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エイコー合成木材『 杉板よしの』は、
丈夫なストランデックス合成木材を芯
材に、耐候性に優れた木粉入高耐候ポ
リエチレン樹脂を全面に被膜し、サイ
ディング・エンボス加工した杉板パネ
ルです。両面に木目柄が付いています。
カラーはブラック・ブラウン・オーク・
ベージュの4色。

『杉板よしの』は天然杉板の
質感そのままに再現した
高品質の垣根パネルです。

詳しくはP.84~85、P.110~111、P.150~151をご参照ください。

� ポリスチレンの使用により、他の洋風フェンスに比べ
  低価格予算を実現。
� ポリスチレンは軽量で、加工が簡単に出来ます。
� フラットでやさしい質感で、湿気や日差しにも強く
  美しい状態を保ちます。
� カラーはダークブラウン・ナチュラルブラウン・オーク　

の3色。 ダークブラウン ナチュラルブラウン オーク

詳しくはP.112〜113、P.152〜153をご参照ください。

ブラック ブラウン ベージュオーク
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詳しくはP.64〜P.65、P.73〜P.75、P.156〜P.157をご参照ください。

エイコープラ竹パネルなごみ竹
建仁寺竹パネル「なごみ竹」は複雑なカラーグラデーションがよ
り天然に近い竹の質感を表現し、今までになかった深い風合い
の建仁寺垣を造ります。

エイコープラ竹パネルなごみ竹 煤竹 匠エイコープラ竹パネルなごみ竹 青竹 匠

エイコーポール もがみ
節目の美しさや溝の切り込みな
ど、天然竹の肌合いを高品位な
樹脂で細部まで再現したハイグ
レードな人工竹。

エイコーポール ｢匠｣
天 然竹の風合いを独自の加工
技術で再現した人工竹のスタン
ダード。｢煤竹｣ ｢さらし竹｣ ｢黒
竹｣ ｢青竹｣ のカラーバリエーショ
ン。｢和｣ の趣を醸し出す基本ア
イテムです。

詳しくはP.109、P.164〜P.165をご参照ください。

詳しくはP.62〜P.63、P.65〜P.71、P.76〜P.81、P.90〜P.93、P.166〜P.169をご参照ください。

エイコー・アルミ製品【木目シリーズ】

アルミ製品の木目シリーズは古色木目、焼木目、オーク木目の3色を
展開しています。新しい雰囲気のエクステリアやガーデン製品にご利
用いただけます。

TM

オーク木目

古色木目

焼木目

詳しくはP.114〜P.125、P.130〜P.136、P.140〜P.145、P.148〜P.149をご参照ください。
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エイコーガーデンエクステリア プロ カタログ J-25

01 プロローグ

　施 工 例

10 門・玄関アプローチに
12 境界に
20 目隠しに
26 庭園に
36 カースペースに
38 公共・商業施設・高齢者施設に
40 浴室・露天風呂に

　ユニット洋風

42 アルミボード ルーバーユニット
アルミルーバーチャンネル

43

アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型
アルミウエーブボード用ジョイント
アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型
アルミウエーブボード大和塀

