイプを除いた長さ
です。

・

 111



 112

従来の FST（フリースタイルトランク）にジョイント可能なブランチ（枝）が仲間入り。
もっと自在にアレンジが楽しめるようになりました！また、今まで出来なかった大型
樹木のコンパクトな梱包で路線配送が可能に。FSTアドバンスで今まで叶わなかった
シチュエーションが可能になります。

進化したFST
ジョイント式のブランチ（枝）が登場！

人工樹木を
もっと自由に、もっと自在に。

幹とジョイント
できるブランチ（枝）

FSTだから曲げられる！
広げられる！

new
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G
arden style

Partition
Separates

M
aterial

M
at

FST advance
Zen m

odern
Vessel ・ Pot

O
pen tropic

Casual pot

トラックのチャーター代って安
くならないの？

去年設置した樹木のイメージを
変えたいんだけど、買い直すの
はなぁ。

コンパクトに梱包出来る為、通
常配送料金でお届け出来ます。

ブランチ (枝 ) だけを組み変え
できるのでイメージを簡単に変
えられます。

ジョイント式なので、エレベー
ターでも搬入出来ます！

選ぶだけのセミオーダーなので
お客様と打合せをしながらその
場でご提案できます。

特注の場合、メーカーがどこま
で対応出来るのかわからず、提
案しにくい。

3階に樹木を設置したいんだけ
ど ...。

特注を定番
に！

お客様の大型商品に対するこんな声をカタチにしました！

Sim
ple m

odern

アドバンスの良さを更に活
かすには、お好みの枝とベー
スをいくつか揃えていただ
くとバリエーションが広が
ります。

選べるブランチ→ P.114 へ 選べるベース → P.116 へ アドバンスについて→ P.118 へ

Planterタイプ

Planterタイプ Planterタイプ

PlanterタイプTreeタイプ

Treeタイプ Treeタイプ

Treeタイプ

違う葉の場合
雰囲気をガラリと変えることができ
空間の演出が容易にできます。

さらに！アドバンス
は

同じ葉の場合
ブランチのS・Lの違いで
空間の幅や奥行き、高さに

違いが出ます。

組み換えが
できる！！

部分組み換え

総組み換え

ブランチの
Sサイズ

MIXスタイル
（case.2 → P.120）

4Lスタイル
（case.1 → P.120）

ブランチの
Lサイズ
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選ベるブランチ 人気のある定番の葉で、S・Lサイズ計16種を取り揃えました。
※サイズ表記は下記のように葉や枝を広げた場合となります。広げ方によってサイズが変わりますので目安として表記しております。
※表示サイズは、ジョイントパイプを除いた長さです。

ウンベラータ  ブランチS
商品番号91713
¥16,000［税抜］  W70×L85cm

クラシックベンジャミン
ブランチS
商品番号91697
¥27,000［税抜］    W70×L95cm

ベンガルボダイジュ
ブランチS
商品番号 91701
¥24,500［税抜］  W70×L75cm

ベンジャミナスプラッシュ
ブランチS
商品番号 91699
¥30,500［税抜］   W80×L85cm

ウンベラータ  ブランチL
商品番号 91712
¥28,000［税抜］    W80×L105cm

クラシックベンジャミン
ブランチL
商品番号 91696
¥45,000［税抜］   W80×L115cm

ベンガルボダイジュ
ブランチL
商品番号91700
¥36,000［税抜］  W80×L105cm

ベンジャミナスプラッシュ
ブランチL
商品番号91698
¥40,000［税抜］  W100×L115cm

P.13の98925を使って製作しております。

P.102の99033を使って製作しております。

P.102の98794を使って製作しております。P.102の99031を使って製作しております。
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ゴールデンリーフ
ブランチS
商品番号91707
¥21,500［税抜］    W60×L75cm

デコラゴム  ブランチS
商品番号91709
¥21,500［税抜］    W60×L95cm

ライプオリーブ
ブランチS
商品番号 91703
¥30,000［税抜］  W50×L105cm

デコラトリカラー
ブランチS
商品番号 91711
¥21,500［税抜］   W60×L95cm

ゴールデンリーフ
ブランチL
商品番号 91706
¥35,500［税抜］    W70×L105cm

デコラゴム  ブランチL
商品番号 91708
¥28,500［税抜］    W70×L125cm

ライプオリーブ
ブランチL
商品番号 91702
¥47,000［税抜］    W60×L135cm

デコラトリカラー
ブランチL
商品番号 91710
¥28,500［税抜］    W70×L125cm

P.101の99029を使って製作しております。

P.105の91668を使って製作しております。

P.101の98802を使って製作しております。

P.105の91669を使って製作しております。
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Planterタイプ

