Japanese Garden Supplies
for Restaurants, Hotels, and your Home

Inheriting our Tradition
Just as Japanese food has become a UNESCO intangible cultural heritage, we
believe the culture of the Japanese garden is also a unique stylistic beauty in
Japan. The gardens have been refined and evolved for more than 1200 years.
It is one of the most important elements of Japanese Art designed to embrace
and appreciate the four seasons and nature.
伝統を受け継ぐ

About Us
YAMAICHIYA Co., Ltd. located in Japan, has been offering
Japanese-style garden materials to meet our customers’
requirement for more than 50 years.
Many visitors from overseas have been fascinated by the
Japanese traditional crafts and seasonal landscapes, and the
greatness of Japan is being recognized by all over the world.
The atmosphere of the four seasons which you can feel at
Japanese gardens is a world-class Japanese experience.
Since our establishment, we offer a wide variety of garden
decors and plenty of supplies along with planning and designing
your perfect Japanese-style garden anywhere you can imagine;
restaurants, hotels, airports, hospitals, and your home.
写真番号：PH-001

The Beauty of Harmony

会社概要
日本にある株式会社山一屋は 50 年以上、お客様のご要望に沿った和風庭園資材を
提案させていただいております。
海外からのお客様の多くが日本の伝統工芸や四季折々の景観に魅了され、日本の素
晴らしさが世界的に認識されています。とりわけ、日本庭園で四季それぞれに変化す
る風情は世界に誇れる日本文化です。
私たちは創業以来、レストランやホテルなどの商業施設や公共施設からご自宅のお
庭まで、あなたにぴったりの和の庭のご提案とバラエティに富んだ庭園資材や装飾品
をご用意しています。

和食がユネスコ無形文化遺産になったように、その背景にある庭という文化もまた日本独特の様
式美。1200 年の時を経て洗練され進化してきました。自然と四季に感謝し、受容する日本美の重
要なエレメント（要素）です。

Inspirational Supplies
From graceful bamboos fences to stepping-stones for pathways,
YAMAICHIYA provides a wide selection of natural supplies and
decors for Japanese-style gardens. Unfortunately, the number of
craftsmen is alarmingly decreasing worldwide in the recent years.
We think it is important for us to stock plenty of these materials so
the craftsmen can keep their job to pass on this beautiful Japanese
tradition to the next generation.
感性が豊かな造園資材
優美な竹垣から小路用の置石まで、山一屋は和庭園向けの自然資材や装飾品をたく
さん取り揃えています。残念ながら最近世界的に職人が減少しています。この美しい
日本の伝統を次世代に継承していくために、これらの資材をしっかりと確保し、使っ
ていく事が大切だと考えています。

The gracefulness and beauty of Japanese gardens are a result
of delicately balanced combination of tradition, spirituality,
and the bless of nature. The delicate color contrasts and
textures are carefully selected and arranged to create
a tranquil and serene retreat.

写真番号：PH-002

Install a Wabi-Sabi Atmosphere Anywhere
A Japanese inner garden called “Tsuboniwa” is ver y easy to
install in a corner of your space to create a Japanese atmosphere.
Whether it might be in your home, or restaurant, or a small space
in a hotel lobby, we have a wide range of artificial and natural
materials for you to choose from. Pick out your very own style to
welcome your visitors.

調和の美
和の庭園の美しさは、伝統と精神性と自
然が繊細に組み合わさって出来ているもの
です。静かで穏やかな空間を作るために微
妙な色合いやテクスチャーが注意深く選ば
れ、配置されます。

わびさびの雰囲気をお好きな場所へ
坪庭を使って、簡単に和の雰囲気を作り出すことができます。ご自宅にもレストラ
ンにもホテルロビーの一角にも合うような資材を幅広く取り扱っています。お客様を
お迎えするためのあなたのスタイルをお選びください。
写真番号：PH-003
写真番号：PH-222

TN-S-01

●カタログのご請求

山一屋がご提案する商品を満載した、各種カタログをご用意しております。ご希望の方は取扱店にてお申込みください。
山一屋ホームページにても請求することができます。 http://www.yamaichiya.co.jp/
伝統の造園製品と最新の緑化製品