　ラティス

44 エイコーユニット式ラティス
エイコープラボードジョイント材

45 エイコーラティスユニット縦格子Ⅰ型角柱用
エイコーラティスユニット縦格子Ⅰ型丸柱用

46 エイコーラティスユニット縦格子Ⅱ型角柱用
エイコーラティスユニット縦格子Ⅱ型丸柱用

47 エイコーラティス縦格子扉セット

48 ラティスユニットA-Ⅰ型角柱用
ラティスユニットB-Ⅰ型角柱用

49 ラティスユニットA-Ⅰ型丸柱用
ラティスユニットB-Ⅰ型丸柱用

50 ラティスユニットA-Ⅱ型角柱用
ラティスユニットB-Ⅱ型角柱用

51 ラティスユニットA-Ⅱ型丸柱用
ラティスユニットB-Ⅱ型丸柱用

52 ラティス扉セット
53 ラティス扉セットFAX注文書

　ウッドデッキ

54 エイコーウッドデッキ
55 デッキ材（中空材）

56 QCS工法、デッキ端部固定、エンド
キャップ

57 トータルデッキシステム、根太・大引、
関連部品

58 束
59 エイコーウッドDDDサービス依頼票

　ユニット和風

60 エイコーユニット式竹垣

61
エイコーユニットウィング タイプA
エイコーユニットウィング タイプB
エイコーユニットウィング タイプC

62 エイコーユニットウィング御簾垣A型

63 エイコーユニットウィング御簾垣B型
エイコーユニットウィング立御簾垣22 Ⅰ型

64 エイコーユニットウィング建仁寺垣出会い
エイコーユニットウィング建仁寺垣みやび竹

65 エイコーユニットウィング建仁寺垣なごみ竹
エイコーユニットウィング大津垣13エコタイプ

66 エイコーユニットウィング大津垣22 Ⅰ型
エイコーユニットウィング立御簾垣22 窓付Ⅲ型

67 エイコーユニットウィング立御簾垣22 透かし入
エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型

68 エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型
エイコーユニットウィング網代・下四ツ目垣

69

エイコーユニットウィング四ツ目垣22
エイコーユニットチャンネル四ツ目垣
エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣
エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38
金閣寺垣
アルミ支柱70丸焼木目使用金閣寺垣

70
エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22
エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型
エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣

