
Our policy and aim is to make 
good furniture which should be 
used and loved for a long time.

GARDEN
Being full of light and wind,it's designed to be handy

not only in fields but in towns.Garden series offer you

a feeling of outdoor bounty.

ガーデン
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張地について

並外れた特徴

撥水性

屋 外 対 応 張 地

埋め立てゴミ発生ゼロ

GREENGUARD® GOLD CERTIFIED 皮膚の保護

快適な通気性

ゴミの削減

REACH対応 CALIFORNIA
PROP 65対応

PFOAフリー
PFOSフリー

無鉛 フタル酸
エステルフリー

アゾ染料
フリー

耐カビ性

排水量の削減

漂白洗浄可能

野生の保護

張地の色について

縫製糸の色について

・ 張地ランク表は一部表記のあるものを除き1色張りの価格です。
　2色張りの場合は別途お見積もりとさせていただきます。
・ カタログ製品は柄合わせをしていません。柄合わせや、柄の方向をご指定いただく場合は、
　別途お見積りとさせていただきます。製品によっては柄合わせや柄の方向の指定が出来ないものもあります。
・ 張地の性質や製品の形状・特性等により、張り加工が困難な場合や、仕上がりがカタログ製品と若干相違する場合があります。
　予めご了承下さい。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
・ 衣類等の染料を使用した素材との接触により、色移りが生じる場合があります。予めご了承下さい。
・ 張地支給の場合はGAランク扱いとさせていただきます。

印刷の都合上、掲載している写真は色味や質感が現物と異なって見える
場合があります。必ず現物サンプルをご確認下さい。

サンブレラは撥水加工（テフロンレベル）を施しており屋外使用
に適しています。また、その事により汚れが付きにくく防汚性も
有しております。

すべての工程と充実したリサイクルプログラムで慎重な材料の
選定を行うため、世界各地のサンブレラ製造施設から埋め立て
地へ送られるようなゴミは発生しません。

サンブレラは、GREENGUARD GOLD Certificationを
取得しています。

米国皮膚がん財団は、直射日光防止の一環として通常使用する日焼け止めと 
同様に、太陽による皮膚へのダメージ防止に、このサンブレラを推奨しています。

商業施設やホテル、公共施設などの不特定多数の人が出入りするコントラクト物件での使用に耐えうる
引張・引裂強度、耐摩耗性、耐候性などの基準をクリアした生地のみに認証されるact規格を満たしています。
actアソシエーションとは、米国のコントラクト向けの生地供給業者等で構成される団体です。

サンブレラは通気性に富むため、クッションやファニチャーカ
バー等で内部に水が浸入しても、乾きやすいのも特長です。 
また、防熱効果もあります。

他社の従来品と比べサンブレラのファブリックは長持ちするた
め、色褪せや強度低下により頻繁に取り替えが必要なファブ
リックと比べてゴミの削減につながります。

サンブレラは本質的にカビの成長を抑制します。生地をきれ
いに保つため、汚れやごみくずを生地の中に入ってしまう前に 
ブラッシングで落としましょう。

グレンレーヴェン社のユニークな染色プロセスはサンブレラの
ファブリックに耐色性を与え、従来の染色プロセスに比べ水を
節約します。

＊40428-0000、40433-0000、40434-0000、48022-0000、
　45991-0002、45690-0000は除きます。

しつこい汚れを落とすには、漂白剤の使用をお奨めします。サン
ブレラは原着繊維を使用しているため、色落ちはしません。
※漂白剤の使用方法をご参照の上、ご使用下さい。

グレンレーヴェン社は、保有施設周辺の環境保全に取り組んで
おり、その地域原産の動植物の生態系を保護しています。

屋外用縫製糸の色は限られている為、張地の色と合わない場合があります。
予めご了承下さい。

UV/褪色耐性

太陽エネルギー

日除け機能

サンブレラをリサイクル

サンブレラは高いUV安定性を持つ顔料を含有しております。その
ため、一般の染色方法は繊維表面のみへの着色ですので、時間
経過により褪色しますが、サンブレラは高い褪色耐性を有します。

2011年、サンブレラ製造施設に太陽光パネルを設置しました。
この太陽光パネルは、家庭47軒分の電力を生み出し、省エネタ
イプの照明器具に交換することで、年間CO2排出量を1,000トン
削減しました。2016年には、施設全体の太陽光発電能力は3倍
になり、合計で1,500キロワット以上の能力となりました。

米国皮膚がん財団は、直射日光防止の一環として通常使用す
る日焼け止めと同様に、太陽による皮膚へのダメージ防止に、こ
のサンブレラを推奨しています。

日本国内ではまだ対応しておりませんが、サンブレラは「Recycle 
My Sunbrella」と呼ばれる革新的な製品取引プログラムによっ
て、皆様がサンブレラファブリックをリサイクルするという独特
な方法を提案しています。

サンブレラは屋外使用において、色褪せが少なく、

撥水性・耐カビ性に優れた布です。

（完全防水ではありません）

272 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



異原糸やネップ

屋 外 対 応 張 地

屋 外 対 応 張 地

サンブレラ・ヘリテイジシリーズ
通常のサンブレラの生産時に工場で出る生地の耳部分や裁断時に出る生地の裁断片などを収集し、色別に大別して
再加工して仕上げた地球環境に優しいエコファブリックです。（そのリサイクル糸を50%使用しています。）その為、織物
の中にところどころ異原糸（違う色糸）やネップ（繊維の節が生地表面に出たもの）が見られますが、これらについては
リサイクルを表す長所として予めご了承ください。

〈サンブレラ〉 布・アクリル100％（規格 137cm×54.8m 乱）

〈サンブレラ〉 布・アクリル100％（規格 137cm×54.8m 乱） ＊45690-0000、45991-0002のみ36.5m 乱

5404-0000

18006-0000

5402-0000

40428-0000

5601-0000 リピート（ヨコ17.3cm）

57004-0000 リピート（ヨコ4.11cm）

5498-0000

18011-0000

5408-0000

40433-0000

5602-0000 リピート（ヨコ17.3cm）

58001-0000 リピート（ヨコ22.53cm）

5422-0000

18004-0000

5432-0000

40434-0000

5621-0000 リピート（ヨコ22.53cm）

58029-0000 リピート（ヨコ17.3cm）

5429-0000

45991-0002
リピート（タテ37.44cm、ヨコ17.78cm）

5436-0000

48022-0000

5630-0000 リピート（ヨコ5.08cm）

58030-0000 リピート（ヨコ17.3cm）

5403-0000

45690-0000
リピート（タテ17.41cm、ヨコ17.78cm）

5439-0000

54010-0000

5674-0000 リピート（ヨコ10.62cm）

58033-0000 リピート（ヨコ3.89cm）

5452-0000

5457-0000

56079-0000 リピート（ヨコ27.99cm）

GA  RANK

GB  RANK

布

布

＊スパン糸を使用している為、表面に毛羽があります。裁断・縫製時や商品として
　ご使用時に毛羽が取れ張地表面に付着する場合があります。予めご了承下さい。

＊スパン糸を使用している為、表面に毛羽があります。裁断・縫製時や商品として
　ご使用時に毛羽が取れ張地表面に付着する場合があります。予めご了承下さい。

273本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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Hamilton

