バルコニーへ出よう！
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Bal c ony L i f e

sahara

Table & Chair

サハラ

人工ラタンをあしらった〈SAHARA〉シリーズ
より。直径 61㎝のカフェテーブル、ゆったり
スペースのスクエアテーブル、パラソルが設置
できるラウンドテーブル等、バルコニーのサイ
ズや用途に合わせて選べます。

小さなバルコニーでもOK
幅 150 ㎝以下の標準バルコニーでも
使えるコンパクトサイズの家具。

組み立てが必要（1人でOK）
組み立て手順が比較的簡単で、1 人
で組み立て可能。工具は商品に同梱。

サハラ・テーブル
φ61.5×H66.5cm
（収納時）W61.5×D8.5×H89cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
4.1kg ／ 635-654 ／ ¥11,000

組み立てが必要（2人以上で）
PATIO PETITE （パティオ・プティ）
公式サイト内の商品ページへリンク。
http: // patiopetite . jp
楽天または YAHOO! ショッピングを
ご利用いただけます。

必ず 2 人以上で。無理に 1 人で組み
立てると、歪み等が出ることも。

サハラ・チェア
W46×D54×H84×SH48cm
（収納時）W46×D15×H95cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
5.0kg ／ 635-653 ／ ¥9,000

パラソル設置可能（別売り）
パラソルは別売りで、専用のパラソ
ルベースが必要です
（ P . 5 参照）。

ROCK

サハラ・スクエアテーブル

サハラ・ラウンドテーブル

W61×D61×H47.5cm
（収納時）W61×D6×H77cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
5.1kg ／ 660 -125 ／ ¥12,000

PETITE TOSCA

φ90×H71cm、
（収納時）D5.5×H108cm
（パラソル穴径）
φ4.5cm
強化ガラス、スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
14.6kg ／ 660 -124 ／ ¥22,000

PETITE BIANCA

ロック

トスカ

ビアンカ

ガラス天板のコンパクトカフェテーブル。テー
ブルもチェアも折りたたむと高さ 70㎝以下、
幅 50㎝以下におさまり、収納時も場所をとり
ません。P. 2 の商品はこちら。

黒いフレームがスタイリッシュな TOSCA シリ
ーズより。天板の径 61㎝のカフェテーブルと
ゆったりくつろげる肘掛つきチェア。同シリー
。
ズにパラソルつきテーブルあり
（P.5）

“白”を意味する BIANCA。白いファブリック、
ガラス天板、サンドベージュのフレームの組み
合わせがとてもシック。どちらもフォールディ
。
ング式。パラソル穴つきテーブルあり
（P.5）

プチ・トスカ（テーブル）

ロック・チェア
W48×D57×H82×SH45cm
（収納時）W48×D10×H69cm
スチール、テスリン UV コーティング
4.5kg ／ 635-366 ／ ¥6,000

φ61×H71cm
（収納時）W61×D7×H96cm
スチール、（天板）強化ガラス
6.4kg ／ 635-069 ／ ¥7,000

プチ・ビアンカ（テーブル）

トスカ・チェア
W55×D64×H90×SH44cm
（収納時）W55×D7×H84cm
スチール、ポリエステル UV コーティング
4.3kg ／ 635-035 ／ ¥4,000

φ61×H70cm
（収納時）
W61×D7×H96cm
スチール、（天板）強化ガラス
6.0kg ／ 635-652 ／ ¥7,000

piccolo

ビアンカ・チェア
W55×D64×H90×SH45cm
（収納時）W55×D7×H85cm
スチール、テスリン UV コーティング
3.9kg ／ 635-378 ／ ¥4,800

TABLE & CHAIR

ロック・テーブル
φ46×H49cm
（収納時）W46×D7.5×H67cm
スチール、（天板）強化ガラス
3.8kg ／ 635-367 ／ ¥5,000

piazza

ピッコロ

ピアッツァ

PATIO PETITE でもっともベーシックなスタイ
ルのカフェテーブルセット。屋外で映える軽快
なピンクと華奢なフレームが、バルコニーをセ
ンスアップします。

イタリア語で「広場」を意味する〈PIAZZA〉のテ
ーブル＆チェア。パンチングメタルで軽やかな
存在感。陽の光を受けて床に落ちる花びらモチ
ーフの影が優雅。

ピッコロ・テーブル

ピアッツァ・テーブル

W40.5×D40.5×H46cm
（収納時）W40.5×D10.5×H61cm
スチール／ 5.3kg
635-034 ／ ¥3,200

φ46×H48.5cm
（収納時）W46×D7.5×H68cm
スチール／ 4.1kg
635-026 ／ ¥4,000

ピッコロ・チェア

ピアッツァ・チェア

W44×D55.5×H87×SH43.5cm
（収納時）W44×D11×H62cm
スチール／ 7.1kg ／ 635-030 ／ ¥3,300

W45×D55×H79.5×SH43.5cm
（収納時）W45×D16×H64cm
スチール／ 5.8kg ／ 635-024 ／ ¥5,000

uno

ウーノ
6 脚まで重ねられるスタッキングスツール。座
面がパンチングメタルで水はけがよく、小さい
鉢植えを置くプランター台として使っても。
W40×D40×H43cm
スチール
2.9kg ／ 635-064 ／￥4,600

panthere

PALETTE

大胆なレオパード柄で大人の遊び心を発揮！
バルコニーにラグジュアリーなアクセントをつ
くるカフェテーブルセット。同テキスタイルの
。
リクライニングチェアあり
（P.8）