表面はサンド加工。
内部はウレタン素材なので植栽
を容易にさすことも可能です。

他の器にもジョインテッド加工可能です。
別料金にてお承ります。

Planter タイプ、Vessel タイプ、Treeタイプからお選び
いただけます。シチュエーションに合わせ使い分けることで
幅が広がります。

ベースを選ぶ

new
ジョインテッド
プラントボックス
商品番号91718
¥33,000［税抜］  W75×D40×H40cm
器：NB-P

■材質 /ポリエチレン製

new
ジョインテッド
L square（WH）
商品番号 91719
¥47,000［税抜］ □34×H64.5×底 26cm
器：FRP 製

ジョインテッド
L square（BK）
商品番号 91720
¥47,000［税抜］ □34×H64.5×底 26cm
器：FRP 製

new
ジョインテッド
Q bee S（WH）
商品番号91721
¥38,000［税抜］  □32.5×H36.5×底 21.4cm
器：FRP 製

ジョインテッド
Q bee S（BK）
商品番号91722
¥38,000［税抜］  □32.5×H36.5×底 21.4cm
器：FRP 製

Vesselタイプ

P94の91680と91681を組み合わせて製
作しております。
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※転倒防止の為、アンカー等で固定してお使い下さい。
アンカー固定用にφ12mmの下穴が4カ所あります。

new
FSTログ
商品番号 91714
¥65,000［税抜］  φ5×L175cm

new
FSTツリーベース25（BK）
商品番号91717
¥27,000［税抜］  □ 25×H40cm
■材質 / 鉄

new
FSTツリーベース35（BK）
商品番号91716
¥30,000［税抜］  □ 35×H40cm
■材質 / 鉄

new
FSTログバイン
商品番号91715
¥258,000［税抜］  φ12×L176cm

根元のバインも自由に
カットしたり曲げられ
ますのでアレンジでき
ます。

根元のカットも
ご注文時にご指定

OK!

Sim
ple m

odern

Treeタイプ

マットを使って足元を演出することも可能
です。FST ツリーベース 25と P.126 の
ユーカリマットを組み合わせております。

バイン（根）を手作業で取り付け
ておりますので、商品ごとに表情
が異なります。

250

250

■中心パイプ
高さ： 400mm
外形： φ40
内径： φ34.8
厚み： t2.6

■ベース
250×250mm
下穴（大）φ12
下穴（小）φ6

25

25
350

350

■中心パイプ
高さ： 400mm
外形： φ40
内径： φ34.8
厚み： t2.6

■ベース
350×350mm
下穴（大）φ12
下穴（小）φ6
厚み： t4.5

25

25

マットを使ってこんな事も！

※ FST ログ、FST ログバ
イン単体では自立しませ
ん。固定用に FST ツリー
ベースを 2サイズご用意
しております。ログ、ログ
バインとツリーベースとの
固定には、特殊加工が必要
な為、同時購入して下さい。
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FSTアドバンスはジョイント
しやすく設置が簡単！
シチュエーションに合わせ 8
種の葉と3種のベースをご用
意しました。

ジョイン
トシステ

ムアドバンスの

ジョイントは簡単！ブランチを挿すだけ！

仕上がり
イメージ

仕上がり
イメージ

Vessel タイプ

Planterタイプ



 119

G
arden style

Partition
Separates

M
aterial

M
at

FST advance
Zen m

odern
Vessel ・ Pot

O
pen tropic

Casual pot
Sim

ple m
odern

FSTの最大の特徴である「曲げ」の機能を活かして思いのま
まに枝ぶりを表現できます。また、発送時にはコンパクトに
梱包する事でコスト軽減に取り組んでいます。

Tree タイプは 4箇所のジョイントがございます。
それぞれにお好みのブランチを
挿すことで樹形のアレンジが広がります。

1st 
2nd

3rd

4th

仕上がりイメージ

※写真は FSTログです。
根が張ったタイプの FST
ログバインもございます。

ご注意ください

※ベースのジョイント部分
を曲げると中のパイプが潰
れ、ブランチが入らなくな
るおそれがありますので曲
げないでください。

Treeタイプ
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1本立ちタイプでのバリエーションの参考例です。広がるバリエーション
variation

case.2case.1
完成イメージサイズ /

W130cm×H280cm
完成イメージサイズ /

W120cm×H280cm

※サイズ表記は下記のように葉や枝を広げた場合となります。
　広げ方によってサイズが変わりますので目安として表記しております。

1st ・2nd ・3rd・4th 
全てのブランチが

Lサイズの
4Lスタイル

ブランチに

Lサイズ
Sサイズ  
を使用した

MIXスタイル

4Lスタイル MIXスタイル

log
FSTログ 
 商品番号91714  ¥65,000［税抜］ 
branch

1st ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］ 

2nd ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］ 

3rd ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］ 

4th ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］ 

Sub Total  ¥207,000［税抜］ 

log
FSTログ 
  商品番号91714  ¥65,000［税抜］ 
branch

1st ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］  

2nd ゴールデンリーフ  ブランチL
 商品番号91706  ¥35,500［税抜］  

3rd ゴールデンリーフ  ブランチS
 商品番号91707  ¥21,500［税抜］  

4th ゴールデンリーフ  ブランチS
商品番号91707  ¥21,500［税抜］ 

Sub Total  ¥179,000［税抜］ 
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case.3 case.4
完成イメージサイズ /

W120cm×H250cm

完成イメージサイズ /

W110cm×H280cm

1st ・2nd ・3rd・4th
全てのブランチが

Sサイズの
4Sスタイル

MIXスタイル4Sスタイル

log
FSTログ 
  商品番号91714  ¥65,000［税抜］
branch

1st ゴールデンリーフ  ブランチS
  商品番号91707  ¥21,500［税抜］

2nd ゴールデンリーフ  ブランチS
  商品番号91707  ¥21,500［税抜］

3rd ゴールデンリーフ  ブランチS
  商品番号91707  ¥21,500［税抜］ 

4th ゴールデンリーフ  ブランチS
商品番号91707  ¥21,500［税抜］

Sub Total  ¥151,000［税抜］ 

log
FSTログ 
  商品番号91714  ¥65,000［税抜］
branch

1st ウンベラータ  ブランチL
  商品番号91712  ¥28,000［税抜］

2nd ウンベラータ  ブランチL
  商品番号91712  ¥28,000［税抜］

3rd ウンベラータ  ブランチS
  商品番号91713  ¥16,000［税抜］ 

4th ウンベラータ  ブランチS
 商品番号91713  ¥16,000［税抜］ 

Sub Total  ¥153,000［税抜］ 
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case.6case.5

