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本カタログに掲載の写真、イラスト、ロゴの無断転載を禁じます。

カタログ掲載の価格表示について
本カタログでは、商品すべて税抜価格を表記しております。

消費税は別途かかりますのでご了承ください。

商品の配送費について
◦�商品の価格には配送費が含まれておりません。別途申し受けます。北海道・

沖縄・離島・僻地への配送および2次配送は有料で行わさせていただきます。

運賃は82Pの運賃表をご覧ください。

◦�個人宅、マンションへの配送はできません。（店舗様・事業主様への配送は可）

もし、発送手配の段階で配送ができない場合、各運送会社の最寄りの営業

所又は支店止めにて配送を手配します。

掲載商品価格について
本カタログに掲載されている商品の価格は2022年10月現在のものです。商品

の品質改善・改良の為、または物価変動などによって予告なく変更させていた

だく事がございますので、予めご了承ください。

輸送上の破損について
商品の到着時には必ず破損がないかご確認ください。万一輸送上の破損がある

場合は即時、運送会社にお申し出ください。後日のお申し出には、対応しかねる

場合があります。

掲載商品について
物価の変動・材質の改良・品質の改善などの為、商品の価格・形状・寸法・質量

などを変更する場合がございますので、ご購入の際には販売店にてご確認�

ください。

商品の搬入について
商品の搬入がある場合は、建物内での条件が異なりますので建物内の養生

を含めて有料で行わさせていただきます。

寸法表示について
観葉植物はＨ（総高）・Ｗ（幅）・Φ（ポット径）、リーフ（葉）はＬ（長さ）・葉径・葉長、

グリーンパネル・パーティションはW（幅）・D（奥行）・H（総高）、植木鉢は上（内

径）・底（内径）・高さを㎝単位で表示しております。植木鉢のセパレートタイプ

は上部・下部で表示しております。
搬入・施工について
部材・商品を搬入し、建物への固定を含む施工を行うものについては、納入場所

により諸経費が異なりますので、別途お見積りいたします。印刷の色調について
掲載商品は、印刷技術上、現品と異なる場合がありますので、ご了承ください。 休日・時間外の割増料金について

『休日・時間外』の配送・運搬・施工は要員確保のため割増料金で行わさせて

いただきます。
商品の変更について
商品の仕様、カラー、寸法等は予告なく変更及び廃止する場合がありますので、

予めご了承ください。 発送後のキャンセルについて
お客様都合による発注後のキャンセルにつきましては作業費・梱包代をご請求

させていただくことがあります。
納期について
輸入品のため、納期がかかる場合があります。ご用命の場合は販売店までお問

い合わせください。

カタログご利用の前に 諸経費についてのお願い

◦�当社では光触媒加工をオプション加工で承っております。

◦�酸化チタン（ＴｉＯ2）光触媒を配合した抗菌消臭剤の塗布をいたします。太陽

や蛍光灯の光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行

います。新技術（イオン化酸化チタン）はわずかな光でも分解効果を発揮します。

  オプション料金…カタログ掲載価格（定価）の20％を
                          別途加工料として頂戴いたします。
  対象商品…………植木鉢以外の全人工樹木商品
※社内加工のみとさせていただくため、出張加工はいたしません。

光触媒（酸化チタン）

◦�ご注文の際には、「品番」「商品名」「数量」をFAX又はメールで必ずお知らせ�

ください。

◦�ご注文内容によって到着までの日数が異なります。在庫状況と合わせてお問

い合わせください。

※���光触媒加工はご注文を頂いてから商品をお作りする受注生産品です。

　発送までに時間がかかる場合がございますので、納期は事前にご確認ください。

◦�当社ではお客様の要望で、カスタマイズ製作をお受けしております。

◦�お問い合わせの際は、ご希望の樹木、樹形、大きさ（高さ・幅）、施工場所、設

置場所の床面の状態、必要数、施工時期などの詳細情報をご用意の上、販売

店へお問い合わせください。

※商品構造の問題でカスタマイズできない場合もございます。

特別注文商品のお求め方とお届けについて

◦�商品到着時に、すぐに開梱をして中身のご確認をお願いします。

◦�箱から取り出しますと、箱の形状にそって葉が曲がっていたり、形状がかたよっ

ていたりすることがございます。そのような場合はくせがついてしまっている箇

所を中心にゆっくりと葉や茎をドライヤーの温風で伸ばして広げてください。

※極端な高温の風をあてますと一瞬にして葉が溶け縮んでしまう恐れがあります。

��ドライヤーは葉から離し、少しずつ温めてください。

◦�商品の検品には万全を期しておりますが、万が一商品に破損があった場合は

　１週間以内に販売店まで必ずご連絡をお願いいたします。

　ただし下記の場合は、ご対応しかねますのでご注意・ご了承ください。

  × 商品到着後に検品をされず、２次的な輸送をされた場合。
��破損・不良品以外でのお客様のご都合による返品は、お受け致しかねますので�

��ご了承ください。

商品お届け後と返品についてのご注意

本 カ タ ロ グ の ご 案 内



❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

品番
商品名
定価
サイズ
素材
コード番号
JAN

◦�商品は全てお手入れの楽な人工植物です。生花ではございません。
◦�観葉植物で天然木を使用している商品は天然素材のため写真とは
多少異なる場合がございます。

◦素材は主に輸入品です。
◦商品は樹脂を主とした素材でできています。

手作り商品のため、サイズに多少の誤差がありますのでご了承ください。記載サイズは下記を参照してください。

観葉植物 植木鉢

商品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は室内の換

気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分におこな

われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼす事があります。

湿度や温度の変化による換気
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50％超が目安）には、

窓を閉め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内化学物質濃度

が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

換気のお願い
◦商品にホコリが付いたら、毛ハタキなどでホコリを払い落としてください。

��リーフ（葉）の部分は、時々ホコリをハタキ等で軽く払い落とすことで、常に�

��きれいな状態を保つ事ができます。

◦市販の化学雑巾を活用すると、より簡単に拭き取ることができます。

��頑固な汚れが付着してしまった場合は、水気を固く絞った雑巾で汚れを拭き�

��取り良く乾かしてからご利用ください。

◦中性洗剤を薄めた水を使用すると更に効果的です。

��※半乾きの状態で使用しますと虫やカビの発生の原因になります。

ご購入後の商品メンテナンス

品番�LF-32
マコヤナ（小） ￥1,750（税抜）
サイズ�:�L40㎝、葉径20㎝
素 材 :�PE　

（7010032）　4942646500451
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掲載商品は屋内使用を目的として開発・製造された屋内用商
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のでお控えください。また、食べられませ
んので口に入れたり、食品類に直に触れるようなご利用はお
避けください。

日光や冷房の強い、風が直接当たる場所に置くと変色・変形
の原因になることがあります。特に天然素材を使用した商品
は気温や湿度により、割れを生じる事がありますのでご注意
ください。

湿気は、商品劣化の原因になります。換気の良い場所に設置
し水は絶対にかけないでください。
※天然素材を使用している商品の場合、虫・カビが発生する�
　可能性があります。
※金属（ワイヤー等）を使用している商品の場合はサビ、腐食�
　が生じる可能性があります。

ほとんどの商品が樹脂を主とした素材でできております。商品
によっては表面に特殊な樹脂コーティングをほどこしたもの
があり、梱包箱を開封した際に多少の匂いがする場合があり
ます。

天然素材を使用している商品は、出荷前に幹を燻蒸処理して
おりますが、出荷後の設置環境により外部より虫が付着する
可能性があります。

商品は可燃性です。暖房器具等に近づけたり、加熱したり火
を近づけると燃える可能性があるので絶対に近づけないで
ください。

背の高い・重量のある商品は設置場所を事前に確認の上しっ
かりと固定してからご利用ください。地震などの衝撃や揺れ
で転倒する恐れがございます。

サイズについて

仕様について 商品スペックについて

ご使用上の注意

リーフピック･リーフブッシュ

葉 径

L（長さ） L（長さ）

L（長さ）

H（高さ）

上（内径）

底（内径）

高 さ

W（幅）

Φ（径）

葉 長

葉 長

商品について
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掲載頁掲載頁 品  番品  番 定  価定  価 商 品 名商 品 名

