




都会のテラスやベランダなどにぴったりな、コンパクトかつスマートな

ガーデンファニチャー〈パティオプティ〉に新しい仲間が加わりました。

アウトドアにてバーベキューなどをするのに役立つテーブルやチェア、

リゾート気分が味わえるデッキチェアなど、これまでのシリーズにプラス

することで、より楽しく過ごせる2015年の新作ファニチャーの登場です。

機能的でモダンなデザインは、日々の生活をさらに豊かに彩ってくれます。
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BUNGEE
・バンジー

E025

リクライニングできるデッキチェアは、
付属の日よけで日差しをガード。
のんびり過ごしたくなります。
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・ ピボット

E023

PIVOT

テーブルとベンチ、ソファとオットマン、ソファとテーブルとして使える、
３ウェイのセット。食事から休息まで様々なシーンで活躍してくれます。
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BREEZE ２つのソファが連結。両サイドの
小さな折り畳み式テーブルには、
ドリンクなどを。オットマンが付属。

・ブリーズ

E023
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青い空に似合う白いパラソル。ポールに
Bluetoothを設置すれば音楽も楽しめます。
テーブルは４人掛けできるサイズ。

BIANCA
・ビアンカ

E028

Bluetooth スピーカーのパラソルのポールへの設置例。
スイッチを入れると小さなドットが光を放ちます。
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DRAWER
・ドロワー

E023
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ベンチにもなるキャスター付きのボックスは、2脚のスツールを収納することが
可能。半分に畳めるテーブルを組み合わせれば、パーティにも使えるセットに。
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汚れが落ちやすく撥水性のあるシートは
テーブルクロスにもピクニックシートにも。
持ち運びに便利なミニバッグ付き。SHEET

・シート

E036
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014
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広げることが可能なテーブルは、
４人用にも２人用にも活用できます。
コンパクトなのでテラスにもぴったり。

CHESS
・チェス

E024
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パラソルと一緒に楽しみたいテーブルとチェアのシリーズは、
カフェなどの店舗にも対応。黒色がシックで、
もちろん、自宅の庭やテラスでも存在感を発揮します。

JARDIN
・ジャルダン

E027
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コンパクトに畳めるの
に、広げるとパーティ会
場になる、テーブルとベ
ンチが一体化したセッ
ト。キャンプやピクニッ
クにも重宝しそうです。

SKIP
・スキップ

E024
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これさえあればどこでもお昼寝可能。デイベッドに
なるハンモックは、枕とマガジンラック付き。

上品な豹柄は、グリーンあふれる庭、
都会的なマンションのベランダと、
どちらに置いても似合います。

SIESTA
・シェスタ

E027

PANTHER
・パンテール

E026
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リゾートホテルを連想させる高級感ある
シリーズ。チェアは、くつろぎ感
たっぷりに体をホールドします。

SALON
・サロン

E027
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大きなタープの天井は、煙が抜けるように隙間が
あいているので、BBQをするのにも最適。サイドの
テーブルには食器やドリンクを置くことができます。CAMP

・キャンプ

E028



021
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コンパクトなアウトドアファニチャー〈パティオプティ〉の 2015年は、

ちょっとだけサイズアップ。ストライプ柄やアニマルプリントといった

新柄も加わり、よりリラックス感のあるシリーズになりました。従来の

ラインと一緒に楽しめるシリーズになっていることも特徴。もちろん、

アウトドアに対応する仕様は変わりません。洗練されたデザインと使い

勝手に優れた高い機能性が魅力の全パティオプティのラインナップです。

ラインアップのご紹介
SPEC

※価格は全て税込みです。（2015年２月現在）
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スツール 2脚を入れたドロワー・ボックスはテーブル下に
収納可能。収納する際に活用できるカバー付き。

DRAWER TABLE
ドロワー・テーブル（￥16,400）

クッションを付ければベンチ
とオットマンに。そのベンチを
テーブルにして、オットマンを
ベンチ代わりに。また、脚を畳
めば座イスにもなります。

サイドテーブルは折り畳み式。
飲み物や本を置けます。

半分に折り畳んでも使えるテーブルは、ビュッフェパー
ティ時でのカウンターとしても活用できます。W955×
D920×H635mm（W955×D490×H635mm ／折り畳
み時）　材質：スチール 、強化ガラス　耐荷重：60kgf

