722/6(/(&7,21vol.16

使 い や す さを 追 求した

ガ ー デ ニ ン グ プ ロシリーズ 。

Home Maintenance Tools

4837

4836

ガーデンツールセット GTS-100R

ガーデンツールセット GTS-80R

■梱包／6 ■製品重量／約1,580ｇ ■Ｊ
ＡＮ／4969402048378

■梱包／6 ■製品重量／約1,380ｇ ■Ｊ
ＡＮ／4969402048361

¥10,000（税抜）

¥8,000（税抜）

セッ
ト内容
●伸縮式ガーデンレーキＬ ●パワーアップミニ太枝切鋏ＧＰＵ-35Ｒ ●耐切創手袋M

4835

4377

*DUGHQLQJ7RROV

*DUGHQLQJ7RROV

セッ
ト内容
●伸縮式ガーデンレーキＬ ●パワーアップミニ太枝切鋏ＧＰＵ-35Ｒ ●アルミ剪定鋏ＡＳ-020 ●耐切創手袋M

Home Maintenance Tools

722/6(/(&7,21vol.16

3UXQLQJ7RRO
Pruning Tool 剪定ツール

ガーデンツールセット GTS-75S

ガーデンツールセット GTS-040

■梱包／6 ■製品重量／約850ｇ ■Ｊ
ＡＮ／4969402048354

■梱包／20 ■製品サイズ／
（AS-020）
約長さ200×幅47×厚さ18mm

¥7,500（税抜）

¥4,000（税抜）

セッ
ト内容
●パワーアップミニ太枝切鋏ＧＰＵ-35Ｒ ●パワーアップ剪定鋏 替刃式ＳＧＳ-30 ●専用替刃ＢＳ-Ｂ716

（GS-20）
約全長210×幅56×厚さ19mm

■製品重量／合計約330ｇ ■JAN／4969402043779

Emergency Tools

この機能性をガーデナーへ
洗練されたデザインと使いやすさを追求したガーデニングプロシリーズ。
機能性はもちろん、
デザインにもこだわったガーデナーの為のアイテムです。

◎ラチェット式で太い枝も
ラクラクカット。
◎錆びやヤニが付きにくい
フッ素コーティングブレード。
最長時

生木φ30ｍｍまで切断可能

4699

4371

¥3,000（税抜）

¥3,500（税抜）

伸縮式ガーデンレーキ Ｌ GR-3000
■製品サイズ／
（最長寸法）
約長さ1,560×幅550mm（最小寸法）
約長さ810×幅190mm

■製品重量／約730g ■材質／本体パイプ
：アルミ、
グリップ：PVC樹脂、伸縮部パーツ：PE樹脂、

ストッパー部：
ＰＰ樹脂
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■JAN／4969402046992

パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R

Emergency Tools

Outdoor Tools

Gardening
Tools

全長81〜156㎝に伸縮可能。
収納、保管に便利な伸縮式レーキです。

Outdoor Tools

セッ
ト内容
●アルミ剪定鋏 AS-020●ガーデン万能鋏 GS-20

■梱包／12 ■製品サイズ／約長さ480×幅220×厚さ30mm ■製品重量／約550g
■材質／ハンドル
：ナイロンファイバーグラス、
グリップ：PP樹脂、TPR樹脂、

ブレード：炭素鋼（フッ素樹脂コーティング）■JAN／4969402043717
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パワーアップ剪定鋏（替刃式）SGS-30
¥3,000（税抜）