2022-23年版

エイコー ガーデンエクステリア
プロ カタログ〈J〉
人工竹垣・板垣製品、ウッドデッキ

天然素材造園製品と緑化製品

エイコー ランドスケープ
ガーデニング カタログ〈N〉
造園製品

アルミ支柱、支柱補助品

ユニット式竹垣、天然素材の垣根、庭門袖垣、木戸、
枝折戸、
カケヒ、
すだれ 他

アルミボード、人工竹・板部材

棕櫚縄、根巻・幹巻テープ、枕木・杭・丸太、天然竹、
孟宗竹、
萩、
長穂、
銘竹、
窓他

アルミチャンネル、アルミ胴縁・屋根
各種ビス・関連製品、ユニット製品
人工庭門・木戸・袖垣
EIKO
GARDEN
EXTERIOR
PRO CATALOG

2021-22年度版

扉セット・門扉、ラティス
ガーデンライト

エイコーストーン F

人工樹木、人工葉材・関連製品

造園資材
造園用具

ロープ、
モッコ、
スリング、
アルミ三脚、
ゴンドラ、運搬
車、
鋸、
電動バリカン、
鋏、
ショベル、
掛矢 他

緑化資材

デザインサポート、
ワイヤー支柱、樹木地下支柱、
ガーデングレート、壁面緑化、屋上緑化システム、人
工土壌、防草材シート、遮光ネット、潅水システム、
人工芝、
木材加工製品 他

建築石材・砂利・瓦・燈籠

株式会社 山一屋 SDGs への取り組み
３．すべての人に健康と社会を
５．ジェンダー平等を実現しよう
８．働きがいも経済成長も
11．住み続けられるまちづくりを
17．パートナーシップで目標を達成しよう

株式会社 山一屋は「伝統美を愛す
る 造園・緑化の未来へ」をブラン
ドメッセージとし、庭づくり文化に
貢献することを通じて、持続可能な
開発目標の達成に貢献いたします。

エイコー（e サポート）
サービス！

❶ 特注サイズ・規格外製品も御提供。
❷ 施工が簡単なユニット製品やセット製品の特注規格もたまわります。
❸ 見積もり無料サービス。

●まずは、お電話・ファックス・メールでお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは…

（073）488-0331

FAXでのお問い合わせは…

（073）486-0515

メールでのお問い合わせは…

info@yamaichiya.co.jp

〒640-0454 和歌山県海南市別院 522
Tel. 073（488）0331 Fax. 073（486）0515
e-mail / info@yamaichiya.co.jp

https://www.yamaichiya.co.jp/
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庭とエクステリア

EIKO GARDEN E X TERIOR PRO

エイコーの製品は、伝統を重んじる庭園を再現し、また、創作に

より新たなエクステリアを生みだすメイン製品としてご利用して頂

ければ幸いです。

写真番号：PH-589

写真番号：PH-583

写真番号：PH-385
（JMI-259）
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写真番号：PH-357
（JKE-119）

3

エイコープラ竹パネル ほのか〈かや竹〉▼

繊細なかや竹の地肌を表現
エイコープラ竹パネル「なごみ」と「ほのか」のシェ
イプに、それぞれ〈かや竹〉、〈かや竹ふし染め〉を
新発売いたしました。
〈かや竹〉は、耐候性に優れたアクリルフィルムで天然の
優しさを微細に表現し貼り合わせたプラ竹パネルです。
な ご み〈 か や 竹 〉〈 か や 竹 ふ し 染 め 〉 は 900mm 幅
（1800mm 長）で、ユーザーのニーズに広くお応えい
たします。
ほのか〈かや竹〉〈かや竹ふし染め〉はパネルロスの少
ない 300mm 幅（1800mm 長）。節位置の異なる２タ
イプを真空成型でつくりました。
時を超えて「侘び」「寂び」の心にふれる・・・

