
アイテム一覧

TYPE  001

セット例

ア
イ
テ
ム
個
数

①１人掛ソファ 2 2 1
②2人掛ソファ 2 1
③3人掛ソファ 2 1 1
④オットマン 1 1
⑤ローテーブル 1 1 1 1 1
セット価格 ¥1,466,000 ¥1,037,000 ¥940,000 ¥815,000 ¥604,000
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①１人掛ソファ W1070  D910  H750
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVA01 ■■ ¥169,000 1 ¥169,000
クッション（背面1セット・座面1セット） 8 VVA04 〇〇 ¥53,000 1 ¥53,000

合計 2 ¥222,000

②2人掛ソファ W1720  D910  H750
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVA02 ■■ ¥230,000 1 ¥230,000
クッション（背面1セット・座面1セット） 8 VVA04 〇〇 ¥53,000 2 ¥106,000

合計 3 ¥336,000

③3人掛ソファ　 W2390  D910  H750
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVA03 ■■ ¥270,000 1 ¥270,000
クッション（背面1セット・座面1セット） 8 VVA04 〇〇 ¥53,000 3 ¥159,000

合計 4 ¥429,000

④オットマン W670  D670  H400
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVA05 ■■ ¥73,000 1 ¥73,000
クッション 8 VVA06 〇〇 ¥31,000 1 ¥31,000

合計 2 ¥104,000

⑤ローテーブル W1400  D800  H450
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVA07 ■■ ¥136,000 1 ¥136,000
ガラス天板 8 VVA08 CC ¥28,000 1 ¥28,000

合計 2 ¥164,000

商品コードの■■、〇〇、△△には、色記号が入ります。

※2人掛けソファはクッションが2セット必要です。

※3人掛けソファはクッションが3セット必要です。

オプション

ピロー小
商品コード 明細 価格

8 VVD07 △△ 2個入り ¥16,000

色記号
ラタン ■■

ブラック BK
ＪＢチョコレート FB

シルバーウォルナット SJ
クッション 〇〇

ブラウン０１ XB
ベージュ０１ XJ
ブラック０１ XK
ピロー小 △△
グレー01 XN
ホワイト01 XH
ブラック01 XK
ブルー01 XL

カラーバリエーション

ラタン

ブラック ＪＢチョコレート シルバーウォルナット

クッション

ブラウン０１ ベージュ０１ ブラック０１

ピロー小

グレー01 ホワイト01 ブラック01 ブルー01



ラタン ブラック ブラック ブラック
クッション ブラウン01 ベージュ01 ブラック01

ＪＢチョコレート ＪＢチョコレート ＪＢチョコレート
ブラウン01 ベージュ01 ブラック01

ラタン シルバーウォルナット シルバーウォルナット シルバーウォルナット
クッション ブラウン01 ベージュ01 ブラック01

カラーバリエーション

ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

テーブル試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
垂直力に対する安定性 JIS S 1202 【荷重】450Nで転倒しない

持続垂直荷重試験 JIS S 1205 【重さ】2.0kg/dm2で問題ないこと
水平力試験 JIS S 1205 【水平荷重】600N

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイトでサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有のダメージを受けて

劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナンスなどのお手入れをお願い致します。
● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使用の場

合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合があります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
●人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるものですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
●JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアしています。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。転倒などで思わぬケガ

につながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあります。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ●配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガや破損のおそれがあります。
お願い●集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い● 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　 強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで思わぬケガにつながる
おそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い● 長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使

用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ●雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。



アイテム一覧

セット例

ア
イ
テ
ム
個
数

①１人掛アームチェア 1 4 2 1
②3人掛アームチェア 2 2 1 1
③オットマン 1 1
④ローテーブル 1 1 1 1 1

セット価格 ¥780,000 ¥645,000 ¥591,000 ¥583,000 ¥464,000
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①1人掛アームチェア W690  D760  H740
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC03 ■■ ¥89,000 1 ¥89,000
クッション（背面1セット・座面1セット） 8 VVC05 〇〇 ¥30,000 1 ¥30,000