木の古材を模した POP なパターンが目を引く、
〈PAL
PATIO PETITE のデザイナーズシリーズ
ETTE〉より。同テキスタイルのクッション等、
アクセサリー展開もあり
（P.4、P.9）
。

パンテール

パンテール・テーブル
φ46×H49cm
（収納時）W46×D7.5×H67cm
スチール、（天板）強化ガラス
3.9kg ／ 635-365 ／ ¥5,000

SAHARA uno

パレット

パンテール・チェア
W48×D57×H82×SH45cm
（収納時）W48×D10×H69cm
スチール、ポリエステル PU・
UV コーティング
4.3kg ／ 635-364 ／ ¥6,000

パレット・テーブル
φ46×H48.5cm
（収納時）W46×D6×H67cm
スチール、（天板）強化ガラス
3.9kg ／ 635-663 ／ ¥5,500

パレット・チェア
W48×D55×H83×SH46cm
（収納時）W48×D12×H69cm
スチール、ポリエステル UV コーティング
4.3kg ／ 635-657 ／ ¥7,700

小さなバルコニーでもOK

サハラ・ウーノ

人気のスタッキングスツール〈UNO〉が〈SA
HARA〉に仲間入り。6 脚までスタッキング可
能。急な増員に重宝。
W44×D44×H43.5cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
2.3kg ／ 660-106 ／ ¥5,000

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能

4

B a l c o n y L if e

SKIP

salon

rialto

リアルト

サロン

スキップ

2 人掛けテーブルになる 3WAY ベンチ。奥行
54.5㎝なので、普通サイズのバルコニーにも
フィット。ベンチの背もたれを 90 度上げると
テーブルの天板に。椅子の座面を回転させると
ベンチからチェアに。手すりや壁につけての設
置がおすすめです。

PATIO PETITE の中で、一、二を争うラグジュ
アリーな座り心地のクッションチェアとテーブ
ルのセット。普通サイズのバルコニーならチェ
ア 2 脚で向かい合わせに。スペースに余裕があ
るなら最大 4 脚。パラソルの設置も可能。

ベンチ一体型のコンパクトなダイニングテーブ
ル。設置時の幅 126.5㎝なので、奥行きのある
ウッドデッキやテラスにおすすめです。折りた
たむと厚み12㎝とスリムなので、車での持ち運
びにも便利。キャンプ等のアウトドアにも。

W126.5×D102×H73cm
（収納時）W126.5×D12×H109cm
スチール／ 21.9kg
635-350 ／￥41,000

サロン・テーブル
W96×D96×H71cm
（パラソル穴径）
φ3.8cm
スチール、合成木材／ 15.9kg
635-377 ／ ¥20,000

W181×D54.5×H80cm
（天板）H71cm
（ベンチ時）W96.5×D54.5×H80cm
スチール、合成木材
23.2kg ／ 635-039 ／￥17,000

サンドベージュ

サロン・チェア
W61.5×D76×H91.5×SH49.5cm
スチール、
ポリエステル UV コーティング
9.2kg ／ 635-376 ／ ¥17,000

組立必要商品

BUGGY

バギー・テーブル

バギー・カート

W46×D46×H58.5cm
（収納時）W46×D6×H74cm
スチール／ 4.7kg ／￥7,300
アッシュグリーン／ 635-052
サンドベージュ／ 635-049

バギー

テーブル、チェア、カートの 3 点セ
ット
（それぞれ別売）
。カート中段を
折りたたみ、テーブルとチェアのフ
レームを上段にひっかけてコンパク
ト収納。カートはキャスターつきな
ので移動時も快適です。

バギー・チェア

アッシュグリーン

W44×D50×H83×SH43.5cm
（収納時）W44×D10×H93cm
スチール、
ポリエステル UV コーティング
3.7kg ／￥4,750
アッシュグリーン／ 635-051
サンドベージュ／ 635-048

テーブル、チェアともに組立必要商品

W40×D45×H93.5cm
（チェア、テーブル収納時）
W46×D45×H101.5cm
スチール、
（キャスター）
ポリウレタン＋スチール
5.0kg ／￥8,600
アッシュグリーン／ 635-053
サンドベージュ／ 635-050

jardin

組立必要商品

マリーナ

2WAY の 3 人掛けベンチ。3 人がけのうち、真
ん中の座面を持ち上げるとサイドテーブルに早
変わり。パンチングメタルで水はけもよく、見
た目よりも軽量。奥行き 67㎝なので、普通サ
イズのバルコニーに楽々フィットします。

ブラックアーミー

パレット

635-664

635-665

635-666

SHEET CUSHION

シートクッション

撥水性の高い屋外用のシートクッション。何か
と座り心地が気になるアウトドアチェアも、こ
れ 1 枚あれば、ぐっと快適に。パターンは、
〈ブ
リーズ〉
〈ブラックアーミー〉
と、デザイナーズ
モデル
〈パレット〉
の全 3 デザイン。

W40×D40×H3cm
ポリエステル UV コーティング
￥1,500
￥2,700（パレット）

水はけのいいメッシュパネルのラウンドテーブ
ル & アームつきチェア。スチールの割に軽量で
移動も快適。どんな庭もシックな雰囲気に。チ
ェアは 6 脚までスタッキング可能。