LF-35 アスパラメリー ￥1,040/1p

LF-02 スイカペペロミア（小） ￥1,040/1p

LF-15 斑入りカポック ￥1,160/1p

LF-06 カラジウム（白） ￥1,040/1p

LF-07
LF-18

カラジウム（赤）

ヒポエステス

￥1,040/1p

￥1,040/1p

LF-5252P タイム ￥930/1p

LF-13 ユーカリ（5本1セット）赤 ￥980/1p

LF-14 ユーカリ（5本1セット）緑 ￥980/1p

LF-11 ユーカリ（小） ￥980/1p

LF-53 ミニリーフ ￥1,200/1p

PU6040 ウレタンマット ￥2,100/1p

NET6040 鉄網 ￥1,660/1p

MOS-01 モスマット（フラット） ￥14,600/1p

BLF-0142P

43P

44P

ミックスリーフ ￥6,400/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） ￥5,090/1p

BLF-04 DG ハートリーフ（ダークグリーン） ￥3,020/1p

BLF-05 G ボックスウッド ￥3,580/1p

LF-41 水草（ウィロー 小） ￥1,090/1p

LF-42 水草（ウィロー 大） ￥1,700/1p

LF-26 クロトン（小） ￥1,040/1p

LF-08 モンステラ（小） ￥1,150/1p

LF-55
LF-10

レックスベゴニア

クロトン（大）

￥1,310/1p

￥1,150/1p

LF-4453P ヒバ･松 ￥1,150/1p

LF-25 わらび ￥1,310/1p

LF-57 水草 ￥1,110/1p

LF-59 下草（赤） ￥1,110/1p

LF-31 アジアンタム ￥1,310/1p

LP-1200 リーフパーティション1200 ￥139,600/1p

LP-1500 リーフパーティション1500 ￥163,700/1p

THP-1500 たいまつパーティション1500 ￥106,300/1p

THP-1300 たいまつパーティション1300 ￥96,900/1p

MOS-02
46P

48P

50P

モスマット（土付き） ￥25,200/1p

MOS-03 モスマット（フラット）土付き ￥15,700/1p

MOS-04 モスマット（デコボコ） ￥36,600/1p

LF-40 水草（紫） ￥1,150/1p

LF-60 ハーブ ￥1,040/1p

LF-36 シダ ￥1,420/1p

LF-51 トラディスカンチア ￥1,090/1p

LF-23
LF-32

ポトス

マコヤナ（小）

￥1,370/1p

￥1,750/1p

LF-19

55P

ペペロミア ￥1,370/1p

LF-56 フィットニア ￥1,330/1p

LF-27 フーチ草 ￥1,200/1p

LF-28 フーチ草（赤） ￥1,200/1p

LF-29 フーチ草（黄色） ￥1,200/1p

VN-03 アイビー ￥2,510/1p

VN-01 ツタ ￥2,510/1p

VN-02 ペペロミアミックス ￥2,510/1p

58P

LF-09

56P

57P

モンステラ（大） ￥1,760/1p

LF-37 ツデー・シダ（小） ￥4,070/1p

LF-43 オリヅルラン ￥2,190/1p

LF-54

LF-03
LF-20

ティーリーフ

スイカペペロミア（大）

ペペロミア（小）

￥1,500/1p

￥2,110/1p

￥2,110/1p

LF-16 ディッフェンバキア ￥2,290/1p

LF-01 ゼラニウム ￥2,110/1p

LF-24 斑入りポトス ￥2,110/1p

LF-33
LF-50

マコヤナ（中）

シンゴジウム

￥2,310/1p

￥1,760/1p

HX-180016 ゼニグサ ￥870/1p

LF-12 ユーカリ（大） ￥1,450/1p

LF-39 ツデー・シダ（大） ￥5,850/1p

LF-05 タニワタリ（大） ￥1,920/1p

LF-34 マコヤナ（大） ￥1,920/1p

LF-58 アナナス ￥1,650/1p

LF-04 タニワタリ（小） ￥2,410/1p

LF-38 ツデー・シダ（中） ￥2,650/1p

54P

60P

LF-21 ペペロミア（中） ￥2,110/1p

ARTIFICIAL LEAF PICKGREEN PANEL
グリーンパネル

モスマット
IMITATION GREEN MOSS MAT

リーフガーランド
ARTIFICIAL LEAF GARLAND

リーフピック

パーティション
IMITATION GREEN PARTITION

ARTIFICIAL LEAF BUSH
リーフブッシュ

ARTIFICIAL LEAF PICK
リーフピック



I N D E X

掲載頁 掲載頁品  番 品  番定  価 定  価商 品 名 商 品 名

BLF-C128

DEC-07

WD-08

BLFフレーム（ロングタイプ）

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

カシワバゴム

￥19,000/1p

￥92,300/1p

￥49,000/1p

WD-07 ストレリチア ￥37,100/1p

DEC-128

WD-04

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

モンステラ（小）

￥52,000/1p

￥38,100/1p

DEC-01

WD-10

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

セローム（S）

￥59,500/1p

￥24,100/1p

DEC-02

WD-13
DEC-03

WD-15

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

ドラセナ

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

アレカヤシ（曲がり）

￥57,700/1p

￥34,900/1p

￥62,700/1p

￥54,100/1p

BLF-C0604

WD-03

78P

77P
78P

68P

69P

70P

BLFフレーム（ウレタンマット1枚用）

モンステラ（中）

￥16,900/1p

￥42,400/1p

BLF-C0608

WD-12

BLFフレーム（ウレタンマット2枚用）

アガベ

￥24,800/1p

￥22,400/1p

BLF-C1208

WD-11

BLFフレーム（ウレタンマット4枚用）

セローム（W）

￥35,800/1p

￥35,600/1p

BLF-C1204

WD-01

BLFフレーム（ウレタンマット2枚用）

オリーブ（小）

￥25,000/1p

￥84,800/1p

PU6040

WD-06

ウレタンマット

ゴムの木

￥2,100/1p

￥54,900/1p

CT-02 大王サボテン ￥23,900/1p

CT-01 サボテン ￥37,600/1p

DEC-04

WD-05
71P

72P

74P

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

モンステラ（大）

￥57,700/1p

￥43,900/1p

DEC-05

WD-09

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

ベンジャミン

￥107,900/1p

￥73,100/1p

DEC-06

WD-14

ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）

ドラセナ（曲がり）

￥101,900/1p

￥45,900/1p

WD-16 グリーンリーフ ￥63,400/1p

YJ-18001-3 パームリーフ（3枚葉） ￥1,430/1p

4012
4023

POT-4012

POT-4023

￥26,900/1p

￥37,300/1p

YJ-18006 サキュレント（赤） ￥2,340/1p

YJ-18007 サキュレント（緑） ￥2,340/1p

YJ-18005 ドラセナ ￥9,490/1p

YJ-18004 サイザル ￥8,670/1p

4045

63P

64P

65P

76P

POT-4045 ￥22,800/1p

4056 POT-4056 ￥34,600/1p

4003 POT-4003 ￥21,400/1p

6003 POT-6003

HX-18001 コウモリラン ￥1,870/1p

EA10357 水草（バリスネリア） ￥2,770/1p

LF-45 アイビー（L） ￥4,140/1p

LF-46
LF-48

ペペロミア（L）

アイビー（黄色）

￥4,140/1p

￥4,140/1p

LF-49-G 柳条（グリーン） ￥1,390/1p

LF-49-LB 柳条（ライトブラウン） ￥1,390/1p

LF-49-DP 柳条（ダークパープル） ￥1,390/1p

HX-18008 リュウノヒゲモ ￥1,790/1p

HX-18002
EA9662

水草

水草（バリスネリア）

￥1,990/1p

￥2,760/1p

LF-47 スイカペペロミア（L） ￥4,140/1p

HX-18009
HX-18003

シダレ

サツキ

￥1,340/1p

￥2,190/1p

HX-180015 チランジア ￥1,130/1p

HX-180010-Y 水草（黄緑） ￥1,000/1p

HX-180010-G 水草（緑） ￥1,000/1p

HX-18006 リュウノヒゲモ（紅） ￥1,790/1p

HX-180012 チランジア ￥1,770/1p

EA10778

HX-180011-G

水草（アナカリス）

水仙（緑）

￥4,010/1p

￥1,610/1p

YJ-18010

HX-180011-R

HX-180017

HX-180011-Y

シダ

水仙（赤）

コウモリラン

水仙（黄）

￥4,030/1p

￥1,610/1p

￥2,900/1p

￥1,610/1p

￥33,300/1p

61P

62P

ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT

ARTIFICIAL LEAF PICK

ARTIFICIAL BASKET
BLFフレーム

ARRANGE PANEL
アレンジパネル

観葉植物

FLOWER POT
植木鉢

ARTIFICIAL LEAF PARTS
リーフパーツ

ARTIFICIAL CACTUS
サボテン

ARTIFICIAL LEAF BUSH

ARTIFICIAL LEAF BUSH
リーフブッシュ



GREEN DECORATE
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07

グリーンパネル
GREEN PANEL41

モスマット
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リーフガーランド
ARTIFICIAL LEAF GARLAND49

リーフピック
ARTIFICIAL LEAF PICK51

リーフブッシュ
ARTIFICIAL LEAF BUSH59
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ARTIFICIAL LEAF PARTS73
リーフパーツ

ARTIFICIAL BASKET77
BLFフレーム / アレンジパネル

05



　06

GREEN DECORATE
※チェア･テーブルは参考商品です。



/ 受 付

01
 / 受付▲ RECEPT ION

受付はさまざまな人が行き交う場所で、会社
全体のイメージに大きく影響します。使用した
イミテーション・グリーンはナチュラルで温もり
のある印象にデザインしました。

RECEPTION
CONSTRUCTION PLAN

07   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



02

 / 受付

▲

 RECEPT ION

“会社の顔”となる受付スペースには特にこだわ
りを。目線の高さにイミテーション・グリーンを
配置する事で緑ある空間になります。イメージ
に合わせて色を足すと、より華やかになります。

CONSTRUCTION PLAN　08※写真はイメージ例です。



03 / エントランス
ENTRANCE
CONSTRUCTION PLAN

09   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



待ち合わせや休憩などに使われるスペースには、ポイント使いがおすすめです。
無機質になりがちな社屋の雰囲気を和らげ、緑によるリラックス効果も。イミ
テーション・グリーンならお手入れが楽なのも魅力です。

▲ LOBBY ロビー /  写真上

▲  INFORMAT ION インフォメーション /  写真左

イミテーション・グリーンなら、多彩なアレンジが可能。置くだけで簡単にイメー
ジチェンジが実現。ボリュームあるイミテーション・グリーンと建物の異素材の
コントラストも新鮮に映ります。

04

CONSTRUCTION PLAN　10※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



さまざまなリーフピックをミックスし、表情豊かで華やかな

イメージに。A・Bに同素材を使い、統一感をもたせています。

リーフピックで個性を演出

壁にはグリーンパネルをリズミカルに配置しつつ、間接照明で 

さり気なく引き立てています。カウンターにはシンプルなグリーン

ガーランドをさらりと垂らすことで、空間全体に動きが生まれ 

アクティブなイメージを与えてくれます。

会社のイメージと華やかさを
動きのある配置で表現

※施工費は別途

施 工 プ ラ ン の ご 案 内

01
C A S E

RECEPTION

02
C A S E

RECEPTION

B

A

A F T E R

B E F O R E

A
B

B

A F T E R

B E F O R E

B

参考価格（税抜） ￥43,550

LF-02 スイカペペロミア（小） 5× ￥1,040/1p

LF-08 モンステラ（小） 4× ￥1,150/1p

LF-13 ユーカリ（5本1セット）赤 6× ￥980/1p

VN-02 ペペロミアミックス 3× ￥2,510/1p

BLF-04 DG ハートリーフ（ダークグリーン） 3× ￥3,020/1p

参考価格（税抜） ￥82,520

LF-10 クロトン（大） 6×

LF-21 ペペロミア（中） 10×

LF-55 レックスベゴニア 11×

HX-180016 ゼニグサ 5×

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 4×

￥1,150/1p

￥2,110/1p

￥1,310/1p

￥870/1p

￥5,180/1p

参考価格（税抜） ￥128,010

VN-01 ツタ 18× ￥2,510/1p

VN-02 ペペロミアミックス 18× ￥2,510/1p

VN-03 アイビー 15× ￥2,510/1p

A

参考価格（税抜） ￥206,660

▶52P

▶52P

▶52P

▶54P

▶52P

▶57P

▶52P

▶52P

▶50P

▶43P

▶44P

▶52P

▶54P

▶52P

▶50P

▶43P

▶44P

▶44P

▶54P

▶57P

▶54P

▶57P

▶42P

▶44P

▶44P

▶50P

▶50P

▶50P

LF-12 ユーカリ（大） 8× ￥1,450/1p

LF-13 ユーカリ（5本1セット）赤 15× ￥980/1p

LF-53 ミニリーフ 7× ￥1,200/1p

VN-02 ペペロミアミックス 3× ￥2,510/1p

PU6040 ウレタンマット 15× ￥2,100/1p

PU6040 ウレタンマット 3× ￥2,100/1p

NET6040 鉄網 3× ￥1,660/1p

PU6040 ウレタンマット 4× ￥2,100/1p

NET6040 鉄網 4× ￥1,660/1p

BLF-04 DG ハートリーフ（ダークグリーン） 15× ￥3,020/1p

LF-02 スイカペペロミア（小） 24× ￥1,040/1p

LF-06 カラジウム（白） 7× ￥1,040/1p

LF-07 カラジウム（赤） 8× ￥1,040/1p

LF-08 モンステラ（小） 29× ￥1,150/1p

LF-11 ユーカリ（小） 14× ￥980/1p

A

B

※施工費は別途

※施工費は別途

※施工費は別途

11   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



コミュニケーションの場にさり気ない演出が良いアクセントに。

異なる種類のイミテーション・グリーンの配置により奥行き感が

生まれます。

シンプルかつ潔いアレンジで印象的に。数種類のイミテーショ

ン・グリーンを厳選してモニターをぐるりと囲うようにアレンジし

ています。壁一面のグリーンと合わせて、両サイドには存在感の

あるサイズの鉢植えを。

さり気なく癒しを与える
ポイント使いが効果的

“まず見せたいもの”を
大胆にコーディネート

※施工費は別途

※施工費は別途

C O N S T R U C T I O N  P L A N

03
C A S E

INFORMATION

A

B

04
C A S E

LOBBY

A

B

A F T E R

B E F O R E

A

B

A F T E R

B E F O R E

A

B

参考価格（税抜） ￥195,500

WD-10 セローム（S） 2×

4023 POT-4023 2×

￥24,100/1p

￥37,300/1p

WD-04 モンステラ（小） 1×

4056 POT-4056 1×

￥38,100/1p

￥34,600/1p

参考価格（税抜） ￥122,800

WD-10 セローム（S） 2×

4023 POT-4023 2×

￥24,100/1p

￥37,300/1p

参考価格（税抜） ￥244,360

VN-01 ツタ 60×

BLF-04 DG ハートリーフ（ダークグリーン） 16×

BLF-05 G ボックスウッド 8×

￥2,510/1p

￥3,020/1p

￥3,580/1p

参考価格（税抜） ￥7,190

BLF-03 WH プミラ（ホワイト）  1× ￥5,090/1p

▶50P

▶43P

▶44P

▶44P

▶70P

▶76P

▶69P

▶76P

▶70P

▶76P

▶43P

▶44P

PU6040 ウレタンマット 8× ￥2,100/1p

PU6040 ウレタンマット 1× ￥2,100/1p

CONSTRUCTION PLAN　12※写真はイメージ例です。



05 WORK SPACE
CONSTRUCTION PLAN

13   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※オフィス家具類は参考商品です。



06
社員が長時間過ごすワークスペースを手軽にイメージチェンジできるのが、パー
ティションやグリーンパネル。イミテーション・グリーンのためにスペースを作る
必要がありません。リーフパーティションは間仕切りと癒し効果が得られます。

▲ WORK SPACE 事務所  /  写真上

▲  WORK SPACE 事務所  /  写真左

無機質になりがちなデスクやPCの周りに緑を置くことでリラックス効果も期
待できます。メンテナンス不要のイミテーション・グリーンなのでお手入れも簡単
です。

CONSTRUCTION PLAN　14※写真はイメージ例です。※オフィス家具類は参考商品です。



07 / 会 議 室
MEETING ROOM
CONSTRUCTION PLAN

15   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



08
会議室に集まった人の視線が集中するメインエリアは大きくグリーンパネルを
配置。会議室に緑をプラスすることで脳のリラックスに繋がります。

▲ MEET ING ROOM 会議室  /  写真上

▲  MEET ING ROOM 会議室  /  写真左

シンプルな空間は殺風景になりがちです。多くのディスカッションが行われる
ミーティングルームなので、イミテーション・グリーンでシンプルな空間に。程よい

“抜け感”を作ることで気持ちにも余裕が生まれます。

CONSTRUCTION PLAN　16※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



リーフパーティションの魅力は、何といっても特有の“いかにも”

感が払拭されること。デスクパネルにはオフィスのイメージを 

損なわない程度にグリーン＋αの色を少し加えると表情豊かに

なります。

オフィスにイミテーション・グリーンを取り入れる場合は、リーフ

パーティションや壁など既存のものから変えるとスムーズです。

インテリアとしての存在感があり、実用性も備わっているので

違和感なく馴染みます。

効率良くグリーンを置いて
“さり気なく”仕切る

実用性を兼ね備えた
グリーンで清潔感もプラス

※施工費は別途

05
C A S E

WORK SPACE

A

B

06
C A S E

WORK SPACE

A

B

A F T E R

B E F O R E

A

B

B

A F T E R

B E F O R E

参考価格（税抜） ￥698,000

LP-1200 リーフパーティション1200 5× ￥139,600/1p

参考価格（税抜） ￥162,880

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 32× ￥5,090/1p

参考価格（税抜） ￥204,000

BLF-01 ミックスリーフ 24× ￥6,400/1p

PU6040 ウレタンマット 24× ￥2,100/1p

参考価格（税抜） ￥418,800

LP-1200 リーフパーティション1200 3× ￥139,600/1p

A

▶42P

▶44P

▶43P

▶48P

▶48P

※写真はイメージ例です。

施工プランのご案内

※施工費は別途

17   CONSTRUCTION PLAN



シンプルで大胆なグリーンパネルの使い方の一例です。ミックス

リーフのみで構成されているので、インパクトはありますが比較

的落ち着いた印象に。異素材ならではのコントラストが目を引き

ます。

グリーンパネルをベースに、さまざまなリーフピックで立体感や

色を加えてアレンジ。無機質なものとグリーンの素材の対比は、

見る者に新鮮な印象を与える上、壁掛けなので空間の妨げには

なりません。

異素材との調和が映える
シンプルなアレンジ

立体感と色で遊んだ
新鮮さを吹き込むグリーン07

C A S E

MEETING 
ROOM

08
C A S E

MEETING 
ROOM

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

参考価格（税抜） ￥192,960   ※施工費は別途

LF-55 レックスベゴニア 6× ￥1,310/1p

HX-180011-R 水仙（赤） 4× ￥1,610/1p

LF-18 ヒポエステス 10× ￥1,040/1p

PU6040 ウレタンマット 16× ￥2,100/1p

BLF-01 ミックスリーフ  5× ￥6,400/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 6× ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 5× ￥5,090/1p

LF-05 タニワタリ（大） 6× ￥1,920/1p

LF-06 カラジウム（白） 5× ￥1,040/1p

LF-09 モンステラ（大） 8× ￥1,760/1p

LF-43 オリヅルラン 7× ￥2,190/1p

参考価格（税抜） ￥212,500   ※施工費は別途

BLF-01 ミックスリーフ 25× ￥6,400/1p

PU6040 ウレタンマット 25× ￥2,100/1p

▶42P

▶44P

▶60P

▶52P

▶56P

▶52P

▶56P

▶54P

▶42P

▶42P

▶43P

▶65P

▶44P

※写真はイメージ例です。

C O N S T R U C T I O N  P L A N

CONSTRUCTION PLAN　18



09
▲ COMMON SPACE

コーヒーと会話、そして緑の癒やし。リフレッ
シュしたい共有スペースには、動きのあるイミ
テーション・グリーンを配置。変化や遊び心を
無意識に感じられると、心身に程よい刺激が
得られ気分転換になります。

