
2 3YAMAICHIYA  N- 16 YAMAICHIYA  N- 16

写真番号：NJA-001

写真番号：NHO-006

写真番号：S-101



4 5YAMAICHIYA  N- 16 YAMAICHIYA  N- 16

写真番号：NHO-013

写真番号：NYO-003

写真番号：NTE-003

写真番号：NHO-014

写真番号：NMO-016

写真番号：S-102

写真番号：S-103



6 7YAMAICHIYA  N- 16 YAMAICHIYA  N- 16

写真番号：NKE-026

人工芝は手入れのの行き届いた芝生を演出します。
写真番号：NJB-002

チャペルの周囲を引き立てる高品質な人工芝
写真番号：NJB-001 写真番号：NKO-010

写真番号：S-104

写真番号：S-105 写真番号：S-106



8 9YAMAICHIYA  N- 16 YAMAICHIYA  N- 16

写真番号：NHO-002

写真番号：kUI-002

写真番号：NKD-002

写真番号：NKK-002

写真番号：NHO-010

写真番号：NMO-017

写真番号：NTE-004

写真番号：NMI-007

写真番号：S-107

写真番号：S-109 写真番号：S-110 写真番号：S-111

写真番号：S-108



10 11YAMAICHIYA  N- 16 YAMAICHIYA  N- 16

161 楽なんです剪定鋏・フック
162 研磨機・ショベル・穴掘り
163 ガーネット・レーキ・プラホーキ・プラ熊手・掛矢
164 トラックロープ・ベルト荷締機・PPベルト・ボコパット
165 ガーデンバリア
166 シェーナステイン・グリーン・クレオソート油Ｒ

167
竹ガード・カルワックス・アリゾール
キクイムシコロリ・デッキメンテ

168 メネデール・キヨナール・カルスメイト・ゆ合剤・接ろう・トップジン
169 ラットバリア・パワー森林香・携帯防虫器・ハチストーン

12
エイコーユニット式竹垣
エイコーユニット晒御簾垣
焼磨き100角支柱・焼磨き120丸支柱

13
エイコーユニット建仁寺垣
エイコーユニット建仁寺垣格子窓付
エイコーユニット晒立御簾垣

14
エイコーユニット黒穂垣
エイコーユニット孟宗枝垣
エイコーユニット萩平垣

15

エイコー天然ユニットウィング四ツ目垣
エイコー天然ユニットウィング金閣寺垣
エイコー天然ユニットウィング竜安寺垣
エイコー天然ユニットウィング穂垣
焼磨き丸太支柱・焼磨き胴縁

16 数寄屋門
18 庭　門
20 袖　垣
22 駒寄せ・袖垣
24 庭木戸
26 庭木戸・枝折戸
27 庭木戸取付金具・肘坪・三ツ坪・竹輪・縁台・木戸用蝶番
28 水琴窟・つくばい（信楽焼）
29   自在鉤・水車・野点傘・カケヒ・シシオドシ・ヒシャク
30 軒掛すだれ

造園製品 G a r d e n i n g  P r o d u c t s
37 ロープ
38 晒竹（黄固竹）・晒竹・火晒竹（黄固竹）・女竹・虎竹・黒竹
39 晒建仁寺竹・晒半割竹・晒丸竹・孟宗枝・萩・長穂・黒穂
40 タイルカーペット・ファスナーテープ
41 ディスプレイ用装飾竹
42 銘竹
46 銘竹貼
48 プランツボード

32 棕梠縄 玉巻

33
棕梠縄 梅印・那智印・松印・並小束・極細6匁縄
棕梠縄 枝引縄・窓引縄・堅縄・百尺縄
検定用棕梠縄・棕梠皮

34 幹巻テープ・根巻テープ・緑化テープ・麻縄
35 天然杉皮テープ・緑化スギテープ・縄・こも・杉皮・芝串
36 添木結束クランプ・杭打ちキャップ・枕木・杭・横木

造園資材 G a r d e n i n g  M a t e r i a l s

126 ワイヤーモッコ・ワイヤーロープ
127 トラッシュシート
128 防水型トラッシュシート・エイコーモッコタスキ
130 モッコ型ベルトスリング

131
ベルクロスモッコ・剪定屑シート
防風ネット・寒冷紗メッシュシート

132 スーパーフゴ・万能フゴ・植木用枝葉ポテ・伸縮式ゴミ箱
133 コンテナバッグ・PEブラックストロング土のう袋
134 キトースリング
136 ソフトスリング
137 ソフトスリング・ミキパット・ミキパットⅡ
138 ベルトスリング・マジックテープ付コーナーパット