合計 2 ¥119,000

②3人掛アームチェア W1710  D760  H740
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC04 ■■ ¥156,000 1 ¥156,000
クッション（背面3セット・座面3セット） 8 VVC06 〇〇 ¥90,000 1 ¥90,000

合計 2 ¥246,000

③オットマン W510  D510  H340
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC07 ■■ ¥51,000 1 ¥51,000
クッション 8 VVC08 〇〇 ¥19,000 1 ¥19,000

合計 2 ¥70,000

④ローテーブル W1200  D600  H420
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC09 ■■ ¥80,000 1 ¥80,000
ガラス天板 8 VVC10 CC ¥19,000 1 ¥19,000

合計 2 ¥99,000

TYPE  002

色記号
ラタン ■■

シーシェル HJ
クッション 〇〇

ブラウン０１ XB
ホワイト０１ XH
ブラック０１ XK
ピロー小 △△
グレー01 XN
ホワイト01 XH
ブラック01 XK
ブルー01 XL

カラーバリエーション

ラタン

シーシェル

クッション

ブラウン０１ ホワイト01 ブラック０１

ピロー小

グレー01 ホワイト01 ブラック01 ブルー01

商品コードの■■、〇〇、△△には、色記号が入ります。

オプション

ピロー小
商品コード 明細 価格

8 VVD07 △△ 2個入り ¥16,000



ラタン シーシェル シーシェル シーシェル
クッション ブラウン０１ ホワイト０１ ブラック０１

カラーバリエーション

ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

テーブル試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
垂直力に対する安定性 JIS S 1202 【荷重】450Nで転倒しない

持続垂直荷重試験 JIS S 1205 【重さ】2.0kg/dm2で問題ないこと
水平力試験 JIS S 1205 【水平荷重】600N

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイトでサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有のダメージを受けて

劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナンスなどのお手入れをお願い致します。
● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使用の場

合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合があります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
●人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるものですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
●JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアしています。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。転倒などで思わぬケガ

につながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあります。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ●配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガや破損のおそれがあります。
お願い●集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い● 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　 強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで思わぬケガにつながる
おそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い● 長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使

用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ●雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。



アイテム一覧

セット例

ア
イ
テ
ム
個
数

①1人掛ダイニングチェア 6 4 4
②ダイニングテーブル 1
③ダイニングテーブル 1 1

セット価格 ¥753,000 ¥583,000 ¥503,000

③

① ① ①

① ① ①

①

①

②① ①③

①

①

①

①

①1人掛ダイニングチェア W590  D640  H900
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC01 ■■ ¥75,000 1 ¥75,000
クッション 8 VVC02 〇〇 ¥10,000 1 ¥10,000

合計 2 ¥85,000

②ダイニングテーブル W1000  D1000  H750
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC11 ■■ ¥137,000 1 ¥137,000
ガラス天板 8 VVC13 CC ¥26,000 1 ¥26,000

合計 2 ¥163,000

③ダイニングテーブル W1000  D2000  H750
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVC12 ■■ ¥193,000 1 ¥193,000
ガラス天板 8 VVC14 CC ¥50,000 1 ¥50,000

合計 2 ¥243,000

TYPE  003

色記号
ラタン ■■

シーシェル HJ
クッション 〇〇

ブラウン０１ XB
ホワイト０１ XH
ブラック０１ XK
ピロー小 △△
グレー01 XN
ホワイト01 XH
ブラック01 XK
ブルー01 XL

カラーバリエーション

ラタン

シーシェル（ダイニングチェア） シーシェル（ダイニングテーブル）

クッション

ブラウン０１ ホワイト01 ブラック０１

ピロー小

グレー01 ホワイト01 ブラック01 ブルー01

商品コードの■■、〇〇、△△には、色記号が入ります。

オプション

ピロー小
商品コード 明細 価格

8 VVD07 △△ 2個入り ¥16,000



ラタン シーシェル シーシェル シーシェル
クッション ブラウン０１ ホワイト０１ ブラック０１

カラーバリエーション

ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

テーブル試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
垂直力に対する安定性 JIS S 1202 【荷重】450Nで転倒しない