張地： 背／サンブレラ・45690-0000、座／サンブレラ・58001-0000

本カタログの価格は全て税抜表示となっています。274



サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

＊芯材は透水性・防カビ性に優れた
　透水性ウレタンです。

屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

NEW

NEW

NEW

主材： アルミφ･ポリエチレン樹脂ピール編み･ナチュラル
背･座部： クッション付（上置式）
背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： 撥水性布･グレー
脚部： アルミφ･粉体塗装･ブラック･アジャスター付き

ハミルトン（ 既 製 品 ）

（既製品）M

¥120,000

約9.8kg 約16.4kg

（既製品）L

¥180,000

W1200×D600×H400mm・約17.6kg
主材： アルミφ･ポリエチレン樹脂ピール編み･ナチュラル
天板： アルミ･粉体塗装･ブラック
脚部： アルミφ･粉体塗装･ブラック･アジャスター付

¥95,000

ハミルトンテーブル

背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： サンブレラ

ハミルトン（屋外対応別張品）

M
張地： サンブレラ・18011-0000（GB）

¥175,800

L
張地： サンブレラ・18011-0000（GB）

¥288,300

座のクッション底面と本体座面は
メッシュ素材になっています。

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

両端は雑誌等を置ける簡易的な
収納機能付です。

張地ランク

GA ¥160,000 
GB ¥175,800 

張地ランク

GA ¥260,000 
GB ¥288,300 

M L 

610 660

72
0

40
062

0

ハミルトンM

1260 660

72
0

40
062

0
ハミルトンL
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Clemore

NEW NEW

W500×D500×H400mm・約4.8kg
主材： アルミ〼･粉体塗装･ブラック
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付

¥37,000

クレモアサイドテーブル
W1200×D560×H400mm・約10.3kg
主材： アルミ〼･粉体塗装･ブラック
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付

¥90,000

クレモアテーブル

張地： 背／サンブレラ・5674-0000、座／サンブレラ・40428-0000

276 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



背・座の底面はメッシュ素材なので
クッション内に入った水が抜け易い
です。

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

NEW

NEW

（既製品）L

¥115,000

芯材： ムマック
張地： サンブレラ

クレモア（屋外対応別張品）

M
張地： サンブレラ・57004-0000（GA）

¥125,000

L
張地： サンブレラ・57004-0000（GA）

¥245,000

主材： アルミ〼･粉体塗装･ブラック
背･座部： クッション付（マジックテープ固定式）
張地： 布･グレー
肘部： 人工木材
脚部： アジャスター付
＊クッションは屋外対応品ではありません。

クレモア（ 既 製 品 ）

（既製品）M

¥60,000

約7.7kg 約16.8kg

肘部は人工木材です。 背・座のクッションは
マジックテープ固定式です。

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
別途お見積もりとさせていただきます。

張地ランク

GA ¥125,000 
GB ¥138,600 

張地ランク

GA ¥245,000  
GB ¥273,300 

M L 

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

580 620

69
0

39
059
0

クレモアM

1300 620

69
0

39
059
0
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レザー・オールマイティー・L-8642（A）＊黄色のクッションは別売品です。（屋外対応ではありません。）→P45参照

278 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



59
5

620

70
5

40
5

6601340
LM

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

背・座の底面はメッシュ素材なので
クッション内に入った水が抜け易い
です。

W1200×D600×H415mm・約23.9kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
天板： 強化クリアガラス W1190×D590・8mmT
脚部： ステンレス・ヘアライン仕上げ・アジャスター付

¥72,000

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式） 
張地： 布・カーキ
脚部： ステンレス・ヘアライン仕上げ・アジャスター付き 
＊クッションは屋外対応品ではありません。

張地ランク

GA ¥157,000 
GB ¥170,600 

張地ランク

GA ¥272,000  
GB ¥300,300  

M L 

（既製品）M 

¥92,000
（既製品）L 

¥142,000

マラガ（既製品）

マラガテーブル

マラガ（屋外対応別張品） 屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

M
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥157,000

L
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥272,000

芯材： ムマック
張地： サンブレラ

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

約13.4kg 約21.4kg

＊ 冬季の気温が低い状況下ではガラス天板を固定する樹脂製
の吸盤の柔軟性が損なわれ吸着力が落ちる場合がありま
す。予めご了承下さい。

279本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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張地： サンブレラ・57004-0000

280 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



レザー・オールマイティー・L-8698（A）

281本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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M L

70
0

59
0

40
0

1400
LL

1680690 700

1400
LM

700

70
0

40
0

690

59
0

ダークブラウンホワイト

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

背・座の底面はメッシュ素材なのでクッション内に入った水が抜け易いです。

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み 
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式） 
芯材： ムマック
張地： サンブレラ
脚部： アジャスター付 

ロードス（屋外対応別張品）

張地ランク

GA ¥178,000 
GB ¥191,600 

張地ランク

GA ¥311,000 
GB ¥339,300 

張地ランク

GA ¥426,000 
GB ¥464,400  

M L LL  

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
芯材： ムマック
張地： サンブレラ
肘部： 人工木材
脚部： アジャスター付

ロードス2 型（屋外対応別張品）

L M 

張地ランク

GA ¥170,000 
GB ¥183,600 

張地ランク

GA ¥291,000 
GB ¥319,300 

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

2型 M
張地： サンブレラ・5404-0000（GA）

¥170,000

2型 L
張地： サンブレラ・5404-0000（GA）

¥291,000

M ダークブラウン
張地： サンブレラ・5452-0000（GA）

¥178,000

L ダークブラウン
張地： サンブレラ・5452-0000（GA）

¥311,000

LL （＊LLサイズはダークブラウンのみです。）
張地： サンブレラ・5452-0000（GA）

¥426,000

肘部は人工木材です。

限定品

約14.2kg

約13.4kg 約20.6kg 約24kg

約21.4kg

M ホワイト
張地： サンブレラ・5422-0000（GA）

¥178,000

L ホワイト
張地： サンブレラ・5422-0000（GA）

¥311,000

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

282 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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500600

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
芯材： ムマック
張地： サンブレラ
脚部： アジャスター付

主材： アルミ・粉体塗装

¥3,000

＊ ロードスCで柄のある張地の場合は、
　 柄の向きと肘の向き（左右）をご指定ください。

M（肘なし）  

張地ランク

GA ¥153,000 
GB ¥166,600 

L（肘なし） 

張地ランク

GA ¥293,000 
GB ¥320,100 

C

張地ランク

GA ¥195,000 
GB ¥214,200 

ロードススツール（屋外対応別張品）

ロードスシリーズ（保護用カバー） ロードスシリーズ（連結用金具／2個セット）

ロードス（ 肘なし）（屋外対応別張品）

M用 ¥20,000
L用 ¥29,000
LL用 ¥33,000
M（肘なし）用 ¥19,000
L（肘なし）用 ¥21,500
C用 ¥20,500
スツール用 ¥17,500

550 690

70
0

40
0

1100 690

70
0

40
0

690
M（肘なし） L（肘なし） C

59
0

張地ランク

GA ¥101,000 
GB ¥110,000 

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・
ダークブラウン

座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
芯材： ムマック
張地： サンブレラ
脚部： アジャスター付

主材： ポリエステル
下部ヒモ絞り式
＊雨天時の一時的な商品保護用カバーです。
　長期間の保護は湿気がこもり、カビが発生する可能性もあるので、
　ご使用は避けて下さい。 ＊ロードススツール・ロードステーブル類には使用出来ません。