/ リフレッシュエリア
REFRESH AREA
CONSTRUCTION PLAN

19   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。

 / 共有スペース



10
▲

 REFRESH COUNTER

高い天井、間接照明がある環境は空間を広く
使った緑の配置がおすすめ。開放的な演出で
イミテーション・グリーンを配置する事で、自然
を感じられる空間になります。

CONSTRUCTION PLAN　20※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。

 / リフレッシュカウンター



11 / フードエリア
FOOD AREA
CONSTRUCTION PLAN

21   CONSTRUCTION PLAN ※白熱電球など高温になる電球の使用はお控えください。※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



12
ラウンジスペースはゆったりとくつろぎたいもの。視覚に緑があることでリラク
ゼーションになります。壁全面にイミテーション・グリーンを配置することでイン
テリアとしてポイントになる上、目的に応じたスペースの区切りが生まれます。

▲ LOUNGE ラウンジ  /  写真上

▲  CAFETER IA カフェテリア  /  写真左

料理の美味しさだけでなく居心地の良さもポイント。緑が大きくスペースを取っ
ても、イミテーション・グリーンであれば匂いや衛生面などを気にすることなく、
お手入れも簡単で便利です。

CONSTRUCTION PLAN　22※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



※施工費は別途

09
C A S E

COMMON 
SPACE

A

B

10
C A S E

REFRESH 
COUNTER

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

ポイント使いに最適なグリーンパネルをベースに、長短のリーフ

ピックをバランスよく配置。壁の色や雰囲気を損なわないよう、

あくまでもアクセントとして存在感はさり気なく。

雰囲気のあるアクセント

どこか木陰をイメージさせる、自然を感じる配置です。長さのあ

るリーフガーランドなどのグリーンの中に、オリヅルランなどの

リーフピックが加わることで華やかさを演出。吊るすという方法

は、目線が上にいくため、より広さを感じられる効果も。

グリーンで華やかさを
目線で広がる開放感

参考価格（税抜） ￥129,520

HX-180015 チランジア 7× ￥1,130/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト）  2× ￥5,090/1p

BLF-01 ミックスリーフ 2× ￥6,400/1p

LF-11 ユーカリ（小） 21× ￥980/1p

LF-15 斑入りカポック 21× ￥1,160/1p

HX-180016 ゼニグサ 14× ￥870/1p

PU6040 ウレタンマット 7× ￥2,100/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 3× ￥5,180/1p

HX-180011-Y 水仙(黄） 7× ￥1,610/1p

参考価格（税抜） ￥8,280

LF-46 ペペロミア（L） 2× ￥4,140/1p

参考価格（税抜） ￥50,420

LF-43 オリヅルラン 5×

VN-01 ツタ 6×

VN-03 アイビー 6×

HX-18001 コウモリラン 5×

￥2,190/1p

￥2,510/1p

￥2,510/1p

￥1,870/1p

A B

▶52P

▶52P

▶42P

▶42P

▶43P

▶65P

▶63P

▶57P

▶44P

▶56P

▶50P

▶50P

▶61P

▶62P

施 工 プ ラ ン の ご 案 内

※施工費は別途

※施工費は別途

23   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



※施工費は別途

※施工費は別途

11
C A S E

CAFETERIA

12
C A S E

LOUNGE

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

比較的サイズの大きい葉のリーフピックをふんだんに使いつ

つ、シックな色合いのサキュレントをあしらうなど、個性を感じさ

せる組み合わせ。落ち着きのあるアーバンなムードの空間には、

少し強さのあるアレンジがお似合いです。

カフェのイメージに合わせた、リーフピックとグリーンパネルを

織り交ぜた構成です。壁の一部のスペースに配置しているため

すっきりとした印象です。リーフピックは大小混ぜると、より賑や

かに。

思わず目を奪われる
個性的アレンジがマッチ

限られたスペースで
店舗イメージを表現

参考価格（税抜） ￥212,400

LF-05 タニワタリ（大） 13× ￥1,920/1p

LF-24 斑入りポトス 5× ￥2,110/1p

LF-60 ハーブ 3× ￥1,040/1p

BLF-01 ミックスリーフ 7× ￥6,400/1p

HX-18003 サツキ 11× ￥2,190/1p

PU6040 ウレタンマット 16× ￥2,100/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 2× ￥5,090/1p

LF-47 スイカペペロミア（L） 6× ￥4,140/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 7× ￥5,180/1p

参考価格（税抜） ￥1,024,240

YJ-18007 サキュレント（緑） 14× ￥2,340/1p

HX-18008 リュウノヒゲモ 70× ￥1,790/1p

BLF-01 ミックスリーフ 14× ￥6,400/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 14× ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 28× ￥5,090/1p

LF-09 モンステラ（大） 84× ￥1,760/1p

LF-34 マコヤナ（大） 56× ￥1,920/1p

LF-50 シンゴジウム 42× ￥1,760/1p

YJ-18006 サキュレント（赤） 49× ￥2,340/1p

▶60P

▶58P

▶62P

▶55P

▶42P

▶42P

▶43P

▶63P

▶44P

▶56P

▶60P

▶58P

▶42P

▶42P

▶43P

▶64P

▶74P

▶74P

▶44P PU6040 ウレタンマット 56× ￥2,100/1p

C O N S T R U C T I O N  P L A N

CONSTRUCTION PLAN　24※写真はイメージ例です。



13 CAFE RESTAURANT
CONSTRUCTION PLAN

25   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



14

15

窓から見える自然に繋がりを感じさせるグリーンガーランド。テーブルに並ぶ
フードやドリンクを邪魔することのないナチュラルな演出です。

▲ W INDOW-S IDE  SEAT 窓際席 /  写真上

▲  COUNTER カウンター  /  写真左

メインカウンターを挟む上下のスペースを、すべてイミテーション・グリーンで
覆いました。緑とライト、グラスやフードとの美しいコントラストが素敵です。

▲

 WALL -S IDE  SEAT 壁際席 /  写真下

壁に無造作に飾られたアートに合わせて、バランス良く配置。イミテーション・
グリーンにライトを直接当てないことで、店内で自然に溶け込みシックなムード
を演出しています。

CONSTRUCTION PLAN　26※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



※施工費は別途

※施工費は別途

※施工費は別途

13
C A S E

COUNTER

B

A

14
C A S E

WINDOW-SIDE 
SEAT

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

ウォールグリーン効果により親しみやすさがアップ。リーフピック

やリーフブッシュなどを数種類使い、カウンターの色彩が際立

つようにデザイン。

変化はドラマチックに

使用しているのは、親しみやすいアイビーのリーフガーランド 

一種類のみ。窓際カウンターはとことんシンプルを意識した 

デザイン。 

窓際席はシンプルなデザイン

参考価格（税抜） ￥748,480

HX-180016 ゼニグサ 30× ￥870/1p

HX-180017 コウモリラン 30× ￥2,900/1p

LF-12 ユーカリ（大） 45× ￥1,450/1p

HX-18009 シダレ 23× ￥1,340/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 15× ￥5,180/1p

BLF-01 ミックスリーフ  15× ￥6,400/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト）  15× ￥5,090/1p

PU6040 ウレタンマット 45× ￥2,100/1p

LF-52 タイム 30× ￥930/1p

LF-53 ミニリーフ 45× ￥1,200/1p

LF-54 ティーリーフ 30× ￥1,500/1p

YJ-18006 サキュレント（赤） 14× ￥2,340/1p

YJ-18007 サキュレント（緑） 15× ￥2,340/1p

参考価格（税抜） ￥5,020

VN-03 アイビー 2× ￥2,510/1p

参考価格（税抜） ￥5,020

VN-03 アイビー 2× ￥2,510/1p

A

B

▶52P

▶52P

▶57P

▶57P

▶74P

▶74P

▶57P

▶65P

▶63P

▶42P

▶42P

▶43P

▶44P

▶50P

▶50P

施 工 プ ラ ン の ご 案 内

27   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



※施工費は別途

15
C A S E

WALL-SIDE 
SEAT

A F T E R

B E F O R E

他のインテリアと共に、その場所の空気感を表現。ここでは、額

に入ったアートを減らし、代わりにグリーンパネルを置きました。

そこに、落ち着いた色味のあるリーフピックでラグジュアリーな

演出をしています。 

シルエットを活かした
インテリアとしての見せ方

参考価格（税抜） ￥81,450

LF-21 ペペロミア（中） 10×

LF-56 フィットニア  10×

BLF-01 ミックスリーフ  2×

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 2×

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 1×

￥2,110/1p

￥1,330/1p

￥6,400/1p

￥5,180/1p

￥5,090/1p

▶57P

▶54P

▶42P

▶42P

▶43P

▶44P

▶44P

PU6040 ウレタンマット 5× ￥2,100/1p

NET6040 鉄網 5× ￥1,660/1p

C O N S T R U C T I O N  P L A N

CONSTRUCTION PLAN　28※写真はイメージ例です。



/ 学 校
SCHOOL
CONSTRUCTION PLAN

29   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



16

17
CONSTRUCTION PLAN　30

スタイリッシュな空間に、イミテーション・グリーンで動きのあるアクセントを添
えることで温もりをプラス。目線より下に置くことで、空間のイメージも損ない
ません。

▲ INFORMAT ION インフォメーション  /  写真上

▲

 ELEVATOR HALL エレベーターホール  /  写真下

人が行きかう整然としたエレベーターホールは、天井の高さまでデザインした
イミテーション・グリーンでインパクトを感じさせています。

※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。

撮影協力：芝浦工業大学



18
▲ LECTURE ROOM

イミテーション・グリーンでも自然が持つリラク
ゼーションの力を感じずにはいられない…。無
彩色で囲まれた空間は、集中するにはベストで
すが、そこに緑が加わることで気持ちにゆとり
が生まれ、より充実した時間が送れます。

 / 講義室

31   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。※チェア･テーブルは参考商品です。



19
▲

 CORRIDOR

やわらかく空間を仕切る植栽型のパーティ
ションです。グリーンがあることで目に優しい
豊かな空間になります。
デザイン：芝浦工業大学橋田研究室

 / 廊下

CONSTRUCTION PLAN　32※写真はイメージ例です。



16
C A S E

INFORMATION

17
C A S E

ELEVATOR 
HALL

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

参考価格（税抜） ￥12,420

LF-48  アイビー（黄色） 3× ￥4,140/1p

構内のメインスペースという重要なイメージを妨げないシンプル

なアレンジ。カウンターを隠しながら、立体感と動きのあるアクセ

ントとして機能しています。少し黄色がかったアイビーで柔らかな

印象に。

冷たさを感じるモノトーンの空間に、グリーンパネル、リーフピック

などの赤やピンクなどを全体的に取り入れ、生き生きとした雰

囲気を演出。温かみを感じるよう配慮しています。 

目隠しとインテリア
2つの要素をクリア

高さと色を活かした演出で
モノトーンに温もりを

参考価格（税抜） ￥955,560

HX-180010-G 水草（緑） 60× ￥1,000/1p

HX-180011-R 水仙（赤） 18× ￥1,610/1p

BLF-01 ミックスリーフ  24× ￥6,400/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 24× ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 24× ￥5,090/1p

PU6040 ウレタンマット 72× ￥2,100/1p

LF-21 ペペロミア（中） 48× ￥2,110/1p

LF-55 レックスベゴニア 42× ￥1,310/1p

LF-56 フィットニア 60× ￥1,330/1p

LF-58 アナナス 48× ￥1,650/1p

▶57P

▶54P

▶54P

▶60P

▶42P

▶42P

▶43P

▶63P

▶65P

▶44P

▶62P

施 工 プ ラ ン の ご 案 内

※施工費は別途

※施工費は別途

33   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



※施工費は別途

※使用例は31Pをご参照ください。

18
C A S E

LECTURE 
ROOM

19
C A S E

CORRIDOR

A F T E R

B E F O R E

A F T E R

B E F O R E

シャープなイメージに馴染むシルバーカラーのたいまつパーティ

ションを使うことで、イミテーション・グリーンとの異素材のミッ

クスが際立つアレンジ。多くの人々が行き交う場所だからこそ、

イミテーション・グリーンは主張し過ぎないようまとめています。

柱は長さのあるリーフブッシュがメイン。使用するイミテーション・

グリーンの種類を厳選することでシンプルかつ統一感のある印

象に仕上げています。また講義中でも、緑が視界に入るたいまつ

パーティションを採用しています。

シャープ＆フレッシュ
行き交う人々が和む名脇役

見渡せば、視界には
常に緑がある空間

参考価格（税抜） ￥742,860

EA10778 水草（アナカリス） 36× ￥4,010/1p

×HX-180010-G 水草（緑） 27 ￥1,000/1p

×HX-180012 チランジア 45 ￥1,770/1p

HX-18001 コウモリラン 27× ￥1,870/1p

YJ-18010 シダ 72× ￥4,030/1p

PU6040 ウレタンマット 72× ￥2,100/1p

A

B

▶64P

▶61P

▶63P

▶64P

▶65P

▶44P

参考価格（税抜） ￥581,400

THP-1300 たいまつパーティション1300 6× ￥96,900/1p▶48P

参考価格（税抜） ￥531,500

THP-1500 たいまつパーティション1500 5× ￥106,300/1p▶48P

A

B

C O N S T R U C T I O N  P L A N

CONSTRUCTION PLAN　34※写真はイメージ例です。



20 NURSING HOME
CONSTRUCTION PLAN

35   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



21

CONSTRUCTION PLAN　36

壁にグリーンパネル、デスク横に観葉植物でアレンジすることでニュアンスの
違いを楽しめます。“どこを見ても自然がある”そんな癒し空間に。

▲ PR IVATE ROOM 個室  /  写真上

▲  PR IVATE ROOM 個室  /  写真左

座っていても、寝ていても身近に緑に触れられることは、リラックス効果があり
ます。イミテーション・グリーンはメンテナンス不要なので、入居者の方に手間
をかける心配もありません。