フラワーモチーフのパンチングメタルをあしら
った、ラウンドテーブル & アームつきチェア。
品のいいホワイトで芝生の庭でもバルコニーで
も相性◯。チェアは 6 脚までスタッキング可能。

カプリ・テーブル

φ105×H72cm
（パラソル穴径）
φ4.5cm
スチール／ 9.5kg
635-372 ／ ¥12,500

φ100×H72.5cm
（パラソル穴径）
φ4.5cm
スチール／ 11.0kg
635-662 ／ ¥19,000

ジャルダン・チェア

カプリ・チェア

W58×D68×H89×SH44.5cm
スチール／ 5.4kg
635-371 ／ ¥6,500

W58×D64×H89.5×SH42.5cm
スチール／ 5.9kg
635-661 ／ ¥9,000

組立必要商品

W144×D67×H87cm
スチール／ 19.7kg
￥14,000 ／ 635-041

組立必要商品

組立必要商品

TOSCA

DRAWER

ドロワー

トスカ

2 人掛けソファベンチ〈ドロワー・ボックス〉は、
〈ドロワー・テーブル〉
2 脚のスツールを内蔵。
は、バタフライ式に天板を広げるとダイニング
テーブルサイズに。2 つは入れ子式に重ねられ
るので、未使用時はとてもコンパクト。

テーブルもチェアもパラソルも、
〈TOSCA〉シ
リーズでブラック・コーディネート！ ガラス
天板のテーブルは、直径 88.8㎝でちょっとし
た食事ができるゆったりサイズ。

tabacchi

タバッキ

中央のタイル部分に灰皿をセッティングできる
ハイテーブル。自宅やオフィスの喫煙スペース
に置けば、シックなくつろぎ空間に。チェアを
や
〈VERONA
組み合わせる場合は、
〈BAR BAR〉
（P.7）
等のハイチェアがおすすめです。
RATAN〉

W70×D70×H103cm
スチール、タイル
20.0kg
635-074 ／ ¥19,500

カプリ

TABLE & CHAIR

TABLE & CHAIR

v

capri

ジャルダン

ジャルダン・テーブル

marina

ブリーズ
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ドロワー・ボックス
（スツール付き）

ドロワー・テーブル

W82×D38×H49.5cm
（スツール）W39×D33×H44cm
スチール、
ポリエステル PU・UV コーティング
15.4kg ／ 635-353 ／ ¥33,800

W95.5×D92×H63.5cm
（収納時）W95.5×D49×H63.5cm
スチール、強化ガラス／ 18.6kg
635-352 ／ ¥16,400

トスカ・チェア

トスカ・パラソルⅡ

W55×D64×H90×SH44cm
（収納時）W55×D7×H84cm
スチール、ポリエステル UV コーティング
4.3kg ／ 635-035 ／ ¥4,000

φ203×H205cm
（パラソル生地）
ポリエステル UV コーティング
3.6kg ／ 635-658 ／ ¥7,000

トスカ・テーブル

トスカ・パラソル独立ベース

φ88.8×H71cm
（収納時）W88.8×D7×H105cm
（パラソル穴径）
φ4.2cm
スチール、強化ガラス
13.6kg ／ 635-036 ／ ¥8,300

W35×D35×H31cm
（筒）
スチール、（本体）
コンクリート
11.2kg ／ 635-659 ／ ¥5,500

組立必要商品

組立必要商品

regista

レジスタ

デザイナーズテキスタイルを使った、プレミア
ムなディレクターズチェア。比較的軽量で折り
たたみも簡単。普段はバルコニーで使い、キャ
ンプや BBQ へ持ち出しても。
背もたれが動くの
で、深く腰掛けても背中にしっかりフィット。

W58.5×D61×H88×SH47cm
（収納時）W16.5×D61×H88cm
アルミ、
ポリエステル UV コーティング
4.3kg ／ 635-656 ／￥14,000

ビアンカ・チェア

bianca

ビアンカ

ホワイトのパラソルと、明るいサンドベージュ
のフレーム。そしてガラス天板のテーブル。座
シ
るだけで華やいだ気分になれる、
〈BIANCA〉
リーズのテーブル・パラソルセット。

ビアンカ・パラソル
φ258×H232cm
（パラソル生地）
ポリエステル
UV コーティング
.
／
7 0kg 635-379 ／ ¥11,500

W55×D64×H90×SH45cm
（収納時）W55×D7×H85cm
スチール、テスリン UV コーティング
3.9kg ／ 635-378 ／ ¥4,800

ビアンカ・テーブル
φ89×H71.5cm
（収納時）W89×D7.5×H105cm
（パラソル穴径）
φ4.2cm
スチール、強化ガラス
11.7kg ／ 635-380 ／ ¥8,300

ビアンカ・パラソルベース
φ46×H35.5cm
スチール
5.3kg ／ 635 -381 ／ ¥5,000
小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能
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for limited space

verona rattan

ヴェローナ・ラタン

グレーの人工ラタンをあしらった、バーカウン
タースタイルのシックなテーブルセット。バタ
フライ式に天板を広げると、約 45㎝伸長。未使
用時は、テーブル下にチェア 2 脚が収まります。

ヴェローナ・ラタン・テーブル

ヴェローナ・ラタン・チェア

W149.5×D47×H98cm
（収納時）W105×D47×H98cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
16.4kg ／ 660-102 ／ ¥24,000