DRAWER BOX
ドロワー・ボックス（￥33,800）

スツール 2脚を納め、ベンチにもなるボックス。ボック
ス W820×D380×H495mm スツール各W390×D330
×H440mm　材質：スチール、ポリエステル PU・UV コー
ティング　耐荷重：ボックス 90kgf スツール 80kgf 

PIVOT
ピボット（￥52,000）

BREEZE
ブリーズ （￥50,000）

３ 変 化 す る セ ッ ト。W1200×D455×H680mm
（W1200×D680×H705mm ／ベンチ時、W1200×
D680×H 455mm ／座イス時）、オットマン W955
×D450×H400mm　材質：スチール、ポリエステル
UV コーティング　 耐荷重：80kgf オットマン 80kgf

リクライニングする２人掛けチェア。チェアW1200×
D800～1080×H910～635mm（1450mm ／日よけ
含最大） オットマン W1050×D 460×H340mm　材
質：スチール、ポリエステル UV コーティング　耐荷重：
チェア 80kgf オットマン 80kgf

座イス

ベンチ

テーブル
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CHESS
チェス（￥27,500）

広げると４人掛け、畳むと２人掛けの
テーブルになります。W1150×D575×
H720mm（W575×D575×H740mm ／
折り畳み時）材質：スチール　耐荷重：
75kgf ／12kgf（テーブルを広げた時）

左：畳んだ状態（２人掛け）。右：広げた状態（４人掛け）。

WAGON
ワゴン（￥12,000）

SKIP
スキップ（￥41,000）

MARCHE TABLE
マルシェ・テーブル （オープン価格）

キャスター付き。W610×D300×H910（760／天板高）
mm、 （W610×D60×H910mm ／折り畳み時）　材質：
スチール、強化ガラス　耐荷重：40kgf（棚1枚）

１台が広げるとベンチ付きテーブルに変化。W1265
×D1020×H730mm（W1265×D200×H1090mm
／収納時）　材質：スチール　耐荷重：80kgf

小さなテーブルは、ちょっとした荷物を置いたり、プ
ランターテーブルにも。W410×D410×H430mm　材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：20kgf

MARCHE CHAIR
マルシェ・チェア （オープン価格）

愛嬌あるデザインは室内でも活躍。弾力のある座り心
地。W550×D740×H920×SH430mm　材質：スチー
ル、テスリン UV コーティング（生地）　耐荷重：70kgf

ベージュ ブラック
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サファリ

ホワイト

ブラックアーミー

ブラック

ブリーズ パンテール ブラック

ZERO GRAVITY
ゼロ・グラビティ（オープン価格）

枕の付いたデッキチェアは、マンションのテ
ラスでも使えるコンパクトさが魅力。リクラ
イニング可能でリラックス感を満喫。W640×
D905～1600×H1125～805mm（W640×
D150×H970mm ／収納時）　材質：スチール、
テスリン UV コーティング　耐荷重：80kgf

BUNGEE
バンジー（￥15,000）

５柄揃った「バンジー」は、日よけ付きでリゾー
ト感満点。未使用時は折り畳んでコンパクト
に収納することができます。W750×D900～
1555×H1140～ 830mm（W740×D950×
H1120mm ／収納時）　材質：スチール、ポリ
エステル PU・UV コーティング（ブラックのみ
テスリン UVコーティング）　耐荷重：80kgf

ROCK CHAIR
ロック・チェア（￥6,000）

人気のグレー色。W480×D570×H820×SH450mm
（W480×D100×H690mm ／収納時）　材質：スチー
ル、テスリン UV コーティング　耐荷重：80kgf

ROCK TABLE
ロック・テーブル（￥5,000）

室内でも使いやすいデザイン。W460×D460×
H490mm（W460×D75×H670mm ／収納時）　材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kgf
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PANTHERE CHAIR
パンテール・チェア（￥6,000）