※写真はイメージ例です。



22
▲ D IN ING HALL

窓から見える景色から視線をそらすと、シンプ
ルな壁にも自然が。色とボリュームで変化を持
たせたイミテーション・グリーンが、部屋全体を
フレッシュに演出。憩いのテーブルには、爽や
かな色彩の“華”を添えてコミュニケーションを
後押しします。

 / ダイニングホール

37   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



23
▲

 CORRIDOR

施設では外（自然）に触れる機会が減ってしま
うため、至るところで自然を意識できるよう配
慮したデザインです。廊下には、目線の高さに 
イミテーション・グリーンを設置する事で常に
癒しを感じられます。

 / 廊下

CONSTRUCTION PLAN　38※写真はイメージ例です。



20
C A S E

PRIVATE 
ROOM

A

B

21
C A S E

PRIVATE 
ROOM

A

B

C

A F T E R

B E F O R E

A

B

C

A

B

A F T E R

B E F O R E

癒しを感じられる日常を

多様なイミテーション・
グリーンで安らぎを

参考価格（税抜） ￥92,200

WD-06 ゴムの木 1× ￥54,900/1p

4023 POT-4023 1× ￥37,300/1p

参考価格（税抜） ￥56,300

WD-13 ドラセナ 1× ￥34,900/1p

4003 POT-4003 1× ￥21,400/1p

参考価格（税抜） ￥7,700　※施工費は別途

VN-02 ペペロミアミックス 2× ￥2,510/1p

HX-18009 シダレ 2× ￥1,340/1p

参考価格（税抜） ￥60,060　※施工費は別途

LF-18 ヒポエステス 3× ￥1,040/1p

LF-07 カラジウム（赤） 5× ￥1,040/1p

LF-15 斑入りカポック 5× ￥1,160/1p

BLF-01 ミックスリーフ 2× ￥6,400/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 2× ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 2× ￥5,090/1p

PU6040 ウレタンマット 6× ￥2,100/1p

動線や作業の妨げにならないスペースを、癒しの空間として有効

利用した一例。窓には観葉植物、壁はグリーンパネルに小ぶりな

リーフピックを数種類合わせ、立体感とすっきりとしたシルエット

を両立させています。

眺めることによって安らぎや開放感を感じられるよう、多様なイミ

テーション・グリーンを配置。イミテーション・グリーンは部屋の中

に溶け込むよう意識して配置しています。

参考価格（税抜） ￥100,320　※施工費は別途

LF-06 カラジウム（白） 12× ￥1,040/1p

LF-08 モンステラ（小） 12× ￥1,150/1p

LF-13 ユーカリ（5本1セット）赤  12× ￥980/1p

LF-25 わらび 12× ￥1,310/1p

BLF-05 G ボックスウッド 6× ￥3,580/1p

PU6040 ウレタンマット 6× ￥2,100/1p

LF-02 スイカペペロミア（小） 12× ￥1,040/1p▶52P

▶52P

▶54P

▶52P

▶53P

▶44P

▶44P

▶52P

▶52P

▶52P

▶42P

▶42P

▶43P

▶44P

▶50P

▶63P

▶70P

▶76P

▶69P

▶76P

施 工 プ ラ ン の ご 案 内

39   CONSTRUCTION PLAN ※写真はイメージ例です。



22
C A S E

DINING HALL

A

B

23
C A S E

CORRIDOR

A F T E R

B E F O R E

A

A F T E R

B E F O R E

B

人々の心に寄り添う名脇役の
イミテーション・グリーン

自然が身近にある暮らしを
共用スペースでも実感

参考価格（税抜） ￥25,020　※施工費は別途

LF-01 ゼラニウム 8× ￥2,110/1p

LF-37 ツデー・シダ （小） 2× ￥4,070/1p

参考価格（税抜） ￥79,150　※施工費は別途

LF-18 ヒポエステス 6×

LF-25 わらび 7×

MOS-03 モスマット（フラット）土付き 1×

BLF-01 ミックスリーフ 4×

YJ-18006 サキュレント（赤） 6×

￥1,040/1p

￥1,310/1p

￥15,700/1p

￥6,400/1p

￥2,340/1p

参考価格（税抜） ￥12,220　※施工費は別途

HX-180011-G 水仙（緑） 2×

HX-180011-Y 水仙（黄） 3×

LF-49-G 柳条（グリーン） 3×

￥1,610/1p

￥1,610/1p

￥1,390/1p

選んだのは2種類のリーフピックですが、グリーンパネルを敷かな

い分、動きとゆとりのあるデザインに仕上がっています。特に廊下

はリハビリの場でもあるため、イミテーション・グリーンはあくま

でも控えめに。

ボリュームのあるグリーンパネルと和モダンなモスマットに、

リーフピックとサキュレントの赤でほんの少しアクセントをつけ

たウォールグリーン。テーブル同様、自然モチーフのインテリア

が加わるとムードが劇的に和らぎます。 

▶52P

▶53P

▶46P

▶42P

▶74P

▶44P

▶65P

▶65P

▶63P

▶58P

▶56P

PU6040 ウレタンマット 4× ￥2,100/1p

C O N S T R U C T I O N  P L A N

※使用例は38Pを
　ご参照ください。

CONSTRUCTION PLAN　40※写真はイメージ例です。



41　GREEN PANEL ※写真はイメージ例です。

GREEN 
PANEL

ウォールグリーンなど壁面のアレンジなら、グリーンパネルをセレクト。

飾るだけで存在感のあるインテリアが実現するので

単品ではもちろん、リーフピックなどと組み合わせて簡単にデザインできます。

壁面に手軽に、センス良く変える1枚のグリーン



GREEN PANEL　42

品番 BLF-01
ミックスリーフ ￥6,400（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H10㎝
素 材 : PE

（7010064）　4942646500000

品番 BLF-02 LG
プミラ（ライトグリーン） ￥5,180（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H7㎝
素 材 : PE

（7010065）　4942646500017

異なる質感のリーフでボリューム感のある
グリーンパネルです。

MIX LEAF

立体感のあるグリーンパネル。シーンを選ばない
スタンダードなデザインなのでどんな場所でも使用できます。

PUMILA

BLF-02BLF-02



43　GREEN PANEL

品番 BLF-03 WH
プミラ（ホワイト） ￥5,090（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H7㎝
素 材 : PE

（7010066）　4942646500024

品番 BLF-04 DG
ハートリーフ（ダークグリーン） ￥3,020（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H3㎝
素 材 : PE　

（7010067）　4942646500031

BLF-03

白一色ではなく緑とのミックスなので
緑以外の色味がほしい時に便利です。

PUMILA

ハート型の細かいリーフが特徴の
スタンダードなデザインのグリーンパネルです。

HEART LEAF



GREEN PANEL　44

品番 BLF-05 G
ボックスウッド ￥3,580（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H3㎝
素 材 : PE　

（7010068）　4942646500048

品番 PU6040
ウレタンマット ￥2,100（税抜）
サイズ : W60㎝×D40㎝×H5㎝
素 材 : EVA　

（7010073）　4942646500116

品番 NET6040
鉄網 ￥1,660（税抜）
サイズ : W56㎝×D37㎝×H0.25㎝
素 材 : スチール　※ワイヤー付

（7010074）　4942646500123

小さなリーフが特徴のグリーンパネルです。BOXWOOD

グリーンパネルやリーフピックを組み合わせて
装飾デザインをする時の土台に使用するウレタンマット。
5㎝と厚みのあるウレタンマットなので
グリーンパネルの固定がしやすい仕様です。

URETHANE MAT

ウレタンマットを壁に固定する時に使用するネット。

STEEL NET

商品の施工については81Pをご参照ください。



観葉植物には出せない独特の雰囲気に、不思議と惹かれる「苔
コケ

」のイミテーションは

どれもユニークさが感じられ、インパクト十分。

和モダンな雰囲気は、共有スペースをはじめさまざまな場所で使えます。

独特の存在感を放つ個性派モスグリーン

IMITATION GREEN
MOSS MAT

45   IMITATION GREEN MOSS MAT ※写真はイメージ例です。



壁や床に貼り付ける事で簡単に苔の空間を表現できます。

フラットタイプの土付きモスマット。
フラットで自然な苔の感じを表現できます。

リアルな土付きモスマット。苔と土の凸凹感を再現しているので
よりリアルな空間を表現できます。

凸凹感がありボリュームのあるデザインを表現できます。

FLAT

FLAT WITH SOIL

WITH SOIL

UNEVEN

品番 MOS-01
モスマット（フラット） ￥14,600（税抜）
サイズ : W200㎝×D100㎝×H2㎝
素 材 : PE・ウレタン　

（7010069）　4942646500062

品番 MOS-02
モスマット（土付き） ￥25,200（税抜）
サイズ : W200㎝×D100㎝×H5㎝
素 材 : PE・ウレタン　

（7010070）　4942646500079

品番 MOS-03
モスマット（フラット）土付き ￥15,700（税抜）
サイズ : W200㎝×D100㎝×H2㎝
素 材 : PE・ウレタン　

（7010071）　4942646500086

品番 MOS-04
モスマット（デコボコ） ￥36,600（税抜）
サイズ : W210㎝×D110㎝×H4.5㎝
  　　　※余白5㎝
素 材 : PE・ウレタン　

（7010072）　4942646500093

IMITATION GREEN MOSS MAT　46



グリーンインテリアを、センス良く取り入れる第一歩としておすすめしたいのが

グリーンパーティションです。

従来の間仕切りや目隠しと同じ役割を果たすので、イメージチェンジも容易。

実用性に優れたグリーンパーティション

IMITATION GREEN
PARTITION

47   IMITATION GREEN PARTITION ※写真はイメージ例です。



品番 LP-1200
リーフパーティション1200 ￥139,600（税抜）
サイズ : W120㎝×D20㎝×H120㎝
素 材 : PE・スチール

（7010075）　4942646501366

品番 LP-1500
リーフパーティション1500 ￥163,700（税抜）
サイズ : W150㎝×D20㎝×H120㎝
素 材 : PE・スチール

（7010076）　4942646501373

ハートリーフ状のパーティション。オフィスやカフェ・理美容院などの仕切りとして使う事で
緑ある空間を演出できます。空間に合わせてW120㎝・150㎝をお選びください。LEAF PARTITION

品番 THP-1500
たいまつパーティション1500 ￥106,300（税抜）
サイズ : W42㎝×D43㎝×H150㎝
素 材 : グリーン部分/PE、リング部分/PP、脚部/スチール、
　　　  上キャップ/PP、下キャップ/ABS　

（7010133）　4942646501397

品番 THP-1300
たいまつパーティション1300 ￥96,900（税抜）
サイズ : W32㎝×D32㎝×H130㎝
素 材 : グリーン部分/PE、リング部分/PP、脚部/スチール、
　　　  上キャップ/PP、下キャップ/ABS　

（7010132）　4942646501380

さりげなく緑が入り柔らかい空間になります。
シンプルなデザインなのでどんな場所にも使えて便利です。

TAIMATSU PARTITION

組立式 組立式

組立式

組立式

50㎝ 50㎝

THP-1500 THP-1300

IMITATION GREEN PARTITION　48



リーフガーランドの魅力は、200㎝の長さ。

吊るす、置く、折り曲げる、巻くなど

どんな場所でも常に理想の形に収まります。

この自由度の高さはどのイメージにもフィットするはず。

場所を選ばない自由度の高さが魅力

ARTIFICIAL
LEAF GARLAND

49   ARTIFICIAL LEAF GARLAND ※写真はイメージ例です。



品番 VN-01
ツタ ￥2,510（税抜）
サイズ : L200㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010061）　4942646500758

品番 VN-02
ペペロミアミックス ￥2,510（税抜）
サイズ : L200㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010062）　4942646500765

品番 VN-03
アイビー ￥2,510（税抜）
サイズ : L200㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010063）　4942646500772

長いツタ状のリーフ。
大きさの異なるリーフでボリューム感
のある演出に適しています。

ペペロミア調のガーランドシリーズ。
大小のリーフが特徴で繊細なシーンに
適します。

人気のアイビーガーランド。
緑のリーフにホワイトのアクセントが
入っているので明るくなります。

TSUTA IVYPEPEROMIA MIX

ARTIFICIAL LEAF GARLAND　50このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。



51　ARTIFICIAL LEAF PICK

個性とデザイン性に優れたリーフピック。

豊富なデザインや種類があるので

オリジナルデザインを作る時に役立ちます。

センスアップの主役・リーフピック

￥26,630参考価格（税抜）

品番 LF-13 ユーカリ（5本1セット）赤 ×１

品番 LF-14 ユーカリ（5本1セット）緑 ×１

品番 LF-06 カラジウム（白） ×２

品番 LF-15 斑入りカポック ×１

品番 LF-35 アスパラメリー ×１

品番 LF-53 ミニリーフ ×３

品番 PU6040 ウレタンマット ×１

品番 NET6040 鉄網 ×１

品番 LF-52 タイム ×３

品番 BLF-04 DG ハートリーフ（ダークグリーン） ×１

品番 LF-11 ユーカリ（小） ×１

品番 LF-02 スイカペペロミア（小） ×２

品番 LF-07 カラジウム（赤） ×３

品番 LF-18 ヒポエステス ×１

USE MATERIAL
使用素材

ARTIFICIAL
LEAF PICK

※写真はイメージ例です。

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶52P

▶43P

▶44P

▶44P



ARTIFICIAL LEAF PICK　52

品番 LF-52
タイム ￥930（税抜）
サイズ : L32㎝、葉長15㎝
素 材 : PE　

（7010052）　4942646500659

THYME

品番 LF-11
ユーカリ（小） ￥980（税抜）
サイズ : L30㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010011）　4942646500246

EUCALYPTUS

品番 LF-02
スイカペペロミア（小） ￥1,040（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径5〜8㎝
素 材 : PE　

（7010002）　4942646500154

PEPEROMIA

品番 LF-07
カラジウム（赤） ￥1,040（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径7㎝
素 材 : PE　