71 エイコーユニットランマ

　扉セット

72 扉セット概要
73 建仁寺垣扉セット
76 御簾垣扉セット
80 立御簾垣扉セット・大津垣扉セット
81 大津垣扉セット

82 扉セットFAX注文書
（御簾垣・建仁寺垣・立御簾垣パネル張）

83 扉セットFAX注文書
（立御簾垣・大津垣）

　庭門・袖垣・木戸・つぼ庭

84 アルミ製庭門 

86
袖垣（曲げ光悦寺、光悦寺、ひしぎ
光悦寺、曲げ玉、玉袖垣、ひしぎ玉
袖垣）

87

袖垣（両角、ひしぎ両角、曲げ玉、ポ
ール柱製建仁寺垣、ポール柱製御
簾垣、親子玉、ミニ曲げ玉、ミニ両角、
アルミ枠駒寄せ）

88 ミニ袖垣（御簾垣、沼津垣、大津垣、
横大津垣）、 四ツ目垣、縁台

89 人工庭木戸

90 枝折戸、割竹枝折戸、大津風枝折戸
大津風二段枝折戸

91 プラ竹輪、枝折戸取付金具、揚簀戸

92 プラカケヒ、プラシシオドシ
プラ節付竹ヒシャク

93 井戸蓋角型・丸型、すだれ
94 つぼ庭

　基本セット・追加セット

96 エイコー竹垣セット1型〜6型
（御簾垣）

99 エイコー竹垣セット7型〜10型
（立御簾垣）

101 エイコー竹垣セット11型〜18型
（建仁寺垣）

105 エイコー竹垣セット19型〜20型
（大津垣）

106 エイコー竹垣セット21型〜24型
（木賊垣）

108 エイコー竹垣セット25型〜26型
（四ツ目垣・金閣寺垣）

109 エイコー竹垣セット31型〜32型
（御簾垣もがみ）

110 エイコー板垣セット27型〜30型
（大和張・横板張カントリーフェンス・竪板張）

112 エイコー板垣セット33型〜35型
（プラボードフェンス）

　アルミ部材

114 アルミ支柱90丸

115
アルミ支柱90丸溝付
アルミ支柱90丸溝付用溝カバー
アルミ支柱90丸用キャップ

116 アルミ支柱80角リブ付

117
アルミ支柱80角用キャップ
アルミ支柱八角
アルミ支柱八角用キャップ

118 アルミ支柱70丸

119
アルミ支柱70丸リブ付
アルミ支柱70丸用キャップ
アルミ支柱70・90丸柱用サンロク角ジョイント支柱用

120 アルミ支柱60角

121 アルミ支柱60角用キャップ
アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイントブロンズ

122

アルミ支柱60角リブ付
アルミ支柱60角用キャップ
アルミ支柱60丸
アルミ支柱60丸用キャップ

123

アルミ支柱75角リブ付
アルミ支柱75角用キャップ
アルミ支柱40角
アルミ支柱40角用キャップ
アルミ支柱40角ジョイント支柱用

124 アルミ支柱サンロク角
アルミ支柱サンロク角キャップ

125

アルミ支柱サンロク角用Wキャップ
アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具
アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用
アルミ支柱サンロク角ジョイント
アルミ角材サンロク角ブロンズ

126
アルミL型金具、アルミ丸柱用L型金
具、アジマスフリーアングル、アルミ
蝶番アングル、アルミ旗蝶番アングル 

127 アルミ藤棚セット

128

アルミ座板レギュラー・ピッタリ
アルミ座板コーナー
スチール座板サンロク角ダブル
コンクリート重量物用アンカーステンレス
コンクリート重量物用アンカースチール

129

ブロック用スチールブラケットストレート
ブロック用スチールブラケットコーナー
ブロック用スチールブラケット用ボルトセット
ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット

130 アルミ控柱角、アルミ控柱丸

131 アルミ支柱補強用アルミパイプ
ステン壁面ブラケット 

132 アルミチャンネル22
アルミチャンネル22丸柱用

133
アルミチャンネル（S）22
アルミチャンネル（S）22丸柱用
アルミH型フレーム22

134
アルミチャンネル20・20丸柱用
アルミチャンネル26・26丸柱用
アルミチャンネル30・30丸柱用

135 アルミチャンネル20ハネ付・20ハネ付丸柱用
アルミチャンネルハネ付用受け金具

136 アルミチャンネル22ハネ付・22ハネ付丸柱用
アルミチャンネル26ハネ付・26ハネ付丸柱用

137 アルミチャンネルハネ付施工手順

138 アルミ胴縁20・キャップ
アルミ胴縁20ジョイントブロンズ・支柱用

139 アルミ胴縁20ジョイントハット型
アルミ胴縁22壁貼用Fアングル

140 アルミ胴縁22・プラキャップ

141 アルミ胴縁22ジョイントハット型
アルミ胴縁22ジョイントブロンズ・支柱用

142 アルミ強化胴縁22・22ジョイント支柱用
アルミ強化胴縁22用キャップ

143

アルミ胴縁26・キャップ
アルミ胴縁30・キャップ
アルミ部材補修用スプレー
アルミタッチアップペイント

144 アルミC型ブラケット
アルミ胴縁22タテミス・キャップ

145 アルミH型フレーム22タテミス
アルミ胴縁26タテミス・キャップ

146 アルミ製屋根・キャップ

147 アルミ製屋根ポストプレート・ジョイ
ントストレート・ジョイントコーナー

148 アルミウエーブボード・ジョイント・キャップ
149 アルミフラットボード・ジョイント・キャップ

　プラ部材

150 合成木材 杉板よしの

152
エイコープラボード
エイコープラボードジョイント材・ワイド
エイコープラボードスペーサーワイド

153 エイコープラボードジョイント材
エイコープラボードスペーサー

154
エイコープラ竹パネルみやび竹
エイコープラ横竹＃55
エイコープラ笠竹＃70

155
エイコープラ竹パネルなごみ竹
エイコープラ横竹＃55
エイコープラ笠竹＃70

158 エイコープラ竹パネル木賊、アルミ冠（木賊）
159 エイコープラ竹パネル御簾垣
160 エイコープラ竹パネル出会い
161 エイコープラ押え竹・冠竹

162 エイコープラ押え竹＃50 2本足
エイコープラ割竹＃40 2本足

163
エイコープラひしぎ竹
プラ竹補修用スプレー
ポリ縄・ポリしゅろリボン・人工藤つる

164 エイコーポール もがみ［最上］7分

165

エイコーポール もがみ［最上］ 30φ
ポール用キャップ
エイコーポール ゴマ竹
エイコーポール用キャップ イエロー
エイコーポール ゴマ竹 半割・溝切

166 エイコーポール さらし竹匠・半割・溝切  他
167 エイコーポール 青竹匠・半割・溝切  他
168 エイコーポール 煤竹匠・半割・溝切  他
169 エイコーポール 黒竹匠・半割・溝切  他
170 エイコーポール ソフトグリーン・半割・溝切  他
171 エイコーポール イエロー・半割・溝切  他、連結用ジョイント