本体裏面の側面に連結用金具を使用して商品同士を連結固定出来ます。商品に保護用カバーを被せたら、下部のヒモを絞って固定します。

M（肘なし）
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥153,000

C
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥195,000

L（肘なし）
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥293,000

スツール
張地： サンブレラ・5403-0000（GA）

¥101,000

約6.5kg

約9.2kg 約15.4kg 約12.4kg

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。
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主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み 
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式） 
張地： 布・カーキ
脚部： アジャスター付 
＊クッションは屋外対応品ではありません。

（既製品）M（肘なし）

¥88,000
（既製品）L（肘なし）

¥163,000
（既製品）C 

¥105,000

（既製品）M 
ダークブラウン

¥113,000

（既製品）L 
ダークブラウン

¥181,000

（既製品）LL 
＊LLサイズはダークブラウンのみです。

¥231,000

（既製品）M 

¥110,000

（既製品）M 
ホワイト

¥113,000

（既製品）L 

¥171,000

（既製品）L
ホワイト 

¥181,000

ロードス（ 肘なし）（既製品）

ロードス（既製品）

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
張地： 布・カーキ
肘部： 人工木材
脚部： アジャスター付
＊クッションは屋外対応品ではありません。

ロードス2 型（既製品）

ダークブラウンホワイト

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・
ダークブラウン

背・座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
張地： 布・カーキ
脚部： アジャスター付
＊クッションは屋外対応品ではありません。

550 690

70
0

40
0

1100 690

70
0

40
0

690
M（肘なし） L（肘なし） C

59
0

肘部は人工木材です。

限定品

約14.2kg

約13.4kg

約9.2kg 約15.4kg 約12.4kg

約21.4kg

約20.6kg 約24kg
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主材： ポリエステル
下部ヒモ絞り式
＊雨天時の一時的な商品保護用カバーです。

長期間の保護は湿気がこもり、カビが発生する可能性もあるので、
ご使用は避けて下さい。

ホワイト ダークブラウン

W1200×D600×H410mm・約23kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み 
天板： 強化クリアガラス W1190×D590・8mmT 
脚部： アジャスター付

¥90,000

W1200×D600×H390mm・約15kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付

¥106,000

W500×D500×H410mm・約9.8kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
天板： 強化クリアガラス W490×D490・8mmT
脚部： アジャスター付

¥50,000

W500×D500×H390mm・約7.6kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付

¥55,000

W800φ×H400mm・約15.4kg
主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン 
天板： 強化クリアガラス W780φ・8mmT
脚部： アジャスター付

¥88,000

ロードステーブル

ロードス
サイドテーブル

ロードス
サイドテーブル2 型

ロードス
ラウンドテーブル

ロードステーブル2 型

ロードススツール（既製品）

主材：アルミ・粉体塗装

¥3,000

＊ロードススツール・ロードステーブル類には使用出来ません。

ロードスシリーズ（保護用カバー） ロードスシリーズ（連結用金具／2個セット）

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
座部： クッション付（座裏ヒモ縛り式）
張地： 布・カーキ
脚部： アジャスター付
＊クッションは屋外対応品ではありません。 

¥60,000

M用 ¥20,000
L用 ¥29,000
LL用 ¥33,000
M（肘なし）用 ¥19,000
L（肘なし）用 ¥21,500
C用 ¥20,500
スツール用 ¥17,500 本体裏面の側面に連結用金具を使用して商品同士を連結固定出来ます。商品に保護用カバーを被せたら、下部のヒモを絞って固定します。

限定品

約6.5kg

＊ 冬季の気温が低い状況下ではガラス天板を固定する樹脂製
の吸盤の柔軟性が損なわれ吸着力が落ちる場合がありま
す。予めご了承下さい。

＊ 冬季の気温が低い状況下ではガラス天板を固定する樹脂製
の吸盤の柔軟性が損なわれ吸着力が落ちる場合がありま
す。予めご了承下さい。

＊ 冬季の気温が低い状況下ではガラス天板を固定する樹脂製
の吸盤の柔軟性が損なわれ吸着力が落ちる場合がありま
す。予めご了承下さい。

285本カタログの価格は全て税抜表示となっています。

G
A

R
D

E
N



ダーティーホワイト

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

Cambrils

張地ランク

GA ¥153,000 
GB ¥177,900 

張地： サンブレラ・40428-0000（GA）

¥153,000

NEW

NEW

NEW

主材： アルミφ･ポリエチレン樹脂ウィッカー編み･ダーティーホワイト
背･座部： クッション付（上置式）
背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： 撥水性布･ダークグレー
脚部： アルミφ･粉体塗装･ダークグレー

¥98,000

カンブリス（ 既 製 品 ）

背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： サンブレラ

カンブリス（屋外対応別張品）

W450×D450×H450mm・約3.3kg
主材： アルミ〼･粉体塗装･ダークグレー
＊この製品にアジャスターは付いておりません。 

¥26,000

リノーザテーブル

張地： 背／サンブレラ・40434-0000、座／サンブレラ・58033-0000

約8,9kg

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

＊芯材は透水性・防カビ性に優れた
　透水性ウレタンです。

屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

80
0

815670

41
5
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610655

カロン

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

カロン（ 既 製 品 ）

カロン（屋外対応別張品）

カロンテーブル
主材： アルミφ・粉体塗装・グレー
背・肘・座部： ポリエチレン樹脂ピール編み・グレー
背・座部： クッション付（背面マジックテープ固定式）
背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： 撥水性布・カーキ

¥51,000

背芯材： 化繊綿
座芯材： 透水性ウレタン
張地： サンブレラ

W570φxH495mm・約5.7kg
主材： アルミφ・粉体塗装・グレー
 ポリエチレン樹脂ピール編み・グレー
天板： 強化クリアガラス490φ・5mmT
脚部： アジャスター付

¥38,000

グレー

張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥84,000

張地ランク

GA ¥84,000 
GB ¥98,700 

張地： サンブレラ・5404-0000

約5.4kg

サンブレラはP273からお選びください。
＊背と座の2色張りにつきましては、
　別途お見積もりとさせていただきます。

＊芯材は透水性・防カビ性に優れた
　透水性ウレタンです。

屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。
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サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

＊芯材は透水性・防カビ性に優れた
　透水性ウレタンです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

75
0

45
0

595590

新ミロス

テーブル＝ガーデンテーブル83号 　張地： サンブレラ・5429-0000

＊イメージ画像のミロス（ホワイト）はVol.31の仕様の為、単品画像のミロス（ホワイト）とは色が異なります。

新ミロス（ 既 製 品 ）

新ミロス（ 屋 外 対 応 別 張 品 ）

ライトブラウンホワイト

ホワイト

ライトブラウン

ホワイト
張地： サンブレラ・5452-0000（GA）

¥72,000

ライトブラウン
張地： サンブレラ・5498-0000（GA）

¥72,000

主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ウィッカー編み
座部： クッション付（背裏ヒモ縛り式）
芯材： 透水性ウレタン・T=30mm
張地： 撥水性布・グレー

¥53,000

芯材： 透水性ウレタン
張地： サンブレラ

張地ランク

GA ¥72,000 
GB ¥79,900 

約6.2kg

サンブレラはP273からお選びください。
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サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