（7010007）　4942646500208

CALADIUM

EUCALYPTUS

MINI LEAF

KAPOK

EUCALYPTUS

ASPARAGUS MYERS

CALADIUM

品番 LF-18
ヒポエステス ￥1,040（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径7〜9㎝
素 材 : PE　

（7010018）　4942646500314

HYPOESTES

品番 LF-13
ユーカリ（5本1セット）赤 ￥980（税抜）
サイズ : L25㎝、葉長10㎝
素 材 : PE　

（7010013）　4942646500260

品番 LF-14
ユーカリ（5本1セット）緑 ￥980（税抜）
サイズ : L25㎝、葉長10㎝
素 材 : PE　

（7010014）　4942646500277

品番 LF-06
カラジウム（白） ￥1,040（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径7㎝
素 材 : PE　

（7010006）　4942646500192

品番 LF-15
斑入りカポック ￥1,160（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径6㎝
素 材 : PE　

（7010015）　4942646500284

品番 LF-35
アスパラメリー ￥1,040（税抜）
サイズ : L35㎝、葉長25㎝
素 材 : PE　

（7010035）　4942646500482

品番 LF-53
ミニリーフ ￥1,200（税抜）
サイズ : L30㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010053）　4942646500666



53　ARTIFICIAL LEAF PICK

40㎝

60㎝

HIBA WARABI MIZUKUSA

ADIANTUM

￥23,700参考価格（税抜）

品番 LF-57 水草 ×４

品番 LF-59 下草（赤） ×５

品番 LF-31 アジアンタム ×１

品番 BLF-03 WH プミラ（ホワイト） ×１

品番 PU6040 ウレタンマット ×１

品番 LF-44 ヒバ・松 ×１

品番 LF-25 わらび ×１

品番 LF-41 水草（ウィロー 小） ×１

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-25
わらび ￥1,310（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010025）　4942646500383

品番 LF-59
下草（赤） ￥1,110（税抜）
サイズ : L45㎝、
 穂17㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010059）　4942646500727

品番 LF-57
水草 ￥1,110（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010057）　4942646500703

品番 LF-31
アジアンタム ￥1,310（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長35㎝
素 材 : PE　

（7010031）　4942646500444

品番 LF-44
ヒバ・松 ￥1,150（税抜）
サイズ : L40㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010044）　4942646500574

品番 LF-41
水草（ウィロー 小） ￥1,090（税抜）
サイズ : L50㎝、葉長35㎝
素 材 : PE　

（7010041）　4942646500543

MIZUKUSA

SHITAKUSA

品番 LF-42
水草（ウィロー 大） ￥1,700（税抜）
サイズ : L100㎝、葉長80㎝
素 材 : PE　

（7010042）　4942646500550

▶53P

▶53P

▶53P

▶53P

▶53P

▶53P

▶43P

▶44P

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×１



ARTIFICIAL LEAF PICK　54

40㎝

60㎝

CROTON

CROTON

MONSTERA REX BEGONIA

FITTONIAPEPEROMIA

￥29,670参考価格（税抜）

品番 LF-55

品番 LF-56

品番 LF-10

品番 BLF-05 G

品番 PU6040

品番 LF-26

品番 LF-08

品番 LF-19

レックスベゴニア

フィットニア 

クロトン（大）

ボックスウッド

ウレタンマット

クロトン（小）

モンステラ（小）

ペペロミア

×５

×４

×４

×１

×１

×１

×３

×１

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-26
クロトン（小） ￥1,040（税抜）
サイズ : L25㎝、葉径7㎝
素 材 : PE　

（7010026）　4942646500390

品番 LF-10
クロトン（大） ￥1,150（税抜）
サイズ : L35㎝、葉径10〜15㎝
素 材 : PE　

（7010010）　4942646500239

品番 LF-55
レックスベゴニア ￥1,310（税抜）
サイズ : L35㎝、葉径10㎝
素 材 : PE　

（7010055）　4942646500680

品番 LF-56
フィットニア ￥1,330（税抜）
サイズ : L40㎝、葉径10㎝
素 材 : PP　

（7010056）　4942646500697

品番 LF-19
ペペロミア ￥1,370（税抜）
サイズ : L38㎝、葉径4〜10㎝
素 材 : PE　

（7010019）　4942646500321

品番 LF-08
モンステラ（小） ￥1,150（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径13㎝
素 材 : PP　

（7010008）　4942646500215

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×１

▶54P

▶54P

▶54P

▶54P

▶54P

▶54P

▶44P

▶44P



55　ARTIFICIAL LEAF PICK

40㎝

60㎝

HUCHI SOU HUCHI SOU HUCHI SOU

SHIDAHERBMIZUKUSA

￥23,530参考価格（税抜）

品番 LF-40

品番 LF-60

品番 LF-28

品番 BLF-02 LG

品番 PU6040

品番 LF-36

品番 LF-27

品番 LF-29

水草（紫）

ハーブ

フーチ草（赤）

プミラ（ライトグリーン）

ウレタンマット

シダ 

フーチ草

フーチ草（黄色）

×１

×４

×１

×１

×１

×４

×１

×１

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-40
水草（紫） ￥1,150（税抜）
サイズ : L35㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010040）　4942646500536

品番 LF-36
シダ ￥1,420（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長35㎝
素 材 : PE　

（7010036）　4942646500499

品番 LF-60
ハーブ ￥1,040（税抜）
サイズ : L40㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010060）　4942646500734

品番 LF-28
フーチ草（赤） ￥1,200（税抜）
サイズ : L35㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010028）　4942646500413

品番 LF-29
フーチ草（黄色） ￥1,200（税抜）
サイズ : L35㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010029）　4942646500420

品番 LF-27
フーチ草 ￥1,200（税抜）
サイズ : L35㎝、葉長20㎝
素 材 : PE　

（7010027）　4942646500406

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×１

▶55P

▶55P

▶55P

▶55P

▶55P

▶55P

▶42P

▶44P



ARTIFICIAL LEAF PICK　56

60㎝

80㎝

TRADESCANTIA POTHOS MAKOYANA

ORIZURURANMONSTERA TEDDY SHIDA

￥48,520参考価格（税抜）

品番 LF-43

品番 LF-51

品番 LF-23

品番 BLF-05 G

品番 PU6040

品番 LF-37

品番 LF-09

品番 LF-32

オリヅルラン 

トラディスカンチア

ポトス

ボックスウッド

ウレタンマット

ツデー・シダ（小） 

モンステラ（大）

マコヤナ（小）

×２

×４

×３

×２

×２

×３

×３

×２

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-51
トラディスカンチア ￥1,090（税抜）
サイズ : L30㎝、葉径15㎝
素 材 : PP　

（7010051）　4942646500642

品番 LF-09
モンステラ（大） ￥1,760（税抜）
サイズ : L45㎝、葉径15㎝
素 材 : PP　

（7010009）　4942646500222

品番 LF-32
マコヤナ（小） ￥1,750（税抜）
サイズ : L40㎝、葉径20㎝
素 材 : PE　

（7010032）　4942646500451

品番 LF-37
ツデー・シダ（小） ￥4,070（税抜）
サイズ : L50㎝、葉長40㎝
素 材 : PE　

（7010037）　4942646500505

品番 LF-43
オリヅルラン ￥2,190（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長50㎝
素 材 : PP　

（7010043）　4942646500567

品番 LF-23
ポトス ￥1,370（税抜）
サイズ : L40㎝、葉径7〜10㎝
素 材 : PE　

（7010023）　4942646500369

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×2

▶56P

▶56P

▶56P

▶56P

▶56P

▶56P

▶44P

▶44P



57　ARTIFICIAL LEAF PICK

60㎝

TI LEAF

ZENIGUSA

PEPEROMIA PEPEROMIA

PEPEROMIA EUCALYPTUS

￥42,730参考価格（税抜）

品番 LF-54

品番 HX-180016

品番 LF-12

品番 BLF-01

品番 PU6040

品番 LF-21

品番 LF-03

品番 LF-20

ティーリーフ

ゼニグサ

ユーカリ（大）

ミックスリーフ

ウレタンマット

ペペロミア（中）

スイカペペロミア（大）

ペペロミア（小）

×１

×１１

×２

×２

×２

×１

×１

×２

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-03
スイカペペロミア（大） ￥2,110（税抜）
サイズ : L48㎝、葉径5〜8㎝
素 材 : PE　

（7010003）　4942646500161

品番 LF-54
ティーリーフ ￥1,500（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010054）　4942646500673

品番 LF-21
ペペロミア（中） ￥2,110（税抜）
サイズ : L48㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010021）　4942646500345

品番 HX-180016
ゼニグサ ￥870（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径2㎝
素 材 : PE　

（7010122）　4942646501267

品番 LF-12
ユーカリ（大） ￥1,450（税抜）
サイズ : L60㎝、葉径1〜5㎝
素 材 : PE　

（7010012）　4942646500253

品番 LF-20
ペペロミア（小） ￥2,110（税抜）
サイズ : L46㎝、葉径7〜10㎝
素 材 : PP　

（7010020）　4942646500338

▶44P

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×2

80㎝

▶57P

▶57P

▶57P

▶57P

▶57P

▶57P

▶42P



ARTIFICIAL LEAF PICK　58

60㎝

80㎝

DIEFFENBACHIA GERANIUM POTHOS

SYNGONIUMMAKOYANA

￥31,240参考価格（税抜）

品番 LF-50

品番 BLF-05 G

品番 PU6040

品番 LF-16

品番 LF-33

品番 LF-01

品番 LF-24

シンゴジウム

ボックスウッド

ウレタンマット

ディッフェンバキア

マコヤナ（中）

ゼラニウム

斑入りポトス

×２

×２

×２

×１

×１

×２

×２

USE MATERIAL
使用素材

品番 LF-01
ゼラニウム ￥2,110（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径5〜8㎝
素 材 : PE　

（7010001）　4942646500147

品番 LF-24
斑入りポトス ￥2,110（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径7〜9㎝
素 材 : PE　

（7010024）　4942646500376

品番 LF-16
ディッフェンバキア ￥2,290（税抜）
サイズ : L45㎝、葉径15㎝
素 材 : PP　

（7010016）　4942646500291

品番 LF-33
マコヤナ（中） ￥2,310（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径14〜20㎝
素 材 : PE　

（7010033）　4942646500468

品番 LF-50
シンゴジウム ￥1,760（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径15㎝
素 材 : PE　

（7010050）　4942646500635

▶44P 品番 NET6040 鉄網 ×2

▶58P

▶58P

▶58P

▶58P

▶58P

▶44P

▶44P



59　ARTIFICIAL LEAF BUSH ※写真はイメージ例です。

￥65,500参考価格（税抜）

品番 LF-39

品番 LF-58

品番 LF-05

品番 BLF-04 DG

品番 LF-38

品番 LF-04

品番 LF-34

ツデー・シダ（大）

アナナス 

タニワタリ（大）

ハートリーフ（ダークグリーン）

ツデー・シダ（中）

タニワタリ（小）

マコヤナ（大）

×２

×３

×５

×４

×４

×１

×３

USE MATERIAL
使用素材

リーフピックよりも一周り大きいリーフなので

ハンギングしてデザインしたり

1本でも存在感の有るリーフです。

大きいサイズのリーフブッシュ

ARTIFICIAL
LEAF BUSH

▶60P

▶60P

▶60P

▶60P

▶60P

▶60P

▶43P

▶44P 品番 PU6040 ウレタンマット ×４



ARTIFICIAL LEAF BUSH　60

品番 LF-58
アナナス ￥1,650（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長50㎝
素 材 : PE　

（7010058）　4942646500710

ANANAS

品番 LF-34
マコヤナ（大） ￥1,920（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長50㎝
素 材 : PE　

（7010034）　4942646500475

MAKOYANA

品番 LF-05
タニワタリ（大） ￥1,920（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長30〜50㎝
素 材 : PE　

（7010005）　4942646500185

TANIWATARI

品番 LF-04
タニワタリ（小） ￥2,410（税抜）
サイズ : L50㎝、葉長30㎝
素 材 : PE　

（7010004）　4942646500178

TANIWATARI

品番 LF-38
ツデー・シダ（中） ￥2,650（税抜）
サイズ : L74㎝、葉長80㎝
素 材 : PE　

（7010038）　4942646500512

TEDDY SHIDA TEDDY SHIDA

品番 LF-39
ツデー・シダ（大） ￥5,850（税抜）
サイズ : L100㎝、葉長80㎝
素 材 : PP　

（7010039）　4942646500529



61　ARTIFICIAL LEAF BUSH ※写真はイメージ例です。

KOUMORIRAN

MIZUKUSA

品番 HX-18001
コウモリラン ￥1,870（税抜）
サイズ : L100㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010108）　4942646501120

品番 EA10357
水草（バリスネリア） ￥2,770（税抜）
サイズ : L142㎝、葉長120㎝
素 材 : PE　

（7010103）　4942646501076

このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。

￥52,570参考価格（税抜）

USE MATERIAL
使用素材

品番 EA10357

品番 HX-18001

品番 LF-46

品番 BLF-02 LG

品番 LF-48

品番 LF-45

品番 LF-47

水草（バリスネリア）

コウモリラン

ペペロミア（L）

プミラ（ライトグリーン）

アイビー（黄色）

アイビー（L）

スイカペペロミア（L）

×２

×３

×１

×４

×１

×１

×２

▶62P

▶42P

▶62P

▶62P

▶62P

▶61P

▶61P



ARTIFICIAL LEAF BUSH　62

IVY

IVY

PEPEROMIA

PEPEROMIA

品番 LF-46
ペペロミア（L） ￥4,140（税抜）
サイズ : L100㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010046）　4942646500598

品番 LF-45
アイビー（L） ￥4,140（税抜）
サイズ : L100㎝、葉径5〜10㎝
素 材 : PE　

（7010045）　4942646500581

品番 LF-48
アイビー（黄色） ￥4,140（税抜）
サイズ : L100㎝、葉径6〜10㎝
素 材 : PE　

（7010048）　4942646500611

品番 LF-47
スイカペペロミア（L） ￥4,140（税抜）
サイズ : L100㎝、葉径7㎝
素 材 : PE　

（7010047）　4942646500604

このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。



63　ARTIFICIAL LEAF BUSH

品番 HX-18003
サツキ ￥2,190（税抜）
サイズ : L70㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010110）　4942646501144