W41×D51×H73×SH63.5cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
5.2kg ／ 660-101 ／ ¥12,000

組立必要商品

Stella

ステラ

どんなバルコニーもぱっと明るくしてくれるホ
ワイトの 2WAY テーブル。バタフライ式に天
板を広げれば、幅 90㎝の使いやすいテーブルに。
折りたたみ時
（写真左）
は、プランター台に最適。

FIORE RATTAN

フィオーレ・ラタン

人気の〈フィオーレ・テーブル〉
（P.6）にグレー
の人工ラタンをあしらい、幅 110.5㎝にまでサ
イズアップ。プランターボックスも大きくなり
ました。未使用時はテーブルの下にチェア 2 脚
が収まります。

W90×D68×H73.5cm
（収納時）W10.5×D68×H73.5cm
スチール／ 14.0kg
635-655 ／ ¥19,000

フィオーレ・ラタン・テーブル
W110.5×D78.5×H86cm
（収納深さ8cm）
（収納時）
W110.5×D28.5×H86cm
（フレーム）粉体塗装、スチール
（人工ラタン）
ポリエチレン
18.5kg ／ 660 -120 ／ ¥41,000

フィオーレ・ラタン・チェア
W44×D55.5×H69×SH62cm
（収納時）W44×D18×H82cm
（フレーム）粉体塗装、スチール
（人工ラタン）
ポリエチレン
4.3kg ／ 660 -121 ／ ¥11,000

barbar

バールバール
コンパクトなバルコニーにもぴった
りのサイズ。バルコニーの外に向か
って設置すれば景色ごと楽しめます。
未使用時はテーブルを折りたたんで、
チェア 2 脚を掛けてコンパクト収納。

組立必要商品

バールバール・テーブル

FOR LIMITED SPACE

FOR LIMITED SPACE

W106.5×D63×H91cm
（収納時）W106.5×W59×H121cm
スチール／ 14.5kg
635-651 ／ ¥24,000

バールバール・チェア
W44×D55×H78×SH64cm
（収納時）W44×D21×H92cm
スチール、
ポリエステル UV コーティング
4.5kg ／ 635-650 ／ ¥6,800

組立必要商品

FIORE Table

rock grande

CHESS

ロックグランデ

フィオーレ・テーブル

チェス

サイドテーブル代わりに使っても便利な、折り
たたみミニテーブル。天板の幅 70㎝とコンパ
クトながら、スクエアなので見た目よりもゆっ
たりと使えます。

天板をたためばスリムなプランター台に。天板
を広げればガーデニングの作業台に。台の高さ
は立ったままの作業に最適な 85.5㎝。植物を
眺めながらのティータイムもおすすめ。

折りたたみ時は幅 57.5㎝のコンパクトサイズ
なのに、天板を広げるとメインのテーブルとし
ても十分快適なサイズに。大人数が集まる時の
予備テーブルとしても活躍しそう。

W70×D50.5×H73cm
（収納時）W50.5×D10×H100cm
スチール
7.3kg ／ 635-370 ／￥12,600

W60×D75×H85.5cm
（収納時）W60×D25×H85.5cm
スチール
15.6kg ／ 635-018 ／ ¥10,400

SAHARA WAGON

W115×D57.5×H72cm
（収納時）W57.5×D57.5×H74cm
スチール
11.6kg ／ 635-356 ／ ¥27,500

WAGON

サハラ・ワゴン

ワゴン

折りたたむと厚み 10㎝になる収納性抜群のワ
ゴン。食器やドリンク等のストックを置くと便
利。キャスターは後付け。

上段はガラス天板、下段はスチールメッシュの、
キャスターつきワゴン。手入れしやすい素材な
ので、ガーデニンググッズの収納にも。

W86.5×D37×H93.5cm
（上段 H86.5cm、
中段 H51cm、
下段 H12.5cm）
（収納時）W86.5×D10×H93.5cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
14.0kg ／ 660-129 ／ ¥25,000

W61×D30×H91cm
（天板高）H76cm
（収納時）W61×D6×H91cm
スチール、強化ガラス
（棚 1 枚）
9.4kg
635-355 ／￥12,000
小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能

8
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CHILL OUT

Scirocco

シロッコ

デザイナーズテキスタイルのビーチチェア。背
もたれを起こすとディレクターズチェア風に。
〈SCIROCCO〉は地中海北岸に吹く南風の意味。
1 段階リクライニング。
W63×D85・94×H94・82×SH50・40cm
（収納時）W63×D12.5×H126cm
スチール、
（座面）
ポリエステル UV コーティング
（手かけ）
ポリプロピレン UV コーティング
6.9kg ／ 635-660 ／￥17,000

SAHARA

サハラ・ソファシングル

サハラ

W74×D74×H79×SH45cm
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム、
ポリエステル綿
8.6kg ／ 635-667 ／ ¥50,000

人工ラタンをあしらった〈SAHARA〉シリーズ
。ソファはシングル、ダブル、
より
（詳細は P.16）
トリプル。テーブルも各サイズ揃い、組み合わ
せ方次第で、あらゆるスペースにフィット。見
た目より軽量なので“模様替え”も楽々。

サハラ・ベッド
L199×D62×H43cm
（背もたれ高さ H106・101.5・95・87.5・77.5cm）
（マットカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（マット中身）
ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿
14.0kg ／ 660-119 ／ ¥57,000

