
庭の暮らしを豊かに、幸せに庭の暮らしを豊かに、幸せに

バラ・園芸資材
家庭菜園
ガーデン家具
ガーデンライト
デッキ・縁台・タイル
ガーデン収納庫

カタログ有効期限 2022年9月30日（金）●表紙のガーデン家具はP.9で販売しています

青山ガーデン｜2022春夏号

aoyama-garden.com
青山ガーデン 検 索

無料通話0120-49-4128

「青山ガーデン ホームページ」へアクセス
 検索欄に商品番号を入力
 商品をカートへ入れる
 以降、ご注文ステップに従いご注文

1.
2.
3.
4.

4STEP注文
＼ カンタン！ ／

インターネット

オープンエアでつくる快適空間

暮らしの
アクセント。
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鉢植えや省スペースで
バラを立体的に仕立てられる
よりどり  
7. オベリスク
34493200
約幅35.5×奥行35.5×高さ191cm
スチール・ポリエチレン
¥4,700
送料区分：A

英国調のデザインを取り入れた繊細なワイヤーフレームのトレリス。
誘引しやすく、サイズのバリエーションもいろいろ。4〜5.のスタンドと
組み合わせれば、玄関・ベランダにも設置可能です。

885

1800/2100用

スリム18002100 1800

玄関先など、土がない場所でもクライミングローズが
楽しめるデザイントレリス専用スタンド

デザイントレリス（1800、2100、
スリムのいずれか）1枚と、それと
同じ高さのラウンドトレリス2枚を
合わせた3枚セットです。

デザイントレリス885と組み合わせれば、
自立型のローフェンスとして空間の間仕
切りでも重宝します。

トレリスの埋め込み部分をスタンドに挿し込んで使います。

オプション

トレリスを並べて、
一年中楽しめる壁面に。

土に挿すだけ。簡単に背景づくり。

1.デザイントレリス
2.ラウンドトレリス

主役の花を引き立てる、アイアンフレーム。
這わせたり、仕立てたり、植物を立体的に育てて

花に囲まれた素敵な空間に。

ROSE GARDEN
バラ・園芸資材

1. デザイントレリス 4枚組
 2100 　35602700　¥23,400
約幅60×高さ210×厚さ0.8cm

 1800 　32449100　¥18,000
約幅60×高さ180×厚さ0.8cm

 スリム1800 　
32450700　¥15,800
約幅43×高さ180×厚さ0.8cm

 885 　36442800　¥18,000
約幅120×高さ88.5×厚さ0.8cm

スチール
※サイズはトレリス1枚の数値です
※デザイントレリス連結用金具は
付属していません
送料区分：C

6. ラウンドトレリスセットN
 トール（高さ2100） 　36845700　¥29,000
デザイントレリス 2100×1枚、ラウンドトレリス L×2枚
約幅134×高さ210×厚さ0.8cm

 レギュラー（高さ1800） 　36848800　¥26,000
デザイントレリス 1800×1枚、ラウンドトレリス M×2枚
約幅134×高さ180×厚さ0.8cm

 スリム（高さ1800） 　36846400　¥25,000
デザイントレリス スリム 1800×1枚、ラウンドトレリス M×2枚
約幅117×高さ180×厚さ0.8cm

スチール
※サイズは3枚連結の数値です　
※デザイントレリス連結用金具 6個付
送料区分：D

つる性植物との相性に優れたシックな色使いで、繊細なワイヤーフレーム
がグリーンを引き立たせる仕上がり。1.デザイントレリスとの連結も可能
です。連結するときは 3.デザイントレリス連結用金具を使用してください。

L M S

2. ラウンドトレリス 2枚組
 L 　37282900　¥22,400
約幅36.5×奥行17.5×高さ210cm

 M 　37281200　¥20,500
約幅36.5×奥行17.5×高さ180cm

 S 　37279900　¥17,800
約幅36.5×奥行17.5×高さ150cm

スチール
※サイズはトレリス1枚の数値です
送料区分：C

4. デザイントレリス スタンド
 1800/2100用 　
56349400　¥3,300
約幅61.5×奥行35.6×高さ39.5cm

 スリム用 　
56420000　¥3,140
約幅43.5×奥行35.6×高さ39.5cm

スチール
耐荷重：20kgまで（この値は実測値です。保証値ではありません）
送料区分：A

5. デザイントレリス
885用スタンド 
2個入り
56350000
約幅35×奥行36.5×高さ29cm
耐荷重：20kgまで（この値は実測値
です。保証値ではありません）
スチール　
※2個で1セットです
※サイズと耐荷重はスタンド1個の
数値です
¥2,200
送料区分：A

トレリス同士の連結に。2枚のプレートにトレリス
の端部を挟みこみ、ボルトで固定します。

3. デザイントレリス連結用金具 6セット入り
56421700　スチール　¥1,200　送料無料

トレリスをつないでフェンスに

庭のアクセントに
重厚感のある豪華なアーチ
9. サニー ストレートアーチ 
57226700
約幅180×奥行50×高さ237cm
地上高：約210cm　
間口：約幅116×高さ208cm
スチール
※地中に埋めて
お使いください

（地中杭付き）
¥29,000
送料区分：B

庭に出るたび座りたくなる
フラワーベンチに
8. ラバーズベンチ パーチェ ブラック 
32560300
約幅131×奥行50×高さ236cm
地上高：約206cm
スチール
※地中に埋めてお使いください

（地中杭付き）
※お届けは2梱包に
分かれています
¥47,300
送料区分：C

素敵に
花と暮らす。

バラ･資材関連

約80
アイテム

WEBなら！
掲載商品のシーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

庭
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
使
い
や
す
い
、お
し
ゃ
れ
な
組
み
合
わ
せ
セ
ッ
ト
。

オプション

よりどり  … 「よりどり3点10％ OFF」対象商品です。詳しくはP.20〜21をご覧ください。●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。5 4

https://aoyama-garden.com/shop/g/g35602700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g37282900/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g56421700/
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83f%83U%83C%83%93%83g%83%8C%83%8A%83X%81%40%83X%83%5E%83%93%83h&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%83%89%83E%83%93%83h%83g%83%8C%83%8A%83X+%83Z%83b%83g&tree=&min_price=&max_price=&sort=&search.x=135&search.y=36
https://aoyama-garden.com/shop/g/g34493200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g32560300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57226700/


ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

土がない場所でも、

家庭菜園。

国内外で人気のベジトラグシリーズ。
サイズバリエーションが豊富だから

デッキやベランダ、屋上など、どこでも菜園に。

VegTrug
ベジトラグ

ナチュラル グレイウォッシュ

ベジトラグ
関連

約50
アイテム

カラーバリエーションスタイリッシュでコンパクトな
フェルトプランター。

小
粋
な
カ
ラ
ー
の
ミ
ニ
菜
園
。

9. ベジトラグ ポピー GO
57926600　■ レッド 
57924200　■ グリーン
57923500　■ ブラウン
約幅65×奥行42.5×高さ81.5cm
フレーム：スチール
バッグ：ポリエステル・ポリプロピレン
土容量：約30ℓ（目安値）
¥3,980
送料区分：A

DIYのヒントに。青山ガーデン
や皆さまが投稿した「#ベジト
ラグ」写真をご紹介！

みんなのベジトラグ
スマートに区切って、根の広がりやすい
ハーブ類を品種ごとにコンパクトに栽培。

ハーブタイプ

ナチュラル

ガーデンツールの収納にも便利な棚付き。

グレイウォッシュ

5. レイズドベッド
ハーブプランター
57937200　■ ナチュラル
57936500　■ グレイウォッシュ
約幅78×奥行58×高さ80cm
約8.1kg
土容量：ライナー1枚あたり約4ℓ