完成イメージサイズ /

 W120cm×H280cm

完成イメージサイズ /

W130cm×H300cm

4LスタイルMIXスタイル

log
FSTログ 

 商品番号91714  ¥65,000［税抜］
branch

1st  ベンジャミナスプラッシュ ブランチ L
 商品番号91698  ¥40,000［税抜］ 

2nd ベンジャミナスプラッシュ ブランチ L
 商品番号91698  ¥40,000［税抜］  

3rd ベンジャミナスプラッシュ ブランチ S
 商品番号91699  ¥30,500［税抜］ 

4th ベンジャミナスプラッシュ ブランチ S
 商品番号91699  ¥30,500［税抜］  

Sub Total  ¥206,000［税抜］ 

log
FSTログ 

 商品番号91714  ¥65,000［税抜］
branch

1st  ライプオリーブ  ブランチL
 商品番号91702  ¥47,000［税抜］ 

2nd ライプオリーブ  ブランチL
 商品番号91702  ¥47,000［税抜］ 

3rd ライプオリーブ  ブランチL
 商品番号91702  ¥47,000［税抜］  

4th ライプオリーブ  ブランチL
 商品番号91702  ¥47,000［税抜］  

Sub Total  ¥253,000［税抜］ 
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case.8case.7

完成イメージサイズ /

W130cm×H300cm

完成イメージサイズ /

W120cm×H300cm

4Lスタイル MIXスタイル

log
FSTログバイン 

 商品番号91715  ¥258,000［税抜］ 
branch

1st  デコラゴム  ブランチL
 商品番号91708  ¥28,500［税抜］ 

2nd デコラゴム  ブランチL
 商品番号91708  ¥28,500［税抜］ 

3rd デコラゴム  ブランチL
 商品番号91708  ¥28,500［税抜］ 

4th デコラゴム  ブランチL
 商品番号91708  ¥28,500［税抜］ 

Sub Total   ¥372,000［税抜］ 

log
FSTログバイン 

 商品番号91715  ¥258,000［税抜］ 
branch

1st  デコラトリカラー  ブランチL
 商品番号91710  ¥28,500［税抜］

2nd デコラトリカラー ブランチS
 商品番号91711  ¥21,500［税抜］ 

3rd デコラトリカラー ブランチS
 商品番号91711  ¥21,500［税抜］ 

4th デコラトリカラー ブランチL
 商品番号91710  ¥28,500［税抜］  

Sub Total  ¥358,000［税抜］ 
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case.10case.9

完成イメージサイズ /

 W120cm×H270cm

完成イメージサイズ /

W150cm×H280cm

4Lスタイル4Sスタイル

log
FSTログバイン 

 商品番号91715  ¥258,000［税抜］ 
branch

1st  クラシックベンジャミン ブランチ S
 商品番号91697  ¥27,000［税抜］ 

2nd クラシックベンジャミン ブランチ S
 商品番号91697  ¥27,000［税抜］ 

3rd クラシックベンジャミン ブランチ S
 商品番号91697  ¥27,000［税抜］ 

4th クラシックベンジャミン ブランチ S
 商品番号91697  ¥27,000［税抜］ 

Sub Total  ¥366,000［税抜］ 

log
FSTログバイン 

 商品番号91715  ¥258,000［税抜］ 
branch

1st  ベンガルボダイジュ  ブランチL
 商品番号91700  ¥36,000［税抜］ 

2nd ベンガルボダイジュ  ブランチL
 商品番号91700  ¥36,000［税抜］ 

3rd ベンガルボダイジュ  ブランチL
 商品番号91700  ¥36,000［税抜］ 

4th ベンガルボダイジュ  ブランチL
 商品番号91700  ¥36,000［税抜］ 

Sub Total  ¥402,000［税抜］ 
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アレンジ次第で大木のような
樹形にすることも。
※特別仕様となりますので
別途お問い合わせください。
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ユーカリマット
商品番号 99270
¥2,200［税抜］  □25×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

BONSAIマット
商品番号 91724
¥3,000［税抜］  □26×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

ミニパセリマット
商品番号 96377
¥3,800［税抜］  □26×H9cm

■材質 /ポリエチレン製

ホワイトグラスマット
商品番号 91723
¥2,200［税抜］  □24×H8cm

■材質 /ポリエチレン製

コムギマット
商品番号 96382
¥3,600［税抜］  □26×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

床に敷きつめるのはもちろん、壁に張ったり、
アレンジに使ったり使い方は工夫次第。
豊富なバリエーションであらゆる演出が可能です。

マット



・
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ティーリーフマット
商品番号96383
¥3,000［税抜］  □26×H8cm

■材質 /ポリエチレン製

ミニフェザーグラスマット
商品番号96376
¥3,000［税抜］  □26×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

ボックスウッドマット
商品番号 96380
¥2,900［税抜］  □26×H4cm

■材質 /ポリエチレン製

ニューグラスマット
商品番号 96386
¥3,300［税抜］  □27.5×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

オリエンタルグラスマット
商品番号 96378
¥3,000［税抜］  □26×H3cm

■材質 /ポリエチレン製

ウィートマット
商品番号96385
¥3,000［税抜］  □26×H7cm

■材質 /ポリエチレン製

・
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葉の長さや色、形の違いを生かしたモザイク調のデザインに（マットP.126・127参照）。
ポイントに立体的なコウモリラン（P.96）をプラス。躍動感を感じさせる。

昨今、注目を集めている壁面緑化。何も無い無機質な壁も、有効なディスプレイスペース。
テイストの違うマットとマテリアルで楽しむ、ウォールアレンジ。



・
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①作業前のフラットな空間。

③デザインを確認しながらマットを敷きつめる。

イベント会場の設営や
ショップのディスプレイ、
学校の卒業制作など、
スタッフや生徒が一体になれる
作品づくりにぜひお使い下さい。

Do it your self !!