持続垂直荷重試験 JIS S 1205 【重さ】2.0kg/dm2で問題ないこと
水平力試験 JIS S 1205 【水平荷重】600N

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイトでサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有のダメージを受けて

劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナンスなどのお手入れをお願い致します。
● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使用の場

合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合があります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
●人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるものですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
●JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアしています。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。転倒などで思わぬケガ

につながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあります。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ●配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガや破損のおそれがあります。
お願い●集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い● 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　 強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで思わぬケガにつながる
おそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い● 長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使

用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ●雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。



アイテム一覧

①ソファ W2010  D1130  H1100
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVD01 ■■ ¥429,000 1 ¥429,000
クッション 8 VVD02 〇〇 ¥100,000 1 ¥100,000

ピロー小（2個入り） 8 VVD07 △△ ¥16,000 1 ¥16,000
ピロー大（4個入り） 8 VVD08 △△ ¥56,000 1 ¥56,000

合計 4 ¥601,000

②オットマン W1210  D690  H300
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVD03 ■■ ¥135,000 1 ¥135,000
クッション 8 VVD04 ■■ ¥46,000 1 ¥46,000

合計 2 ¥181,000

③サイドテーブル W400  D400  H400
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVD05 ■■ ¥60,000 1 ¥60,000
ガラス天板 8 VVD06 CC ¥6,000 1 ¥6,000

合計 2 ¥66,000

セット例

ア
イ
テ
ム
個
数

①ソファ 1 1
②オットマン 1
③サイドテーブル 1 1

セット価格 ¥848,000 ¥667,000

③

①

② ③

①

ピロー大
商品コード 明細 価格

8 VVD08 △△ 4個入り ¥56,000

TYPE  004

色記号
ラタン ■■

スーパーホワイト GH
モカ RM

シルバーウォルナット SJ
クッション 〇〇
グレー０１ XN
ホワイト０１ XH
ブラック０１ XK
ブルー０１ XL

ピロー小・大 △△
グレー01 XN
ホワイト01 XH
ブラック01 XK
ブルー01 XL

カラーバリエーション

ラタン

スーパーホワイト モカ シルバーウォルナット

クッション

グレー０１ ホワイト０１ブラック０１ ブルー０１

ピロー小・大

グレー01 ホワイト01 ブラック01 ブルー01

商品コードの■■、〇〇、△△には、色記号が入ります。

オプション

ピロー小
商品コード 明細 価格

8 VVD07 △△ 2個入り ¥16,000



カラーバリエーション

ラタン スーパーホワイト スーパーホワイト スーパーホワイト
クッション グレー01 ホワイト０１ ブラック０１

ラタン モカ モカ シルバーウォルナット
クッション ブラック０１ ブルー０１ グレー01

スーパーホワイト モカ モカ
ブルー０１ グレー01 ホワイト０１

シルバーウォルナット シルバーウォルナット シルバーウォルナット
ホワイト０１ ブラック０１ ブルー０１

ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

テーブル試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
垂直力に対する安定性 JIS S 1202 【荷重】450Nで転倒しない

持続垂直荷重試験 JIS S 1205 【重さ】2.0kg/dm2で問題ないこと
水平力試験 JIS S 1205 【水平荷重】600N

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイトでサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有のダメージを受けて

劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナンスなどのお手入れをお願い致します。
● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使用の場

合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合があります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
●人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるものですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
●JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアしています。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。転倒などで思わぬケガ

につながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあります。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ●配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガや破損のおそれがあります。
お願い●集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い● 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　 強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで思わぬケガにつながる
おそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い● 長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使

用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ●雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。