（目安値）
¥16,800
送料区分：A

8ポケット

6. レイズドベッド
ハーブプランター スリム
57939600　■ ナチュラル
57938900　■ グレイウォッシュ
約幅78×奥行31×高さ80cm
約5.4kg
土容量：ライナー1枚あたり約4ℓ

（目安値）
¥14,800
送料区分：A

スリム/4ポケット

家庭菜園に限らず、「小さな庭づくり」も人気です。
本体：天然木、ライナー：ポリプロピレン

●カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー
用のフレームは含まれません。

オプション

1〜4. の各商品専用
カバーがあります。
虫よけのメッシュカバー
のほか、温室セット（温室
カバーとフレームのセット）
もご用意しています。

10. ベジトラグ 
メッシュカバー 
ポリエチレン
¥2,970〜
送料区分：A
※各種サイズの詳細はWEBページにてご確認ください。

植え込み目安
イチゴ×10株
または、ジャガイモ×2株

小さなお子様も
お世話がしやすい
人気のロータイプ。害虫から野菜をまもる

専用カバー

グレイウォッシュナチュラル

8. ホームベジトラグ
ウォールハガー コンパクト
57932700　■ ナチュラル
57931000　■ グレイウォッシュ
約幅77×奥行46×高さ63cm
約6.3kg
土容量：約51ℓ（目安値）
¥12,000
送料区分：A

奥行きが広く、たくさん収穫！
葉物野菜から根菜まで、一緒に栽培。

V字型タイプ

2. ホームベジトラグ S
57917400　
約幅103.5×奥行76×高さ80cm、約19kg
土容量：約130ℓ（目安値）
¥26,800　送料区分：B

Sサイズ

1. ホームベジトラグ L
57918100　
約幅183.5×奥行76×高さ80cm
約27kg
土容量：約235ℓ（目安値）
¥38,000　送料区分：C

Lサイズ

植え込み目安
トマト×1株
ナス×1株
ミニトマト×1株
イチゴ×2株
シシトウ×2株

植え込み目安
ミニトマト×1株
トマト×1株
キュウリ×1株
ナス×2株
シシトウ×2株

片面フラットタイプ

小さなスペースにも
おしゃれな菜園。
7. ホームベジトラグ　NEW
ウォールハガー スリム
58323200
約幅77×奥行30×高さ80cm
約5kg
土容量：約30ℓ

（目安値）
¥11,000
送料区分：A

片面フラットタイプ 片面フラットタイプ

壁付けに適したウォールハガー。
スリムで奥まで手が届きやすい。

植え込み目安
シシトウ×1株
ミニトマト×1株
ナス×1株
レタス×2株

植え込み目安
シシトウ×2株
ミニトマト×1株
ナス×2株
レタス×4株

Lサイズ

3. ホームベジトラグ 
ウォールハガー L
57930300　■ ナチュラル
57929700　■ グレイウォッシュ
約幅183.5×奥行46×高さ80cm
約20kg
土容量：約165ℓ（目安値）
¥33,000　送料区分：C

Sサイズ
4. ホームベジトラグ 
ウォールハガー S
57928000　■ ナチュラル
57927300　■ グレイウォッシュ
約幅103.5×奥行46×高さ80cm、約12kg
土容量：約90ℓ（目安値）
¥25,000　送料区分：B

植え込み目安
イチゴ×5株

103.5cm

76cm183.5cm

80
cm

グレイウォッシュ

46cm183.5cm

80
cm

ナチュラル
76cm

103.5cm 46cm

80
cm

77cm
46cm

63
cm

78cm
58cm

80
cm

78cm
31cm

80
cm

80
cm

77cm 30cm

80
cm

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

ベジトラグ

●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。7 6

https://aoyama-garden.com/shop/g/g57918100/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57917400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57929700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57928000/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57936500/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57939600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57926600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g58323200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57931000/
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%81%83b%83V%83%85%83J%83o%81%5B&image.x=0&image.y=0


ガーデン家具

ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

日
常
を
少
し
贅
沢
に
。

暮らしの中から幸せがみつかる、
もうひとつのリビング。

ガーデン家具

約310
アイテム

1. ソケリ ハイバックチェアー
2. イハナ ラウンドテーブル 40cm
P.15-10. ラグマット 120×180 グレー

ローズマリー

4. イスタナ ダイニングテーブル 160
5. イスタナ 3シーターベンチ
6. イスタナ アームチェアー

家族や仲間と集う、ひとり時間を楽しむ、
あなたの「庭くらし」のスタイルにぴったりな
ガーデン家具がきっと見つかります。

GARDEN FURNITURE
ガーデン家具

1. ソケリ
 ダブルソファ 　47050100　¥91,300
幅128×奥行69×高さ77.5cm、11kg　送料区分：E

 シングルソファ 　47048800　¥51,000
幅77×奥行71×高さ77.5cm、7kg　送料区分：C

 ハイバックチェア― 　47049500　¥56,000
幅77×奥行78.5×高さ94.5cm、7.5kg　送料区分：C

スチール・ポリプロピレン・ポリエステル
クッション・シートパッド付。防水仕様ではありません

2. イハナ ラウンドテーブル
 幅60cm 　47053200　¥32,000
幅60×奥行60×高さ42cm、5.5kg　送料区分：A

 幅80cm 　47054900　¥38,500
幅80×奥行80×高さ37cm、8kg　送料区分：B

 幅40cm 　47052500　¥24,000
幅40×奥行40×高さ32cm、3.2kg　送料区分：A

天然木（ユーカリ）・スチール

幅40cm幅60cm 幅80cm

シングルソファダブルソファ ハイバック
チェアー

4. イスタナ テーブル
NEW
 ダイニング 160 　33179600　¥198,000
幅160×奥行80×高さ71cm、27kg
送料区分：E

 ダイニング 140 　33306600　¥165,000
幅140×奥行80×高さ71cm、25kg
送料区分：C

 スクエア 80 　33305900　¥114,400
幅80×奥行80×高さ71cm、18kg
送料区分：B

天然木（チーク）

5. イスタナ ベンチ
NEW
 3シーター 　33180200　¥203,500
幅153×奥行67.5×高さ79.5cm、26kg
送料区分：C

 2シーター 　33310300　¥158,400
幅122.5×奥行67.5×高さ79.5cm、20kg
送料区分：C

NEW
 バックレス 145 　33182600　¥132,000
幅145×奥行42×高さ41cm、16kg
送料区分：C

 バックレス 125 　33308000　¥110,000
幅125×奥行42×高さ41cm、13kg
送料区分：B

天然木（チーク）、スタッキング不可

6. イスタナ チェアー
 アームチェアー 　33309700　¥90,200 
幅57×奥行67.5×高さ79.5cm、12kg
スタッキング不可

 フォールディングチェアー 　
33307300　¥58,300
幅43×奥行64×高さ90cm、7kg
折りたたみ可

天然木（チーク）、送料区分：B

バックレスベンチ145

ダイニングテーブル
160

3シーターベンチ

スクエアテーブル
80

折りたたみ可

樹脂製ラタン調デザイン
ゆったり過ごせるロータイプ
3. サレモ テーブル＆ソファチェアー4点セット
38780900
セット内容：テーブル×1、ソファ×1、チェアー×2
テーブル：幅76×奥行55×高さ41.5cm、6.6kg
ソファ：幅133×奥行67×高さ76cm、13.9kg
チェアー：幅74×奥行67×高さ76cm、8.2kg
ポリプロピレン
シートパッド4枚付。防水仕様ではありません
¥65,800　
送料区分：E