みんなで作る一体感、
　　　  作り上げた達成感!!

④仕上げにポイントのコウモリランを設置したら、完成～ !!②壁にマットを取り付けるためのフレームを配置。

・



TOKAの人工樹木にフィットする
スタイリッシュな器です。

器
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FRP製

L square（WH）
商品番号98324
¥37,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号・RP-265
外　径：□34×H64.5×底26cm
内　径：□27×H31.5×底31cm

Ｌスクエア

FRP製

L square（BK）
商品番号98323
¥37,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号・RP-265
外　径：□34×H64.5×底26cm
内　径：□27×H31.5×底31cm

Ｌスクエア

ホワイト（WH）

ブラック（BK）

屋内専用



・

FRP製

Q bee（BK）
商品番号 98319　Sサイズ
¥28,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号・RP-265
外　径：□32.5×H36.5×底21.4cm
内　径：□26.7×H31.5×底23.5cm

商品番号 98321　Mサイズ

¥38,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号・RP-300
外　径：□40×H44.5×底26cm
内　径：□33×H35×底30cm

キュービー

FRP製

Q bee（WH）
商品番号 98320　Sサイズ
¥28,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号・RP-265
外　径：□32.5×H36.5×底21.4cm
内　径：□26.7×H31.5×底23.5cm

商品番号 98322　Mサイズ

¥38,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号・RP-300
外　径：□40×H44.5×底26cm
内　径：□33×H35×底30cm

キュービー

ホワイト（WH） ブラック（BK）

645

L square

Q bee

Q bee

445

M

365

S

（315）

（315）

（350）

214

（235）

（300）

260 260

340（270）

400（330）

325（267）

約5kg

約4.2kg

約3.1 kg

懸崖鉢8号
（RP-265）

〔底上げ 330mm〕 〔底上げ 95mm〕 〔底上げ 50mm〕

懸崖鉢10号
（RP-300）

懸崖鉢8号
（RP-265）

（310）

（　）内は内径
単位：mm

●対応する懸崖鉢のサイズにご注意下さい。また、器購入に伴う懸崖鉢のサイズ変更につきましては、ご相談下さい。

131屋内専用

P.130・P.131



 132 屋内専用

アイボリー（IV）

レザー・プランター（IV）

合成皮革

ダークブラウン（DB）

レザー・プランター（DB）
合成皮革

ブラック（BK）

レザー・プランター（BK）

合成皮革（型押し）

MMSH MH LH

M・L

MMSH MH LH

M・L

MMSH MH LH

M・L

サイズスペック レザー・プランター（IV） レザー・プランター（DB） レザー・プランター（BK）

Mサイズ ¥15,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：□31.5×H32×底26cm
内　径：□28.5×H30×底24cm

商品番号98326 商品番号98328 商品番号98334

L サイズ ¥22,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢11号
外　径：□40.5×H44×底33cm
内　径：□37.5×H42×底31cm

商品番号98327 商品番号98329 商品番号98335

SHサイズ ¥20,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢5号
外　径：□22.5×H81×底22.5cm
内　径：□20×H24×底20cm

商品番号98338 商品番号98341 商品番号98350

MHサイズ ¥25,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：□31.5×H81×底22.5cm
内　径：□28.5×H30×底25.5cm

商品番号98337 商品番号98340 商品番号98349

LHサイズ ¥32,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢11号
外　径：□40.5×H81×底28cm
内　径：□37.5×H41×底31cm

商品番号98336 商品番号98339 商品番号98348

MMサイズ ¥18,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：□26×H56×底19cm　
内　径：□24×H25.5×底20cm

商品番号91725 商品番号91726 商品番号91727



・

P.132
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色と形、全てのバランスを計算して作られた、
こだわりのレザーステッチ加工。

屋内専用

320
（300）

260（240）

315（285）
約4kg

M

405（375）

6kg

330（310）

440
（420）

L

懸崖鉢8号
（RP-265）

懸崖鉢11号
（RP-300）

280

405（375）
約11.5kg

810

（410）

LH

懸崖鉢11号
（RP-300）

〔底上げ 400mm〕
225

315（285）
約8kg

810

（300）

MH

懸崖鉢8号
（RP-265）

（255）

〔底上げ 510mm〕
225

約6.5kg

（240）

810

SH

（RP-185）

懸崖鉢
5号

（200）

〔底上げ 570mm〕

懸崖鉢7号

560

（255）

260（240）
約4kg  

190

MM

〔底上げ 305mm〕

（310）
（200）

●対応する懸崖鉢のサイズにご注意下さい。また、器購入に伴う懸崖鉢のサイズ変更につきましては、ご相談下さい。
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●対応する懸崖鉢のサイズにご注意下さい。また、器購入に伴う懸崖鉢のサイズ変更につきましては、ご相談下さい。