BUNGEE
バンジー

日よけつき、無段階リクライニングという贅沢
仕様のデッキチェア。デザインのアクセントに
もなっているバンジー（太いゴム紐）によるバ
ウンス効果で、座り心地も抜群。
W75×D90 ～ 155.5×H114 ～ 83cm
（収納時）W74×D19.5×H112cm
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）
11.0kg ／￥15,000

サハラ・ソファダブル
W144×D74×H79×SH45cm
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム、
ポリエステル綿
16.0kg ／ 635-668 ／ ¥68,000

組立必要商品

サファリ
635-359

サハラ・サイドテーブル

組立必要商品

サハラ・ローテーブルⅢ
W111.5×D61×H41cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン、
強化ガラス
12.5kg ／ 660-118 ／ ¥38,000

BREEZE

ブリーズ

（チェア）W120×D80 ～108×H91 ～ 63.5cm
（日よけ含最大）H145cm
（オットマン）
W105×D46×H34cm
スチール、ポリエステル UV コーティング
（チェア）25.2kg、
（オットマン）8.6kg
635-354 ／￥50,000

ブリーズ

ブラックアーミー

パンテール

ブラック

635-360

635-361

635-362

635-363

W65×D48×H48.5cm
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿
4.4kg ／ 660-116 ／ ¥23,000

※パラソルの設置には
も
パラソルベース
（P.5）
必要です。

CHILL OUT

CHILL OUT

オットマンつきのリクライニングチェア。5 段
階の細やかなリクライニング、日よけシェード、
折りたたみミニテーブルをそれぞれ 2 つずつ搭
載。見た目よりも奥行がコンパクトなので、幅
広タイプのバルコニーにもおすすめです。

サハラ・オットマン

W41×D41×H48cm
（パラソル穴径）
φ4cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
5.0kg ／ 660-128 ／ ¥13,000

SIESTA

pullman

シェスタ

プルマン

サハラ・ローテーブルⅡ
W74.5×D74.5×H41cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン、
強化ガラス
10.4kg ／ 660-117 ／ ¥34,000

ハンモックスタイルのデイベッド。
日よけ、
ピロ
ーつきというお昼寝仕様で、パーフェクトなチ
ルタイムを実現。
マガジンラックつき。
90㎝幅で、
普通サイズのバルコニーにも設置可能。同じス
。
トライプデザインのクッションあり
（P.9）

肘かけ、リクライニング、オットマン。くつろ
ぐために必要なすべてを搭載した、シンプルフ
レームのチェアセット。リクライニングは 3 段
階、オットマンは別売り。同シリーズにコンパ
クトなパラソルテーブルも。

プルマン・パラソルテーブル
W50×D50×H47cm
スチール、
（アジャスター）
ポリエステル
18.1kg ／ 635-061 ／ ¥16,500
（適用支柱径）
φ2.5、3.2、3.8cm

プルマン・オットマン

プルマン・チェア

W56×D58×H37cm
スチール、ポリエステル
3.0kg ／ 635-060 ／ ¥5,500

W67×D80×H98.5cm
スチール、ポリエステル
7.8kg ／ 635-059 ／ ¥11,500

W90×D223×H68cm
スチール、
ポリエステル PU・UV コーティング
10.4kg ／ 635-390 ／￥14,000

組立必要商品

サハラ・ソファ・トリプル（オットマン付き）

サハラ・ローテーブル

ソファ：W213.5×D77.5×H83×SH49.5cm ／ 23.0kg
オットマン：W65×D65×H47cm ／ 4.9kg
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿
660-115 ／ ¥135,000

W80×D40×H41cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン、
強化ガラス
7.9kg ／ 635-669 ／ ¥29,000

組立必要商品

sheet

CUSHION

シート

クッション

5 パターンのテキスタイルから選べる屋外用マ
ルチシート。撥水性が高いので汚れに強く、生
地が厚手で座り心地も良好なので、ピクニック
シートとしても大活躍します。

撥水性の高いカバー生地の屋外用クッション。
ブリーズ、サファリ、パンテールなど、PATIO
PETITE オリジナルの大胆なテキスタイルは、
シンプルになりがちなバルコニーインテリアの
心地よいアクセントになってくれます。

W129×D129cm
（収納バッグ）W39×H50cm
ポリエステル PU・UV コーティング
（パレットのみ）
ポリエステル UV コーティング
￥3,800 ／￥7,300（パレット）

camp white / CAMP BLACK

奥行 142㎝とコンパクトサイズのタープなので、
小さな庭等にも設置可能。日よけ・雨よけスペ
ースの確保に活用しても。付属の専用バッグに
入れれば持ち運びも楽々。

W240×D142×H280cm、（梁下）H200cm
（収納バッグ）W205×D35×H35cm
（金属）
スチール
（屋根生地）
ポリエステル UV コーティング
（収納バッグ生地）
ポリエステル／ 24.1kg
ホワイト／ 660-107
ブラック／ 660-108
¥32,000

635-383

W45×D45×H12.5cm
ポリエステル UV コーティング
￥2,000

ブリーズ

組立必要商品

キャンプ・ホワイト／キャンプ・ブラック

ブリーズ

camp

キャンプ

両サイドにミニサイズのバーカウンターがつい
た、ラグジュアリータイプのタープ。天井が風
を逃す構造になっているので、比較的風に強く、
天候を選ばず使うことができます。この下で
BBQ をしても、熱や煙がこもらず快適です。