＊芯材は透水性・防カビ性に優れた
　透水性ウレタンです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

ダーティーナチュラル

スタッキング

張地ランク

GA ¥59,800 
GB ¥67,700 

NEW

NEW

芯材： 透水性ウレタン
張地： サンブレラ

コルドバ（ 屋 外 対 応 別 張 品 ）

張地： サンブレラ・45991-0002（GB）

¥67,700

主材： アルミ〼･粉体塗装･グレー
背･肘部ポリエチレン樹脂ウィッカー編み･ダーティーナチュラル
座部： クッション付（背面マジックテープ固定式）
芯材： 透水性ウレタン･T=30mm
張地： 撥水性布･グレー
機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥36,000

コルドバ（ 既 製 品 ）

約4.5kg

サンブレラはP273からお選びください。

テーブル＝ラスティテーブル150　張地： サンブレラ・56079-0000
72
5

585570

45
0
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スタッキング肘部

主材： アルミ･粉体塗装･ダークグレー
背部： 高密度ポリエチレン樹脂ウィッカー編み･グレー
座部： 高密度ポリエチレン樹脂ピール編み･グレー
機能： スタッキング可能（2脚まで）

¥34,000

イラクリオン
NEW

Iraklion

ダークグレー

約4.3kg

73
5

530560

イラクリオン

44
564
0
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スタッキング

主材： アルミφ･粉体塗装･ホワイトウォッシュ
背･座部： ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（3脚まで）

¥29,000

マナウス
NEW

Manaus

ブルー レッド

約4.1kg

78
0

570550

45
5

ブルー レッド
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Bermuda

テーブル＝エーゲテーブル3型　張地： サンブレラ・58030-0000

292 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

バミューダ用屋外対応クッション 
張地： サンブレラ・5404-0000（GA）

¥24,000

バミューダアーム用屋外対応クッション
張地： サンブレラ・5429-0000（GA）

¥24,000

ダークブラウングレー

バミューダ バミューダアーム

サンマールテーブル アドリアステーブル

バミューダ用 ／ バミューダアーム用  屋 外 対 応クッション

スタッキングダークブラウングレー

ダークブラウングレー

グレー スタッキングダークブラウン

主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（5脚まで）

¥34,000

主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（5脚まで）

¥37,000

450 580

87
0

43
0

565 580

43
0 87

0

64
5

芯材： ムマック・T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

W515φ×H510mm・約6.2kg
主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 強化スリガラス455φ・8mmT
脚部： アジャスター付

¥36,000

W900φ×H720mm・約18.8kg
主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
天板： 強化クリアガラスW890φ・8mmT
脚部： アジャスター付（組立式）

¥95,000

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

限定品

W240×D370×6mmT・約4kg
主材：スチール・粉体塗装・ブラウン

¥9,000

バミューダ（アーム）用オモリ

約4.4kg 約5.2kg

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。

座裏のパイプから出ている4ヶ所のボルトのナットを取り外して
オモリ四隅の穴にボルトを通してからナットをしめて固定します。

＊バミューダ（アーム）に取り付け出来るオモリです。屋外使用時
の安定性が増します。

＊1台のバミューダ（アーム）に取り付けられるオモリは1個です。
＊オモリを取り付け出来るバミューダ（アーム）はvol.32カタログ

以前とは仕様が異なる、vol.33カタログ以降のものになります。

NEW NEW

NEW

NEW

変更有 変更有
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マルタ マルタアーム

マルタスツール エーゲテーブル3 型

マルタ（アーム）用 屋 外 対 応クッション

サンブレラは屋外使用において、色褪せ 
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布 
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

主材： アルミ〼・粉体塗装・ブラウン
背・座部： ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥25,500

ダークブラウングレー

スタッキング

センターホール

張地： サンブレラ・5422-0000（GA）

¥24,000

スタッキング

主材： アルミ〼・粉体塗装・ブラウン
座部： ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（5脚まで）

¥20,500

W900×D900×H720mm・約16.6kg
センターホール48φ
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組式立）

¥82,000

主材： アルミ〼・粉体塗装・ブラウン
背・座・肘部： ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥28,500

芯材： ムマック・T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

485 515

82
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43
5 64

5

560 515

82
0
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400400
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Malta

グレー グレー

グレーグレー

ダークブラウン ダークブラウン

ダークブラウンダークブラウン

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

約4.0kg

約3.0kg

約4.4kg

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。

NEW

NEW NEW

NEW

変更有

294 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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グレー ダークブラウンスタッキング

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

張地： サンブレラ・5403-0000（GA）

¥26,000

芯材： ムマック・T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

80
0

43
0

625590

65
0

カイマン用
屋 外 対 応クッション

カイマン

エーゲテーブル2 型

主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み
機能： スタッキング可能（5脚まで）

¥36,000

W900φ×H720mm・約15.3kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組立式）

¥82,000

張地ランク

GA ¥26,000 
GB ¥33,900 

グレー

グレー

ダークブラウン

ダークブラウン

約5.4kg
NEW

NEW

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。

296 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



張地： サンブレラ・5630-0000（GA）

¥24,000

ダークブラウン

スタッキング

ダークブラウン

主材： アルミφ・粉体塗装・ブラック
背・座部： ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥26,000
85

0

43
0

540440

クレタ

エーゲテーブル2 型
エーゲテーブル4 型

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

芯材： ムマック･T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

クレタ用
屋 外 対 応クッション W1500×D900×H720mm・約23.7kg

センターホール48φ
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・

ダークブラウン
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組式立）

¥105,000

約3.7kg

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

テーブル＝エーゲテーブル4型

張地（サンブレラ）は
P273からお選びください。

変更有

センターホール

NEW
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主材： アルミφ・粉体塗装・ダークブラウン
背・座部： メッシュ・ダークブラウン
機能： スタッキング可能（3脚まで）

¥26,000

座・背はメッシュなので通気性が良く
水分も抜け易いので乾き易いです。

470 560

88
0

44
0

43
0

580570

82
0

75
0

365 365

モリシャス2 型

モリシャスアーム2 型 モリシャススツール2 型

スタッキング

スタッキング

主材： アルミφ・粉体塗装・ダークブラウン
座部： メッシュ・ダークブラウン

¥21,000

主材： アルミφ・粉体塗装・ダークブラウン
背・座部： メッシュ・ダークブラウン
機能： スタッキング可能（3脚まで）

¥28,000

約3.7kg

約4.0kg 約2.4kg

298 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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マルセイユ
主材： アルミφ・粉体塗装・グレー
背・肘・座部： ポリエチレン樹脂ツイスト編み・グレー
機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥24,000

スタッキング
グレー

Marseil le

約3.2kg

テーブル＝ベネチアテーブル150
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スタッキング

主材： 天然木（チーク材）・生地仕上げ

機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥48,000

ラグ ーナアーム ラグ ーナテーブル

ラグ ーナサイドテーブル別売クッション
張地： レザー・リンカーン・L-8392（B）
芯材： ウレタン・T=20mm
後脚ヒモ縛り式
＊クッションは屋外対応品ではありません。