屋内専用

陶器

NE-13（YE）
商品番号 98824　7号
¥12,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ33×H31.5×底φ19.5cm　　
内　径：φ26.5×H30.5×底φ18cm

商品番号 98825　10号
¥32,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ43×H42×底φ26cm
内　径：φ36×H40×底φ24cm

イエロー（YE） ホワイト（WH）

陶器

NE-13（WH）
商品番号 98822　7号
¥9,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ33×H31.5×底φ19.5cm　　
内　径：φ26.5×H30.5×底φ18cm

商品番号 98823　10号
¥24,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ43×H42×底φ26cm
内　径：φ36×H40×底φ24cm

陶器

NE-13（BK）
商品番号 98826　7号
¥9,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ33×H31.5×底φ19.5cm　　
内　径：φ26.5×H30.5×底φ18cm

商品番号 98827　10号
¥24,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢 10号
外　径：φ43×H42×底φ26cm
内　径：φ36×H40×底φ24cm

ブラック（BK）

陶器

PF-12（LB）
商品番号98357　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm
内　径：φ21.5×H24×底φ14.5cm

商品番号 98360　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ36×H33×底φ21cm
内　径：φ26.5×H31×底φ19cm

商品番号 98363　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ35.5×H37.5×底φ25cm

ライトブラウン（LB）

陶器

PF-12（BK）
商品番号 98358　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm　　
内　径：φ21.5×H24×底φ14.5cm

商品番号 98361　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ36×H33×底φ21cm
内　径：φ26.5×H31×底φ19cm

商品番号 98364　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ35.5×H37.5×底φ25cm

ブラック（BK）

陶器

PF-12（WH）
商品番号 98359　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm　　
内　径：φ21.5×H24×底φ14.5cm

商品番号 98362　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ36×H33×底φ21cm
内　径：φ26.5×H31×底φ19cm

商品番号 98365　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ35.5×H37.5×底φ25cm

ホワイト（WH）



・
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陶器

PF-2（LB）
商品番号98351　7号
¥9,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ30×H33×底φ16.5cm
内　径：φ26×H32.5×底φ15.5cm

商品番号98354　9号
¥19,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢9号
外　径：φ39.5×H40.5×底φ22cm
内　径：φ34×H39×底φ20cm

ライトブラウン（LB）

陶器

PF-2（BK）
商品番号 98352　7号
¥9,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ30×H33×底φ16.5cm
内　径：φ26×H32.5×底φ15.5cm

商品番号 98355　9号
¥19,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢9号
外　径：φ39.5×H40.5×底φ22cm　　
内　径：φ34×H39×底φ20cm

ブラック（BK）

陶器

PF-2（WH）
商品番号 98353　7号
¥9,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢7号
外　径：φ30×H33×底φ16.5cm
内　径：φ26×H32.5×底φ15.5cm

商品番号 98356　9号
¥19,000［税抜］
適応鉢：懸崖鉢9号
外　径：φ39.5×H40.5×底φ22cm
内　径：φ34×H39×底φ20cm

ホワイト（WH）

陶器

PF-30（LB）
商品番号98366　4号
¥2,800［税抜］
適応鉢：懸崖鉢4号
外　径：φ21.5×H20×底φ13.5cm　
内　径：φ17.5×H19×底φ11cm

商品番号 98369　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm　　
内　径：φ23×H24×底φ15cm

商品番号 98372　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ35.5×H33×底φ21cm
内　径：φ27.5×H31×底φ20cm

商品番号98375　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ36.5×H38×底φ25cm

ライトブラウン（LB）

陶器

PF-30（BK）
商品番号 98367　4号
¥2,800［税抜］
適応鉢：懸崖鉢4号
外　径：φ21.5×H20×底φ13.5cm　
内　径：φ17.5×H19×底φ11cm

商品番号 98370　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm　　
内　径：φ23×H24×底φ15cm

商品番号 98373　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ35.5×H33×底φ21cm
内　径：φ27.5×H31×底φ20cm

商品番号 98376　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ36.5×H38×底φ25cm

ブラック（BK）

陶器

PF-30（WH）
商品番号 98368　4号
¥2,800［税抜］
適応鉢：懸崖鉢4号
外　径：φ21.5×H20×底φ13.5cm
内　径：φ17.5×H19×底φ11cm

商品番号 98371　6号
¥4,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢6号
外　径：φ28.5×H25×底φ16.5cm　
内　径：φ23×H24×底φ15cm

商品番号 98374　8号
¥9,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢8号
外　径：φ35.5×H33×底φ21cm
内　径：φ27.5×H31×底φ20cm

商品番号 98377　10号
¥27,500［税抜］
適応鉢：懸崖鉢10号
外　径：φ47×H40×底φ27cm
内　径：φ36.5×H38×底φ25cm

ホワイト（WH）

●対応する懸崖鉢のサイズにご注意下さい。また、器購入に伴う懸崖鉢のサイズ変更につきましては、ご相談下さい。
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B BONSAIマット 126