635-387
組立必要商品

W245×D144×H260cm
スチール、
（生地）
ポリエステル
UV コーティング
.
34 6kg ／ 635-392 ／￥37,000

パレット

パンテール

サファリ

ブラックアーミー

サファリ

パンテール

ブラウン

ブラックアーミー

635-670

635-389

635-386

635-388

635-382

635-393

635-385

635-384

小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能
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GATHERING
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GATHERING

SAHARA

サハラ

〈SAHARA〉シリーズのダイニングテーブルは、
最大 6 人での GATHERING を可能にしてくれ
ます。ガラス天板がついているので衛生的。テ
ーブルの中央には、別売りのパラソル
（P.5、パ
ラソルベースも必要）
を立てることもできます。

組立必要商品

サハラ・ダイニング
6人掛け
（ガラス天板付き）
W145.5×D85.5×H72cm
（パラソル穴径）
φ4cm
スチール、強化ガラス、
（人工ラタン）
ポリエチレン
27.0kg ／ 660-127 ／ ¥31,000

サハラ・ダイニング
4人掛け
（ガラス天板付き）
W85.5×D85.5×H72cm
（パラソル穴径）
φ4cm
スチール、強化ガラス、
（人工ラタン）
ポリエチレン
18.7kg ／ 660-126 ／ ¥24,000
吸盤で固定する強化ガラス
の天板がついています。

サハラ・アームレスチェア

サハラ・フォールディングチェア

サハラ・スタッキングチェア

デザイナーズチェアのようにスタイリッシュな
新作チェア。スタッキング可能。

肘かけつきフォールディングチェア。折りたた
むと厚みが 9㎝、持ち運び時も快適です。

肘かけつきで座り心地抜群のダイニングチェア。
スタッキング可能。

W54.5×D68×H93×SH44cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
4.8kg ／ 660-123 ／ ¥11,000

W55×D63×H89×SH45cm
（アーム）H62.5cm、（収納時）
W55×D9×H84cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
4.8kg ／ 660-122 ／ ¥10,000

W58.5×D70×H89×SH43.5cm
（アーム）
H64cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
5.1kg ／ 660-105 ／ ¥9,500

小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能
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TIPS FOR
Tips 03

CARE
屋外の家具を
長持ちさせるには？
自転車と同じで、傷みの原因 No.1 はサビ…ですが、

注意すべきはサビ対策の誤解。たとえば、ビニール
の雨よけカバーは、湿気が内側にこもるので逆効果。
サビ止めスプレーは、液剤に付着した塵や汚れが水
分をとどめ、やはりサビの原因に。地道にしてもっ
とも有効なのは、やはり拭き掃除です。溝や継ぎ目
などの汚れや水滴をこまめに拭くだけで、劇的に長
持ちします。

Tips 02
Tips 04

TIPS

TIPS

RENOVATION

CLEANING

冴えないバルコニーを
気軽に“リフォーム”する方法

バルコニー専用の
お掃除ツールは必要？

大掛かりな工事をしなくても、後付けがで
きるデッキパネルやラティスを利用すれば、

バルコニーの掃除には高圧洗浄機がおすすめです。

DIY で簡単に見違えます。むき出しの配管な

ゴシゴシとモップがけをしなくても床の汚れを洗浄

どが気になる場合は、大きめの鉢植え等を置

でき、窓や網戸の掃除にも便利。屋外家具の細かい

いて目隠しにするのも効果的。

部分の汚れも、水圧で簡単に吹き飛ばすことができ
てしまいます。多少かさばりますが、それだけの価
値あり!

玄関のたたき、車や自転車のホイール、浴

室など水回りの掃除等、汎用性が高いのが特長です。

Tips 01

STYLING
屋外家具はどう選ぶべき？
スタイルのある
バルコニーづくり。

インテリアの家具選びは経験があっても、バルコ
ニーの家具選びとなると初めてだという人が多いよ
うです。そこで、インテリアスタイリストの窪川勝
哉さんに、バルコニー家具の選び方について指南し
ていただきました。
「室内、屋外にかかわらず、家具は “ 白いご飯 ” の
ような存在であるといいと思っています。味がつい
ていないからこそ様々な味のおかずと合い、その結
果、毎日食べ続けても飽きません。気軽に取り替え
ることができない家具も、くせのないベーシックな
デザインを選び、趣味や流行は、クッションや鉢、
ランタンなどの小物で取り入れていくことで、スタ
イルのあるバルコニーが徐々に完成していきます」
試しに、PATIO PETITE の屋外家具の中でも、ベ

PIVOT

ducale

MOON

ピボット

ドゥカーレ

ムーン

テーブルとベンチ、ソファとオットマン、ソフ
ァとローテーブル。設置場所やライフスタイル
に合わせて 3WAY で活躍。P.12 の写真は、ソ
ファとローテーブルの組み合わせ。テーブルに
クッションつけるとオットマンに。

座面を左右に開いて、ベンチの背もたれを 90
度上げるとテーブルと 2 人掛けのチェアになる
3WAY ベンチ。奥行 62㎝で、普通サイズのバ
ルコニーの場合、手すりか壁につけて設置する
のがおすすめです。

テーブルだけでなくパラソルも半円！ 壁につ
けて設置するコンパクトなパラソルセット〈M
シリーズ。未使用時は、テーブルもチェ
OON〉
アも折りたたみ可能。折りたたんだチェアは、
テーブルの下に収納することができます。