品番 HX-18009
シダレ ￥1,340（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010113）　4942646501175

品番 HX-180010-G
水草（緑） ￥1,000（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長35㎝
素 材 : PE　

（7010114）　4942646501182

品番 HX-180010-Y
水草（黄緑） ￥1,000（税抜）
サイズ : L45㎝、葉長35㎝
素 材 : PE　

（7010115）　4942646501199

品番 HX-180015
チランジア ￥1,130（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長70㎝
素 材 : PE　

（7010121）　4942646501250

SATSUKI SHIDARE TIRUNDIA

MIZUKUSA MIZUKUSA

YANAGI

品番 LF-49-G
柳条（グリーン） ￥1,390（税抜）
サイズ : L130㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010049）　4942646500628

品番 LF-49-LB
柳条（ライトブラウン） ￥1,390（税抜）
サイズ : L130㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010134）　4942646501403

品番 LF-49-DP
柳条（ダークパープル） ￥1,390（税抜）
サイズ : L130㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010135）　4942646501410

LF-49-G LF-49-LB LF-49-DP

このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。



ARTIFICIAL LEAF BUSH　64

品番 EA9662
水草（バリスネリア） ￥2,760（税抜）
サイズ : L125㎝、葉長105㎝
素 材 : PE　

（7010102）　4942646501069

品番 HX-18002
水草 ￥1,990（税抜）
サイズ : L110㎝、葉長100㎝
素 材 : PE　

（7010109）　4942646501137

品番 HX-18006
リュウノヒゲモ（紅） ￥1,790（税抜）
サイズ : L95㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010111）　4942646501151

品番 HX-18008
リュウノヒゲモ ￥1,790（税抜）
サイズ : L95㎝、葉長90㎝
素 材 : PE　

（7010112）　4942646501168

RYUNOHIGEMO

RYUNOHIGEMO

品番 HX-180012
チランジア ￥1,770（税抜）
サイズ : L125㎝、葉長110㎝
素 材 : PE　

（7010119）　4942646501236

TIRUNDIA

MIZUKUSA MIZUKUSA

MIZUKUSA

品番 EA10778
水草（アナカリス） ￥4,010（税抜）
サイズ : L157㎝、葉長115㎝
素 材 : PE　

（7010101）　4942646501052

このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。



65　ARTIFICIAL LEAF BUSH

品番 YJ-18010
シダ ￥4,030（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長40〜50㎝
素 材 : PE　

（7010131）　4942646501359

品番 HX-180011-G
水仙（緑） ￥1,610（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010116）　4942646501205

品番 HX-180011-Y
水仙（黄） ￥1,610（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010117）　4942646501212

品番 HX-180011-R
水仙（赤） ￥1,610（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010118）　4942646501229

品番 HX-180017
コウモリラン ￥2,900（税抜）
サイズ : L70㎝、葉長60㎝
素 材 : PE　

（7010123）　4942646501274

SHIDA

SUISEN SUISEN SUISEN

KOUMORIRAN

このマークの付いた商品は、ステム部分を曲げてご使用になれます。



ARTIFICIAL LEAF BUSH　66※写真はイメージ例です。

※カゴは販売しておりません。

￥23,760参考価格（税抜）

品番 YJ-18010 シダ ×２

品番 MOS-03 モスマット（フラット）土付き ×1

USE MATERIAL
使用素材

▶46P

▶65P



67　ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT

ARTIFICIAL
FOLIAGE PLANT

観葉植物はどれも高さがあり、

ボリュームや特徴的なシルエットなど

さまざまな種類からセレクトできるので

個々の空間に合ったデザインにきっと出会えます。

インパクトと高級感は、グリーンな観葉植物で演出を。

置くだけで映えるグリーンの存在感

※写真はイメージ例です。



ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT　68

品番 WD-11
セローム（W） ￥35,600（税抜）
サイズ : H120㎝×W70㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径20㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010087）　4942646500895

品番 WD-03
モンステラ（中） ￥42,400（税抜）
サイズ : H140㎝×W110㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径30㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE

（7010078）　4942646500802

品番 WD-01
オリーブ（小） ￥84,800（税抜）
サイズ : H170㎝×W80㎝、
 ポット/Φ30㎝、葉径7㎝
素 材 : 葉/FRP+布、幹/天然素材

（7010077）　4942646500796

品番 WD-12
アガベ ￥22,400（税抜）
サイズ : H90㎝×W90㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉長70㎝
素 材 : PE　

（7010088）　4942646500901

MONSTERA

SEROME
OLIVE

AGAVE 

※幹は天然素材のため、色･形が写真と
　異なります。

※鉢の色合いやデザインは写真と異なる場合がございます。



69　ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT

品番 WD-04
モンステラ（小） ￥38,100（税抜）
サイズ : H170㎝×W80㎝、
 ポット/Φ17㎝、葉径20〜35㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010080）　4942646500826

品番 WD-08
カシワバゴム ￥49,000（税抜）
サイズ : H180㎝×W100㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径10〜20㎝
素 材 : 葉/PE、幹/天然素材　

（7010084）　4942646500864

品番 WD-07
ストレリチア ￥37,100（税抜）
サイズ : H170㎝×W90㎝、
 ポット/Φ16㎝、葉径55㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010083）　4942646500857

品番 WD-06
ゴムの木 ￥54,900（税抜）
サイズ : H180㎝×W100㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径25㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010082）　4942646500840

GOMUNOKI

STRELIZIA MONSTERA

KASIWABAGOMU

※鉢の色合いやデザインは写真と異なる場合がございます。

※幹は天然素材のため、色･形が写真と
　異なります。



ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT　70

品番 WD-13
ドラセナ ￥34,900（税抜）
サイズ : H100㎝×W100㎝、
 ポット/Φ18㎝、葉長50㎝
素 材 : PE　

（7010089）　4942646500918

品番 WD-10
セローム（S） ￥24,100（税抜）
サイズ : H110㎝×W110㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径30㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010086）　4942646500888

品番 WD-15
アレカヤシ（曲がり） ￥54,100（税抜）
サイズ : H180㎝×W140㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径35㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010090）　4942646500925

品番 WD-05
モンステラ（大） ￥43,900（税抜）
サイズ : H200㎝×W100㎝、
 ポット/Φ17㎝、葉径30㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010081）　4942646500833

ARECA YASHI MONSTERA

SEROME DRACAENA

※鉢の色合いやデザインは写真と異なる場合がございます。



71　ARTIFICIAL FOLIAGE PLANT

品番 WD-14
ドラセナ（曲がり） ￥45,900（税抜）
サイズ : H200㎝×W100㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径35㎝
素 材 : 葉/PE、幹/PE　

（7010091）　4942646500932

品番 WD-16
グリーンリーフ ￥63,400（税抜）
サイズ : H200㎝×W80㎝、
 ポット/Φ20㎝、葉径8㎝
素 材 : 葉/PE、幹/天然素材　

（7010092）　4942646500949

DRACAENA

品番 WD-09
ベンジャミン ￥73,100（税抜）
サイズ : H200㎝×W80㎝、
 ポット/Φ17㎝、葉径8㎝
素 材 : 葉/PE、幹/天然素材

（7010085）　4942646500871

BENJAMIN GREEN LEAF

※鉢の色合いやデザインは写真と異なる場合がございます。

※幹は天然素材のため、色･形が写真と
　異なります。

※幹は天然素材のため、色･形が写真と
　異なります。



ARTIFICIAL CACTUS　72

ARTIFICIAL
CACTUS

品番 CT-01
サボテン ￥37,600（税抜）
サイズ : H140㎝×W40㎝、
   ポット/Φ25㎝
素 材 : EVA　

（7010093）　4942646500963

オリジナリティやイメージチェンジを狙うなら

静かながら独特の存在感を放つサボテンがおすすめ。

大きさも高さも適度なサイズなので

一般的な観葉植物と同じ感覚で飾ることができます。

品番 CT-02
大王サボテン ￥23,900（税抜）
サイズ : H50㎝×W40㎝、Φ38㎝、
   ポット/Φ25㎝
素 材 : EVA　

（7010094）　4942646500970

CACTUSCACTUS

※鉢の色合いやデザインは写真と異なる場合がございます。※写真はイメージ例です。



引き立て役にも、主役にもなる。

その場のニーズに合わせた自由度の高いリーフパーツシリーズです。

一般的な花とはちょっと異なる、オリジナルアレンジに。

クールビューティーな鉢アレンジ

ARTIFICIAL
LEAF PARTS

▶74P

▶74P

▶74P

▶74P

▶65P

▶76P

￥75,300参考価格（税抜）

品番 HX-180017

品番 4023

品番 YJ-18005

品番 YJ-18007

品番 YJ-18004

品番 YJ-18006

コウモリラン

POT-4023

ドラセナ

サキュレント（緑）

サイザル

サキュレント（赤）

×２

×１

×１

×３

×１

×３

USE MATERIAL
使用素材

73   ARTIFICIAL LEAF PARTS ※写真はイメージ例です。



SCURRENT

DRACAENA SISAL PALM LEAF

SCURRENT

ARTIFICIAL LEAF PARTS　74

品番 YJ-18005
ドラセナ ￥9,490（税抜）
サイズ : L60㎝、葉長35〜40㎝
素 材 : PE　

（7010128）　4942646501328

品番 YJ-18006
サキュレント（赤） ￥2,340（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径8〜14㎝
素 材 : PE　

（7010129）　4942646501335

品番 YJ-18007
サキュレント（緑） ￥2,340（税抜）
サイズ : L50㎝、葉径8〜14㎝
素 材 : PE　

（7010130）　4942646501342

品番 YJ-18001-3
パームリーフ（3枚葉） ￥1,430（税抜）
サイズ : L80㎝、葉長40㎝
素 材 : PE　

（7010124）　4942646501281

品番 YJ-18004
サイザル ￥8,670（税抜）
サイズ : L70㎝、葉長40〜50㎝
素 材 : PE　

（7010127）　4942646501311



どこに置いても溶け込んで、何を飾っても似合う普遍的なデザインが美しいフラワーポット。

ベーシックな色とデザイン、絶妙なサイズ感などあらゆるニーズに応えるフラワーポットです。

グリーンを引き立てる洗練デザイン

FLOWER 
POT

75   FLOWER POT ※写真はイメージ例です。



品番 4003
POT-4003 ￥21,400（税抜）
サイズ : 上39.5㎝×底33.5㎝×
  　　　高さ37㎝、重量4.72㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010095）　4942646500994

品番 6003
POT-6003 ￥33,300（税抜）
サイズ : 上39.5㎝×底30㎝×
 　　　 高さ77㎝、重量7.3㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010100）　4942646501045

〈底面 ローラー付〉
〈底面 底穴キャップ・ローラー付〉

FLOWER POT　76

品番 4045
POT-4045 ￥22,800（税抜）
サイズ : 上34.5㎝×底22.3㎝×高さ61.5㎝、重量4.49㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010098）　4942646501021

品番 4056
POT-4056 ￥34,600（税抜）
サイズ : 上42㎝×底28㎝×高さ71.5㎝、重量6.84㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010099）　4942646501038

〈分解時〉

品番 4012
POT-4012 ￥26,900（税抜）
サイズ : 上33㎝×底22.5㎝×高さ63㎝、重量5.55㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010096）　4942646501007

品番 4023
POT-4023 ￥37,300（税抜）
サイズ : 上39.5㎝×底27.5㎝×高さ71.5㎝、重量8.15㎏
素 材 : PP＋塗装　屋外対応

（7010097）　4942646501014

〈分解時〉

※バーグチップ・小石は取扱いしておりません。※鉢製品は塗料に劣化防止・紫外線防止材が入っておりますが使い方や環境で異なります。

〈底面 ローラー付〉
※ローラーは4つです。

〈底面 ローラー付〉
※ローラーは4つです。

※2段で使用する場合、背
の高い木を入れると、転
倒する恐れが有ります。
ローラーを外し、小石や
重い物を入れ安定させ
てください。

※2段で使用する場合、背
の高い木を入れると、転
倒する恐れが有ります。
ローラーを外し、小石や
重い物を入れ安定させ
てください。

※背の高い木を入れる場合、転倒する恐れが有ります。
　小石やバーグチップなどを入れ木がぐらつかないよう
　に安定させてください。

バーグチップや発泡スチロール
で底上げをして木がぐらつかない
ようにする

バーグチップや発泡スチロール
で底上げをして木がぐらつかない
ようにする

小石などで重量を安定させる

小石などで重量を安定させる

4023

高
さ

71.5
㎝

上
部･

高
さ
37
㎝

下
部･

高
さ

32.7
㎝

下部･底27.5㎝
（内径26.5㎝）

下部･上33㎝
（内径32㎝）

上部･底33.5㎝
（内径32.5㎝）

上部･上39.5㎝
（内径38.5㎝）

高さ3㎝

高さ3㎝

4012

高
さ
63
㎝

下
部･

高
さ
28
㎝

上
部･

高
さ

32.7
㎝

下部･底22.5㎝
（内径21.5㎝）

上部･上33㎝
（内径32㎝）

下部･上26.5㎝
（内径25.5㎝）

上部･底27.5㎝
（内径26.5㎝）

高さ3㎝

高さ3㎝

高
さ
77
㎝

底30㎝
（内径29㎝）

上39.5㎝
（内径38.5㎝）

高さ3㎝

高
さ
37
㎝

上39.5㎝
（内径38.5㎝）

底33.5㎝
（内径32.5㎝）

高さ3㎝

4056

高
さ

71.5
㎝

上
部･

高
さ

36.8
㎝

下
部･

高
さ

32.3
㎝

下部･底28㎝
（内径27㎝）

下部･上34.3㎝
（内径33.3㎝）

上部･上42㎝
（内径41㎝）

高さ3㎝

高さ3㎝

上部･底34.5㎝
（内径33.5㎝）

4045

高
さ

61.5
㎝

下
部･

高
さ

26.9
㎝

上
部･

高
さ

32.3
㎝

下部･底22.3㎝
（内径21.3㎝）

上部･上34.5㎝
（内径33.5㎝）

下部･上27.5㎝
（内径26.5㎝）

高さ3㎝

高さ3㎝

上部･底28㎝
（内径27㎝）



A F T E R

B E F O R E

サイズ : W64.2㎝×D44.2㎝×H6.2㎝、重量2.4㎏
素  材 : アレンジ部 PP・EVA
　　　  フレーム部 PP

（7110199）　4942646502080

品番 DEC-01
ARRANGE PANEL（BLFフレーム付） ￥59,500（税抜）

サイズ : W124.4㎝×D12.2㎝×H6.2㎝、重量1.2㎏
素  材 : アレンジ部 PP・EVA
　　　  フレーム部 PP

（7110212）　4942646502646

品番 DEC-128
ARRANGE PANEL（BLFフレーム付） ￥52,000（税抜）

ARTIFICIAL
BASKET

ウレタンを押し込むだけでフレームに固定できます！

露出したウレタンマットの側面

洗練された印象に変わります

卓上置き・壁付け 
どちらでも使えます

卓上置き例壁付け例

グリーンが植え込んであるウレタンマットをフレームで

囲むので、マットの側面が露出しません。

側面からの見た目も良く設置場所を選びません。

フレームの重量も軽く、取り付け・移動も簡単にできます。

場所を選ばずそのまま使える

ロングタイプ

77   ARTIFICIAL BASKET ※写真はイメージ例です。



■ 壁面取り付け方法 ※フレームとグリーンの重さに耐えられる壁面に取り付けてください。
※パネルを取り付ける壁の状態によって壁にアンカー等を打ち込んでビスが抜けないように補強してください。