◎生木φ20mmまで切断可能
◎力の入れ方や、木の硬さによって支点を移
動することにより、太い枝もらくらくカット
できるラチェット機能付。

■材質／ハンドル
：アルミ合金、
TPR樹脂、
スイッチ部：PP樹脂、
ブレード：ハイカーボンスチールSK85

（フッ素樹脂コーティング）

※替刃式で刃研ぎの必要もなく長期間使用できます。

4374

専用替刃 BS-B716
¥800（税抜）

■JAN／4969402043748

ソフトガーデニングタイ 2.5mm×10m SY656

■製品サイズ／約幅100×長さ220mm ■材質／高密度ポリエチレン、
ナイロン

■仕様／線2.5mm

■耐切創レベル5
（ヨーロッパＣＥＮ規格ＥＮ388）■JAN／4969402048323

4331

4831

¥2,500（税抜）

¥1,200（税抜）

パワーアップ剪定鋏 SGS-25
■梱包／20 ■製品サイズ／約200×80×20mm ■箱サイズ／約230×100×33mm

■製品重量／約250g
（ケース含）■材質／ハンドル：アルミ合金、TPR樹脂、
ブレード：ハイカーボンスチール

90564

耐切創手袋 Ｌ
¥1,200（税抜）

■梱包／24 ■製品サイズ／約長さ200×幅90×厚さ20mm ■製品重量／約240g

■JAN／4969402043724

¥380（税抜）

長さ10m

■JAN／4969402905640

■材質／ＥＲＰ樹脂、
スチール

90565

耐切創手袋 M

ソフトガーデニングタイ 4.0mm×5m SY657

■製品サイズ／約幅90×長さ200mm ■材質／高密度ポリエチレン、
ナイロン

■仕様／線4.0mm

■耐切創レベル5
（ヨーロッパＣＥＮ規格ＥＮ388）■JAN／4969402048316

¥380（税抜）

長さ5m

■材質／ＥＲＰ樹脂、
スチール

■JAN／4969402905657

SK85
（フッ素樹脂コーティング）

■JAN／4969402043311

Gardening Tools

◎ベランダや屋内での植替え作業に。
◎トレイ式で床や周囲の汚れを防止。

◎カットするものがすべりにくいギザ刃付。
◎すべりにくいソフトグリップ

プランターガーデニングのマスト
アイテムを揃えたガーデンツール
セットです。

草木の剪定に

4368

シャープな切れ味で、生け花
や植木などのお手入れの必
需品です。

Outdoor Tools

4351

ワイヤーの切断に

※切断能力/鉄線0.5ｍｍ迄

4373

アルミ剪定鋏 AS-020

ガーデン万能鋏 GS-20

■梱包／30 ■製品サイズ／約長さ200×幅47×厚さ18mm ■製品重量／約180ｇ

■梱包／72 ■製品サイズ／約長さ210×幅56×厚さ19mm ■製品重量／約150g

¥2,000（税抜）

■JAN／4969402043519

◎刈込作業や剪定作業の顔面保護に！
◎作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
◎シールド（防護面）は衝撃に強いポリ
カーボネート製で視界もクリア。

Emergency Tools

86167

フェイスガード クリアシールド（簡易防護面）
SSF-802
¥1,000（税抜）

■製品サイズ／約幅240×高さ205×奥行135mm ■製品重量／約120g

■材質／
（本体）
ポリエチレン樹脂（防護面）
ポリカーボネート（バンド）
ナイロン
■JAN／4969402861670
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4832

生木φ20ｍｍまで切断可能

Gardening Tools

Home Maintenance Tools

携帯収納
ケース付

替刃式

4372

vol.16

※鋭利な釘、キリ等の防止機能はありません。

¥2,000（税抜）

■JAN／4969402043731

4349

ガーデントレイ
（プランター植え替えシート）
¥1,000（税抜）

■サイズ／
（使用時）
約600×600ｍｍ
（シートサイズ）
約800×800mm ■重量／約100ｇ
■材質／ポリエチレン樹脂
（撥水コーティング加工）■ＪＡＮ／4969402043496

ガーデンツールセット
GTS-500
¥5,000（税抜）

■梱包／8 ■製品サイズ／約幅318×奥行252×厚さ67mm
■製品重量／約1,200g ■JAN／4969402043687

セッ
ト内容
●ガーデン万能鋏●ミニシーダー●ミニプランター●ビニタイ●ミニスコップ●ミニ熊手●スリムミニスコップ
●ガーデンスコップ●ガーデン熊手●雑草取り●プラントスティック●プラントラベル

Outdoor Tools

vol.16

◎刃物、金属、ガラス、のこぎりなど、鋭利な物から手を保護します。
◎通気性があるため違和感無くご使用いただけます。

◎ラチェット機能付で太い枝もらくらくカット！
◎錆びやヤニが付きにくい
フッ素コーティングブレード。

バラの誘引、つる植物の支柱への結束、
ホースや支柱などの結束に。

TOOL SELECTION

使 い や す さを 追 求した ガ ー デ ニ ン グ プ ロシリーズ 。

プランター用ガーデニングツール

Home Maintenance Tools

Planter Gardening Tool

剪定ツール

◎刈込作業や剪定作業の顔面保護に！
◎作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
◎メッシュシールドは 通 気 性 が良く、
曇る心配が無い為夏場でも快適！

86168

フェイスガード メッシュシールド（簡易防護面メッシュタイプ）
SSM-823
¥1,300（税抜）

■製品サイズ／約幅240×高さ195×奥行140mm ■製品重量／約130g

■材質／
（本体）
ポリエチレン樹脂（防護面）
スチール（バンド）
ナイロン ■JAN／4969402861687

4833

4834

プランター
ガーデニングセット PGS-80

プランター
ガーデニングセット PGS-100

■梱包／6 ■製品重量／約1,580g ■JAN／4969402048330

■梱包／6 ■製品重量／約1,800g ■JAN／4969402048347

¥8,000（税抜）

セッ
ト内容
●ガーデンツールセットＧＴＳ-500 ●耐切創手袋Ｍ ●ソフトガーデニングタイ 2.5ｍｍ・4.0ｍｍ ●園芸用鉢底
ネット30×50㎝

¥10,000（税抜）

Emergency Tools

TOOL SELECTION

Pruning Tool

セッ
ト内容
●ガーデンツールセットＧＴＳ-500 ●耐切創手袋Ｍ，
ソフトガーデニングタイ 2.5ｍｍ・4.0ｍｍ ●園芸用鉢底
ネット30×50㎝ ●スプレースプリンクラー
（サイズ：W320×D85×H275mm 容量約1600ml 材質ポリエチレ
ン樹脂）※スプレースプリンクラーのカラーは変更になる場合があります。
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