テーブルの中に、付属
のシートパッド4枚を
収納できます。

7. ビストロ ラウンドテーブル 3点セット
25061500　■ ハニー
25062200　■  ホワイト 
25063900　■ ローズマリー
25064600　■ ナツメグ
25065300　■ カクタス
セット内容：テーブル×1、チェアー×2
テーブル：幅60×奥行60×高さ74cm、6kg
パラソル穴なし
チェアー：幅42×奥行45.5×高さ82cm、4.8kg
スチール　
折りたたみ可
¥58,300
送料区分：C

単品あります（チェアーは2脚組）

お
う
ち
で
パ
リ
の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
気
分
。

アームチェアー フォールディングチェアー

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

8●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。9

https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5C%83P%83%8A&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83C%83n%83i&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38780900/
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83C%83X%83%5E%83i&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83C%83X%83%5E%83i&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/g/g25063900/


ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

体にフィットするこだわりの曲線
他サイズあります

8. ローザ クイーンベンチ S
57776700
約幅122×奥行66×高さ87cm
約15.7kg
天然木（アカシア）
耐荷重：200kgまで（2人用）
¥31,000　
送料区分：C

体が包み込まれるような、座り心地。

ラタン調デザインの背もたれがポイント

チェアーは折りたたみ可

背もたれ部分のなめらかな曲線が
背中にフィット。座面は、奥に向かっ
て沈むようなスタイルなので深く腰
をかけてくつろぐことができます。

7. ルーナ サイドテーブル
57749100　
約幅40×奥行40×高さ40cm、約2.9kg
天然木（ユーカリ）　パラソル穴なし
¥4,400　送料区分：A

6. エスター チェアー
57748400　
約幅77×奥行85×高さ92cm、約5.4kg
天然木（ユーカリ）、ポリエステル
耐荷重：約100kg
¥14,300　送料区分：B

補助的に屋内での
USB充電が可能。

ライト本体のトップが
ソーラーパネル。

ダイヤルでON / OFF、
明るさ調整が可能。

あかりクラシックは、
レトロ電球のフィラメントのように光る
クラシカルなライトシリーズです。

ブラック キャメル ブルーグレー テラコッタ

テラコッタ

9. あかりクラシック
ルミエールランタン
79883400　■ ブラック 
79881000　■ キャメル
79884100　■ ブルーグレー
79882700　■ テラコッタ
約幅15×奥行11.7×高さ25cm
※取っ手約10.5cm含まず
USB充電コード：約50cm
ON/OFFスイッチ付き
調光機能付き　
6時間タイマー付き
※屋外用ソーラーライトです。USB充
電は補助充電として使用してください
※USB充電器（DC5V/2A推奨）が
別途必要です
¥3,100
送料区分：A

よりどり  … 「よりどり3点10％ OFF」対象商品です。詳しくはP.20〜21をご覧ください。

適度な揺れを楽しめる
シェード付きベンチ
5. スウィングベンチ カーキ
32355500
約幅162×奥行125×高さ177cm、約33kg
座面高：約53cm
耐荷重：1人あたり100kgまで（2人掛け）（この
値は実測値であり、保証値ではありません）
UVカット率：約99%　遮光率：約99%
フレーム：スチール、張り材：ポリエステル
※遊具ではありません。ベンチとして使用して
ください。お子様が使用する際は、保護者の方
が十分に監視を行ってください
※お届けは2梱包に分かれています

¥29,700
送料区分：D

日差しに合わせて、屋根
の角度を調整できます。

肘掛けにポケットが
取り付けられます。

4. スクエアテーブル＆ラタン調チェアー 3点セット
31966400　■ Bianca（ホワイト）
31967100　■ Bosco（チャコールグレー）
セット内容：テーブル×1、チェアー×2
テーブル：約幅70×奥行70×高さ75cm、約6.7kg
チェアー：約幅47×奥行57×高さ84cm、約3.6kg
ポリプロピレン　耐荷重：100kgまで(1人用)
¥29,000
送料区分：C

単品あります

1. マリーウッド 
ダイニングテーブル4点セット
38682600
セット内容：テーブル×1、ベンチ×1、
チェアー×2
テーブル：約幅120×奥行70×高さ
72cm、約13.8kg
パラソル穴 天板約直径4cm・補強脚
約直径5.5cm
ベンチ：約幅100×奥行35×高さ
42cm、約6.7kg
チェアー：約幅39×奥行49.5×高さ
85cm、約4kg
天然木（ユーカリ）

¥46,200
送料区分：C

単品あります 他カラーあります

Bosco（チャコールグレー） スタッキング可

Bianca（ホワイト）

ガーデン家具

約310
アイテム

大切なガーデン家具を
雨風、日差しからまもる。
3. ガーデンファニチャー カバー
シングルソファからダイニングテーブル
セットまで、ガーデン家具の大きさに合
わせてお選びいただけます。

¥4,730〜　送料区分：A
※各種サイズの詳細はWEBページにて
ご確認ください。
※「ラウンド S」 のみ よりどり  対象商品。

パ
ー
テ
ィ
ー
に
も
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
に
も
光
を
。

フレキシブルな、くつろぎシーンに。

庭で過ごす時間もスタイルも広がる、ポータブルなソーラーライト。

大切に過ごしたい
ひとり時間に。 私の最高の

オフタイム。

テーブル
（マリーウッド ダイニングテーブル）テーブル

（マリーウッド 
エクステンションテーブル）

リクライニング可
7つの角度に調節可能

チェアーは
折りたたみ可

天板伸長可

チェアー
（マリーウッド 

リクライニングチェアー）

ベンチ
（マリーウッド 

ベンチ）

チェアー
（マリーウッド 

チェアー）

2. マリーウッド 
エクステンションテーブル7点セット
38689500
セット内容：テーブル×1、チェアー×6
テーブル：約幅140(伸長時180)×奥行70×高さ72cm
約23.5kg　
パラソル穴なし
チェアー：約幅56.5×奥行65.5×
高さ104.5cm、約7kg
天然木（ユーカリ）
¥110,000
送料区分：D

単品あります

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

ガーデン家具

10●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。11

https://aoyama-garden.com/shop/g/g38682600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38689500/
https://aoyama-garden.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83%40%83j%83%60%83%83%81%5B%83J%83o%81%5B&image.x=0&image.y=0
https://aoyama-garden.com/shop/g/g31966400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g32355500/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57748400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57776700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g79882700/


ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

テーブルなしで自立可能な
重量パラソルベース
5. コンクリートベース L ブラック
34625700
約直径50×高さ37.5cm、約26kg
コンクリート・スチール・ポリエチレン
アダプター付き。パラソルの支柱径3.5〜5cmに対応。
アダプターなしで使用できません
¥8,844
送料区分：A

アウトサイドスペースを活かす
太陽の下のリビング。

ウォーターガードなら雨の日も活躍
生地に撥水加工を施しているので、急な雨でもそのまま使え
ます。※完全防水仕様ではありません。

1.2.7. カラーバリエーション

ウォーターガード ベージュ

ブラッシュウッド チャコールグレー アーバングレー モカ

ハンドルを回して
手軽に開閉。

フルオープン 〜 フルクローズ
できます。

UVカット率 約85％　遮光率 約85〜90％　ポリエチレン

UVカット率 約98％　遮光率 約98％
ポリエステル

（数値は第三者機関による試験結果を元に表記しております）

オーニング、パラソル、シェード…、
ライフスタイルに合わせて日よけ対策。

日陰ができたら、そこは“リビングガーデン”。

SUNSHADE
日よけ

4. 三層パラソル 2.4m
34953100　■ ベージュ 
34578600　■ ダークブラウン
約幅240×奥行240×高さ240cm、約10kg
支柱：約直径3.8cm
本体：天然木・プラスチック、生地：ポリエステル
ベージュ：UVカット率 約96％、遮光率 約95％
ダークブラウン：UVカット率 約100％、遮光率 約99％
¥16,060　送料区分：B
※ガーデンファニチャーカバー パラソル用は、
　構造上使用できません