¥8,000

W900×D900×H720mm・約14kg
センターホール40φ
主材： 天然木（チーク材）・
　　  生地仕上げ
脚部： アジャスター付（組立式）

¥79,800

W500×D500×H420mm・約6.6kg
主材： 天然木（チーク材）・
　　  生地仕上げ
脚部： アジャスター付（組立式）

¥36,000

張地ランク

A ¥7,000

B ¥8,000
C ¥9,000
D ¥10,000
E ¥11,000

87
5

42
0

560555

62
5

約8.0kg

限定品 限定品

限定品

＊チーク材は生地仕上げ（塗装やオイル無しで研磨のみ）になっており、
　稀にチーク材自体が持つ油分が木材内部から表面にしみ出てくる事があります。
　予めご了承下さい。

300 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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A

A 約3.6kg C 約5.6kg

C

L . A .スツール A / C L . A .ハイテーブル
主材： リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・
　　  マルチカラー
　　  天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付
＊リサイクルボートウッドとのバランスを取る為、
　チーク材は敢えて材の選別を行っていません。
　色や木目が残念な材も混ざります。
　予めご了承下さい。

A ：¥24,000
C ：¥32,000

W500xD500xH1000mm・約10.2kg
主材： リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・
　　  マルチカラー
　　  天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付
＊リサイクルボートウッドとのバランスを取る為、
　チーク材は敢えて材の選別を行っていません。
　色や木目が残念な材も混ざります。
　予めご了承下さい。

¥49,800

リサイクルボートウッドにはダボ
穴やビス穴、傷等があります。予め
ご了承ください。

ボートを解体すると材にはダボ穴
やクギ穴が残ります。キズ等のダ
メージもあります。

リサイクルボートウッドの表面は敢
えてラフに仕上げてあります。マル
チカラーはランダムで一定にはな
りません。予めご了承ください。

使い古されて廃棄されたボートを
引き取って解体します。

スツールには取手代わりの穴が
座面にあいています。

太陽光を利用した炉の中でしっか
りと乾燥させてから再利用します。

＊木部の経年変化について
　屋内での使用とは異なり、屋外での使用は直射日光や風雨等にさらされる為、変色や塗膜の劣化は避けられません。
　時間を経て塗膜が剥がれると最終的にはシルバーグレーに変色します。木ならではの経年変化をお楽しみください。
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オーリンズテーブル オーリンズハイテーブル
W600φxH720mm・約10.4kg
天板： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・ライトブルー
脚部： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ・アジャスター付（組立式）
＊風合いを活かす為にスチール部も木部も
　敢えてラフな仕上げにしてあり、材の選別も行っていません。
　予めご了承下さい。

¥56,000

W600φxH1050mm・約11.4kg
天板： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・ライトブルー
脚部： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ・アジャスター付（組立式）
＊風合いを活かす為にスチール部も木部も
　敢えてラフな仕上げにしてあり、材の選別も行っていません。
　予めご了承下さい。

¥59,800

302 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
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スタッキング

スタッキング

スタッキング

オーリンズ

オーリンズS

オーリンズアーム

主材： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ
背・座： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・ライトブルー
機能： スタッキング可能（4脚まで）
＊風合いを活かす為にスチール部も木部も敢えてラフな仕上げにしてあり、
　材の選別も行っていません。予めご了承下さい。

¥36,000

主材： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ
背・座： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・ライトブルー
機能： スタキッング可能（4脚まで）
＊風合いを活かす為にスチール部も木部も敢えてラフな仕上げにしてあり、
　材の選別も行っていません。予めご了承下さい。

¥44,000

主材： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ
背・肘・座： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・ライトブルー
機能： スタッキング可能（4脚まで）
＊風合いを活かす為にスチール部も木部も敢えてラフな仕上げにしてあり、
　材の選別も行っていません。予めご了承下さい。

¥43,000

パイプにはガルバナイズ処理用の
穴が複数あいています。

曲げ加工は敢えてラフにしてあり、
凹み等があります。

木部表面はラフに仕上げてあり、
塗装は敢えて均一にはしてありま
せん。

スチール部表面はラフに仕上げて
あります。

座裏補強

＊木部の経年変化について
　屋内での使用とは異なり、屋外での使用は直射日光や風雨等にさらされる為、変色や塗膜の劣化は避けられません。
　時間を経て塗膜が剥がれると最終的にはシルバーグレーに変色します。木ならではの経年変化をお楽しみください。

約6.3kg

約8.4kg

約7.8kg
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テーブル＝カフェテーブル55号

304 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



座裏補強

4
1
0

450

8
1
0

560

6
5
0

4
1
0

8
1
0

560530

サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

デニング

カフェテーブル5 4 号 カフェテーブル5 5 号

デニングアーム

＊左記のマーク商品を屋根・パラソル等が無い屋外に放置したままにしないで下さい。フレーム色が変色する場合があります。

主材： スチール〼・粉体塗装
背・座部： 天然木（チーク材）・生地仕上げ
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥35,000

主材： スチール〼・粉体塗装
背・座部： 天然木（チーク材）・生地仕上げ
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥37,000

W600φ×H715mm・約7.8kg
天板： 天然木（チーク材）

生地仕上げ・T=17mm
脚部： スチール〼・粉体塗装 

アジャスター付（組立式）

¥42,000

W750×D750×H715mm・約10.4kg
天板： 天然木（チーク材）

生地仕上げ・T=17mm
脚部： スチール〼・粉体塗装 

アジャスター付（組立式）

¥54,000

屋外対応クッション用張地：サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

Dening

デニング（アーム）用
屋 外 対 応クッション
芯材： ムマック･T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

張地： サンブレラ・5601-0000（GA）

¥24,000

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

＊チーク材は生地仕上げ（塗装やオイル無しで研磨のみ）になっており、
　稀にチーク材自体が持つ油分が木材内部から表面にしみ出てくる事があります。
　予めご了承下さい。

約8.0kg 約9.4kg

スタッキング スタッキング

張地（サンブレラ）は
P273からお選びください。

NEW
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サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

主材： スチールφ・粉体塗装・ブラウン
背・座部： スチールメッシュ
機能： スタッキング可能（8脚まで）

¥25,000

ラスティ

W700×D700×H720mm・約14.7kg
折り畳み時： W700×D450×H1020mm
＊サイドスタック時2台目以降D+120mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=30mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥56,000

ラスティテーブル

主材： スチールφ・粉体塗装・ブラウン
背・座部： スチールメッシュ
機能： スタッキング可能（8脚まで）

¥32,000

ラスティアーム

W610φ×H730mm・約10kg
折り畳み時： W610×D500×H1020mm
＊サイドスタック時2台目以降D+230mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=23mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥61,000

ラスティテーブル2型

スタッキング

折り畳み時

折り畳み時

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

510 540
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5 81
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605 540
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0

42
566
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Rusty

センターホール

ラスティ（アーム）用
屋 外 対 応クッション

張地： サンブレラ・5621-0000（GA）

¥24,000

芯材： ムマック・T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

NEW

W1500×D900×H720mm・約33.8kg
センターホール40φ
天板： スチール･粉体塗装･ブラウン･T=30mm
脚部： スチール･粉体塗装･ブラウン･
　　　アジャスター付（組立式）

¥100,000

ラスティテーブル1 5 0

約4.3kg

約5.4kg

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。

NEW
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サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

主材： スチールφ・粉体塗装・ブラウン
背・座部： スチールメッシュ
機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥35,000