BLACK ARMY CHAIR
ブラックアーミー・チェア（￥6,000）

SAFARI CHAIR
サファリ・チェア（￥6,000）

W480×D570×H820×SH450mm（W480×D100
×H690mm ／収納時）　材質：スチール、ポリエステ
ル PU・UV コーティング　耐荷重：80kgf

黒の迷彩柄。W445×D600×H840×SH450mm（W 
445×D110×H1020mm／収納時）　材質：スチール、
ポリエステル PU・UV コーティング　耐荷重:80kgf

W445×D600×H840×SH450mm（W445×D110
×H1020mm ／収納時）　材質：スチール、ポリエス
テル PU・UV コーティング　耐荷重：80kgf

PANTHERE TABLE
パンテール・テーブル（￥5,000）

BLACK ARMY TABLE
ブラックアーミー・テーブル（￥5,000）

SAFARI TABLE
サファリ・テーブル（￥5,000）

チェアと同様の細かな豹柄が特徴的。W460×D460
×H490mm（W460×D75×H670mm ／収納時） 材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kgf

こちらも「サファリ」に続く新柄。W460×D460×
H490mm（W460×D75×H670mm ／収納時）　材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kgf

透明の天板で迷彩柄が浮き立ちます。W460×D460
×H490mm （W460×D75×H670mm ／収納時）　材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kgf
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座面と背もたれの
メッシュ部分。雨
が降っても水滴が
溜まらず清潔。

テーブルにパラソルを付けれ
ばリゾート風なしつらえに。

JARDIN CHAIR
ジャルダン・チェア（￥6,500）

アーム付きのエレガントなチェア。メッシュになって
いるので通気性にも優れています。W 580×D680×
H890×SH445mm　材質：スチール　耐荷重：80kgf

JARDIN TABLE
ジャルダン・テーブル（￥12,500）

ヨーロッパ調のデザインが優雅。庭でのティータイムを
素敵に演出します。W1050×D1050×H720mm（パラ
ソル穴径φ38mm）　材質：スチール　耐荷重：70kgf

SALON CHAIR
サロン・チェア（￥17,000）

座面が回転。柔らかなクッションでホールド感抜群。
W615×D760×H915×SH495mm　材質：スチール、
ポリエステル UV コーティング（生地）　耐荷重：80kgf

SALON TABLE
サロン・テーブル（￥20,000）

チェアに合わせたいテーブルにはパラソルも設置
可能。W960×D960×H710mm （パラソル穴径φ
38mm）　材質：スチール、合成木材　耐荷重：70kgf

SIESTA
シェスタ（￥14,000）

昼寝ができるデイベッド。W 900×D2230×H680mm
（日よけは含まない）　材質：スチール、ポリエステル
PU・UV コーティング（生地）　耐荷重：100kgf

ROCKGRANDE
ロックグランデ（￥12,600）

シンプルで使い勝手抜群。テラスの定番に。W700×
D505×H730mm（W505×D100×H1000mm ／ 収
納時）　材質：スチール　耐荷重：20kgf
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BIANCA CHAIR
ビアンカ・チェア（￥4,800）

白色が美しいチェア。W550×D 
640×H900×SH450mm（W550
×D70×H 850mm ／収納時）　
材質：スチール、テスリン UV コー
ティング（生地）　耐荷重：80kgf

BIANCA PARASOL BASE
ビアンカ・パラソルベース（￥5,000）

「ビアンカ・テーブル」に「ビアン
カ・パラソル」を設置する際に使
用。パラソルのポールをテーブ
ルの穴に通し、ベースと連結。φ
460×H355mm　材質：スチール

BLUETOOTH SPEAKER
ブルートゥース・スピーカー
（￥7,500）

パラソルのアクセサリー。ポール
に通して、スマホやパソコンと
接続すればワイヤレスで音楽を
楽しむことができます。φ210×
H150mm　重量：0.4kg

BIANCA TABLE
ビアンカ・テーブル（￥8,300）

パラソルが設置できる折り畳みテー
ブル。W890×D890×H715mm（W 
890×D75×H1050mm ／ 収 納
時、パラソル穴径φ38mm）　材
質：スチール、強化ガラス（天板）
耐荷重：40kgf