アイテム一覧

①ソファL W1200  D2000  H790
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVB01 ■■ ¥368,000 1 ¥368,000
クッション（背面1セット・側面1セット・座面1セット） 8 VVB03 〇〇 ¥127,000 1 ¥127,000

合計 2 ¥495,000

②ソファR W1200  D2000  H790
明細 商品コード 価格 数量 小計

本体・専用保護カバー 8 VVB02 ■■ ¥368,000 1 ¥368,000
クッション（背面1セット・側面1セット・座面1セット） 8 VVB04 〇〇 ¥127,000 1 ¥127,000

合計 2 ¥495,000

セット例

アイテム個数 ①ソファL 1 1
②ソファR 1

セット価格 ¥990,000 ¥495,000

①

②
①

TYPE  005

色記号
ラタン ■■

ブラック BK
ＪＢチョコレート FB

シルバーウォルナット SJ
クッション 〇〇

ブラウン０１ XB
ベージュ０１ XJ
ブラック０１ XK
ピロー小 △△
グレー01 XN
ホワイト01 XH
ブラック01 XK
ブルー01 XL

カラーバリエーション

ラタン

ブラック ＪＢチョコレート シルバーウォルナット

クッション

ブラウン０１ ベージュ０１ ブラック０１

ピロー小

グレー01 ホワイト01 ブラック01 ブルー01

商品コードの■■、〇〇、△△には、色記号が入ります。

オプション

ピロー小
商品コード 明細 価格

8 VVD07 △△ 2個入り ¥16,000



カラーバリエーション

ラタン ブラック ブラック ブラック
クッション ブラウン０１ ベージュ０１ ブラック０１

ラタン シルバーウォルナット シルバーウォルナット シルバーウォルナット
クッション ブラウン０１ ベージュ０１ ブラック０１

ＪＢチョコレート ＪＢチョコレート ＪＢチョコレート
ブラウン０１ ベージュ０１ ブラック０１

ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイトでサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有のダメージを受けて

劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナンスなどのお手入れをお願い致します。
● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使用の場

合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合があります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
●人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるものですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
●JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアしています。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。転倒などで思わぬケガ

につながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあります。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ●配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガや破損のおそれがあります。
お願い●集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い● 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　 強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで思わぬケガにつながる
おそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い● 長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊な環境でご使

用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ●雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。



ソファー・チェア試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
座面の静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】1600N

背もたれの静的強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】760N
ひじ部及び頭もたせの静的水平力試験 JIS S 1203 1998 【水平荷重】600N

ひじ部の静的垂直力試験 JIS S 1203 1998 【垂直荷重】900N
脚部の静的前方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】620N
脚部の静的側方強度試験 JIS S 1203 1998 【荷重】490N

座面の耐衝撃性試験 JIS S 1203 1998 【落下高さ】240㎜
座面の耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル

背もたれの耐久性試験 JIS S 1203 1998 【荷重】950N【回数】10万サイクル
後方安定性 JIS S 1204 1998 【水平荷重】250Nで転倒せず

テーブル試験内容
■JIS 規格

試験項目 規格 基準
垂直力に対する安定性 JIS S 1202 【荷重】450Nで転倒しない

持続垂直荷重試験 JIS S 1205 【重さ】2.0kg/dm2で問題ないこと
水平力試験 JIS S 1205 【水平荷重】600N

注意事項　※ご購入前にご確認ください

●発注頂いてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後４～６ヶ月の納期を頂きます。
● ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合も

商品代金をご負担頂きます。）
●ファニチャーのサイズが大きいため状況に応じて別途配送費を頂く場合があります。
● タイプによっては大きく重たい商品もあります。１人での移動が難しい場合もあります。あらかじめWEBサイト

でサイズ・重量をご確認ください。
● ガーデンファニチャーは屋内用家具と異なり、日射による紫外線や温度変化、雨・雪・風、砂塵など屋外特有

のダメージを受けて劣化が進行することをご理解頂き、長くお使い頂くためにも日常的な点検やメンテナン
スなどのお手入れをお願い致します。

● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地などの特殊
な環境でご使用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承
ください。