F FST ブランチ L 111

FST ブランチ S 111

FSTツリーベース25 117

FSTツリーベース35 117

FSTログ 117

FSTログバイン 117

M MIX プランター Type A 68

MIX プランター Type B 68

ア アーティフィシャル・バイン 10 110

アーティフィシャル・バイン 5 110

アイビーA 100

アイビーヘゴポット 68

アオオリヅルラン 64・94

青竹 パーテーション 89

青竹1本立 90

青竹1本幹 91

青竹3本立 88

青竹5本立 88

アカシア スプレー 101

アカシアデュアル 45

アカシアリアナ 45

アカドラセナ 96

アガベ 35

アグラオネマ 80・96

アザミサボテンジャズグリーン 75・109

アザミサボテンスイングイエロー 75・109

アザミサボテンロックレッド 75・109

アジアンタム 74・94

アスパラガス 97

アスプレニウム L 62・94

アスプレニウム S 64・94

アルテシマ FST 17・18

アルテシマ N-style 19

アルテシマ株立 FST 16

アレカパーム M 104

アレカパーム S 104

アレカヤシ 53

アレカヤシ PE 51

アレカヤシ PE MIX 50

アレカヤシ株立 PE 53

アローカシア 66

アンスリュウム 75

イ イングリットアイビー 73

インディア スプレー M 108

インディア スプレー S 108

ウ ウィートマット 127

ウツボカズラ 78

うら紫アイビー 100

ウンベラータ 13・14

ウンベラータ FST 12・13

ウンベラータ ブランチ L 114

ウンベラータ ブランチ S 114

ウンベラータ２本立 14

ウンベラータ２本立 FST 13

ウンベラータ３本立 15

エ エケベリアスティック 109

エケベリアトピアリー 79

エビネ 93

オ オウカンクロトン 61

オキシカルジウム 67

オニオングラス(小) 75・109

商　品　名 ページ

オ オニオングラス(大) 109

オニオングラス(中) 109

オモト 93

オランダアイビーバイン 101

オリーブ・ネバディロ S 101

オリーブガーランド 106

オリエンタルグラスマット 127

カ カエデ スプレー 103

カシワバゴム 40

カミーラ　R 41

カメリア 103

カメリアリアナ 87

カラー 77

カラジウムトロピカーナ 61

カンナ 60

キ 狐ボールポット 76

ク クッカバラ 80

クテナンテ 79

クラシックベンジャミン スプレー M 102

クラシックベンジャミン スプレー S 102

クラシックベンジャミン ブランチ L 114

クラシックベンジャミン ブランチ S 114

グリーンネックレス 65・97

グレープアイビーガーランド 107

グレープガーランド1（ポリエチレン製） 107

黒竹1本立 90

黒竹1本幹 91

黒竹3本立 88

クワズイモ シングル 39

クワズイモ ダブル 38

クワズイモ トリプル 38

コ コウモリラン 78・96

コウモリランハンギング 97

コーヒー スプレー 101

コーヒーデュアル 45

ゴールデンリーフ FST 44

ゴールデンリーフ スプレー 101

ゴールデンリーフ ブランチ L 115

ゴールデンリーフ ブランチ S 115

ゴールドクレストGREEN 49

ゴールドクレストツリー 48

コニファー トピアリー 49

コニファーナチュラル 46・48

コムギマット 126

ゴムノキ 74

コルディリネMIXブッシュ 63・95

コンシナトランク 108

コンシナトリカラー 30

コンシナトリコロル 30

コンシナベンド 30

コンシンネ 30

コンシンネ ブランチ M 108

コンシンネ ブランチ S 108

サ サカキ 103

サキシフラガ 67・98

サキシフラガブッシュ 73・98

ザミフォリア 78

ザミフォリア スティック 109

サンスベリア アレンジ 63

サンスベリア イエローグリーン 35・108

サンスベリア グリーン 35・108

シ シーグレープ 40

商　品　名 ページ

シ シーグレープ ブランチ L 105

シーグレープ ブランチ M 105

シーグレープ ブランチ S 105

ジェイドプラントスティック 109

シェフレラ 40

シェフレラ ブッシュ 77・98

シェフレラポット 74

シサス R 74

シペラススティック（中） 108

シペラス鉢 93

ジャーマンアイビー 70・73・100

ジャーマンアイビーMIX 70・73

ジャーマンアイビーMIX ハンギング 100

ジャマイカ スプレー M 108

ジャマイカ スプレー S 108

ジョインテッド プラントボックス 116

シンゴニウム 65・98

シンゴニウムＳ 65・98

ス ストレリチア・オーガスタ 58

ストレリチア・オーガスタ MIX 56

ストレリチア・レギネ 59

ストレリチア11 59

ストレリチア15 59

スノーメープルボールポット 76

スパティフィラム 66

スパティフィラム PE 98

スパティフィラム PE MIX 63

スプレンゲリアボールポット 76

スプレンゲリー 72・97

セ セージMIXブッシュ 64・95

セージアイビー 70・72・100

セキショー 93

ゼブラ　R 41

ゼブラMIXブッシュ 64・95

セブリナ 71

ソ ソードファン 65・94

ソテツＣ 80

ソテツリーフ L 104

ソテツリーフ M 104

ソング・オブ・インディア 29

ソング・オブ・インディア FST 28

ソング・オブ・ジャマイカ 29

ソング・オブ・ジャマイカ FST 28

タ 竹リーフC 90

竹リーフD 90

竹リーフK 90

タランシアショート 97

タランシアロング 97

チ チャメドレア 60

ツ ツピダンサス FST 9

ツピダンサス スプレーM 103

ツピダンサス スプレーS 103

テ ティーリーフマット 127

ディフェンバギア R 41

ディフェンバギア アモエナＳ 67

ディフェンバギア カミーラＳ 67