BIANCA PARASOL
ビアンカ・パラソル（￥11,500）

ハンドルを回して開閉。大きなパ
ラソルが夏の日差しからも優しく
ガードしてくれます。φ2580×
H2320mm　材質：ポリエステル
UV コーティング（パラソル生地）

左：BBQ などの煙を通すための隙間。
右：ポールに付いたサイドテーブル。

パラソルのポールに取り付けて使用。

CAMP
キャンプ（￥37,000）

大きなタープの下ではバーベキューをすることも可
能。1台あると大勢でキャンプをする際にも便利なア
イテムです。W2450×D1440×H2600mm　材質：
スチール、ポリエステル UV コーティング（生地）
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アッシュグリーンアッシュブラウン サンドベージュ

BUGGY CHAIR
バギー・チェア（￥4,750）

W440×D500×H830×SH435 
mm（W440×D100×H930 mm
／収納時）　材質：スチール、ポ
リエステル UV コーティング（座
面）　耐荷重：80kgf

MOON CHAIR
ムーン・チェア（￥9,900）

W 460×D 600×H 820×SH 
445mm（W460×D140×H10 
10mm ／収納時）　材質：スチー
ル、アルミニウム（座面・背板） 
耐荷重：80kgf

BUGGY TABLE
バギー・テーブル（￥7,300）

天板は水はけのいいパンチング
メタルになっています。W460×
D460×H585mm（W460×D60
×H740mm ／収納時）　材質：ス
チール　耐荷重：40kgf

MOON TABLE
ムーン・テーブル（￥27,000）

半円部分が畳めます。W1015 ×
D770×H720mm（W1015×D310
×H720mm／収納時、パラソル穴
径φ38mm　材質：スチール、アル
ミニウム（天板）　耐荷重：40kgf

BUGGY CART
バギー・カート（￥8,600）

W400×D450×H935mm（W46 
0×D450×H1015mm ／チェア、
テーブル収納時）　材質：スチー
ル、ポリウレタン＋鉄（キャスター）  
耐荷重：15kgf

MOON PARASOL
ムーン・パラソル（￥6,500）

半円なので壁にぴったりくっつ
けられます。 φ2200×D990×
H2150mm（W140×W140×H 
1150mm ／収納時）　材質：ス
チール、ポリエステル（生地）

テーブルを畳み、脚の間の空間にムー
ン・チェア２脚が収納できます。

テーブルとチェア２脚をカートに収納。
３色展開で写真はアッシュブラウン。
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PULLMAN CHAIR
プルマン・チェア（￥11,500）

リクライニングは３段階で調節可
能。W670×D800×H985mm（W 
670×D230×H1150mm ／収納
時）　材質：スチール、ポリエス
テル（生地）　耐荷重：80kgf

PULLMAN OTTOMAN
プルマン・オットマン（￥5,500）

〈プルマン・チェア〉とセットでど
うぞ。 W560×D580×H370mm   
（W560×D170×H675mm ／ 収
納時）　材質：スチール、ポリエ
ステル（生地）　耐荷重：40kgf

PULLMAN PARASOL TABLE
プルマン・パラソルテーブル（￥16,500）

半円でも円形パラソルでも対応
できるよう中央と端に差し穴を
設 置。W500×D500×H470mm  
材質：スチール、ポリエチレン（ア
ジャスター）　 耐荷重：60kgf

畳んだ状態のテーブルにチェア２脚を引っ掛けて収納す
ることができます。コンパクトなテラスにぴったり。

半円形の場合は端の穴に、円形の場
合は真ん中の穴にパラソルを固定。
２ウェイで使うことができます。

適用支柱径φ25、32、38mm

BAR CHAIR
バール・チェア（￥6,000）

W435×D540×H780×SH640mm（W435×D220
×H900mm ／収納時）　材質：スチール、ポリエステ
ル UV コーティング（座面）　耐荷重：80kgf

BAR TABLE
バール・テーブル（￥21,000）

W1060×D670×H650～660mm（W1060×D110～
175×H750mm ／収納時）　材質：スチール、アルミニ
ウム（天板）、ナイロン（アジャスター）　耐荷重：40kgf
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UNO
ウーノ（￥4,600／1脚）

