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商品の詳細は　　　　　　　　　　　     カタログやサイトでご覧ください。オンリーワンクラブオンリーワンクラブ
デジタル
カタログ

最新カタログがご覧いただけます。
掲載ページにすぐアクセス。

https://www.onlyoneclub.jp/m14

商品検索
サ イ ト

商品の詳細スペックや施工事例、
各種説明書を引き出せます。

https://item.onlyoneclub.jp/

詳細はオンリーワンクラブ会員までお問い合わせください。
QRコードから会員情報が確認できます。

オンリーワンカタログからおすすめの商品や
お得情報をお届けします！
オンリーワンカタログからおすすめの商品や
お得情報をお届けします！

●  倒れにくいC字パイル。

●  艶消しパイルで反射軽減。

●  静電気抑制パイルを採用。

30mm
パイル

30mm
パイル

静電気抑制と抗菌仕様の
みんなに優しい人工芝。
静電気抑制と抗菌仕様の
みんなに優しい人工芝。

短くても滑らかな肌触り。
高密度でクッション性抜群。
短くても滑らかな肌触り。
高密度でクッション性抜群。

ジオターフ2 P.134プリマターフ P.132

●  優しい質感のストレートパイル。

●  耐久性、耐候性に優れる。

●  紫外線劣化が少ない。

1×10m　
品番：ST2-PT3010　
価格：¥55,000 /巻

1×10m　
品番：ST2-GT2310　
価格：¥44,000 /巻

冬場でも緑の景観維持
天然芝のように冬場に枯れることが
ないので、一年中青々とした美しい
緑を楽しむことができます。

優れた透水、排水性能。
透水するので水がたまらず、雨が降
っても安心です。（  商品によって性
能は異なります。 ）

ラクラク簡単お手入れ
定期的なお手入れが不要で維持管理
費用もほとんどかかりません。忙し
く時間のない方にもぴったりです。

リアルな表情と高い耐久性
枯芝の風合いまで忠実に再現してい
ます。また耐久性に優れ長期間お使
いいただけます。

除草剤や肥料を使わないのでお子様やペットにも安全 !人工芝の特徴

30mm
パイル

高密度、高耐久、優れた
復元力の本格人工芝!!
高密度、高耐久、優れた
復元力の本格人工芝!!

10m巻きなのでつなぎ目が
少なく美しい施工が可能。
10m巻きなのでつなぎ目が
少なく美しい施工が可能。

●  丈夫な芯入りV字パイル。

●  安心の抗菌試験済み。

●  8 種重金属試験済み。

リアルグラス人工芝Ⅱ P.126

1×10m　
品番：GM2-30RG21　
価格：¥44,000 /巻

防炎認証

施工方法の詳細はQRコード又は商品
検索サイトから動画をご確認ください。

抗菌 光沢軽減

施工方法を動画でご紹介

オンリーワ
ンクラブ  おすすめ人工芝

リアルグラス人工芝Ⅱリアルグラス人工芝Ⅱ
人工芝

マテリアルカタログ  M14

ARTIFICIAL TURFリアルグラス人工芝Ⅱ

ローメンテナンスの

お手入れカンタン！ キレイが続く！

お庭づくり

狭小地や寒冷地、日陰など芝が育たない
環境やコンクリートの上にも施工可能 !

人工芝
一覧表
はこちら

特徴や
管理方法
はこちら



防草シートジーシールド P.602

Drain Panel

高品質、高耐久の防草シート。高品質、高耐久の防草シート。

80g   W1000（mm） × 50m　
品番：ST2-GG0815　

価格：¥7,600 /巻

クッション材としての
役割もありお子様にも安心 !
クッション材としての
役割もありお子様にも安心 !

施工条件や用途によって
選べる充実のサイズ
バリエーション。

施工条件や用途によって
選べる充実のサイズ
バリエーション。

●  丈夫な芯入りV字パイル。

●  パイル本数を大幅増量。

●  従来に比べてかりが大幅減。

40mm
パイル

40mm
パイル

圧倒的な高密度で
抜群の復元力と踏み心地。
圧倒的な高密度で
抜群の復元力と踏み心地。

すべて国産だから衛生的。
お子様にも安心安全。
すべて国産だから衛生的。
お子様にも安心安全。

人工芝の排水能力を
高めて、悪臭をカット !
人工芝の排水能力を
高めて、悪臭をカット !

オンリーワン人工芝 P.136ニューマキシマム P.130

●  優しい質感のストレートパイル。

●  優れた排水性を実現。

●  食品衛生法に合格。

1×10m　
品番：AN2-M2011　
価格：¥52,000 /巻

1×10m　
品番：KV2-KJMZ3　
価格：¥66,000 /巻 ドレインパネル P.137

W500×D500×H30（mm）　
品番：KV2-KD500　
価格：¥1,000 /枚

防草シートシャットワン P.604

100g  W1000（mm） × 50m　
品番：KV2-HA10J　

価格：¥9,000/巻

優れた
強度と
透水性

バルコニーや
ベランダに
最適 !

厚みの
異なる3タイプ
をご用意！

手間いらず!手間いらず!

Q   AQ   A&&

見た目も美しい最高のお庭に !見た目も美しい最高のお庭に !

人工芝からも雑草が生えるの？人工芝からも雑草が生えるの？人工芝からも雑草が生えるの？

人工芝は日光を遮断し雑草の生育を阻害しますが、

雑草抑制を目的に作られた物ではないため、隙間

などから雑草が生える場合があります。

・ 水は通し、太陽光は通さない！

メリット
が

たくさん
！

・ 雨が降っても 水浸しにならない！

・ 雑草が 生えてこない！

幅（mm）
●  丈夫な芯入りV字パイル。

●  リーズナブルで高品質。

●  透水性に優れる。

25mm
パイル

25mm
パイル

プロ仕様ながら大幅な
低価格を実現。
プロ仕様ながら大幅な
低価格を実現。

刈り込んだ天然芝を
再現したハイグレード仕様。
刈り込んだ天然芝を
再現したハイグレード仕様。

プレミアム P.128スタンダード P.128

●  丈夫な芯入りV字パイル。

●  耐久性、耐候性に優れる。

●  紫外線劣化が少ない。

1×10m　
品番：AN2-S1411　
価格：¥34,000 /巻

1×10m　
品番：AN2-P1811　
価格：¥44,000 /巻

PRO-TURF プロターフ

PRO-TURF プロターフ

PRO-TURF プロターフ

ドレインパネル

プロターフ・ニューマキシマム オンリーワン人工芝

ででで

雑草対策には
　　との併用がおすすめ！
雑草対策には
　　との併用がおすすめ！

“              ”“              ”防草シート防草シート

　チェックポイント！

W550

W700

W1000

W2000