ディフェンバギア コンパクタ 67

ディフェンバギア ホフマニーS 67

ディフェンバギアカミーラ 77

テーブル インディア 79

テーブル ジャマイカ 79

テーブル ベンジャミン 77

商　品　名 ページ

vol.09
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テ テーブルヤシ PE 66・95

テーブルヤシ アレンジ 62

デコラゴム FST 9

デコラゴム スプレー 105

デコラゴム ブランチ L 115

デコラゴム ブランチ S 115

デコラトリカラー FST 9

デコラトリカラー スプレー 105

デコラトリカラー ブランチ L 115

デコラトリカラー ブランチ S 115

ト トックリヤシＢ 79

ドラセナビクトリートリプル 31

トラディスカンチア 70・72

トラディスカンチア ハンギング 100

トリオスター 80・96

ニ ニューグラスマット 127

ハ バーク 111

バーク 2S 111

ハーフボール　スノーメープル 107

ハーフボール　スプレンゲリア 107

ハーフボール狐 107

ハーフボール萌 107

ハーフボール森 107

ハイビスカストリプル 61

パキラ FST 8

パキラ スプレー 102

ハナミズキ 87・103

ハリソンアイビー 73

ヒ ピーコックブッシュ 67・98

ピセアグラウカ 48

ヒバ 47・48

ヒメモンステラガーランド 106

ヒメモンステラヘゴ-DX 32

フ フィカス・プミラ 72・100

フィッカスベンジャミナ 23

フィッカスベンジャミナシングル 24

フィッカスベンジャミナスプレー 102

フィッカスベンジャミナセパレート 27

フィッカスベンジャミナダブル 24

フィッカスベンジャミナトリプル 24

フィッカスベンジャミナパーテーション 26

フィッカスベンジャミナリアナ 24

フィットニア 66・98

フィットニアハンギング 73・98

フィロガーランド 107

ブーゲンビレア S 75・98

ブーゲンビレアハンギング 99

ブーゲンビレアリアナ 61

フェザーファン 81・94

フェニックス（天然幹） 55

フェニックス・ロベレニー 55

フェニックスパーム L 105

フェニックスパーム M 105

フェニックスパーム S 105

フェニックスリーフ L 104

フェニックスリーフ M 104

藤 FST 87

藤 スプレー 103

プミラ 72・100

ブラックオリーブ FST 43

ブラックオリーブ スプレー 101

ブラッサイア 40

プラントボックス 69

フリースタイル トランク 3F 111

フリースタイル トランク 5F 111

商　品　名 ページ

フ フリースタイル トランク 7F 111

ブルーエンジェル 46

ブルーポイント 47

フロストアイビーガーランド 106

フロストアイビーハンギング 99

フロッキーブッシュ 97

ヘ ベイリーフ 45

ベイリーフ パーテーション 45

ベゴニア 78・96

ヘゴヤシ 95

ベンガルボダイジュ FST 10

ベンガルボダイジュ N-style 19

ベンガルボダイジュ スプレー 102

ベンガルボダイジュ ブランチ L 114

ベンガルボダイジュ ブランチ S 114

ベンジャミナスターライト 23

ベンジャミナスターライトスプレー 102

ベンジャミナスターライトセパレート 27

ベンジャミナスターライトトリプル 25

ベンジャミナスターライトパーテーション 26

ベンジャミナスターライトリアナ 25

ベンジャミナスプラッシュ 23

ベンジャミナスプラッシュセパレート 27

ベンジャミナスプラッシュ ブランチ L 114

ベンジャミナスプラッシュ ブランチ S 114

ベンジャミナスプラッシュスプレー 102

ベンジャミナスプラッシュトリプル 25

ベンジャミナスプラッシュパーテーション 26

ベンジャミナスプラッシュリアナ 25

ベンジャミン スリム FST 21

ベンジャミン トピアリー FST 21

ベンジャミン ワイド FST 20

ホ ポインテッドボール 8' 107

ポインテッドボールポット 76

ホスタ　R 41

ボストンファン R 35

ボストンファンＬ 69

ボストンファンＭ 69

ボストンファンＳ 69

ボックスウッドマット 127

ポトス R 41

ポトスガーランド 106

ポトスブッシュ 81・99

ポトスヘゴ 34

ポトスヘゴ-DX 32

ポトスヘゴポット 68

ポトス小 R 74

ポリ竹１本立 92

ポリ竹パーテーション 89

ホワイトグラスマット 126

マ マーブルポトス 66・81・99

マッサンゲアナ 31

ミ ミックスファン 65・94

ミニアイビーヘゴ 34

ミニカメリア 101

ミニパセリマット 126

ミニフェザーグラスマット 127

ミニベンジャミン スプレー 102

ミニポトス 70・99

ミニマーブルポトス 71

ミニマムグラス 75・109

メ 女竹（中） 92

女竹（太） 92

女竹（細） 92

女竹（ミニ） 92

商　品　名 ページ

メ 女竹株立 93

モ 孟宗染竹 91

孟宗染竹(Cリーフ使用） 91

孟宗染竹(Kリーフ使用） 91

モスストーン 109

萌ボールポット 76

森ボールポット 76

モンステラ 37

モンステラ R 37

モンステラ ポット 78

モンステラバイン 36・37

モンステラバイン MIX 37

モンステラリーフ 109

ヤ ヤシリーフ M 104

ヤシリーフ S 104

ヤブラン 93

ヤマモミジ GREEN FST 83・84

ヤマモミジ RED FST 84

ヤマモミジ 紅 86

ヤマモミジ スプレー GREEN 103

ヤマモミジ スプレー RED 103

ヤマモミジ 緑 86

ヤマモミジ株立 GREEN FST 82・83

ヤマモミジ株立 RED FST 85

ユ ユーカリマット 126

ユッカ 31

ラ ライプオリーブ 42・74

ライプオリーブ ブランチ L 115

ライプオリーブ ブランチ S 115

ライプオリーブスプレー 101

ライプオリーブデュアル 43

ライムアイビー 64・99