（デスク時）W120×D45.5×H68cm
（ベンチ時）W120×D68×H70.5cm
（座イス時）W120×D68×H45.5cm
（オットマン）
W95.5×D45×H40cm
スチール、ポリエステル UV コーティング
（本体）19.0kg、
（オットマン）6.7kg
635-351 ／￥52,000

ムーン・パラソル

W180×D62×H83cm
（天板）H70.5cm
（ベンチ時）
W101×D55
×H83×SH43cm
スチール、（天板）
アルミ
20.0kg ／ 635-063 ／￥32,000

φ220×D99×H215cm
（収納時）W14×W14×H115cm
スチール、
（パラソル生地）
ポリエステル
635-056 ／ ¥6,500

ムーン・テーブル
W101.5×D77×H72cm
（収納時）W101.5×D31×H72cm
（パラソル穴径）
φ3.8cm
スチール、（座面・背面）
アルミ
13.4kg ／ 635-055 ／ ¥27,000

ーシック中のベーシックといえる〈PIVOT〉でスタイ
リングしてもらうと、シンプルなサンドベージュに
個性的な小物が映える！
（P.13 の〈DUCALE〉や〈MO
ON〉も、〈PIVOT〉と同じカラーリングです）。
「また、室内のインテリアと同じように、バルコ
ニーを壁や天井のある立体のハコとして考えると、
スタイリングの発想がうんと広がります。植物をハ
ンギングしたり、ラティスを使って壁を作ったりす
るのもおすすめです」

ムーン・チェア
W46×D60×H82×SH44.5cm
（収納時）W46×D14×H101cm
スチール、（座面・背面）
アルミ
4.9kg ／ 635-054 ／ ¥9,900

組立必要商品

組立必要商品

小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能
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Tips 05

OUTDOOR AND INDOOR
バルコニー用の家具を
室内と兼用で使ってみる。
ふだんは室内で使い、天気のいい日にはバルコニ
ーへ移動させて使う。部屋の中で寛ぎたくなったら
ふたたび室内へ…。その時過ごしたいと思った場所
へ、気分のままに移動させる。屋外用の家具なら、
そんな自由なスタイルを可能にしてくれます。たと
えば、PATIO PETITE の〈SAHARA〉シリーズのソフ
ァ。紫外線と水に強い人工ラタンは、ふつうのラタ
ンと同じく軽いのが特徴で、
写真の
〈SAHARA SOFA
（P.9）
はたったの 8.6㎏。大人の女性が 1 人
SINGLE〉
で軽々持ち運べる軽さです。また、人工ラタンの上
質な佇まいは、室内にあっても、ふつうのラタン家
具のように自然な存在感。
何時間でも過ごしたくなるような極上の座り心地
に、室内用とバルコニー用の区別をつける必要はな
いのかもしれません。

※室内で兼用する場合、家具のタイプによっては室
内のフローリング等を傷つける可能性があるため、
家具の下にラグを敷いたり、脚に家具用カバーをつ

TIPS

TIPS

けたりするなどしてのご使用をお願いします。

about
本誌に登場する情報・商品のお問い合わせ

都会のテラスにぴったりのコンパクトな 2 WAY家具から、ラグジュアリーなガーデン用ダ
イニングセットまで。PATIO PETITE（パティオ・プティ）は、さまざまなスタイルのアウ
トドアライフを叶える屋外家具ブランドです。フリーマガジン
「BALCONY LIFE」
のテーマ
は、ブランドコンセプトと同じ、
「LIMITED SPACE, UNLIMITED POSSIBLITIES」
。家具の
紹介にとどまらず、バルコニーという限られたスペースを活用するためのさまざまな情報
を発信してまいります。バルコニーライフの充実で、日常をさらに豊かに！

PATIO PETITE 公式サイト

http://patiopetite.jp

杉田エース株式会社

※価格は全て税込です
（2018年4月現在）

0120-560-521

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する
場合、また、取扱いを中止する場合がございま
すのでご了承ください。

発行日：2018 年 4 月
〒 130-0021
東京都墨田区緑 2 丁目 14 番 15 号

※本誌の一部または全部を無断で複写（コピ
ー）することは、著作権法での例外を除き、禁
じられています。本書からの複写を希望される
場合は、杉田エースまでご連絡ください。

www.sugita-ace.co.jp

©2018 SUGITA ACE CO.,LTD. All rights reserved.

発行：杉田エース株式会社
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SAHARA DINING
最大 6 人で利用できるダイニングテーブル。
ガラス天板つきなので、食器もぐらつかず
衛生的。テーブルの中央には、別売りのパ
ラソル（P.5、パラソルベースも必要）を立
てることもできます。P.10 でも紹介。

2018 New Arrival

SAHARA SOFA TRIPLE
ソファ最新作は 3 人掛けで、オットマンが
セットに。大型の割に軽量で、移動も楽々
できます。P.9 でも紹介。

サハラ・ダイニング
6人掛け
（ガラス天板付き）
W145.5×D85.5×H72cm
（パラソル穴径）
φ4cm
スチール、強化ガラス
（人工ラタン）
ポリエチレン
27.0kg ／ 660-127 ／ ¥31,000

サハラ・ダイニング
4人掛け
（ガラス天板付き）
W85.5×D85.5×H72cm
（パラソル穴径）
φ4cm
スチール、強化ガラス
（人工ラタン）
ポリエチレン
18.7kg ／ 660-126 ／ ¥24,000

