
ガーデンセット

GARDEN SET

テーブル　
ATX-40　
	 ￥38,500（本体価格	¥35,000）

チェア　
F-201　
	 ￥15,400（本体価格	¥14,000）

GARDEN SET 733732



ガーデンチェア

GARDEN CHAIR 昭和30年代にニチエスが日本で初めて開発した屋外
家具は現代の世界の屋外家具のベースとなるもので
す。50年以上にわたりモデルチェンジすることなく、ご
愛顧いただいているデザインと品質は屋外に適した耐
候性と子供でも持ち運べる軽くて便利な機能性を兼
ね揃えたチェアです。

735734 GARDEN CHAIR

C-15A／ホワイト
W540×D670×SH380・H780mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.3kg　積み重ね可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）	

F-201／ホワイト
W470×D460×SH430・H790mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.0kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）	

F-203／ホワイト
W480×D525×SH415・H800mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／1.7kg　折りたたみ可

	 ￥14,300（本体価格	￥13,000）	

C-15A／ブルー＋イエロー＋グリーン
W540×D670×SH380・H780mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.3kg　積み重ね可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）	

F-201／ブルー＋イエロー＋グリーン
W470×D460×SH430・H790mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.0kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）	

F-203／ブルー＋イエロー＋グリーン
W480×D525×SH415・H800mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／1.7kg　折りたたみ可

	 ￥14,300（本体価格	￥13,000）	

C-15A／グリーン＋イエロー＋レッド
W540×D670×SH380・H780mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.3kg　積み重ね可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）

F-201／グリーン＋イエロー＋レッド
W470×D460×SH430・H790mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.0kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

F-203／グリーン＋イエロー＋レッド
W480×D525×SH415・H800mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／1.7kg　折りたたみ可

	 ￥14,300（本体価格	￥13,000）	



ガーデンチェア

GARDEN CHAIR

ガーデンテーブル

GARDEN TABLE

赤 緑青 黄

サンベルト／カラーバリエーション ○ベルトカラーをご指定下さい。

737736 GARDEN TABLE

C-15A
W540×D670×SH380・H780mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.3kg　積み重ね可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）

C-20
W460×D540×SH430・H700mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.0kg　積み重ね可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

F-201
W470×D460×SH430・H790mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／2.0kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

F-203
W480×D525×SH415・H800mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／1.7kg　折りたたみ可

	 ￥14,300（本体価格	￥13,000）

チャイルドチェア　B-7
W350×D300×SH290・H500mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／1.0kg　積み重ね可

	 ￥13,200（本体価格	￥12,000）

D-2
W480×D1,100×SH300・H900mm　	
主材／アルミ　ベルト／サラン　	
重量／5.3kg　折りたたみ可　	
背もたれ4段階切替

	 ￥46,200（本体価格	￥42,000）

AT-30
φ750×H700mm　	
主材／アルミ　	
重量／4.5kg　	
組立式　	
●パラソル穴／φ40mm（アダプターによりφ27mmにも調整できます。）

	 ￥33,000（本体価格	￥30,000）	

ATE-750
φ750×H700mm　	
主材／アルミ　	
重量／6.2kg　	
組立式　	
●パラソル穴／φ40mm（アダプターによりφ27mmにも調整できます。）

	 ￥33,000（本体価格	￥30,000）	

ATY-4
W900×D600×H700mm　	
主材／アルミ　	
重量／6.0kg　	
折りたたみ可

	 ￥41,800（本体価格	￥38,000）

ATY-5
W1,200×D600×H700mm　	
主材／アルミ　	
重量／7.2kg　	
折りたたみ可

	 ￥44,000（本体価格	￥40,000）

ATX-9
W600×D600×H700mm　	
主材／アルミ　	
重量／4.3kg　	
折りたたみ可

	 ￥27,500（本体価格	￥25,000）

ATX-40
φ900×H700mm　	
主材／アルミ　重量／5.7kg　	
折りたたみ可　	
パラソル穴／φ40mm（アダプターによりφ27mmにも調整できます。）

	 ￥38,500（本体価格	￥35,000）

パラソルリング



POOL EQUIPMENTS

プール用品

WS-180Nにオプション装着　W1,190×D1,500×SH1,800・H3,130mm

POOL EQUIPMENTS 757756

WS-180N
W1,190×D1,500×SH1,800・H2,190mm　	
フレーム／アルミ　背・座／FRP　	
重量／15.0kg　組立式

	 ￥148,500（本体価格	￥135,000）	

オプション
WSヒヨケ
フレーム／アルミ　天幕／PVC　	
組立式

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）	

デッキAD-1
W2,000×D500×H410mm　	
主材／アルミ　重量／11.0kg　組立式

	 ￥82,500（本体価格	￥75,000）

アクアスイーパー　W-1
縦長／1,450mm　	
ネット部／W900×D260mm　	
フレーム／アルミ　	
メッシュ／ナイロン　	
組立式

	 ￥25,630（本体価格	￥23,300）

アクアスイーパー　W-2
縦長／2,350mm　	
ネット部／W900×D260mm　	
フレーム／アルミ　	
メッシュ／ナイロン　	
組立式

	 ￥27,830（本体価格	￥25,300）

アクアスイーパー　N-1
縦長／1,480mm　	
ネット部／W510×D280mm　	
フレーム／アルミ　	
メッシュ／ナイロン　	
組立式

	 ￥22,550（本体価格	￥20,500）

アクアスイーパー　N-2
縦長／2,250mm　	
ネット部／W510×D280mm　	
フレーム／アルミ　	
メッシュ／ナイロン　	
組立式

	 ￥24,750（本体価格	￥22,500）

アクアスイーパー　N-3
縦長／4,200mm　	
ネット部／W510×D280mm　	
フレーム／アルミ　	
メッシュ／ナイロン　	
組立式　伸縮自在パイプ

	 ￥29,700（本体価格￥27,000）



BAGGAGE RACK

バゲージラック

ホテルの客室に欠かせないのがバゲージラック
ニチエスの本格バゲージラックは、大きさ、形、カラーリングを豊富にラインナップしました。

BAGGAGE RACK 761760

ウッドバゲージラック63／ウォルナット
W630×D573×H634mm　	
フレーム／ハードウッド　ベルト／ナイロン　	
重量／4.72kg　折りたたみ可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）