ライムアイビーガーランド 106

ライムポトス 66・81・99

ライムポトスガーランド 106

ライムポトスガーランド GREEN 106

ライムポトスヘゴ 33

ライムポトスヘゴ GREEN 33

ラスカス 101

ラベンダー 77・97

ランキフォリア 80・96

リ リプサリス 65・97

レ レインボーテルミナリス 66

レザーファン 81・94

レックスベゴニア 78・96

レッドエッジ 31

レッドエッジMIXブッシュ 63・95

ロ ローズマリー 74・97

ロングモスブッシュ 97

ワ ワイルドグラスファン 81・94

若竹 93

Vessel
器

商　品　名 ページ

L L square（Ｌスクエア） 130

N NE-13 134

P PF-12 134

PF-2 135

Q Q bee（キュービー） 131

シ ジョインテッド L square 116

ジョインテッド Q bee S 116

レ レザー・プランター 132

商　品　名 ページ
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鉢
※鉢のみの販売はしておりません。
※鉢の入れ替えをご希望の場合は別途お見積りいたします。

Pot

クォーツ

※器をご利用の際は、こちらの鉢を内鉢に
　お選びいただくとフィット感が抜群です。

懸崖4号
懸崖5号
懸崖6号
懸崖7号
懸崖8号
懸崖9号
懸崖10号
懸崖11号
懸崖12号
懸崖13号
懸崖15号

   14cm
   16.8cm
 20cm

    23cm
    25.8cm
  29.3cm

    32.5cm
  35.5cm
   38.5cm
 41cm

 13.7cm 
 16.8cm 
 19.7cm 
 23cm 
 26cm 
 29.2cm 
 32cm 
 35.5cm 
 38.5cm 
 41.5cm 
 44.5cm  45cm

 幅     高さ

       幅       高さ
RP-185
RP-225
RP-265
RP-300
RP-370

 18.4cm   20.2cm
 22.6cm   25cm
 26.6cm   28.8cm
 30cm     31cm
 36.9cm   38cm

幅 高さ

   
クォーツ180　19.5cm（18.5）　23.5cm 
クォーツ240　26cm（25）　　 30cm 
クォーツ300　32.5cm（31）　  38.5cm
クォーツ360　38.5cm（36.5）　45cm

　

　

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

　　     幅     高さ
CV-04
CV-05
CV-06

  12cm    11.5cm
  15.1cm      14.4cm
  18.2cm     17.4cm

ポリプロピレン製

パールホワイト
(WH)

パールブラック
(BK)

ホワイト
(WH)

ブラック
(BK)

レッド
(RD)

　    幅 

※18型・21型・24型と
　30型・35型・40型は
　表面模様と底形状が
　多少異なります。

      高さ
CP-18
CP-21
CP-24
CP-30

CP-40

 17.8cm  H19.4cm
 20.8cm  H22.8cm
 24cm  H26cm
 30cm    H29.5cm

 40cm  H39cm

ポリプロピレン製

　　    幅       高さ

 Jena 6
 Jena 8

 □16cm  H28cm
 □21cm  H35cm

ポリプロピレン製

グリーン
(GR)

CP-35  35cm  H34cm

ラスターポット

クォーツ

カラーバリエ

ジェナ

懸崖鉢
けんがいばち

　クラフトポット



ホワイト
(WH)

ブラック
(BK)

ダークブラウン

ホワイト
(WH)

ブラック
(BK)

ブラック

サンドホワイト

ブラウンツリー5
ツリー6
ツリー7
ツリー8
ツリー10
ツリー12

幅    高さ
  23cm    20cm
  26.5cm     23.5cm
  31cm    27.5cm
  35cm    31cm
  43cm    38cm
  54cm    45cm

Pラウンド （WH）
Sサイズ
φ15.6×H11.5cm

NB-P  

サイズ
W65×D23.5cm×H19cm

Lサイズ
φ17.3×H12.6cm

ペーパーマッシュ

Pラウンド （BK）
Sサイズ
φ15.6×H11.5cm

Lサイズ
φ17.3×H12.6cm

ペーパーマッシュ

Pスクエア （WH）
□9.3×H14cm

ペーパーマッシュ

Pスクエア （BK）
□9.3×H14cm

ペーパーマッシュ

パームディッシュ
φ15.5×H5cm

ステンレス製

　     幅       高さ
SA-4
SA-5
SA-6
SA-7

 11.6cm  H15cm
 14.4cm  H17cm
 18.4cm  H19.7cm
 21cm    H22.8cm

SA-8  23.8cm  H26cm
SA-10  28.5cm  H32cm

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

SA-P  

サイズ
W30.2×D16.3cm×H16cm

ポリプロピレン製

ツリー鉢

　セラアート

　セラアートプランター

NBプランター

ポリプロピレン製
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G
arden style

Partition
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M
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at

FST advance
Zen m
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Vessel ・ Pot 

Sim
ple m

odern
O

pen tropic
Casual pot
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