ラスティS

W610φ×H1065mm・約10.8kg
折り畳み時： W610×D500×H1380mm
＊サイドスタック時2台目以降D+230mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=23mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥69,000

ラスティハイテーブル

スタッキング

折り畳み時

張地ランク

GA ¥24,000 
GB ¥29,700 

10
80

78
5

480460

スタッキング

ラスティS 用
屋 外 対 応クッション

張地： サンブレラ・40433-0000（GA）

¥24,000

芯材： ムマック・T=30mm
張地： サンブレラ
座裏マジックテープ固定式

NEW

主材： スチール･粉体塗装･ブラウン
背･座部： スチールメッシュ
機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥32,000

モンルージュ

約5.4kg 約5.4kg

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。
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NEW
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スタッキング

El Paso

レッド グリーン

NEW

主材： ポリプロピレン樹脂一体成型品
機能： スタッキング可能（3脚まで）

¥17,500

エルパソ

＊スタッキング用の緩衝材が無く、座枠の
形状の影響も有る為綺麗にスタッキン
グできません。予めご了承ください。

＊しっかりとした肘が
　離着席をサポートします。

約4.3kg

80
0

525555

44
5
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スタッキング
ベージュ グレー ブラック

NEW

＊背と同様に座にもスリットが入っている
ので、座面に水分が溜まり難いです。

主材： ポリプロピレン樹脂一体成型品
機能： スタッキング可能（4脚まで）

¥15,000

アバディーン

約3.7kg

79
0

565470

アバディーン

41
5
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主材： ポリプロピレン樹脂一体成型品
機能： スタッキング可能（3脚まで）
＊スタッキング用の緩衝材が無く、座枠も曲線形状の為
　綺麗にスタッキングできません。予めご了承ください。

¥17,000

メッシーナ

ブラックホワイト ウォームグレー
スタッキング

82
5

46
0

545460

プライス

Messina

テーブル＝ベネチアテーブル150

約3.8kg
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主材： ポリプロピレン樹脂一体成型品
機能： スタッキング可能（6脚まで）

¥18,800

マウイ 

ダークブラウンベージュ

グレーライトグレー

スタッキング

89
0

42
0

520520

テーブル＝ベネチアテーブル150

NEW

主材： ポリエチレン樹脂一体成型品

¥22,000

チェプラゴン

約3.7kg

約3.0kg

390 390

42
0
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テーブル＝ロードスサイドテーブル2型　張地： サンブレラ・58030-0000

312 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



サンブレラは屋外使用において、色褪せ
が少なく、撥水性・耐カビ性に優れた布
です。（完全防水ではありません）

ムマックはウレタンフォームの気泡にある
フィルム状の膜を取り除き、空気や水を
通り易くした無膜ウレタンフォームです。

屋外対応クッション用張地： サンブレラ／アクリル100%
＊長時間雨ざらしにするとクッション内に入った水分が乾きにくくなります。
＊布の特性上、縫製部分にシワが目立つ場合があります。予めご了承下さい。

主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み・
ダークブラウン

機能： 4段階リクライニング
スタッキング可能（4脚まで）

¥89,000

サンラウンジャー

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・
ダークブラウン

機能： 8段階リクライニング

¥110,000

サンラウンジャー 2型

芯材： ムマック・T=50mm
張地： サンブレラ

サンラウンジャー （2型）用  屋外対応クッション

スタッキング 用途に合わせて4段階の
リクライニングが可能です。

ダークブラウン

互い違いに2台を積み重ねる事が可能です。 用途に合わせて8段階の
リクライニングが可能です。

クッションは背上部被せ式です。クッションは一体型ですが、芯材は座と背で
別れているのでリクライニングに対応出来ます。

46
0～

98
0

37
046
0

1740～2000695

1680～2000725

36
057

0

57
0～

10
40

張地ランク

GA ¥94,000 
GB ¥116,600 

約9.8kg

約13.3kg

張地（サンブレラ）は
P273からお選びくだ
さい。
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ベンチはテーブルの下に収納出来ますセンターホール

座枠・天枠及び脚部四隅はR形状です

Venezia

NEW

ベネチアテーブル1 5 0

脚の形状変更した改良タイプ

W1200×D400×H430mm・約8.9kg
主材： アルミ･粉体塗装･ダークグレー
脚部： アジャスター付

¥56,000

ベネチアベンチ1 2 0
W1540×D900×H720mm・約21.2kg
センターホール51φ
主材： アルミ・粉体塗装・ダークグレー
脚部： アジャスター付（組立式）

¥95,000

変更有
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W1240×D400×H420mm・約12.4kg
主材： アルミ〼・粉体塗装・グレー
脚部： アジャスター付

¥63,000

W1500×D900×H700mm・約24.8kg
主材： アルミ〼・粉体塗装・グレー
脚部： アジャスター付

¥105,000

エデッサベンチ（組立式） エデッサテーブル（組立式） 

ベンチはテーブルの下に収納出来ます

Edessa
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ダークブラウン

ダークブラウン

主材： アルミ〼・粉体塗装・ブラウン
座部： 人工木材
脚部： アジャスター付

主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み・
ダークブラウン

座部： 人工木材

主材： アルミ〼・粉体塗装・ブラウン
座部： ポリエチレン樹脂ピール編み・ダークブラウン
脚部： アジャスター付

150　｜　Ｗ1500×Ｄ400×H420mm・約7.8kg　

¥78,000
180　｜　Ｗ1800×Ｄ400×H420mm・約8.6kg　

¥94,000

180　｜　Ｗ1800×Ｄ400×H420mm・約13kg　

¥104,000
150　｜　Ｗ1500×Ｄ400×H420mm・約11.4kg　

¥86,000

120　｜　W1200×D350×H420mm・約9.9kg　

¥60,000
150　｜　W1500×D350×H420mm・約12kg　

¥70,000

ペネットベンチ（完成品）

コルシカベンチ（完成品）

バレッタベンチ（完成品）
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W1310×D400×H420mm・約11kg
主材：リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・　　  
　　  マルチカラー
　　  天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付
＊リサイクルウッドとのバランスを取る為、チーク材は敢えて
　材の選別を行っていません。色や木目が残念な材も混ざります。
　予めご了承ください。

¥68,000

W1500×D900×H700mm・約25.2kg　
センターホール40φ
主材：リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・マルチカラー
　　  天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付
梱包： 1ヶ口（1台入り）・34kg
＊リサイクルウッドとのバランスを取る為、チーク材は敢えて
　材の選別を行っていません。色や木目が残念な材も混ざります。
　予めご了承ください。

¥102,000

マイアミベンチ（完成品） マイアミテーブル（組立式）

リサイクルボートウッドの表面は敢え
てラフに仕上げてあります。マルチカラ
ーはランダムで一定にはなりません。
ご了承ください。

パラソル用のセンターホールがあり、
木製のキャップ付きです。

リサイクルボートウッドにはダボ穴や
ビス穴、傷等があります。予めご了承
ください。

ボートを解体すると材にはダボ穴
やクギ穴が残ります。キズ等のダ
メージもあります。

使い古されて廃棄されたボートを
引き取って解体します。

太陽光を利用した炉の中でしっか
りと乾燥させてから再利用します。

＊木部の経年変化について
　屋内での使用とは異なり、屋外での使用は直射日光や風雨等にさらされる為、変色や塗膜の劣化は避けられません。
　時間を経て塗膜が剥がれると最終的にはシルバーグレーに変色します。木ならではの経年変化をお楽しみください。
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W1300×D400×H420・SH410mm・約10kg
主材：天然木（チーク材）・ヴィンテージ調塗装・ブラック
脚部： アジャスター付