DIYでルーフ可動式ポーチ
他サイズあります

2. クールサマーオーニング ポーチ 3000
51742800　■ ブラッシュウッド 
51743500　■ アーバングレー
¥81,400
51744200　■ ウォーターガード ベージュ
¥110,000
約幅310×奥行255×高さ270cm、約63kg
フレーム：スチール
品質保証：生地のみ3年保証
※接地面に応じて固定してください
※強風時や雨天時は収納してください
※安全上、2階には設置しないでください
※お届けは4梱包に分かれています
送料区分：D

日よけ関連

約250
アイテム

ウォーターガード ベージュ

ダークブラウン

ベージュ

よりどり  他サイズあります

7. バルコニーシェード プライム 
360×100cm
51847000　■ ブラッシュウッド 
51850000　■ チャコールグレー
51853100　■ アーバングレー
約幅360×高さ100cm
UVカット率 約85％、遮光率 約85~90％
取付バンド24本付　品質保証：5年
¥4,900　送料区分：A

一人で設置できる自立式タープ
3. EGプッシュテント
46029800　■ ブラック 
46030400　■ オフホワイト
46031100　■ カーキ
46032800　■ ネイビー
約300×奥行300×高さ258cm、約14kg
スチール、生地：ポリエステル
UVカット率 約99％、オフホワイトは95%
遮光率 約99％、オフホワイトは95%
付属品：ペグ8本、ロープ4本、留め具2個、収納ケース1個
¥22,000
送料区分：A

ブラッシュウッド

よりどり  … 「よりどり3点10％ OFF」対象商品です。詳しくはP.20〜21をご覧ください。

別売のシェードを取り付けれ
ば、年中日差しと視線をしっ
かりカットできます。

つる植物を這わせたり
シェードを設置して
窓辺を快適に
6. EGラティス ウォールアーチ 
35076600
約幅103.2×奥行95.5×
高さ244cm
スチール
¥13,600
送料区分：B

室内の暑さ対策は、屋外からの窓辺対策が効果大。

風を通し、日差しと視線はカット。

日陰が欲しい場所、必要なときに。

サッと開いてオアシスに。

中と外を緩やかにつなぐ。

自由なひさし。

使 用しな いときは、
ひさしを巻き上げて
すっきり収納するこ
とができます。

リビングの先にひさしを
つくってカフェ気分
他サイズあります

1. クールサマーオーニング 3000
51746600　■ チャコールグレー 
46007600　■ アーバングレー 
46012000　■ モカ
¥28,600
51654400　■ ウォーターガード ベージュ
¥41,800
約幅308×奥行126.5×高さ301cm、約12kg
本体：スチール
品質保証：生地のみ3年保証
※取付可能高さ：201〜301cm
※接地面に応じて固定してください
※強風時や雨天時は収納してください
※安全上、2階には設置しないでください
送料区分：C

風と熱が抜けて心地よく、デザインでも差がつく三層構造。

ブラック オフホワイト カーキ ネイビー

押し上げるだけで開くので、
1人でも約5分で設置。

生地は必要な長さにカット
できます。（※縦向けのみ）

キャスターと専用ケースで
女性にも運びやすい。

ネイビー サイドシェードは別売です。

チェアーはP.10をご覧ください。

ウォーターガード ベージュ

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

日よけ

●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。13 12

https://aoyama-garden.com/shop/g/g51746600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51654400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g46030400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g34953100/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g34625700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51742800/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51744200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51744200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g35076600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51847000/


よりどり  … 「よりどり3点10％ OFF」対象商品です。詳しくはP.20〜21をご覧ください。

デッキ・
タイル関連

約80
アイテム

1. ナチュラルウッド

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

5. 人工芝6. 天然石

9. 天然木

組み合わせのご注意

「敷くだけシリーズ」同士のジョイント
は可能ですが、高さが2.6cmと2.8cm
の組み合わせで段差が2mm出ます。
予めご了承ください。

9. 敷くだけデッキ 天然木 
ナチュラルブラウン 18枚組
37220100
約0.5kg/枚
天然木・ポリエチレン
¥12,000 
送料区分：B

高さ2.6cm（1枚：約幅30×奥行30×高さ2.6cm）

よりどり  

8. 敷くだけプラデッキ 木目調 9枚組
37246100　■ オークル 
37247800　■ ダークグレー
約0.3kg/枚
ポリプロピレン　
¥4,950
送料区分：B

ダークグレー

オークル

7. 敷くだけタイル 磁器 9枚組
37236200　■ ホワイト 
37237900　■ ベージュ
37238600　■ ブラウン
約1.6kg/枚
陶磁器・ポリエチレン　
¥6,400 
送料区分：B

ホワイト

ブラウン

ベージュ

ベランダのフロア・リフォームが簡単！

つなげて、敷くだけ。

仕切りのない空間を床面で区切って、くつろぎ空間をつくる。

ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

メッシュ素材で脚付き。一年中快適なペットのための指定席。

デッキの並べ方を変えて
L字形にもできます。

3. 美WOOD デッキ 
2段ステップ
34202000　■ ブラウンウッド 
34203700　■ ナチュラルウッド
34204400　■ ミルキーウッド
約幅70×奥行58×高さ33cm
約4.4kg
アルミニウム　
¥17,380
送料区分：A

ブラウンウッド ナチュラルウッド

2. 美WOOD デッキ 
90×90
34194800　■ ブラウンウッド 
34195500　■ ナチュラルウッド
34196200　■ ミルキーウッド
約幅90×奥行90×高さ41cm
約7.7kg
アルミニウム　
¥28,600
送料区分：B

ミルキーウッド

1. 美WOOD デッキ 
90×180
34197900　■ ブラウンウッド 
34198600　■ ナチュラルウッド
34201300　■ ミルキーウッド
約幅180×奥行90×高さ41cm
約13.8kg
アルミニウム　
¥51,700
送料区分：E

DIYでも、天板表面にビスが出ない美しい仕上がり。
ウッドデッキづくりに必要な金具や部材が揃ったセット。

ナチュラル

ACQブラウンは、「ヒ素」や「クロム化合物」
を含まない安全な防虫防腐剤ACQを加圧
注入しています。

約3畳分のスペースです。

ACQブラウン

4. システムデッキ 1.5坪
59887800　■ ACQブラウン　
¥98,000
59878600　■ ナチュラル　
¥80,000
約幅277×奥行187×高さ95cm、約91kg
地面-床上までの高さ：約24cm
ステップ：約幅90×奥行32×高さ11cm
天然木
※お届けは5梱包に分かれています
送料区分：D

