
オンリーワン ガーデン
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「GARDEN」と「PLANTS」で
ガーデンライフをトータルに提案。
庭空間を最大限に活用し、庭時間を楽しむ暮らしの提案をテーマに、アウトドア調理器・ガーデンシンク・ファニチャーなど

より快適に過ごすための生活アイテムから、鉢・水栓柱・蛇口など庭空間に彩りをそえる小物類まで豊富なラインナップで紹介。

植栽プランツも掲載し、トータルなガーデンプランニングが可能な１冊になっています。

PLANTS

ページ
99

新商品

アイテム
146

Information
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お庭での料理が
さらに楽しく さらに美味しく！ ！
ピザ窯や燻製窯、さらにはプロも使用する本格的 BBQ グリルも登場し、

アウトドア料理のメニューの幅が広がります。また、様々な素材やデザインの

ガーデンキッチン、ガーデンシンクもご用意しており、どんなお庭にもマッチ。

調理をサポートする数々のアイテムも多数掲載しています。

庫内温度分布幅を極力少なくするため様々な工夫が凝らされ

ており、食材調理にムラが出にくい設計で炙り焼き、ロースト、

蒸焼き、スモークなど様々な調理ができます。

クローズキッチンのように壁を背にして置くタイプ1と、オープンキッチンのように

壁から離れた所に独立して設置ができるタイプ 2をご用意。

プロも使用する
本格的 BBQ グリルが登場。

オープンキッチンとしても使える
モダンなガーデンキッチン。

持ち運び可能。

背面

■  携帯用 LP ガスグリル ポータシェフ 320（P.024）

タイプ 1
（ステンレス未研磨）

タイプ 2　ブラックストーン
（樹脂フィルム仕上げ）

タイプ 2　ホワイトストーン　
（樹脂フィルム仕上げ）

■ 設置用小型 LP ガスグリル モナーク 320（P.025）

■ ルッソ（P.038）

■ 設置用中型 LP ガスグリル
　 ソーバーン 90（P.026）
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わが家のこだわりを表現できる
個性的なファニチャー。
機能性はもちろん、デザインにこだわった個性豊かなガーデンファニチャー。

お庭のイメージをガラッと変えることができるおしゃれなチェア＆テーブルを

様々なタイプでご用意しています。
■ シアトルベンチ２（P.059）

■ ピアッツァ 1・2 ／トリア 70（P.059） ■ ガーデンファニチャー カジト（P.060） ■ ウッデンビーチチェアー（P.061）

座面がテーブルに変わるウッドタイプのベンチ。

クラシック・モダン両空間にフィットする昔懐かしい
フォルムにトレンドカラーを組み合わせています。

ハンモックのような圧迫感がなく、宙に浮いたよう
な感覚でリラックスできます。

ビーチ感覚でくつろぎたい、爽やかなキャンバス
地のチェアーです。

イタリア COLOS ブランドの
新商品。

洗練されたマリンテイストな
リラックスチェア。

様 な々シーンで活躍する
ウッドチェアー。

Information
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アーバンライフを
緑・野菜で楽しむ。
ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決。

バックサックは、土と水と空気の理想的な割合を保持し、地植えの植物に

近いコンディションを保つことができます。

フレキシブルなデザインは、特に都会でガーデニングを楽しむ方に最適な

プロダクトです。

バックサック	クラシックシリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100％
リサイクル可能なジオテキスタイル（護岸工事用の堤防などに使う
強力な合成繊維）を使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植え
のような理想的な環境を創り出します。

バックサック	カラーシリーズは、フランス
セルジュ・フェラーリ社独自製法のテキス
タイル「バティライン」を使用し、その優れ
た機能性は、世界中のインドア・アウトドア
ファニチャーで採用されています。
高強度・通気性・耐候性・軽量性・耐炎性・
メンテナンス性に優れています。