¥75,000

ワシントンベンチ（完成品）

浮造りで味のある仕上げになってい
ます。

＊木部の経年変化について
　屋内での使用とは異なり、屋外での使用は直射日光や風雨等にさらされる為、変色や塗膜の劣化は避けられません。
　時間を経て塗膜が剥がれると最終的にはシルバーグレーに変色します。木ならではの経年変化をお楽しみください。

Washington

限定品
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150　｜　W1500×D615×H910・SH420・AH650mm・約20.4kg

¥140,000
180　｜　W1800×D615×H910・SH420・AH650mm・約22.5kg

¥155,000

150　｜　W1500×D450×H430・SH420mm・約13.6kg

¥87,000
180　｜　W1800×D450×H430・SH420mm・約14.6kg

¥100,000

主材： 天然木（チーク材）・生地仕上げ

主材： 天然木（チーク材）・生地仕上げ

ラグーナベンチ
（完成品）

ラグーナサイドベンチ
（完成品）

限定品

限定品

＊チーク材は生地仕上げ（塗装やオイル無しで研磨のみ）になっており、
　稀にチーク材自体が持つ油分が木材内部から表面にしみ出てくる事があります。
　予めご了承下さい。
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ベンチ20号の脚にはアンカーボルト
固定用の穴（12φmm）があいています。
＊白破線部分

W1800×D650×H755・SH350mm・約60kg
背・座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥181,000

ベンチ19号B
（組立式）

W1800×D515×SH390mm・約39kg
座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥117,000

ベンチ19号C
（組立式）

W1500×D580×H660×SH385・AH550mm・約43kg
背・座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
肘・脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグリーン

¥122,000

ベンチ18号A
（組立式）

W1800×D580×H770・SH385・AH608mm・約82kg
背・座部： 再生樹脂成形品
肘・脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥208,000

W1500×D580×H660×SH385mm・約38kg
背・座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグリーン

¥118,000

ベンチ18号B
（組立式）

W1500×D570×SH385mm・約22kg
座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグリーン

¥105,000

ベンチ18号C
（組立式）

ベンチ19号の脚にはアンカーボルト
固定用の穴（11φmm）があいています。
＊白破線部分

W1800×D580×H770・SH385mm・約77kg
背・座部： 再生樹脂成形品
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥195,000

W1800×D465・SH400mm・約54.3kg
座部： 再生樹脂成形品
脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥130,000

W1800×D650×H755・SH350・AH570mm・約67kg
背・座部： 天然木（ニャトー材）・防腐処理
肘・脚部： 鉄鋳物・粉体塗装・ダークグレー

¥197,000

ベンチ19号A
（組立式）

ベンチ20号A
（組立式）

ベンチ20号B
（組立式）

ベンチ20号C
（組立式）
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天幕を軽く開いて取手の内側のロックを押して外すと油
圧式シリンダーにより自動的に少し開きます。

キャンバス

2650m
m

620mm

3620mm

3150mm

2200m
m

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

2750m
m

2670m
m

540m
m

ベージュ スレート レッド グリーン

動きが止まったら取手を下から押し上げます。 カチカチカチッとロックがかかるまで取手を押し上げて
下さい。

天 幕カラーバリエーション

ワンタッチ開 閉 機 構

収 納 時

天幕W3000×D3000、総高さ2750mm・約210kg（専用プレートベース：約180kg）
主材：アルミ・シルバー
天幕：アクリル
機能：8 段階（45度毎）360度回転式

¥670,000

BAP-1（専用プレートベース含む）

＊ご注文の際は、天幕色をご指定下さい。
＊本体とベースの脱着作業は二人以上で行って下さい。
＊搬入・設置をご希望の際は担当者までお問合わせ下さい。

8段階（45度毎）360度回転式

W910×D910×H108mm・約180kg
フレーム：スチール・粉体塗装
加重ベース：鉄鋳物・電着塗装・8枚

専用プレートベース
NEW

＊
状
態
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。
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ベース
安全性が最優先の専用ベース。
安心してご使用いただけるよう
各サイズ別の推薦ベースをお選びください。

心棒：アルミ製/ジョイント式
耐候性を考慮した二次電解着色
2.0mm厚の強靭フレーム（心棒38φ）

上ロクロ：アルミ鋳物製
下ロクロ：強化プラスチック縫製：マーケットアンブレラの心臓部である天幕の縫製。

長年培われてきた技術を最大限活かしております。

Copyright 2015-2016 W. L. Gore & Associates, Inc.
および日本ゴア株式会社の許諾を得て使用しています。

最も力が必要な先端部の糸を
強靭糸にしました。

ギボシ：耐候性重視。アルミ鋳物製

天幕：耐候性を重視
PARA/アクリル製

フレーム：アルミ
1.5mm厚（22×16）

中心部ジョイント式

パラソルPARASOL
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心棒38φ

2000

20
00

26
10

APS-1 A

心棒38φ

B：2500φ
A：2000φ

A：
24

00
B
：

26
10

＊パラソルベースはAPR-1・APS-1用です。APR-1・APS-1を屋外で独立して使用される場合はPB-1をお選び下さい。
　また、ガーデンテーブル85号・86号に差して使用される場合はPB-2をお選び下さい。

パラソル用ベース

600φ×H390mm
（A：約30kg・B：約40kg）
（センターホール40φmm）
主材： 鉄鋳物・亜鉛メッキ・塗装

A：¥71,000
B：¥84,000

PB-1 A/B PB-2 A/B
600φ×H185mm

（A：約29kg・B：約39kg）
（センターホール40φmm）
主材： 鉄鋳物・亜鉛メッキ・塗装

A：¥71,000
B：¥84,000

01 0502 06 0903 07 1004 08

主材： アルミ
天幕： アクリル

A：¥179,000
B：¥195,000
＊ご注文の際は、フレーム色と
　天幕色をご指定ください。

主材： アルミ
天幕： アクリル

¥192,000
＊ご注文の際は、フレーム色と
　天幕色をご指定ください。

APR-1 A/B

シルバー　 ブラウン ブラック

BASE

約9.5kgA： 約8kg
B： 約9.5kg

APR-1Bシルバー06＋PB-1A APR-1Bブラウン03＋PB-1A APR-1Bブラック05＋PB-1A
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パラソル対応（センターホール付）テーブル

W1540×D900×H720mm・約21.2kg
センターホール51φ
主材： アルミ・粉体塗装・ダークグレー
脚部： アジャスター付（組立式）

¥95,000

W1500×D900×H700mm・約25.2kg
センターホール40φ
主材：リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・マルチカラー
 天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付（組立式）

¥102,000

ベネチアテーブル150マイアミテーブル

センターホール

センターホール センターホール

センターホール

グレー

ダークブラウン

NEW

W1500×D900×H720mm・約33.8kg
センターホール40φ
天板： スチール･粉体塗装･ブラウン･T=30mm
脚部： スチール･粉体塗装･ブラウン･
　　　アジャスター付（組立式）

¥100,000

ラスティテーブル1 5 0エーゲテーブル4 型
W1500×D900×H720mm・約23.7kg
センターホール48φ
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組式立）