▼エイコープラ竹パネル なごみ〈かや竹ふし染め〉

写真番号：PH-593

エイコープラ竹パネル なごみ〈かや竹〉設置例

エイコープラ竹パネル ほのか〈かや竹ふし染め〉
約 W300× Ｌ 1500・1800

エイコープラ竹パネル ほのか〈かや竹〉
約 W300× Ｌ 1500・1800

エイコープラ竹パネル 横竹♯ 55・笠竹♯ 70
それぞれ〈かや竹ふし染め〉
〈かや竹〉発売中

写真番号：PH-595

エイコープラ竹パネル なごみ〈かや竹ふし染め〉設置例

4

好評発売中

詳しくはP.104〜109、P.157〜159をご参照ください。
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エイコーポール

【もがみ】

エイコー
プラ竹パネル

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。

写真番号：PH-569

写真番号：PH-252
（JMI-226）

詳しくはP.103、P.164〜P.165をご参照ください。

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。

写真番号：PH-271
（JKE-118）

エイコープラ竹パネルなごみ
建仁寺竹パネル「なごみ」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。

エイコーポール
｢匠｣

写真番号：PH-570

詳しくはP.98、P.107〜P.109、P.155〜P.157をご参照ください。

写真番号：PH-308
（JOO-024）

エイコー・アルミ製品【木目シリーズ】

古色木目

オーク木目

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。
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焼木目

写真番号：PH-266
（JTM-044）

詳しくはP.114〜P. 124をご参照ください。

詳しくはP.62〜P.65、P.76〜P.77、P.166〜P.169をご参照ください。
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【 国 内 生 産 品】
写真番号：PH-246

写真番号：PH-261

『 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。



低価格予算を実現 。


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 。

丈 夫なストランデックス合 成 木 材を芯

リエチレン樹 脂を全面に被膜し、サイ

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

エイコー 合 成 木 材『 杉 板よしの 』は、
材に、耐候性に優れた木粉入高耐候ポ

ポリスチレンの使用により、他の洋風フェンスに比べ

ブラック

ブラウン

オーク

ダークブラウン

ナチュラルブラウン

オーク

ベージュ

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・

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

ベージュの4 色 。

写真番号：PH-262

※オーク色の完成予想図

写真番号：PH-259

写真番号：PH-260
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写真番号：PH-616

写真番号：PH-256
（JPS-009）

詳しくはP.112〜113、P.152〜153をご参照ください。
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写真番号：PH-624

写真番号：PH-614

写真番号：PH-584

玄 関 へのアプ ローチに煤竹 匠の 御 簾 垣を設
置。落ちついた雰囲気を演出しています。

写真番号：PH-580

四季を彩る植栽の色彩。背景は御簾垣と板塀（杉板よしの）を設置し、中
庭を季節感豊かな空間に仕上げている。

写真番号：PH-587

写真番号：PH-564

写真番号：PH-596

写真番号：PH-597

写真番号：PH-630
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写真番号：PH-578

写真番号：PH-576
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地域の文化財庭園に採用されています。

小川氏庭園・環翠園

近代倉吉の代表的な政治家

小川貞一とふれあえる和のゆとり

写真番号：PH-625

写真番号：PH-532

写真番号：PH-629

写真番号：PH-626

写真番号：PH-533

写真番号：PH-627
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写真番号：PH-542

写真番号：PH-528
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写真番号：PH-556

写真番号：PH-608

写真番号：PH-609

パティオの植栽を囲む、御影石のテーブルとベンチ（特注デザイン加工）
直線的な建物と半円型のテーブル / ベンチの対比が印象的です。

※石材など天然素材の製品は、弊社カタログ N-17 をご覧下さい。

写真番号：PH-520

窓越しの、花と茂るグリーンが人にほっこり効果をもたらせ、日よけ
の役目も果たします。実用性だけでなく美しい藤棚になる予感。

写真番号：PH-610
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写真番号：PH-577

写真番号：PH-574

写真番号：PH-631
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INDEX

●カタログ内で使用されているマークについて

02

プロローグ

05

製品ニュース

06

製品紹介

10

ここに注目。施工例やデザインの紹介

施工例
18

施工例「北から南から」

ユニット洋風
38

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

39

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
40
41
42

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
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
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

60

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

97

エイコー竹垣セット11型〜14型
（建仁寺垣）

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

99

エイコー竹垣セット19型〜20型
（大津垣）

61
62

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

100

63

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

エイコー竹垣セット25型〜26型
102
（四ツ目垣・金閣寺垣）

64

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

103

65

66
67

69

建仁寺垣扉セット

72

御簾垣扉セット

76

立御簾垣扉セット・大津垣扉セット

77

大津垣扉セット・大和張扉セット

44

78

45

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

79

47

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
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ラティス扉セット