他サイズあります

■デッキ組み合わせ例

ステップ

180×90

90×90

180×9090×90

ステップ

天然木の美しさを表現
美WOODは、パウダーコーティング＆木目の熱転写コーティ
ングにより、自然な天然木の風合いを表現しています。

ナチュラルウッド ミルキーウッドブラウンウッド

美WOODシリーズは、ぬくもりのある木目調。丈夫なアルミ製だから長く使える。

床で変わる
空間づくり。

庭やベランダなど屋外空間を存分に活かすなら
過ごしやすく美しいフロアに。

暮らしのスタイルの幅が広がります。

DECK & TILE
デッキ・ジョイント式タイル・マット

並べ方によって
縁台にも
デッキにも。

置いて、空間をゆるやかに区切って特別なスペースに。

5. 敷くだけ人工芝 18枚組
37353600
約0.5kg/枚
ポリエチレン・
ポリプロピレン
¥13,000 
送料区分：B

高さ6cm（1枚：約幅30×奥行30×高さ6cm）

6. 敷くだけタイル 天然石 
ブラック 9枚組
37221800
約2.5kg/枚
天然石・
ポリエチレン
¥13,800
送料区分：B

高さ2.8cm（1枚：約幅30×奥行30×高さ2.8cm）

10. ラグマット 120×180
51477900　ブラウン
51478600　グレー
幅120×長さ180cm　ポリエステル
¥19,000　送料区分：B

他サイズあります

11. ペットベッド ナツメグ L
51586800
約幅130×奥行80×高さ19.5cm
約3kg
スチール・ポリエチレン
大型犬用（体重40kgまで)
¥9,000
送料区分：A

ブラウン
テーブル、チェアーはP.8をご覧ください。

美WOOD
デッキ

ブラウン グレー
P.8写真上で使用

柄拡大柄拡大

14●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。15

https://aoyama-garden.com/shop/g/g34201300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g34195500/
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https://aoyama-garden.com/shop/g/g51586800/


植栽が色鮮やかに見える
鑑賞に最適なひかり
6. ひかりノベーション 
SUNCHARGE 花のひかり
75694000
約幅10×奥行10.5×
高さ30/38/58cm
※地中杭含まず
LED色：電球色
¥16,280
送料区分：A

歩く人にまぶしさを感じさせない
光の装飾を楽しめる３種のひかり
5. ひかりノベーション 
SUNCHARGE 道のひかり
75693300
約幅10.5×奥行10.5×高さ13.2cm
LED色：電球色
付属品：遮光プレート、乳白プレート、
地中杭、両面テープ
¥16,280
送料区分：A

誰
で
も
、

簡
単
に
、

我
が
家
を

オ
シ
ャ
レ
に

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
。

強くクリアな光で樹木の
緑を彩り、葉の影を投影する
1. ひかりノベーション 
木のひかり 基本セット
75696400
約幅8.5×奥行8.5×
高さ15cm ※地中杭含まず
消費電力：約3W
LED：電球色
¥16,280
送料区分：A

電気代：約20円/月

約240ルーメン

拡散した柔らかに広がる光で
壁面の質感を強調する
2. ひかりノベーション 
壁のひかり 基本セット
75698800
幅8.5×奥行8.5×
高さ14cm ※地中杭含まず
消費電力：約3W
LED：電球色
¥16,280
送料区分：A

電気代：約20円/月

約225ルーメン

床面や植栽に光を落とし
空間に奥行きを与える
4. ひかりノベーション 
地のひかり 基本セット
75700800
約幅13×奥行13×
高さ16cm ※地中杭含まず
消費電力：約3W
LED：電球色
¥16,280
送料区分：A

電気代：約20円/月

約187ルーメン

ひかりノベーション
関連

約15
アイテム

1.プロが使う明るさ

ひかりのマジックで、見たことの
ない景色をつくりだします。

→詳しくは P.3→詳しくは P.3

電気代：約20円/月

約200ルーメン

壁面や植栽、床面を
ふんわりと照らし、
空間をパッと明るい印象に
3. ひかりノベーション 
間のひかり 基本セット
75710700
約幅7.5×奥行7.5×
高さ55/40/27cm
※地中杭含まず
消費電力：約3W
LED：電球色
¥18,700
送料区分：A 3つの高さがつくれます

4時間モード
明るい光で草花を色鮮やかに見せる

7時間モード
明るさを抑え深夜まで
光りつづける

充電池が
長持ち！

※当社比

約27cm

約40cm

約55cm

WEBなら！
掲載商品のシーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

After

3.プロのテクニック
プロが使うひかりのテクニックを簡単に
再現できます。公式WEBサイトのテク
ニックページにて詳しくご紹介しています。

2.工具不要で簡単
ローボルト：結線は回すだけ、
設置は挿すだけと安全で簡単。

サンチャージ：電源も、配線も
不要！ ソーラー充電式だから、
置くだけで手軽に設置できます。

子供でもできる
簡単設置！

基本セット   

たった1箱でできる
リノベーション！ 

セット内容：ライト本体×2個、
電球×2個、コントローラー、
延長コード、分岐コネクター

約0.5m

3分岐コネクター ライト・電球

コントローラー

延長コード
約5m

Before

美観、機能、安全、防犯など
光で住まいと暮らしのリノベーション。
照らしたい場所に最適なひかりを。

HIKARENOVATION
ひかりノベーション

DIYのヒントに。青山ガーデンや皆さまが投稿
した「#ひかりノベーション」写真をご紹介！

みんなのひかりノベーション2個セット
植物の高さに合わせて
調整可能

38
cm

58
cm

30
cm

アプローチに

ソ
ー
ラ
ー
充
電
だ
か
ら
置
く
だ
け
。
人
の
近
く
で
心
地
良
い
ひ
か
り
。

コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
配
線
し
、低
電
圧
に
変
換
し
て
安
全
。
住
ま
い
を
照
ら
す
ひ
か
り
。

プロが使う明るい光 毎日点灯できるよう自動調整 光のアレンジができる

光が違う！光が違う！ 時間が違う！時間が違う！ アレンジができる！アレンジができる！

約45lm約1lm

2個セット

柔らかく周囲に
広がる光

片側を
照らす光

下向きに強く
広がる光

Ra95Ra82
鮮やかな光 長く使える 点灯時間を選べる
サンチャージは光の波長が自然光に近
く、色あいを正しく再現できるため、花
や緑を色鮮やかに照らします。

従来型はライト自身がぼんやり光る程
度なのに対して、サンチャージは対象
物を照らす光で用途に十分な明るさ。

従来型の場合、充電池の期待寿命が1年半
なのに対して、サンチャージは約3〜5年。
充電池は交換可能なのでさらに長く使えます。

日照時間が短い秋冬や、雨天時でも点灯し
続けるよう明るさを自動調整。満充電であ
れば3日間無日照が続いても点灯可能。

必要な明るさ・時間帯など、ライフスタイル
に合わせて【4時間モード】【7時間モード】
の切り替えが可能です。

用途に合わせて、パネルやポールの組み合
わせで光や高さなどを変えアレンジができ
る設計。お好みにあわせて光を選べます。

従来のソーラーライト サンチャージ

従来のソーラーライト サンチャージ

38
cm

58
cm

30
cm

明るさを
自動調整！

等間隔に設置して
リズミカルに照らす

従来のソーラーライト サンチャージ

住まいの印象をガラリと変えることが
できます。それぞれのライトは用途に
合わせて、エクステリアのプロが使う
明るさを採用しています。

道のひかり

従来のソーラーライトと比べて

16●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。17

https://aoyama-garden.com/shop/g/g75710700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g75696400/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g75698800/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g75700800/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g75693300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g75694000/


ARで試し置き！

ARの詳細は
裏表紙へ▶

7. リーンシェルフ
57757600　■■ ナチュラル
57758300　■ シャビーグレー
約幅90×奥行33×高さ140cm
約12kg
耐荷重：上段10kgまで、
中段･下段15kgまで
天然木（アカシア）
¥17,600
送料区分：B

8. ツリーシェルフ
57755200　■■ ナチュラル
57756900　■ シャビーグレー
約幅81×奥行40×高さ140cm
約11kg
耐荷重：上段10kgまで、
中段･下段15kgまで
天然木（アカシア）
¥17,600
送料区分：B