品番 BLF-C0604
￥16,900（税抜）
サイズ : 内寸W60.2㎝×D40.2㎝×H5㎝、
重量0.9㎏

（7110216）　4942646502226

品番 BLF-C1204
￥25,000（税抜）
サイズ : 内寸W120.2㎝×D40.2㎝×H5㎝、
重量1.6㎏

（7110220）　4942646502264

品番 DEC-01
￥59,500（税抜）重量: 2.4㎏

品番 DEC-05
￥107,900（税抜）
重量: 4.3㎏

品番 DEC-06
￥101,900（税抜）
重量: 4.0㎏

品番 DEC-07
￥92,300（税抜）
重量: 3.6㎏

品番 DEC-02
￥57,700（税抜）重量: 2.5㎏

品番 DEC-03
￥62,700（税抜）重量: 2.2㎏

品番 DEC-04
￥57,700（税抜）重量: 2.3㎏

品番 BLF-C128
￥19,000（税抜）
サイズ : 内寸W120.2㎝×D8.2㎝×H5㎝、
重量0.9㎏

（7110230）　4942646502363

品番 BLF-C0608
￥24,800（税抜）
サイズ : 内寸W80.2㎝×D60.2㎝×H5㎝、
重量1.4㎏

（7110217）　4942646502233

品番 BLF-C1208
￥35,800（税抜）
サイズ : 内寸W120.2㎝×D80.2㎝×H5㎝、
重量2.3㎏

（7110221）　4942646502271

ウレタンマット
1枚装着可

PU6040
ウレタンマット

2枚装着可

PU6040

ウレタンマット
2枚装着可

PU6040

ウレタンマット
4枚装着可

PU6040

ロングタイプ

84.4㎝

品番 PU6040
ウレタンマット ￥2,100（税抜）

サイズ : W60㎝×D40㎝×H5㎝
素 材 : EVA

（7010073）　4942646500116

■ ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）　フレームサイズ ： W64.2㎝×D44.2㎝×H6.2㎝

■ BLFフレーム

■ ARRANGE PANEL（BLFフレーム付）　フレームサイズ ： W84.4㎝×D64.2㎝×H6.2㎝

フレームを連結して大きさを変える事が可能です。

壁に取り付けた枠にグリーンを
正面からはめ込みます。

枠からウレタンマットごと
グリーンを外します。

枠の吊下げ穴の位置で壁に
ビスを打ち枠を固定します。

葉を見栄え良く整えます。

フレーム上部の赤丸部分の穴の
溝にビスを引っ掛けてフレームを
固定します。穴の数はフレームに
よって変わります。フレームを強
固に取り付ける場合は、上部以外
の穴もビスで固定してください。

124.4㎝

64.2㎝
44.2㎝

44.2㎝

6.2㎝ 6.2㎝ 6.2㎝

124.4㎝

84.4㎝

64.2㎝

6.2㎝

124.4㎝
12.2㎝

6.2㎝

（7110199）　4942646502080

（7110203）
4942646502127

（7110204）
4942646502134

（7110205）
4942646502141

（7110200）　4942646502097 （7110201）　4942646502103 （7110202）　4942646502110

※アレンジ例（DEC-128）

ARTIFICIAL BASKET　78



施工事例

ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置。

▲ L IVE  OFF ICE ▲

 CAFETER IA

自然に生えているようなイメージで、
リーフパーティションにアレンジを加え、
壁面には幅約10m あるグリーンパネルを設置しました。

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

CAFETERIA
/カフェテリア

79   CONSTRUCTION EXAMPLE



VN-02 ペペロミアミックス 60× ￥2,510/1p

HX-18009 シダレ 60× ￥1,340/1p

BLF-C128 W1200樹脂枠 4× ￥19,000/1p

BLF-C168 W1600樹脂枠（別注品） 2× ￥25,000/1p

※施工費は別途参考価格（税抜） ￥391,400

PU6040 ウレタンマット 4× ￥2,100/1p

BLF-C188 W1800樹脂枠（別注品） 1× ￥26,000/1p

▶50P

▶63P

▶44P

▶78P

LF-21 ペペロミア（中） 10× ￥2,110/1p

LF-56 フィットニア 10× ￥1,330/1p

BLF-02 LG プミラ（ライトグリーン） 1× ￥5,180/1p

BLF-03 WH プミラ（ホワイト） 2× ￥5,090/1p

※施工費は別途参考価格（税抜） ￥92,260

BLF-01 ミックスリーフ 5× ￥6,400/1p

PU6040 ウレタンマット 5× ￥2,100/1p

▶57P

▶54P

▶42P

▶42P

▶43P

▶44P

使用製品

VN-02 ペペロミアミックス 14× ￥2,510/1p

HX-18009 シダレ 14× ￥1,340/1p

※施工費は別途参考価格（税抜） ￥53,900

▶50P

▶63P

参考価格（税抜） ￥315,800

VN-03 アイビー 3× ￥2,510/1p

LF-60 ハーブ 26× ￥1,040/1p

LF-43 オリヅルラン 12× ￥2,190/1p

LF-55 レックスベゴニア 8× ￥1,310/1p

LF-56 フィットニア 10× ￥1,330/1p

LF-02 スイカペペロミア（小） 12× ￥1,040/1p

LF-19 ペペロミア 10× ￥1,370/1p

LF-20 ペペロミア（小） 16× ￥2,110/1p

VN-01 ツタ 3× ￥2,510/1p

▶52P

▶54P

▶57P

▶56P

▶54P

▶54P

▶55P

▶50P

▶50P

▶48P LP-1500 リーフパーティション1500 1× ￥163,700/1p

※施工費は別途

PU6040 ウレタンマット 7× ￥2,100/1p

VN-03 アイビー 20× ￥2,510/1p

HX-18009 シダレ 14× ￥1,340/1p

BLF-01 ミックスリーフ 7× ￥6,400/1p

LF-45 アイビー（L） 14× ￥4,140/1p

LF-48 アイビー（黄色）	 14× ￥4,140/1p

VN-01 ツタ 20× ￥2,510/1p

▶62P

▶62P

▶50P

▶50P

▶63P

▶42P

▶44P

参考価格（税抜） ￥294,580 ※施工費は別途

GREEN CURTA IN

▲　LIVE OFFICE
ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置 自然に生えているようなイメージで、リーフパーテーションにアレンジを加え、

壁面には幅約 10mあるグリーンパネルを設置しました

▼ CAFETERIA

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

施工事例

P79　CONSTRUCTION EXAMPLE

CAFETERIA
/カフェテリア
CAFETERIA
/カフェテリア

参考価格　￥270,440

参考価格　￥333,020
※施工費は別途

※施工費は別途

参考価格　￥43,400
※施工費は別途

▶50P VN-02 ペペロミアミックス ×60
×60
×4
×4
×2
×1

￥22,00

▶57P LF-21 ペペロミア(中) ×10 ￥2,200

▶50P ×14 ￥2,200

▶54P LF-19 ペペロミア ×10 ￥1,600
▶52P LF-02 スイカペペロミア(小) ×12 ￥880

▶57P LF-20 ペペロミア(小) ×16 ￥2,000
▶56P LF-43 オリヅルラン ×12 ￥2,400
▶54P LF-55 レックスベゴニア ×8 ￥1,300
▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶55P LF-60 ハーブ ×26 ￥680

▶62P LF-48 アイビー(黄色) ×14 ￥2,980
▶62P LF-45 アイビー ×14 ￥2,980

▶50P VN-01 ツタ ×20 ￥2,200
▶50P VN-03 アイビー ×20 ￥2,200
▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×7 ￥4,800
▶44P PU6040 ウレタンマット ×7 ￥980

▶50P VN-01 ツタ ×3 ￥2,200
▶50P VN-03

リーフパーテーション1500
×3 ￥2,200

▶48P

参考価格　￥224,500
※施工費は別途

※施工費は別途

LP-1500
アイビー

×1 ￥133,600

▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
VN-02 ペペロミアミックス

▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×5 ￥4,800
▶42P BLF-02 LG プミラ(ライトグリーン) ×1 ￥3,700
▶43P BLF-03 WH プミラ(ホワイト) ×2 ￥3,700
▶44P PU6040 ウレタンマット ×5 ￥980

￥900
￥980
別注価格
別注価格
別注価格

▶63P HX-18009 シダレ
▶44P PU6040 ウレタンマット
▶78P BLF-C128 W1200樹脂枠(別注品)
▶78P BLF-C168

BLF-C188
W1600樹脂枠(別注品)

▶78P W1800樹脂枠(別注品)

参考価格　￥ 70,200

使用製品

P80　CONSTRUCTION EXAMPLE

GREEN CURTAIN

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

GREEN PANEL

GREEN PANEL

GREEN PANEL

▲　LIVE OFFICE
ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置 自然に生えているようなイメージで、リーフパーテーションにアレンジを加え、

壁面には幅約 10mあるグリーンパネルを設置しました

▼ CAFETERIA

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

施工事例

P79　CONSTRUCTION EXAMPLE

CAFETERIA
/カフェテリア
CAFETERIA
/カフェテリア

参考価格　￥270,440

参考価格　￥333,020
※施工費は別途

※施工費は別途

参考価格　￥43,400
※施工費は別途

▶50P VN-02 ペペロミアミックス ×60
×60
×4
×4
×2
×1

￥22,00

▶57P LF-21 ペペロミア(中) ×10 ￥2,200

▶50P ×14 ￥2,200

▶54P LF-19 ペペロミア ×10 ￥1,600
▶52P LF-02 スイカペペロミア(小) ×12 ￥880

▶57P LF-20 ペペロミア(小) ×16 ￥2,000
▶56P LF-43 オリヅルラン ×12 ￥2,400
▶54P LF-55 レックスベゴニア ×8 ￥1,300
▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶55P LF-60 ハーブ ×26 ￥680

▶62P LF-48 アイビー(黄色) ×14 ￥2,980
▶62P LF-45 アイビー ×14 ￥2,980

▶50P VN-01 ツタ ×20 ￥2,200
▶50P VN-03 アイビー ×20 ￥2,200
▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×7 ￥4,800
▶44P PU6040 ウレタンマット ×7 ￥980

▶50P VN-01 ツタ ×3 ￥2,200
▶50P VN-03

リーフパーテーション1500
×3 ￥2,200

▶48P

参考価格　￥224,500
※施工費は別途

※施工費は別途

LP-1500
アイビー

×1 ￥133,600

▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
VN-02 ペペロミアミックス

▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×5 ￥4,800
▶42P BLF-02 LG プミラ(ライトグリーン) ×1 ￥3,700
▶43P BLF-03 WH プミラ(ホワイト) ×2 ￥3,700
▶44P PU6040 ウレタンマット ×5 ￥980

￥900
￥980
別注価格
別注価格
別注価格

▶63P HX-18009 シダレ
▶44P PU6040 ウレタンマット
▶78P BLF-C128 W1200樹脂枠(別注品)
▶78P BLF-C168

BLF-C188
W1600樹脂枠(別注品)

▶78P W1800樹脂枠(別注品)

参考価格　￥ 70,200

使用製品

P80　CONSTRUCTION EXAMPLE

GREEN CURTAIN

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

GREEN PANEL

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

▲　LIVE OFFICE
ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置 自然に生えているようなイメージで、リーフパーテーションにアレンジを加え、

壁面には幅約 10mあるグリーンパネルを設置しました

▼ CAFETERIA

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

施工事例

P79　CONSTRUCTION EXAMPLE

CAFETERIA
/カフェテリア
CAFETERIA
/カフェテリア

参考価格　￥270,440

参考価格　￥333,020
※施工費は別途

※施工費は別途

参考価格　￥43,400
※施工費は別途

▶50P VN-02 ペペロミアミックス ×60
×60
×4
×4
×2
×1

￥22,00

▶57P LF-21 ペペロミア 中 ×10 ￥2,200

▶50P ×14 ￥2,200

▶54P LF-19 ペペロミア ×10 ￥1,600
▶52P LF-02 スイカペペロミア 小 ×12 ￥880

▶57P LF-20 ペペロミア 小 ×16 ￥2,000
▶56P LF-43 オリヅルラン ×12 ￥2,400
▶54P LF-55 レックスベゴニア ×8 ￥1,300
▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶55P LF-60 ハーブ ×26 ￥680