140
ベルトスリング・ポリエステルベルトスリング
ダイヤラインベルト・エステルベルト

141 ロープ・フィットラップ（梱包資材）
142 アルミ三脚・突っ張り棒
144 アルミ三脚

145
アルミ三脚・アルミ三脚用支持棒・用心棒
三脚用らくらくイス・アルミ製枝打はしご

146 アルミ三脚・閉じ込み防止金具・アルミ製折りたたみリヤカー
147 スーパーチル・チルメート・スーパークリップ
148 高所作業用アルミゴンドラ・フリーBOX

149
高所作業用ゴンドラ ドラゴン
トラックステッパー・マルチステッパー・折りたたみ式軽トラステップ

150 アルミ製うま・造園用運搬車
152 熊手・庭園箒・竹箒
153 箒・二チエイてみ・竹磨き
154 のこぎり・ヤニクリーン・刃物クリーナー
156 電動バリカン
157 高速バリカン
158 剪定鋏・ツルギ・植木鋏・刈込鋏・高枝切鋏
160 本革巻剪定鋏・本籐巻剪定鋏

造園用具 P r o f e s s i o n a l  T o o l s

170 乱形
173 乱形・諏訪大判
174 板石
177 階段石・六方石
178 延石
180 ピンコロ
182 飛石
184 沓脱石
185 石橋

建築石材

186 玉砂利
189 玉砂利・チップ砂利
190 ごろた
191 ごろた・琉球石灰岩
192 モルタル
194 抗菌砂・エコセラ・砂場枠・花壇枠
195 ウッドチップ・テーブル
196 小端立て瓦・いぶしブロック・いぶし玉
197 敷瓦

砂利・瓦

216 品名順索引（五十音順）
220 品番順索引
224 施工上と使用上のご注意

198 燈籠
199 燈籠（お化け燈籠・輸入御影）
200 燈籠（輸入御影）
202 燈籠（生込燈籠・置燈籠）
203 置塔
204 出雲燈籠
207 天草燈籠
208 水鉢
210 水鉢・井筒井戸・古ひきうす
211 門柱・束石
212 置物

燈籠

98 フェザーストーンウォール
100 エコグリーンマット 屋上緑化システム
102 潅水コンピューター〈自動潅水〉
103 潅水部品
104 モリマーサムローリータンク
106 ジュピウォールグリーン
108 ビスタグリーン
110 苔緑化システム
112 防草マサ
114 ガンコマサ・コロンブスのたまごTM

115 スーパーガンコマサ
116 フジミ不燃マルチバークPAT.P・マルチバーク
117 ホートクソイル・ビバソイル
118 排水層・マルチング用チップバーク
119 酸素管・土壌改良材
120 遮光ネット・防風・防砂ネット
122 サンサンネット・スリムホワイト・アグリシート
124 グリーンネット
125 ガーデンボックス

52 ワイヤーサポート（アンカー式）
56 アンカーサポート
58 アンダーサポート
62 ガーデングレート
66 板柵土留
68 銘板
70 樹木名板
72 芝生保護材（芝想い）
74 砂利舗装材（砂利想い）
76 仕切り材（縁想い）
77 ローンガードナー
78 ローンベース
79 ローンマーカー・ローンストッパー
80 砂利舗装材 ローングラベルLGR-01
81 砂利舗装材 ローングラベルLGR-02
82 見切材・リサイクルエッジング
84 リアリーターフ（人工芝）
88 クッションマット
89 アブソーブマット
90 ザバーン防草シート・プランテックス防草シート
92 植樹防草シート・補修用マルチテープ
93 RCF防根・防竹シート
94 遮水用シート・土木用シート
95 ベントフィックス
96 エイコーベースシステム

緑化資材 A r c h i t e c t u r a l   G r e e n i n g

INDEX

マークの説明

運賃 別途運賃が必要
運賃 条件付運賃別途
運賃 条件付運賃元払い
※北海道・沖縄・離島等は記載条件と異なります。

出荷 出荷条件  ☆弊社より出荷
在庫限り  在庫がなくなり次第廃番
受注 受注生産
時季 時季によって生産不可
見積 商品単価は別途見積もりとなります

■重要事項によりお問い合わせください。
―――――――――――――――――――――――――――――
•製品によっては、通常掛率と異なります。
•天然素材品により規格・寸法等に多少の誤差があります。
•製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合があります。
•時期によって納期がかかる場合があります。

■運送業者からのお願い
―――――――――――――――――――――――――――――
配達地域及び条件によって下記内容の事前確認が出来ない場合があります。
　　•配達できない地域
　　•現場配送の有無
荷姿によっては、運送業者の着店止めになる場合がございます。
その際、お客様のお引き取りとなります。
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