さりげなくグリーンや雑貨と飾って楽しい、見せる収納。

庭のアクセントになる
おしゃれな小屋風物置。

省スペース、デッドスペースを“ちょっと置き”に活用。

ナチュラル シャビーグレー

ス
ッ
キ
リ
収
納
で

暮
ら
し
を
整
え
る
。

使
い
勝
手
と
美
し
さ
を
考
え
た
収
納
で

暮
ら
し
を
も
っ
と
快
適
に
。

空
間
を
上
手
に
使
っ
て
、屋
外
を
も
っ
と
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

小物や大きな道具、季節用品など
そっと暮らしを支えてくれる道具たちを

大切にしまう指定席。

STORAGE
収納庫・シェルフ

狭い所でも大丈夫！薄型･上開き
座れる天然木製収納庫
3. 木製スリムストッカー 
59958500
約幅88×奥行32.5×高さ50.5cm、約8.1kg　
耐荷重：底板/40kgまで（この値は実測値です。
保証値ではありません）
※カギなし　
※完全な防水仕様ではありません。軒下など
直接雨のかからない場所に設置してください
¥9,800 
送料区分：A

室外機に被せるだけで
スペースを無駄なく使える
よりどり  

2. 室外機用ラック 
56367800
約幅85.6×奥行33.6×高さ82cm、約3kg
内寸：約幅81.5×奥行31×高さ70cm
耐荷重：10kgまで（この値は実測値です。
保証値ではありません）
¥6,300
送料区分：A

7. 8. を組み合わせて、ディ
スプレイスペースをつくるこ
とができます。

5. イタリア製収納庫用部材
 フック 2個組 　59609600　¥7,700
約幅5×奥行9.8×高さ11.5cm　スチール　
耐荷重：1個あたり5kgまで　

 シェルフ 2枚組 　59610200　¥12,100
約幅74×奥行19.5×高さ2cm
※ブラケット・ストッパー含まず
塩化ビニル樹脂　
耐荷重：1枚あたり10kgまで

送料区分：A
※耐荷重値は実測値であり、保証値ではありません

シェルフ

フック

オプション

ナチュラルシャビーグレー

シェルフ・
収納庫関連

約65
アイテム

スツールとして使用の場合は一人
掛け仕様となります

18ℓポリタンクを
２個収納可能。
※ポリタンクの形状によっては、
納まらない場合があります。

シックなカラーの木目調
樹脂製だから美しさ長持ち
6. イタリア製 収納庫 スリム 
グレーウォッシュ 
59597600
約幅83.5×奥行43.5×高さ190cm
約33kg
主要構造：塩化ビニル樹脂
※接地面に応じて固定してください
※お届けは2梱包に分かれています
¥99,000
送料区分：D

他サイズあります

長尺のアイテムも収納可能。
5.の専用フックやシェルフを使って、
出し入れしやすく。

薄型なのに、たっぷり収納。

かんぬき錠に、市販の
南京錠を取り付け可能。

フック、シェルフは別売です。 かんぬき錠に、市販の
南京錠を取り付け可能

三角屋根がかわいい
樹脂製収納庫
4. イタリア製収納庫 80 
ホワイト 
59589100
約幅96×奥行96×高さ203cm
約40kg
主要構造：塩化ビニル樹脂
※接地面に応じて固定してください
※お届けは3梱包に分かれています
¥99,000　送料区分：D

フック、シェルフは別売です。

シーズンオフには、たたんで仕舞える
温室にもなる収納棚
1. パンタグラックハウス L
54106500
約幅86×奥行36×高さ121cm、約5.9kg
耐荷重：上段･中段10kgまで、下段15kgまで
本体：スチール
カバー：ポリエチレン・ポリエステル
¥8,250
送料区分：A

他サイズあります カバーなしあります

コンパクトにたためます

よりどり  … 「よりどり3点10％ OFF」対象商品です。詳しくはP.20〜21をご覧ください。

WEBなら！掲載商品の
シーン画像や詳細、
他商品もご覧いただけます。

収納庫
シェルフ

●表示価格はすべて税込み価格です。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。●送料（税込）…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。19 18

https://aoyama-garden.com/shop/g/g54106500/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g56367800/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g59958500/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g59589100/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g59609600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g59597600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57758300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57755200/
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13. ソーラーパーティーライト10球
交換用充電池付き特別セット
38676500　■ シャンパンゴールド
38677200　■■■■■ カラー
LED：電球色　
6時間OFFタイマー内蔵　
¥7,280　
送料区分：A

ゆれる光でロマンチックな雰囲気に
16. ゴルトランタンソーラーライト 
交換用充電池付き特別セット
38414300
約幅12.8×奥行12.8×高さ21.5cm
LED：イエロー
付属品：スタンドパーツ・挿し込みパーツ
¥4,680　送料区分：A

14. ヴァルナ ブラウン ホースリール 20m
47428800
約幅30×奥行33.8×高さ33.8cm
ホース/長さ約20m・内径約12mm、給水
ホース/長さ約1m
レバーで通水・止水、水の流れ6通り、
蛇口プラグセット付（直径15〜18mmの
蛇口栓に取付可）　日本製
¥4,730　送料区分：A

樹木を素敵にライトアップ
12. ソーラー パワーアップライト 2個セット 
交換用充電池付き特別セット
38411200
約幅8.7×奥行8.5×高さ15.6cm
※地中杭含まず
LED色：電球色　
¥4,950　送料区分：A

和の趣きの演出に
15. 竹製カケヒ3尺
05331500
約幅18.5×奥行70×高さ100cm
支柱：直径5cm　対応ホース：直径〜3cm
杉・竹　
※カケヒのみの商品です　※ホース、
つくばい、ポンプなどは付属していません
¥5,800　送料区分：A

玄関前を立体的に、華やかに演出
5. ハンギングスタンド アンティークリーフ（小）
26903700
約幅35×奥行32×高さ120cm、約2.7kg
耐荷重：格子上下/5kgまで・底板/10kgまで

（この値は実測値です。保証値ではありません）
スチール
¥5,800　送料区分：A

アプローチのアクセントに小さな光
11. ソーラー ステンレス ミニマーカーライト 
4本セット 交換用充電池付き特別セット
38670300
約幅5.6×奥行5.6×高さ11.5cm ※地中杭含まず
LED：ホワイト
¥5,300
送料区分：A

折りたたみ可

多目的に使える折りたたみ式収納ラック
7. フォールドラック 3段
57004100
約幅86×奥行36×高さ81cm、約3.7kg
スチール　耐荷重：上段･中段6kgまで、
下段15kgまで（この値は実測値です。保証
値ではありません）
¥4,730
送料区分：A

2段3段4段スリム

植物を飾って育てる
癒やしのスペースづくりに。

6. フラワースタンド
 4段スリム 　34766700　¥4,620
約幅33×奥行31.5×高さ134.5cm　送料区分：B

 3段 　34765000　¥5,900
約幅56.5×奥行31.5×高さ98cm　送料区分：A

 2段 　34764300　¥5,100
約幅56.5×奥行31.5×高さ70cm　送料区分：A

棚板1枚あたりの耐荷重：均等10kgまで（この値は実測値です。
保証値ではありません）
スチール

2階手すりから設置できる
8. クールシェード プライム 
200×400cm
51820300　■ ブラッシュウッド
51832600　■ チャコールグレー
51828900　■ アーバングレー
51824100　■■ グリーンストライプ
約幅200×高さ400cm
UVカット率：約85%、遮光率：約85〜90%　品質保証：5年
¥7,000　送料区分：A