保証期間
●ガーデンファニチャーの保証期間はご購入日から起算して１年間になります。

製品について
●生産国はインドネシアです。
●ひとつひとつ手仕上げで製作しているため、寸法や重量に多少のばらつきがあります。
● クッション素材は日光のあたる場所では明るい色に見えます。カタログ画像と色味が異なって見える場合が

あります。
●人工ラタンは自然な風合いを出すため、色調にバラツキがあります。
● 人工ラタン表面にこすれ跡や小キズがある場合があります。これは手仕上げによる編込み時に生じるもの

ですので、ご了承ください。
●製品にはカバーが同梱されています。お使いにならない場合はカバーを掛けて保管ください。
● JIS規格の強度等の性能試験において、店舗・商業・公共施設でも安心してお使い頂ける基準をクリアして

います。

設置・使用上における注意事項
注意 ● 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど設置が不安定になる場所では使用しないでください。 

転倒などで思わぬケガにつながるおそれがあります。
注意 ● 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下事故につながるおそれがあり

ます。
注意 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因

になります。
注意 ● 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
注意 ●製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
注意 ● 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げになります。
注意 ● 安全のため日常的に緩み、ガタつきやクラックなどの異常がないか点検し、メンテナンス等の管理を

行ってください。
 　異常を感じた場合は撤去するなど速やかに安全を確保してください。
注意 ● 配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具をつけて作業してください。ケガ

や破損のおそれがあります。
お願い● 集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますの

で事前にご確認ください。
ソファー・チェア
注意 ●座面やひじ掛けの上に立つ、座面以外のところに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
注意 ●座った状態で製品を傾けないでください。
注意 ●加重がかかった状態で移動しないでください。
テーブル
注意 ●１カ所に荷重がかからないように注意してください。
注意 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。
注意 ●ガラス天板には付属の滑り止めを必ず貼り付けてください。ガラスが滑り落ちてケガの原因になります。
お願い●加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。
お願い● 荒っぽく物をのせたり、ガラス天板表面にキズをつけないでください。
 　強化ガラスは性質状、表面についたキズにより力が加わらなくても破損する場合があります。

※ 下記以外にも不適切なご使用をされないよう注意してください。製品の破損や事故の原因、転倒などで 
思わぬケガにつながるおそれがあります。

保守・点検とお手入れ
注意 ●ファニチャーに緩み、がたつきやクラックなどの異常がないか定期的に点検してください。
注意 ●製品に異常を感じた時は使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
お願い●長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
 　 また、ご使用にならない時は保護カバーを掛けて保管したり、湿気の少なく日光の当たらない場所で

保管することをお勧めいたします。
お願い● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれ

があります。
補足 ● 海上、塩害地域（海沿いの地域）やプールなどの塩分や塩素が多い環境、温泉街、極寒、高地など

の特殊な環境でご使用の場合は、サビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。
 　 あらかじめご了承ください。
人工ラタン・アルミフレームのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して水洗いし、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
クッションのお手入れ方法
お願い●毎日のお手入れは柔らかい布等で乾拭きか水拭きしてください。
お願い●汚れた場合は家庭用の中性洗剤を使用して表面をたたくように拭き取り、よく乾かしてください。
お願い●研磨剤や酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、先端の尖った道具は使わないでください。
お願い●ドライクリーニングはしないでください。
補足 ●必要に応じて、低温でアイロンをかけてください。
補足 ●クッションカバーを取り外すと元の状態に戻せなくなる場合がありますのでお控えください。
補足 ● 雨などで一時的に濡れても問題はありませんが、長くお使い頂くためにもよく乾かしてお使いください。
補足 ●濡れた状態で他のものと重ねると色移りする場合があります。

その他
●設置・使用上における注意事項は取扱説明書も合わせてご確認ください。