ウッドバゲージラック50／ウォルナット
W500×D470×H548mm　	
フレーム／ハードウッド　ベルト／ナイロン　	
重量／3.82kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

ウッドバゲージラック63／ナチュラル
W630×D573×H634mm　	
フレーム／ハードウッド　ベルト／ナイロン　	
重量／4.72kg　折りたたみ可

	 ￥20,900（本体価格	￥19,000）

ウッドバゲージラック50／ナチュラル
W500×D470×H548mm　	
フレーム／ハードウッド　ベルト／ナイロン　	
重量／3.82kg　折りたたみ可

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

LR-8／ウッドルック202
W470×D400×H50mm　	
フレーム／アルミ　熱転写仕上　	
ベルト／ナイロン　重量／1.06kg　	
折りたたみ可　

	 ￥10,780（本体価格	￥9,800）

AW-5L／ウッドルック14015
W515×D515（445）×H470mm　	
フレーム／アルミ　ベルト／ナイロン　	
重量／1.98kg　	
折りたたみ可

	 ￥19,800（本体価格	￥18,000）

AW-5L／ウッドルック13187
W515×D515（445）×H470mm　	
フレーム／アルミ　ベルト／ナイロン　	
重量／1.98kg　	
折りたたみ可

	 ￥19,800（本体価格	￥18,000）

LR-8／ウッドルック303
W470×D400×H50mm　	
フレーム／アルミ　熱転写仕上　	
ベルト／ナイロン　重量／1.06kg　	
折りたたみ可　

	 ￥10,780（本体価格	￥9,800）

AW-5／ウッドルック14015
W515×D460×H445mm　	
フレーム／アルミ　ベルト／ナイロン　	
重量／1.66kg　	
折りたたみ可

	 ￥13,200（本体価格	￥12,000）

AW-5／ウッドルック13187
W515×D460×H445mm　	
フレーム／アルミ　ベルト／ナイロン　	
重量／1.66kg　	
折りたたみ可

	 ￥13,200（本体価格	￥12,000）



BAGGAGE RACK

バゲージラック

BAGGAGE RACK 763762

LR-2／AX
W600×D480×H560・H700mm　	
フレーム／アルミ　アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.3kg　	
折りたたみ可　

	 ￥13,200（本体価格	￥12,000）

LR-2／GX
W600×D480×H560・H700mm　	
フレーム／アルミ　金色アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.6kg　	
折りたたみ可　

	 ￥16,500（本体価格	￥15,000）

LR-2／PX
W600×D480×H560・H700mm　	
フレーム／アルミ　粉体塗装仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.6kg　	
折りたたみ可　

	 ￥15,400（本体価格	￥14,000）

LR-5／AX
W500×D480×H460・H640mm　	
フレーム／アルミ　アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.4kg　	
折りたたみ可　

	 ￥12,100（本体価格	￥11,000）

LR-5／GNX
W500×D480×H460・H640mm　	
フレーム／アルミ　金色アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.4kg　	
折りたたみ可　

	 ￥11,000（本体価格￥10,000）

LR-5／PX
W500×D480×H460・H640mm　	
フレーム／アルミ　粉体塗装仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.3kg　	
折りたたみ可　

	 ￥12,650（本体価格	￥11,500）

LR-6／ANX
W430×D370×H380mm　	
フレーム／アルミ　アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.0kg　	
折りたたみ可　

	 ￥11,550（本体価格	￥10,500）

LR-6／GX
W430×D370×H380mm　	
フレーム／アルミ　金色アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.0kg　	
折りたたみ可　

	 ￥13,200（本体価格	￥12,000）

LR-6／PX
W430×D370×H380mm　	
フレーム／アルミ　粉体塗装仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.0kg　	
折りたたみ可　

	 ￥12,650（本体価格	￥11,500）

LR-8／AX
W470×D400×H500mm　	
フレーム／アルミ　アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.1kg　	
折りたたみ可　

	 ￥9,350（本体価格	￥8,500）

LR-8／PXB／B NEW
W470×D400×H500mm　	
フレーム／アルミ　粉体塗装仕上	
ベルト／ナイロン　重量／0.9kg　	
折りたたみ可　

	 ￥9,900（本体価格	￥9,000）

LR-8／GX
W470×D400×H500mm　	
フレーム／アルミ　金色アルマイト仕上	
ベルト／ナイロン　重量／1.1kg　	
折りたたみ可　

	 ￥10,450（本体価格	￥9,500）

LR-8／PX
W470×D400×H500mm　	
フレーム／アルミ　粉体塗装仕上	
ベルト／ナイロン　重量／0.9kg　	
折りたたみ可　

	 ￥9,900（本体価格	￥9,000）

ステンレスバゲージラック／RG
W510×D410×H460mm　	
フレーム／ステンレス　	
ベルト／人工レザー　重量／3.24kg　	
折りたたみ可

	 ￥17,600（本体価格	￥16,000）