49

ラティス扉セットFAX注文書

エイコーユニットランマ

扉セット概要

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

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

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

68

エイコーラティス縦格子扉セット

46

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

扉セット

43

ウッドデッキ

扉セットFAX注文書
（御簾垣・建仁寺垣・立御簾垣パネル張）
扉セットFAX注文書
（立御簾垣・大津垣）

庭門・袖垣・木戸・つぼ庭
80

アルミ製庭門

82

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）

83

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）

50

エイコーウッドデッキ

84

51

デッキ材（中空材）

ミニ袖垣（御簾垣、沼津垣、大津垣、
横大津垣）、四ツ目垣、縁台

52

QCS工法、デッキ端部固定、エンドキャップ

85

人工庭木戸

53

トータルデッキシステム、根太・大引、関連部品

86

枝折戸、割竹枝折戸、大津風枝折戸
大津風二段枝折戸

54

束

55

エイコーウッドDDDサービス依頼票

ユニット和風

16

完成されている商品

エイコーガーデンエクステリア プロ カタログ J-26

56

エイコーユニット式竹垣

57

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

58

エイコーユニットウィング御簾垣A型

59

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

87

プラ竹輪、枝折戸取付金具、揚簀戸

88

プラカケヒ、プラシシオドシ
プラ節付竹ヒシャク

89

井戸蓋角型・丸型、すだれ

90

つぼ庭

基本セット・追加セット
92

エイコー竹垣セット1型〜6型
（御簾垣）

95

エイコー竹垣セット7型〜10型
（立御簾垣）

エイコー竹垣セット31型〜32型
（御簾垣もがみ）

107

エイコー竹垣セット46型〜47型
（建仁寺垣なごみ）

108

エイコー竹垣セット42型〜45型
（建仁寺垣なごみ）
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）

エイコー板垣セット33型〜35型
112
（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

エイコー竹垣セット21型〜24型
（木賊垣）

エイコー竹垣セット36型〜41型
104
（建仁寺垣ほのか）

110

127

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

154

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

160

エイコープラ竹パネル木賊、アルミ冠（木賊）
エイコープラ竹パネル御簾垣

161

エイコープラ竹パネル出会い

162

エイコープラ押え竹・冠竹

163

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
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
エイコーポール 補強パイプ 7分・30φ

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

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

166

エイコーポール さらし竹匠・半割・溝切 他

137

アルミチャンネルハネ付施工手順

167

エイコーポール 青竹匠・半割・溝切 他

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

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

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

170

エイコーポール ソフトグリーン・半割・溝切 他

140

アルミ胴縁22・プラキャップ

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

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

172

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

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

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

173

ユニット完 成 品を現 場で
支柱に取り付ける商品

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、、竹用葉材

199

モミジ株立、モミジ、梅盆栽、ネムの
木、南天、ツバキ、サザンカ

200

ベンジャミン3本 立、ベンジャミン5
本立、ドラセナ、トネリコ

201

フェニックスパーム、バタフライヤシ
DX、トックリヤシ、パンダナス、胡蝶
蘭7本立、胡蝶蘭6本立、スプリット
フィロ、セロームフィロ、ユッカツリ
ー、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、カ
ラーリリィ、ゼブラ、バードネストファ
ン、トクサ、ローレルブッシュ、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、ボックスウッドツ
リー、ゴールドクレスト

203

タマシダ、クイックボストンファン、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、リュウの
ヒゲ角、杉苔角、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

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

184

マテリアルセレクト室内用

186

陶照明（信楽焼）

FRP人造石・プランター

別 注 別注サイズが可能な
サイズ可 商品

索

引

206

品名順索引（五十音順）

210

品番順索引

213

写真番号索引

188

庭石

214

取り付け・施工の注意
（アルミ・プラ製品）

190

庭石、沓脱石、飛石、枕木、三連枕
木補強タイプ

216

施工上・安全上の注意
（照明器具・LED照明）
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