軽量なスツールは、６脚までスタッキング可能。アッ
シュブラウンとサンドベージュの２色展開。W400×
D400×H430mm　材質：スチール　耐荷重：80kgf

TRATTORIA TABLE
トラットリア・テーブル（￥8,500）

スタンダードな形が使いやすいテーブル。３色展開の
ホワイト。W600×D600×H700mm（W600×D50×
H915mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：40kgf

STEP
ステップ（￥34,000）

DUCALE
ドゥカーレ（￥32,000）

ベンチからテーブル付きチェアに。W1800×D620×
H830mm、天板 H705mm（W1010×D550×H830×
SH430mm ／ベンチ時）　材質：スチール、アルミニウ
ム（天板）　耐荷重：80kgf（チェア）、60kgf（テーブル）

２人掛けのベンチからテーブル付きベンチへ早変わり。テラスでの食事も楽しめそう
です。W1015×D1280×H750mm（W1015×D550×H855×SH450mm ／ベンチ時）
材質：スチール、アルミニウム（天板）　耐荷重：80kgf（チェア）、60kgf（テーブル）

アッシュブラウン

サンドベージュ

ホワイト

アッシュブラウン

グリーン
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PETITE TOSCA
プチ・トスカ（￥7,000）

透明感のある天板で軽やかな印象。W610×D610×
H710mm（W610×D65×H960mm ／収納時）　材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kgf

FIRENZE
フィレンツェ（￥12,000）

棚板３段が変化するので、自在にディスプレイ。W785×D900
×H940mm（W785×D60×H1050mm ／収納時） 棚板サイズ
W680×D230mm　材質：スチール　耐荷重：20kgf（棚板1枚）

FALICE
フェリーチェ（￥9,500）

テラスの柵に掛けられるプランターケース。W540×
D250×H150mm（W450×D210×H150 mm ／内寸
法）　材質：スチール　耐荷重：20kgf

棚板がそれぞれ畳めるので背の高いプランター
など手持ちのものを自在にセットできます。

ジョイントできる柵の幅は 30～95 
mm まで対応。ネジで留めるだけ。

TABACCHI
タバッキ（￥19,500）

天板のタイルを開けると灰皿に。立った
ままテーブルを囲むことができるので、
オフィスでの打ち合わせ用などに最適。
W700×D700×H1030mm　材質：スチー
ル、タイル　耐荷重：40kgf

テーブル中心にあるタイル１枚をはずすと灰皿に。未使用時は
フラットに使えるので、タバコを吸わないシーンでも活躍。
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FIORE TABLE
フィオーレ・テーブル（￥10,400）

普段は畳んでプランターに、作業する時は伸ばして使
用。 W600×D750×H855mm（W600×D250×H 
855mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：70kgf

テーブルの下に
チェア２脚がすっ
ぽり収まります。

テーブルの下に同
シリーズのチェア
２脚を収納可能。

VERONA CHAIR
ヴェローナ・チェア（￥7,900）

ハイスツールは、作業するにもくつろぐにも便利なア
イテム。W400×D505×H715mm×SH645mm　材
質：アルミニウム　耐荷重：80kgf

VERONA TABLE
ヴェローナ・テーブル（￥17,000）

天板が伸縮するカウンターテーブルです。W1485×
D460×H975mm　（W1020×D460×H975mm ／ 収
納時）　材質：アルミニウム　耐荷重：70kgf

FIOLE CHAIR
フィオーレ・チェア（￥3,600）

花のような編み目の意匠が、テラスを華やかに彩ります。
W440×D510×H825×SH435mm（W440×D70×
H620mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：80kgf

BISTECCA CHAIR
ビステッカ・チェア（￥3,800）

折り畳んでも自立して、テーブルの下にも収納可能。
W440×D555×H870×SH430mm（W440×D110×
H620mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：80kgf

BISTECCA TABLE
ビステッカ・テーブル（￥14,000）

サイドのバスケットには、炭を入れてBBQなどに活用
できます。W760×D865×H765mm（W760×D250×
H765mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：70kgf