¥105,000

＊左記のマーク商品の木部の経年変化についてはP318を参照して下さい。

NEW

変更有

変更有
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W900φ×H732mm・約17.2kg
センターホール40φ
天板： トパリット・マーブル・T=18mm・見附26mm
脚部： アルミ鋳物・アジャスター付（組立式）

¥77,000

ガーデンテーブル 85号
W900φ×H732mm・約17.2kg
センターホール40φ
天板： トパリット・トラバーチン・T=18mm・見附26mm
脚部： アルミ鋳物・アジャスター（組立式）

¥77,000

ガーデンテーブル 86号
W900×D900×H720mm・約14kg
センターホール40φ
主材： 天然木（チーク材）・生地仕上げ
脚部： アジャスター付（組立式）

¥79,800

W900×D900×H720mm・約13.1kg
センターホール51φ
主材： アルミ・粉体塗装・ダークグレー
脚部： アジャスター付（組立式）

¥73,000

ラグーナテーブル ベネチアテーブル90

センターホール
グレー ダークブラウン

エーゲテーブル3 型
W900×D900×H720mm・約16.2kg
センターホール48φ
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組式立）

¥82,000

NEW

変更有

変更有限定品
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W600φ×H715mm・約7.8kg
天板： 天然木（チーク材）・生地仕上げ・T=17mm
脚部： スチール〼・粉体塗装

アジャスター付（組立式）

¥42,000

W750×D750×H715mm・約10.4kg
天板： 天然木（チーク材）・生地仕上げ・T=17mm
脚部： スチール〼・粉体塗装

アジャスター付（組立式）

¥54,000

カフェテーブル55号カフェテーブル54号

グレー ダークブラウン

W515φ×H510mm・約6.2kg
主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 強化スリガラス・W455φ・8mmT
脚部： アジャスター付

¥36,000

アドリアステーブル

オーリンズテーブル オーリンズハイテーブル
W600φxH720mm・約10.4kg
天板： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・
 ライトブルー
脚部： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ
　　  アジャスター付（組立式）
＊風合いを生かす為にスチール部も木部も
　敢えてラフな仕上げにしてあります。
　予めご了承下さい。

¥56,000

W600φxH1050mm・約11.4kg
天板： 天然木（チーク材）・リサイクルボートウッド調塗装・
 ライトブルー
脚部： スチール〼・ガルバナイズ仕上げ
　　  アジャスター付（組立式）
＊風合いを生かす為にスチール部も木部も
　敢えてラフな仕上げにしてあります。
　予めご了承下さい。

¥59,800

L . A .ハイテーブル
（ 完 成 品 ）

W500xD500xH1000mm・約10.2kg
主材： リサイクルボートウッド・リサイクルボートウッド調塗装・マルチカラー
　　  天然木（チーク材）・クリア塗装
脚部： アジャスター付き
＊リサイクルボートウッドとのバランスを取る為、
　チーク材は敢えて材の選別を行っていません。
　色や柄の汚い材も混ざります。
　予めご了承下さい。

¥49,800

＊左記のマーク商品を屋根・パラソル等が無い屋外に放置したままにしないで下さい。フレーム色が変色する場合があります。

カロンテーブル
W570φxH495mm・約5.7kg
主材： アルミφ・粉体塗装・グレー
　　  ポリエチレン樹脂ピール編み・グレー
天板： 強化クリアガラス490φ・5mmT
脚部： アジャスター付

¥38,000

W500×D500×H420mm・約6.6kg
主材： 天然木（チーク材）・生地仕上げ
脚部： アジャスター付（組立式）

¥36,000

W450×D450×H450mm・約3.3kg
主材： アルミ〼・粉体塗装・ダークグレー
＊この製品にアジャスターは付いておりません。 

¥26,000

ラグーナサイドテーブル

＊左記のマーク商品の木部の経年変化についてはP301、303を参照して下さい。

リノーザテーブル
NEW

限定品

NEW
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W900φ×H720mm・約15.3kg
主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み
天板： 人工木材
脚部： アジャスター付（組立式）

¥82,000

W755×D755×H720mm（脚部内寸620mm）・約15.8kg
 主材： アルミ〼・ポリエチレン樹脂ピール編み

ダークブラウン
天板： 強化スリガラス・W640×D640・8mmT 
脚部： アジャスター付（組立式）

¥46,000

エーゲテーブル

グレー ダークブラウン

エーゲテーブル2型

W900φ×H720mm・約18.8kg
主材： アルミφ・ポリエチレン樹脂ピール編み・

ダークブラウン
天板： 強化クリアガラスW890φ・8mmT
脚部： アジャスター付（組立式）

¥95,000

サンマールテーブル
W1500×D900×H700mm・約24.8kg
主材： アルミ〼・粉体塗装・グレー
脚部： アジャスター付（組立式）

¥105,000

エデッサテーブル

W700×D700×H720mm・約14.7kg
折り畳み時： W700×D450×H1020mm
＊サイドスタック時2台目以降D+120mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=30mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥56,000

W610φ×H730mm・約10kg
折り畳み時： W610×D500×H1020mm
＊サイドスタック時2台目以降D+230mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=23mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥61,000

ラスティテーブル ラスティテーブル 2型
W610φ×H1065mm・約10.8kg
折り畳み時： W610×D500×H1380mm
＊サイドスタック時2台目以降D+230mm
天板： スチール・粉体塗装・ブラウン・T=23mm
脚部： スチールφ・粉体塗装・ブラウン・アジャスター付（組立式）
機能： 折り畳み・サイドスタック式

¥69,000

ラスティハイテーブル

折り畳み時折り畳み時 折り畳み時

限定品 限定品

NEW
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W600φ×H720mm・約10.3kg
天板： アルミ
脚部： アルミ・アジャスター付（組立式）

¥63,000

W610φ×H730mm・約7kg
天板： 人工木材・アルミ・ダークグレー
脚部： アルミ・ダークグレー・アジャスター付（組立式）

¥71,000

W820φ×H730mm・約9kg
天板： 人工木材・アルミ・ダークグレー
脚部： アルミ・ダークグレー・アジャスター付（組立式）

¥88,000

マドリーテーブル60 2型

ガーデンテーブル 90号

W800φ×H722mm・約11.5kg
天板： アルミ
脚部： アルミ・アジャスター付（組立式）

¥72,000

マドリーテーブル80 2型

ガーデンテーブル 91号

W600φ×H686mm・約10kg
天板： トパリット・マーブル・

T=16mm・見附26mm
脚部： アルミ鋳物・アジャスター付（組式立）

¥59,000

W600φ×H686mm・約10kg
天板： トパリット・トラバーチン・

T=16mm・見附26mm
脚部： アルミ鋳物・アジャスター付（組立式）

¥59,000

ガーデンテーブル 80号 ガーデンテーブル 81号
W800φ×H693mm・約14.4kg
天板： トパリット・マーブル・T=18mm・見附26mm 
脚部： アルミ鋳物・アジャスター付（組立式）

¥69,000

ガーデンテーブル 83号
W800φ×H693mm・約14.4kg
天板： トパリット・トラバーチン・T=18mm・見附26mm
脚部： アルミ鋳物・アジャスター付（組立式）

¥69,000

ガーデンテーブル 84号

変更有 変更有
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