サハラ・ソファ・トリプル（オットマン付き）

SAHARA low table
SAHARA round table

SAHARA WAGON

テーブルの高さが 71㎝で、ダイニングに
も使える折りたたみ式のラウンドテーブル。
P.3 でも紹介。

食器やドリンク等のストックを置くと便利
な折りたたみ式ワゴン。キャスターは後付
け。P.6 でも紹介。

サハラ・ラウンドテーブル

サハラ・ワゴン

φ90×H71cm、
（収納時）
D5.5×H108cm
（パラソル穴径）
φ4.5cm
強化ガラス、スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
14.6kg ／ 660 -124 ／ ¥22,000

W86.5×D37×H93.5cm
（上段 H86.5cm、
中段 H51cm、
下段 H12.5cm）
（収納時）W86.5×D10×H93.5cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
14.0kg ／ 660-129 ／ ¥25,000

SAHARA
Armless Chair
デザイナーズチェアのようにスタイリッシュな
新作チェア。スタッキング可能。

サハラ・アームレスチェア
W54.5×D68×H93×SH44cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
4.8kg ／ 660-123 ／ ¥11,000

ガラス天板つきのローテーブルが登場。3
人掛けソファにフィットするワイドサイズ
と、使い勝手のいいコンパクトタイプの 2
サイズが新着。P.9 でも紹介。

SAHARA SIDE table
パラソル穴つきサイドテーブル。パラソル
設置には〈トスカ・パラソル独立ベース〉
（P.5）
が必要。P.9 でも紹介。

サハラ・サイドテーブル
W41×D41×H48cm、
（パラソル穴径）
φ4cm
アルミ、
（人工ラタン）
ポリエチレン
5.0kg ／ 660-128 ／ ¥13,000

SAHARA ottoman

NEW ARRIVAL

NEW ARRIVAL

ソファ：W213.5×D77.5×H83×SH49.5cm ／ 23.0kg
オットマン：W65×D65×H47cm ／ 4.9kg
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿
660-115 ／ ¥135,000

サハラ・ローテーブルⅡ
W74.5×D74.5×H41cm
スチール、強化ガラス
（人工ラタン）
ポリエチレン
10.4kg ／ 660-117 ／ ¥34,000

ワイドサイズのオットマン。スツールとし
ての使い方もおすすめです。P.9 でも紹介。

サハラ・オットマン

サハラ・ローテーブルⅢ

W65×D48×H48.5cm
（ソファカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（ソファ中身）
ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿
4.4kg ／ 660-116 ／ ¥23,000

W111.5×D61×H41cm
スチール、強化ガラス
（人工ラタン）
ポリエチレン
12.5kg ／ 660-118 ／ ¥38,000

SAHARA BED
FIORE RATTAN

新登場のカウチベッド。ラタンフレームで
シックなデザイン。6 段階リクライニング。
P.9 でも紹介。

グレーの人工ラタンをあしらったプランターボ
ックスつきの折りたたみテーブルと、セットで
使える同素材のハイチェア。P.7 でも紹介。

フィオーレ・ラタン・チェア
W44×D55.5×H69×SH62cm
（収納時）
W44×D18×H82cm
（フレーム）
粉体塗装、スチール
（人工ラタン）
ポリエチレン
4.3kg ／ 660 -121 ／ ¥11,000

フィオーレ・ラタン・テーブル

SAHARA FOLDING CHAIR
肘かけつきフォールディングチェア。折りたた
むと厚みが 9㎝、持ち運び時も快適です。

サハラ・ベッド
L199×D62×H43cm
（背もたれ高さ H106・101.5・95・87.5・77.5cm）
（マットカバー材）
ポリエステル・UV コーティング
（マット中身）
ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿
14.0kg ／ 660-119 ／ ¥57,000

サハラ・フォールディングチェア

組立必要商品

PATIO PETITE の全ラインアップは、
P.2 からご覧いただけます。

W55×D63×H89×SH45cm
（アーム）H62.5cm
（収納時）W55×D9×H84cm
スチール、
（人工ラタン）
ポリエチレン
4.8kg ／ 660-122 ／ ¥10,000

SAHARA SQUARE table

W110.5×D78.5×H86cm
（収納深さ8cm）
（収納時）
W110.5×D28.5×H86cm
（フレーム）粉体塗装、スチール
（人工ラタン）
ポリエチレン
18.5kg ／ 660 -120 ／ ¥41,000

収納性抜群の、スクエアタイプのカフェテ
ーブル。サイドテーブルとして使っても。
P.3 でも紹介

サハラ・スクエアテーブル
W61×D61×H47.5cm
（収納時）W61×D6×H77cm
スチール、（人工ラタン）
ポリエチレン
5.1kg ／ 660 -125 ／ ¥12,000

小さなバルコニーでもOK

組み立て必要（1人）

組み立て必要（ 2 人以上）

パラソル設置可能
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2018 New Arrival
きわめる、アウトドアリビング
前作よりスケールアップした
PATIO PETITE最新作、登場！
3人掛けのトリプル・ソファ。
6人掛けのダイニングテーブル。
リゾートスタイルのカウチベッド他。

NEW ARRIVAL

NEW ARRIVAL

SAHARA SOFA TRIPLE
SAHARA DIning

SAHARA BED

←最新モデルの詳細は次ページに