172

エイコーポールアルミ芯入支柱80丸
エイコーポールアルミ芯入支柱63丸
エイコーポール用補強アルミパイプ
エイコーポール用補強アルミパイプデュアル

173
エイコーポール用ジョイント・丸柱用
エイコーポールアルミ芯入デュアル22φ用ジョイント丸柱用
エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型

　ビス

174 各種ビス
177 各種ビス、ステンレスワイヤー＃22

　人工杭 

178 人工杭

 　ガーデンライト・陶照明

182 LEDガーデンライト
186 陶照明（信楽焼）

　FRP人造石・プランター

188 庭石

190 庭石、沓脱石、飛石、枕木、三連枕
木補強タイプ

191
つくばい、飛石、湯桶石、手燭石、つ
くばいセット用防水プール、カケヒス
タンド、水中ポンプ、小型水中ポンプ

192 プランター インド砂岩
樽風プランター ブラウン

193

プランター プレインホワイト
プランター アルビノストーンベージュ
プランター アルビノストーンピンク
プランター 小端積ベージュ

　人工樹木

194 青竹匠5本立、黒竹5本立DX
黒竹3本立DX

195 黒竹3本立、黒竹5本立、青竹3本
立、青竹匠3本立、バンブーツリー

196 孟宗竹、黒竹1本立
197 青竹匠

198 青竹1本立、ラピスパーム、ベビーフ
ァンパーム、ネムの木、竹用葉材

199
イロハモミジ、イロハモミジ青葉、モ
ミジ株立、モミジ、梅盆栽、ユズリハ、
カクレミノ、ツバキ、サザンカ、南天

200
ニューベンジャミン、ベンジャミン、ベ
ンジャミン5本立、ベンジャミン3本
立、トネリコ

201

フェニックスパーム、バタフライヤシ
DX、カラーリリィ、ゼブラ、ドラセナ、
ヘリコニア、ストレリチア、クワズイモ、
トックリヤシ、パンダナス、胡蝶蘭7
本立、胡蝶蘭6本立、トネリコ、ベン
ジャミン、ユッカ、クレシア

　人工葉材・インテリアバーク

202

グラスブッシュ、コグマ笹枯、コグマ
笹緑、ドラセナ、ドラセナブッシュ、レッ
ドカラジュウムブッシュ、グリーンカ
ラジュウムブッシュ、バードネストファ
ン、トクサ、グラス、アラリア、万両ツ
リー、ゴールドクレスト、モミの木

203

タマシダ、クイックボストンファン、オ
シダ、南天スプレイ、榊スプレイ、ポト
スブッシュ、アイビーブッシュ、高野
槙スプレイ、ツワブキ、イワカガミ、ス
パイダーブッシュ、ショートグラスマッ
ト、ボックスウッドマット、芝マット、
杉苔角、リュウのヒゲ角、苔マット

204 ミニポトス、オータムアイビーブッシ
ュ、ハイポステス、ガーランド類

205 ネット付ガーランド、インテリアバーク

　索　引

206 品名順索引（五十音順）
210 品番順索引

212 取り付け・施工の注意
（アルミ・プラ製品）

214 施工上・安全上の注意
（照明器具・LED照明）

216 エイコーランドスケープ 石材・砂利の
カタログのご請求、About Us

表紙3 エイコーサポートサービス

INDEX 別 注
サイズ可完成されている商品 別注サイズが可能な

商品
ユニット完成品を現場で
支柱に取り付ける商品

●カタログ内で使用されているマークについて