バスケットは取り外し可能な網付き。
プランターとしても使用できます。
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PICCOLO CHAIR
ピッコロ・チェア（￥3,300）

全４色展開。折り畳んでも自立します。W440×D5 
55×H870×SH435mm（W440×D110×H620mm
／収納時）　材質：スチール　耐荷重：80kgf

PIAZZA CHAIR
ピアッツァ・チェア（￥5,000）

影も美しい花モチーフのパンチングメタル。W450
×D550×H795×SH435mm（W450×D160×H 
640mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：80kgf

PIAZZA TABLE
ピアッツァ・テーブル（￥4,000）

花モチーフの丸テーブルが、テラスに優しい印象を
与えてくれます。φ460×H485mm（φ460×D75×
H680mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：40kgf 

PICCOLO TABLE
ピッコロ・テーブル（￥3,200）

カフェ気分が味わえるスタンダードな形。４色展開。
W405×D 405×H 460mm（W405×D 105×H 6 
10mm ／収納時）　材質：スチール　耐荷重：50kgf

アッシュブラウン アッシュブラウン

ピンク ピンク

ホワイト

グリーン

ホワイト

グリーン

GALLERIA CHAIR
ガレリア・チェア（￥4,500）

布素材が心地いい。W480×D610×H890×SH435mm
（W480×D110×H875mm ／収納時）　材質：スチール、
ポリエステル UVコーティング（座面）　耐荷重：80kgf

GALLERIA TABLE
ガレリア・テーブル（￥5,800）

ガラスの天板がクールな印象を与えます。W610×D 
610×H610mm（W610×D105×H860mm／収納時）
材質：スチール、強化ガラス　耐荷重：40kgf
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TOSCA PARASOL BASEトスカ・パラソルベース（￥5,000）

TOSCA PARASOL
トスカ・パラソル（￥14,900）

パラソルはハンドルを回すだけで
ラクに開閉。Bluetooth搭載なので、
音楽も楽しめます。φ2500×H23 
10mm　材質：ポリエステル UV
コーティング（パラソル生地） 〈トスカ・パラソル〉と合わせてご使用ください。φ460mm

TOSCA CHAIR
トスカ・チェア（￥4,000）

くつろぎたい時に。W550×D640×H900×SH440cm
（W550×D70×H840mm ／収納時）　材質：スチール、
ポリエステル UVコーティング（座面）　耐荷重：80kgf

TOSCA TABLE
トスカ・テーブル（￥8,300）

自宅でリゾート気分を味わえるシリーズです。φ888
×H710mm（W888×D70×H1050mm ／収納時）　
材質：スチール、強化ガラス　耐荷重：50kgf

MARINA
マリーナ（￥14,000）

DAVINCI
ダヴィンチ（￥14,900）

ビーチサイドが似合いそうな３人掛けベンチ。中央の座
面が可動し、持ち上げるとサイドテーブルに。W1440
×D670×H870mm　材質：スチール　耐荷重：80kgf

クラシックな曲線がテラスに上質な印象をもたらし
ます。ロッキングチェアの進化版。W680×D830×
H965mm　材質：スチール　耐荷重：80kgf

中央の座面が可動し、
サイドテーブルに。飲
み物を置く時に便利。
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ブリーズ ブリーズ

ブラックアーミー ブラックアーミー

サファリ サファリ

パンテール

ブラウン

パンテール

PISA
ピサ（￥14,900）

壁などに立て掛けて設置するアウトドアシェルフ。
W750×D580×H1350mm（W685×D200mm ／ 棚
板サイズ）　材質：スチール　耐荷重：40kgf（棚板１枚）

CUSHION
クッション（￥2,000）

撥水性のあるクッションは、外でリラックスしたい
時の必須アイテムです。全５柄。W450×D450×
H125mm　材質：ポリエステル UV コーティング

RIALTO
リアルト（￥17,000）

W1810×D545×H800mm 天 板 H 710mm  （W965×
D545×H800mm ／ベンチ時）　材質：スチール、合成
木材　耐荷重：80kgf（チェア）、60kgf（テーブル）