■ バックサック ポット カラー　3ℓ、10ℓ、25ℓ、50ℓ、100ℓ（P.119）

■ バックサック ジョイント クラシック　10ℓ（P.118）

■ バックサック ポット クラシック
　 3ℓ、10ℓ、25ℓ、50ℓ、100ℓ（P.118）

■ バックサック 
　 ガーデン クラシック　8ℓ（P.118）

■ バックサック バックスクエア
     クラシック 125ℓ（P.118）

■ バックサック バックロング 
     クラシック 70ℓ、110ℓ（P.118）

BACSAC CLASSIC

BACSAC COLOR

5タイプ
×

6カラー

7タイプ
×

1カラー
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Information

ジラーレ モチーフに、
チェックが新登場。
直径わずか 3.4cm のスリムボディが魅力のジラーレに、

ジラーレ モチーフ チェックとして、市松チェック柄が

新たに加わりました。

理想のお庭を作るための選択肢が、さらに広がります。

ブラックは白い市松模様が和モダンな大人の雰囲気を、アクセント

のレッドやブルーが映えるホワイトは、どこか懐かしいアメリカン・

ヴィンテージ風の空間を演出します。

カラーバリエーションが充実の「ジラーレ／ジラーレW／ジラーレ

S」、パステルカラーとストライプが爽やかな「ジラーレ	モチーフ	ス

トライプ／ジラーレ	モチーフW	ストライプ」など、選ぶ楽しみがいっ

ぱいのシリーズです。

コンパクトなフォルムはそのままに、使い勝手の良さにこだわりました。

ペットのシャワーはもちろん、水回りの「あったらいいな」に応える便利

なアイテムです。

和モダンにも、
アメリカン・ヴィンテージ風にも演出。

その他ジラーレシリーズも
たっぷり掲載！

シャワータイプも新登場。

■ジラーレ モチーフ W チェック（P.180）

■ ジラーレ シャワー W（ P.196）

カラーバリエーション

バニラ＆レッド

カラーバリエーション

バニラ

マットブラック

ヘアライン

ターコイズブルー

マスタード

ダークブラウン

ワインレッド

ネイビー

ブライトレッド

レモンイエロー

バニラ＆ブルー スミイロ＆バニラ
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暮らしにゆとりが生まれるミニハウス。
収納としても、ちょっとした書斎としても活用できるミニハウス。

存在感ある佇まいはお庭のフォーカルポイントにもなり、

単なる物置ではなく家族に嬉しい空間になるでしょう。

METALICA + Green house

NYの街角にあるような、ブルックリンスタイルのモダンな
ミニハウスです。

ブラックメタルのシャープな外観。

MEMORIES for kids&pets

子どもやペットも喜ぶ、かわいいミニハウスです。

ポップでカラフルな色使い。

■ メモリーズ フォ－キッズ＆ペット（P.085）

■ メタリカ ＋グリーンハウス（P.084）



Information
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屋外でも使えるバケツ。

シャープな装い、
スタンドタイプのガーデンパン。

オバケツはサビの原因になる

熔接を行わず、職人の手作業

で一つひとつ仕上げている

ので丈夫で長持ち。

シンクの底まで 250mm と深い仕様になっているので、ワインや飲み物などを

冷やすクーラーボックスのような

使い方もおすすめです。

どんなシチュエーションでも大活躍する、耐久性が自慢のたらい型バケツ。

■ カラーオバケツ 42L キャスター付き（P.167）

■  たらい 7.5L（P.167）■  オバケツ キャスター付き（P.166）

■  蛇口 別途：ジラーレ W スワンネック（P.197）

■ シュトラール（P.244）
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Entrance. Border. Main Garden. Veranda. Utility.Purpose&Enjoy Garden Life for Plants

■ ブリーゼ ホンコンヤマボウシ（P.299） ■ カラー ピンクのアナベル（P.330）

アイコンやイラストでまとめてある

ので知りたい情報が見やすくなって

います。

開花カレンダーも便利です。

植えたいエリアによってお選びいただけるセットアップ

をご提案いたします。

●エントランス　●ボーダー花壇　●メインガーデン
●パティオ・ベランダ・ドライエリア
●浴室前・ユーティリティ前

●長尺ツル性植物　●美しいシリーズ　●個性派植物
●大株シリーズ　●グランドカバー／コケ
●トピアリー　●インドアグリーン

植えたいスペースに最適の樹形を選ぶことも可能。

お気に入りの一本を見つけていただけます。

必要な情報を集約。

エリアで選べるセットプランツ。

シーンで選べる単品プランツ。

季節を彩る、オンリーワン
オリジナルプランツ。
お庭に欠かせない季節の花々や植栽が「ガーデンカタログ G-11」に

追加されました。目的に合わせて選びやすくなっています。

お家まわりの植物はもちろん、観葉植物も豊富に掲載。

ガーデンライフを豊かにする様々なアイテムがこの一冊で完成します。

SET-UP

SINGLE