ブラッシュウッド

チャコールグレー

アーバングレー

グリーンストライプ

商品に植物は含まれません

ベランダにも置きやすいサイズ
2. ウッドデコプランター 900
56771300
約幅90×奥行30×高さ25.5cm
内寸：約幅87×奥行27×高さ23cm
土容量：約42ℓ（目安値）
水抜き穴2カ所
¥5,700
送料区分：A

商品は1本売りです

付属パーツで
2通りの使い方
が選べます

モカモカ

高さ2400 モカ チャコールグレー写真はイメージです。高さ3000使用

グレー

急な雨と日差しを防ぐ
9. 雨よけシェード 2×3m
51787900　■ モカ 
51791600　■ グレー
約幅200×高さ300cm
UVカット率 モカ約91%、グレー約93%
遮光率 約90%
¥4,800
送料区分：A

立て掛けて簡単設置
使わない時はコンパクトに収納可能
10. 洋風タテス モカ
 高さ2700 　51666700　¥6,000
約幅190×高さ270cm、約3kg　送料区分：B

 高さ2400 　51665000　¥4,700 
約幅190×高さ240cm、約2.7kg　送料区分：A

UVカット率 約85%、遮光率 約82%

日よけシェードに「雨
よけ」機能をプラス。
洗濯物を急な雨から
守ることができ、 軒下
やベランダへの降り
込みをガード。

カラー

シャンパンゴールド

ソーラー
パネル

全長 約4.5m

球間 約25cm

通気性・水はけが良い木製プランター
1. ウッドバレルプランター 460
56641900
約幅46×奥行46×高さ34cm
本体：天然木、リング：スチール、
底面：ポリプロピレン
土の容量：約27ℓ（目安値）
¥5,700
送料区分：A

底面は底上げメッシュ構
造・凹凸設計で優れた通
気性。樹脂カバーで木製
部分の腐食を防止。

ホワイトカラーがバラと相性◎
3. オベリスクスリム ブランシュ（ホワイト） 
56376000
約幅23×奥行23×高さ208cm
本体：スチール、トップ飾り：鋳鉄
10号以上のバラ鉢に入るサイズです
¥4,100
送料区分：A

土に挿すだけ。花壇が華やかに
4. スチールミニフェンス (D) 
5枚セット 
37200300
約幅46×高さ45×厚さ0.4cm

¥4,640
送料区分：A

底面に水抜き穴が開い
ているので、直植えはも
ちろん鉢カバーとしても
使えます

本誌内 よりどり  付き商品も
対象です。

WEBサイトでは、
他対象商品をご紹介しています。

ぜひ、ご覧ください。

よりどり3点
10%OFF!!

※お好きな3点をお選びください。同じ商品
を3点でも可能です。

※3点まとめて1カ所へのお届けとなります。
※対象商品以外を一緒にご注文いただい

ても、よりどり3点10％ OFFの対象には
なりませんのでご注意ください。

https://aoyama-garden.com/shop/g/g56641900/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g56771300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g56376000/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g37200300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g26903700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g34765000/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57004100/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51832600/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51787900/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g51666700/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38670300/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38411200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38677200/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g47428800/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g05331500/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g38414300/
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1. 「青山ガーデン 本店サイト」へアクセス
2. 検索欄に商品番号を入力
3. 商品をカートへ入れる
4. 以降、ご注文ステップに従いご注文
※ご利用には会員登録（無料）が必要です

青山ガーデン 本店サイト
https://aoyama-garden.com

青山ガーデン 本店サイト
https://aoyama-garden.com

もっと選べる！

約3,000
アイテム

季節に
合わせた
ご提案

おトクに
お買い物

さ
ら

に
青山ガーデン会員様

な
ら

豊富な
シーン画像

ポイントが貯まる・使える！
青山ガーデン本店の会員様だけが、青山ガーデン本店でのお買い物の際に
自動で付与されるポイントです。お買い上げ金額100円につき1ポイントです。
貯まったポイントは、次回のお買い物時に「１ポイント１円」としてご利用いた
だけます。※ポイントの有効期限は「最終ポイント獲得日から4カ月」です。

クーポンが使える！
店舗イベントやキャンペーンでクーポンを配布
いたします。また、レビューや写真を投稿いた
だいた方にもプレゼントいたします。

四季やシーズンイベントに合わせて、
庭での過ごし方や庭仕事を注目商品
や特集ページを通してご紹介。

3,000点以上のガーデンアイテムを
ご紹介。タカショーオリジナル商品
から、海外ガーデニングブランドの
ガーデン家具まで、充実の品揃え。

商品を通して、さま
ざまな「庭くらし」の
スタイルをイメージ
していただけます。

カ
タ
ロ
グ
掲
載
商
品
以
外
に
も
多
数
！

庭
づ
く
り
に
役
立
つ
情
報
が
満
載
で
す
。

青山ガーデンは、ガーデニングアイテムのwebショップです。
DIYでの庭づくりから家庭菜園まで、幅広く「庭くらし」をご提案しています。
※ネットのみの販売となります。実際の店舗はありません。

ご注文の商品をお届けした時点で代金をお支払いください。
※手数料330円（税込）が別途かかります。 
※離島含む一部地域はお取り扱いできません。
※1回のご注文で10万円（税込）まで。

商品到着後、請求書にてお近くのコンビニエンスストア、
銀行、郵便局でお支払いいただけます。ご利用いただ
ける金額の上限は55,000円（税込）まで、となります。
※後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払い

サービスが適用され、同社へ代金債権を譲渡します。当社
および同社は、各社保有する個人情報をサービスの範囲内で
相互に提供します。右の二次元コードから、NP後
払い利用規約及び同社のプライバシーポリシー
を確認の上、これらに同意して後払いサービスを
ご利用ください。※ご利用者が未成年の場合、
法定代理人の利用同意を得てご利用ください。 

※請求書の発行は商品とは別発送となります。 
※請求書は商品到着後から10日前後でのお届けになります。

●商品梱包サイズによって送料分類しています。
●区分Aは、1回のご注文で複数購入でも1個分の金額です。お届

け先が2カ所以上の場合は、各お届け先ごとに送料が必要です。
●区分B〜Eは商品1点につきそれぞれ送料が必要です。
●ご注文後7日前後でお届けさせていただきます。なお、いずれも

数に限りがあるため、品切れの場合はご了承ください。

※送料区分Ａ複数個と他の区分をまとめ買いされた場合、A1個分
の送料＋他区分の送料×個数となります。

　　例：A×2個、B×1個で配送先は本州内地域の場合
　　　　A / 商品代金×2 +   送料880円
　　　　B / 商品代金×1 +   送料1,100円×1

お届けする商品には万全を期しますが、万一不具合があった場合は、お電話かE-mailにてご連絡をお願いいたします。
またイメージ違い、サイズ違いなどのお客様都合による返品は、いかなる場合でもお受けできません。商品は到着後
1週間以内に必ずご確認ください。

お支払い方法について送料について

交換・返金について

お申し込み方法について

利用するものの範囲 当社グループ会社（物流センターなど）　C…利用目的「２ 個人情報の利用
目的」と同じ　D…個人データの管理について責任を有する者 青山ガーデン
４ 個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止について（1）当社の保有個人データについて、
お客様から開示のお申し出があった場合、法令及び当社社内規程に従い、遅滞なく、開示いたします。

（2）当社の保有個人データについて、お客様から訂正、追加、削除、利用停止のお申し出があった
場合、法令及び当社社内規程に従い、遅滞なく必要な調査を行い、適切に対応します。（3）上記の
お申し出について、当社所定の手続きに従っていただき、ご本人又は正当な権限ある代理人からの
お申し出であることの確認をさせていただきます。詳しくは下記「５ 個人情報の取り扱いに関する
お問合せ客窓口」までご連絡ください。
５ 個人情報の取り扱いに関するお問合せ窓口：株式会社青山ガーデン 管理本部 住所：〒106-0031 
東京都港区西麻布4-22-8 麻布ポイント302 TEL：03-6803-8440 メールアドレス：info@garden.gr.jp
６ 改訂について　当社は個人情報の取り扱いにつきまして、個人情報保護方針及び上記事項を
改訂することがあります。