TRE
トレ（￥13,900）

自立ができるシェルフでテラスをホビースペースに。
W715×D285×H1645mm（W685×D200mm ／ 棚
板サイズ）　材質：スチール　耐荷重：40kgf（棚板１枚）

SHEET
シート（￥3,800）

テーブルクロスなどマルチに使えるシート。バッグ
入り。W1290×D1290mm、収納バッグ W390×H 
285mm　材質：ポリエステル PU・UV コーティング

一番下の棚は
フタ付きの収納
ボックスに。ツー
ル入れに活躍。

こちらも一番下
の棚はフタ付き
の収納ボックス
に。自由に活用。

上：ベンチとパーティション。下：ベンチとテーブル。
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W

900

900

900

D

50

50

50

H

900

1200

1500

PRICE

¥12,960

¥15 ,120

¥17, 280

PATIO PETITE PANEL
パティオ・プティ パネル

PATIO TURF
パティオ ターフ

LONG MIDDLE SHORT

PATIO PETITE DECK
パティオ・プティ デッキ

PATIO PETITE FENCE
パティオ・プティ フェンス

な上、丸ノコなどの木工用工
具で自由にカットできます。
¥10,230／11枚（１㎡） W300
×D300×H40mm（１枚）

置くだけのウッドデッキで、テラスの雰囲気を一新。メンテナンス
もラクなのが嬉しい。木粉と再生プラスチック素材をミックスした
エコなデッキパネルは３タイプ、４色で展開。メンテナンスは、２
～３か月ごとにブラシ掛けをするだけで OK。置くだけで設置可能

１年中、青々とした芝生が楽しめる人
工芝のシリーズ。別売りの専用テープ
または専用糊で貼るだけなので簡単。
素材はロング（パイル長40mm）とミ
ドル（パイル長25mm）がポリプロピ
レン＋ポリエチレン、ショート（パイ
ル長10mm）がポリプロピレン。

素足で歩いても気持ちがいいデッキ。ビスを用いない簡易的なはめ
込み工法に対応し、自分でカットや加工もできるので、テラスの形
状に合わせて簡単に施工ができます。素材は木粉と再生プラスチッ
ク。テラスや外壁の雰囲気にぴったり合わせられる、ブラウン、サ
ンディ、グレー、ダークグレーの４色で展開しています。¥3,600
／１本 W145×D25×L2000mm（１本）

木の素材感が楽しめ、軽量で耐久性も
十分なフェンス。テラスの雰囲気に合
わせて、カラーリング＆サイズは３種
類から選択可能。プランターを吊るし
たり、目隠しにしたりなど、テラスに
部屋を作る感覚で組み合わせられま
す。素材は木粉とポリスチレン。ブラ
ウン、サンディ、ダークグレーの３色。

・1.80×5m ¥72,000（ロール）
・1.82×3m ¥25,000（ロール）
・1.82×6m ¥47,000（ロール）
・オーダー対応 ¥4,600～（㎡）

・1.82×3m ¥9,800（ロール）
・1.82×6m ¥18,500（ロール）
・オーダー対応 ¥2,000～（㎡）

ブラウン

ブラウン

サンディ

サンディ

ブラウン

青々とした色で、
芝が深いタイプ。

天然芝のような
リアルな質感。

リーズナブルで
使いやすい。

グレー

グレー

サンディ

ダークグレー

ダークグレー

ダークグレー

I TYPE
ICHIMATSU

E TYPE
ICHIMATSU

E TYPE
STANDARD

別売の専用テープ、専用のりのご用意もあります。
※カット代、送料別。

・掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。
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Gaien-mae
OMOTESANDO

246

★

東京の青山・表参道にある〈クラブエスタ ショップ〉では、パティオ
プティのすべてのラインアップを実際に目で見て、触ることができま
す。座り心地やサイズ感など、ぜひ確かめてみてください。

club ESTA SHOP
東京都港区南青山5・12・27
営業時間11:00～19:00（定休日火）
03・3498・5151（club ESTA SHOP）
0120・560・521（商品の問い合わせ）

http://patiopetite.jp/





http://patiopetite.jp/