▶62P LF-48 アイビー 黄色 ×14 ￥2,980
▶62P LF-45 アイビー ×14 ￥2,980

▶50P VN-01 ツタ ×20 ￥2,200
▶50P VN-03 アイビー ×20 ￥2,200
▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×7 ￥4,800
▶44P PU6040 ウレタンマット ×7 ￥980

▶50P VN-01 ツタ ×3 ￥2,200
▶50P VN-03

リーフパーテーション1500
×3 ￥2,200

▶48P

参考価格　￥224,500
※施工費は別途

※施工費は別途

LP-1500
アイビー

×1 ￥133,600

▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
VN-02 ペペロミアミックス

▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×5 ￥4,800
▶42P BLF-02 LG プミラ ライトグリーン ×1 ￥3,700
▶43P BLF-03 WH プミラ ホワイト ×2 ￥3,700
▶44P PU6040 ウレタンマット ×5 ￥980

￥900
￥980
別注価格
別注価格
別注価格

▶63P HX-18009 シダレ
▶44P PU6040 ウレタンマット
▶78P BLF-C128 W1200樹脂枠別注品
▶78P BLF-C168

BLF-C188
W1600樹脂枠別注品

▶78P W1800樹脂枠別注品

参考価格　￥ 70,200

使用製品

P80　CONSTRUCTION EXAMPLE

GREEN CURTAIN

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

GREEN PANEL

GREEN PANEL
GREEN PANEL

▲　LIVE OFFICE
ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置 自然に生えているようなイメージで、リーフパーテーションにアレンジを加え、

壁面には幅約 10mあるグリーンパネルを設置しました

▼ CAFETERIA

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

施工事例

P79　CONSTRUCTION EXAMPLE

CAFETERIA
/カフェテリア
CAFETERIA
/カフェテリア

参考価格　￥270,440

参考価格　￥333,020
※施工費は別途

※施工費は別途

参考価格　￥43,400
※施工費は別途

▶50P VN-02 ペペロミアミックス ×60
×60
×4
×4
×2
×1

￥22,00

▶57P LF-21 ペペロミア(中) ×10 ￥2,200

▶50P ×14 ￥2,200

▶54P LF-19 ペペロミア ×10 ￥1,600
▶52P LF-02 スイカペペロミア(小) ×12 ￥880

▶57P LF-20 ペペロミア(小) ×16 ￥2,000
▶56P LF-43 オリヅルラン ×12 ￥2,400
▶54P LF-55 レックスベゴニア ×8 ￥1,300
▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶55P LF-60 ハーブ ×26 ￥680

▶62P LF-48 アイビー(黄色) ×14 ￥2,980
▶62P LF-45 アイビー ×14 ￥2,980

▶50P VN-01 ツタ ×20 ￥2,200
▶50P VN-03 アイビー ×20 ￥2,200
▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×7 ￥4,800
▶44P PU6040 ウレタンマット ×7 ￥980

▶50P VN-01 ツタ ×3 ￥2,200
▶50P VN-03

リーフパーテーション1500
×3 ￥2,200

▶48P

参考価格　￥224,500
※施工費は別途

※施工費は別途

LP-1500
アイビー

×1 ￥133,600

▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
VN-02 ペペロミアミックス

▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×5 ￥4,800
▶42P BLF-02 LG プミラ(ライトグリーン) ×1 ￥3,700
▶43P BLF-03 WH プミラ(ホワイト) ×2 ￥3,700
▶44P PU6040 ウレタンマット ×5 ￥980

￥900
￥980
別注価格
別注価格
別注価格

▶63P HX-18009 シダレ
▶44P PU6040 ウレタンマット
▶78P BLF-C128 W1200樹脂枠(別注品)
▶78P BLF-C168

BLF-C188
W1600樹脂枠(別注品)

▶78P W1800樹脂枠(別注品)

参考価格　￥ 70,200

使用製品

P80　CONSTRUCTION EXAMPLE

GREEN CURTAIN

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

GREEN PANEL

GREEN PANEL

GREEN PANEL

▲　LIVE OFFICE
ブラインド上にグリーンを設置することでグリーンの
カーテンをイメージしました。
奥の壁面は色合いの良い配色でアレンジパネルを設置 自然に生えているようなイメージで、リーフパーテーションにアレンジを加え、

壁面には幅約 10mあるグリーンパネルを設置しました

▼ CAFETERIA

LIVE OFFICE
/ライブオフィス

施工事例

P79　CONSTRUCTION EXAMPLE

CAFETERIA
/カフェテリア
CAFETERIA
/カフェテリア

参考価格　￥270,440

参考価格　￥333,020
※施工費は別途

※施工費は別途

参考価格　￥43,400
※施工費は別途

▶50P VN-02 ペペロミアミックス ×60
×60
×4
×4
×2
×1

￥22,00

▶57P LF-21 ペペロミア(中) ×10 ￥2,200

▶50P ×14 ￥2,200

▶54P LF-19 ペペロミア ×10 ￥1,600
▶52P LF-02 スイカペペロミア(小) ×12 ￥880

▶57P LF-20 ペペロミア(小) ×16 ￥2,000
▶56P LF-43 オリヅルラン ×12 ￥2,400
▶54P LF-55 レックスベゴニア ×8 ￥1,300
▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶55P LF-60 ハーブ ×26 ￥680

▶62P LF-48 アイビー(黄色) ×14 ￥2,980
▶62P LF-45 アイビー ×14 ￥2,980

▶50P VN-01 ツタ ×20 ￥2,200
▶50P VN-03 アイビー ×20 ￥2,200
▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×7 ￥4,800
▶44P PU6040 ウレタンマット ×7 ￥980

▶50P VN-01 ツタ ×3 ￥2,200
▶50P VN-03

リーフパーテーション1500
×3 ￥2,200

▶48P

参考価格　￥224,500
※施工費は別途

※施工費は別途

LP-1500
アイビー

×1 ￥133,600

▶63P HX-18009 シダレ ×14 ￥900
VN-02 ペペロミアミックス

▶54P LF-56 フィットニア ×10 ￥820
▶42P BLF-01 ミックスリーフ ×5 ￥4,800
▶42P BLF-02 LG プミラ(ライトグリーン) ×1 ￥3,700
▶43P BLF-03 WH プミラ(ホワイト) ×2 ￥3,700
▶44P PU6040 ウレタンマット ×5 ￥980

￥900
￥980
別注価格
別注価格
別注価格

▶63P HX-18009 シダレ
▶44P PU6040 ウレタンマット
▶78P BLF-C128 W1200樹脂枠(別注品)
▶78P BLF-C168

BLF-C188
W1600樹脂枠(別注品)

▶78P W1800樹脂枠(別注品)

参考価格　￥ 70,200

使用製品

P80　CONSTRUCTION EXAMPLE

GREEN CURTAIN

GREEN PANEL

DESKTOP GREEN

GREEN PANEL

GREEN PANEL

CONSTRUCTION EXAMPLE　80



商品の施工について

鉄網に付属しているワイヤーをコの字型に
成型し、ウレタンマットの裏側から鉄網を
あてワイヤーを挿し込み、表側でひねって
固定します。

※ウレタンマット、鉄網は44Pをご参照ください。

※グリーンパネルは41〜44Pをご参照ください。

※リーフピック　  51〜58P
　リーフブッシュ  59〜66P
　リーフパーツ 　 73〜74Pをご参照ください。

グリーンパネル

Uピンワイヤー
（ご用意ください）

リーフパーツ
リーフピック

鉄網鉄網付属ワイヤー

ウレタンマットに
鉄網を取り付ける01

PROCESS

グリーンパネルをウレタンマットの表面に
あて、別に用意したUピンワイヤーの先に
接着剤を付けて数カ所挿し止め付けます。
壁面にそのまま掛ける場合は、側面にもグ
リーンパネルを取り付けるときれいに仕上
がります。

ベースのグリーンパネルを
取り付ける02

PROCESS

グリーンパネルを取り付けたウレタンマッ
トに、接着剤を付けたリーフピックやリーフ
パーツをバランスよく挿します。

リーフピック、
リーフパーツを挿す03

PROCESS

壁面に掛けるための金具を壁に取り付
けて、鉄網を掛ければ完成です。

42〜44Pのグリーンパネルを短冊
状にカットしてウレタンマットの側面
に取り付けることでウレタンマットの
サイドを隠すことができます。

サイドのウレタンを隠す
ワンポイントテクニック

壁面に取り付ける04
PROCESS

ウレタンマット 

表

表

裏

グリーンの
アレンジ方法

Uピンワイヤー等で固定してください

A F T E RB E F O R EONE POINT
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送料について

東北 関東・信州  中部 北陸 関西 中国・四国 九州

￥2,650 ￥2,100 ￥1,900 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,500 ￥2,800

卸価格3,000円未満（税抜）のご注文に付きましては追加運賃がかかりますのでお見積りをさせていただきます。
※配送業者は弊社にて選択を行わせていただきます。

卸価格3,000円以上30,000円未満の場合下記の料金がかかります。北海道･沖縄･離島･僻地への配送は別途お見積りをさせていただきます。

（税抜）

リーフパネル･リーフガーランド･リーフピック･リーフパーツ･モスマットなどの運賃は卸価格30,000円以上（税抜）のご注文は無料にさせていただきます。

リーフ商品の運賃表（ リーフ、マット等同 梱）

注文金額にかかわらず、観葉植物1本につき商品サイズに応じた料金がかかります。北海道･沖縄･離島･僻地への配送は別途お見積りをさせていただきます。

（税抜）

商品サイズ 東北 関東・信州  中部 北陸 関西 中国・四国 九州

～50㎝ ￥1,400 ￥850 ￥650 ￥850 ￥850 ￥1,250 ￥1,550

～90㎝ ￥2,050 ￥1,350 ￥1,150 ￥1,350 ￥1,350 ￥1,750 ￥2,050

～120㎝ ￥2,650 ￥2,100 ￥1,900 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,500 ￥2,800

～150㎝ ￥4,150 ￥3,600 ￥3,400 ￥3,600 ￥3,600 ￥4,000 ￥4,300

151㎝以上 ￥5,150 ￥4,600 ￥4,400 ￥4,600 ￥4,600 ￥5,000 ￥5,300

観 葉 植物の運賃表（ 1本1梱 包）

※単独梱包の為リーフ・マット等の商品の同梱はできません。
※配送業者は弊社にて選択を行わせていただきます。

注文金額にかかわらず、1梱包につき商品に応じた料金がかかります。北海道･沖縄･離島･僻地への配送は別途お見積りをさせていただきます。

（税抜）

商品 東北 関東・信州  中部 北陸 関西 中国・四国 九州
POT-4003
POT-4045
POT-4012

￥1,150 ￥700 ￥550 ￥700 ￥700 ￥850 ￥1,200

POT-4056 ￥1,400 ￥850 ￥650 ￥850 ￥850 ￥1,250 ￥1,550
POT-4023
POT-6003 ￥2,050 ￥1,350 ￥1,150 ￥1,350 ￥1,350 ￥1,750 ￥2,050

植 木 鉢の運賃表（ 1個1梱 包）

※単独梱包の為リーフ・マット等の商品の同梱はできません。
※配送業者は弊社にて選択を行わせていただきます。

この運賃表は2022年10月現在の運賃をもとに作成しております。
運送会社の運賃値上げ等やむを得ない理由が生じた場合は、運賃が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

注文金額にかかわらず、1梱包につき商品に応じた料金がかかります。北海道･沖縄･離島･僻地への配送は別途お見積りをさせていただきます。

（税抜）

商品 東北 関東・信州  中部 北陸 関西 中国・四国 九州
パーティション1200 ￥5,150 ￥4,600 ￥4,400 ￥4,600 ￥4,600 ￥5,000 ￥5,300
パーティション1500 ￥5,150 ￥4,600 ￥4,400 ￥4,600 ￥4,600 ￥5,000 ￥5,300

たいまつパーティション1300 ￥2,150 ￥1,600 ￥1,400 ￥1,600 ￥1,600 ￥2,000 ￥2,300
たいまつパーティション1500 ￥2,150 ￥1,600 ￥1,400 ￥1,600 ￥1,600 ￥2,000 ￥2,300

パーティションの運賃表（ 1台1梱 包）

※単独梱包の為リーフ・マット等の商品の同梱はできません。
※配送業者は弊社にて選択を行わせていただきます。

82



Artif icial Grass 
Collection Catalog

GRASS MAKES 

LUXURIOUS 

SPACE.

vol.1-2
［リレヤ］

vol.1-2

ARTIFICIAL GRASS COLLECTION CATALOG

緑でつくる贅沢な空間の演出

ARTIFICIAL GRASS COLLECTION CATALOG


	表1 改2.pdf
	01(H2)_fujisawa 改2
	02_fujisawa 改2
	03-04_fujisawa 改2
	05-06_fujisawa 改
	07-08_fujisawa
	09-10_fujisawa
	11-12_fujisawa 改2
	13-14_fujisawa
	15-16_fujisawa
	17_fujisawa 改2
	18_fujisawa 改2
	19-20_fujisawa
	21-22_fujisawa
	23-24_fujisawa 改2
	25-26_fujisawa
	27-28_fujisawa 改2
	29-30_fujisawa
	31-32_fujisawa
	33_fujisawa 改2
	34_fujisawa 改2
	35-36_fujisawa
	37-38_fujisawa
	39-40_fujisawa 改2
	41-42_fujisawa 改2
	43-44_fujisawa 改2
	45-46_fujisawa 改2
	47-48_fujisawa 改2
	49_fujisawa
	50_fujisawa 改2
	51-52_fujisawa 改2
	53_fujisawa 改2
	54_fujisawa 改2
	55-56_fujisawa 改2
	57-58_fujisawa 改2
	59-60_fujisawa 改2
	61_fujisawa 改2
	62_fujisawa 改2
	63-64_fujisawa 改2
	65_fujisawa 改2
	66_fujisawa 改2
	67-68_fujisawa 改2
	69-70_fujisawa 改2
	71-72_fujisawa 改2
	73-74_fujisawa 改2
	75-76_fujisawa 改2
	77-78_fujisawa 改2
	79-80_fujisawa 改2
	81_fujisawa
	82(H3)_fujisawa 改2
	表4 改2