個人情報保護に関するお取り扱い
制定：2005年4月1日
株式会社青山ガーデン（以下、当社といいます）は、「個人情報の保護に関する法律」（以下「法」と
いいます）に基づき、以下の事項を公表いたします。法により「本人が容易に知りうる状態に置いて
いる」こと、「本人の知りうる状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）」におくことを
義務付けられている事項を含みます。
１ 個人情報の定義　個人情報とは、氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、メールアド
レス等お客様個人を識別できる全ての情報をいいます。
２ 個人情報の利用目的　当社が取得する個人情報の利用目的は次の通りです。お客様から直接
書面やウェブ上で個人情報を取得する際には、その都度、利用目的を明示いたします。（1）お客様
からご注文頂いた商品やプレゼントをお届けするため。（2）お客様から請求された資料及びカタ
ログ等を、お届けするため。（3）ダイレクトメール、電子メール、郵送等による情報（メールマガジン
など）をご提供するため。（4）アフターサービス、メンテナンス、その他の理由でお客様にご連絡を
するため。（5）当社もしくは当社商品に関連して、寄せられたご意見、ご要望にお答えするため。

（6）当社サイトやメールマガジンでお客様から頂いた感想などを掲載するため。（7）サイト内会員
専用ページの閲覧をするため。（8）当社受注先から商品の発送等の委託を受けることに伴い、
個人情報の取り扱いの委託を受けた場合は、その発送、連絡のため。（9）当社と契約している指定
業者に対し、お客様へ直接の商品配送を依頼する場合（うち、（1）〜（6）が、当社が開示、訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止〔以下「開示等」といいます〕を行う
ことができる権限のある保有個人データに関するものです）。アンケート・モニターなどの統計
資料はお客様個人を識別できない状態に加工して利用します。
３ 個人情報の第三者提供（1）当社は、取得した個人情報を適切に管理し、予めお客様の同意を得る
ことなく第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく場合若しくは法令が許容する
場合、お客様に示した利用目的を達成するためにクレジットカードなどによる商品代金の決済
業務並びに配送業者等の業務委託先に個人情報を提供する場合、又は次項に定める共同利用を
する場合はこの限りではありません。（2）当社は次の要領によりお客様の個人データを共同利用
します。A…共同利用する個人データの項目「１ 個人情報の定義」記載の個人情報　B…共同して

お電話によるお申し込み

インターネット（スマートフォン/パソコン）によるお申し込み E-mail によるお申し込み（24時間受付可）

代金引換　※手数料330円（税込） ※10万円（税込）まで

NP後払い　※55,000円（税込）まで

送料区分 全国
（右記以外） 北海道 沖 縄 離 島

A 880円 1,375円 2,200円

別途ご案内
いたします

B 1,100円 2,750円 4,400円

C 2,200円 5,500円 8,800円

D 3,300円 8,250円 13,200円

E 3,300円

※表示価格は消費税を含んだ価格です

https://aoyama-garden.com/lp/photo.html

お買い上げ商品の素敵な写真をお送
りいただいた方に次回のお買い物で
使える「割引クーポン」をプレゼント！
※法人会員様を除く会員様限定です

写真募集

@aoyamagarden

Facebook

@aoyama_garden

Instagram

詳しくはこちら

お申し込みは

簡単！
STEP4

動画で
もっと詳しく

▼

SNSでは店舗イベントや
商品情報を発信中！！

info@garden.gr.jp
本文に下記事項をもれなく入力して送信してください。

●カタログ番号『2203』　
●お名前（ふりがな）　
●ご住所（郵便番号、マンションなどの場合は
　建物名もご記入ください）　
●電話番号　
●商品番号　
●ご注文数量　
●お支払い方法（下記からご選択ください）

◇代金引換 ※手数料として330円（税込）別途かかります
　※1回のご注文で10万円（税込）まで
◇NP後払い※合計金額55,000円（税込）まで☎0120-49-4128　受付時間 ： 9:00〜12:00/13:00〜17:00（土日祝日を除く）



■
本

カ
タ

ロ
グ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

す
べ

て
の

情
報

・
写

真
等

の
無

断
転

載
、複

写
・

複
製

を
禁

じ
ま

す
■

価
格

、仕
様

、デ
ザ

イ
ン

等
を

予
告

な
く

変
更

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す（
表

示
価

格
は

2022年
3月

現
在

の
価

格
で

す
）

東
京

都
港

区
西

麻
布

4-22-8 麻
布

ポ
イ

ン
ト

302 〒
106-0031

TEL: 03-6803-8440 / FAX: 03-6803-8441　
E-m

ail : info@
garden.gr.jp   U

RL : https://aoyam
a-garden.com

本カタログの税込価格は消費税率10％に基づき表示しております。掲載商品・掲載価格は予告なく変更する場合があります。送料…A：複数でも880円 ･B：1,100円 ･C：2,200円 ･D/E：3,300円（北海道･沖縄･離島は除く）。

aoyama-garden.com青山ガーデン

インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）で24時間受付中！
検 索

ベジトラグで
試してみる！

ガーデンアイテムを使いたい場所で、
スマホをかざしてシミュレーション。

●我が家に似合うデザインやカラーは？
●スペースにちょうどいいサイズは？
●組み合わせた雰囲気は？　など

購入前に知りたいことを、実際に置きたい庭や
ベランダなどに合成して見ることができます。

ARで試し置き。
サイズ感も、使用イメージも、購入前に試して安心！

＼人気です！／

他にも“試し置き”できる商品がございます。
商品ページの［ARで試し置き！］QRを読み込んでください。▶

ホームベジトラグ  ウォールハガー S ナチュラル

QR

ベジトラグで小さな庭づくり。
壁付けに適した片面フラットタイプ。
スリムで奥まで手が届きやすい。

ホームベジトラグ  
ウォールハガー S
57928000　■ ナチュラル
57927300　■ グレイウォッシュ
約幅103.5×奥行46×高さ80cm
約12kg
土容量：約90ℓ（目安値）
¥25,000　

送料区分：B

グレイウォッシュ

ナチュラル

こんなシーンで使われています

ベランダなどの地面がない
ところで土や植物に触れる。

庭以外の日当たりのいい場所で
家庭菜園やガーデニング。

土づくりなど、植物に
適した環境をつくる。

子どもの食育に。
組み立てはDIY体験にも。

車イスに座ったまま
ガーデニング。

動物に危険な植物からペットを守っ
たり、ペットからのいたずらを回避。

サイズ違いなど、シリーズ商品が豊富です。
P.6〜7「VegTrug ベジトラグ」をご覧ください。 ▶

専用アプリ
不要

実寸配置
できる

360°
確認できる

�� �� ��
オブジェクトAR

TAP

オブジェクトAR オブジェクトAR

⇨

AR オブジェクト

［ARモード］を選択し、置きたい場
所の床をカメラで認識。認識する
と自動的に商品が配置されます。

試し置き
QRを読み込み、

ボタンをタップ。
自由に動かし、置きたい場所が
決まれば画面をダブルタップ
し100％の縮尺で配置完了！

［オブジェクトモード］で
商品のデザインを360°
ご覧いただけます。
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https://aoyama-garden.com/shop/r/r97/
https://aoyama-garden.com/shop/g/g57928000/
https://aoyama-garden.com/shop/c/c1701/



