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「消費者商品」
ホースにつなぐスプリンクラー
商品番
商品名
号
#58019J スパイク付 ジンク インパクト
スプリンクラー（亜鉛）

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

¥3,800

¥3,990 ・カチカチと水を切りながら３６０°回転、最
大半径１２ｍ（水圧によって異なります）まで
散水します(散水距離、回転角度は調節
可)。
・地面に差し込んで使用するスプリンク
ラー。
・ ホースにワンタッチでつなげます。
[素材] 亜鉛(スパイク、ノズル）、ABS(プラスチック部

特長

セット内容

オプション

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

蛇口タイマー(別売り）を
取り付ければ自動散水
に、手動式蛇口タイマー
を付ければ半自動にな
ります。

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

蛇口タイマー(別売り）を
取り付ければ自動散水
に、手動式蛇口タイマー
を付ければ半自動にな
ります。

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

蛇口タイマー(別売り）を
取り付ければ自動散水
に、手動式蛇口タイマー
を付ければ半自動にな
ります。

分）
[パッケージ] フック掛けデザイン台紙
（W148xH388xD50mm)

#58214J スパイク付 ブラス インパクト
スプリンクラー

¥7,800

¥8,190 ・カチカチと水を切りながら３６０°回転、最
大半径１２ｍ（水圧によって異なります）まで
散水します(散水距離、回転角度は調節
可)。
・地面に差し込んで使用するスプリンク
ラー。
・ ホースにワンタッチでつなげます。
[素材] 真鍮（ノズル）、塗装鋳鉄(スパイク）、ABS(プ
ラスチック部分）

#58180J キャスター付 3アーム
スプリンクラー

¥5,500

¥5,775 ・軸近くと先端の2箇所に散水孔を持つ３つ
のアームが360°回転しながら、最大半径７
ｍ（水圧によってことなります）まで散水をし
ます（散水の距離の調節可）
・移動に便利なキャスター付の金属製ベー
スに付いたスプリンクラー。
・ホースにワンタッチでつなげます。
[素材]真鍮（アーム）、亜鉛（ベース）、ABS（キャス
ター）
[パッケージ] 棚置きデザイン箱（W228xH900x65)
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ＮＥＷ

商品番
商品名
号
91168J 3パターン ギアドライブ
ベース付き

#58365J 2-イン-１ スプリンクラー

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

¥5,500

特長

セット内容

オプション

¥5,775 ・ストレート、ファン（扇）、スプレーの３つの
散水パターンが選べるスプリンクラー。
・ストレートは約６～８ｍまで散水距離が調
整可能で、芝生など大きなエリアに適してい
ます。扇状にやさしく散水するファンは、散
水半径が約６ｍで、芝生はもちろん、広め
の花壇などにも適しています。スプレーは、
散水半径が約３ｍで狭いエリアへの散水に
適しています。
・すべての散水パターンで散水範囲（回転
の角度）を調整可能。

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

蛇口タイマー(別売り）を
取り付ければ自動散水
に、手動式蛇口タイマー
を付ければ半自動にな
ります。

\12000 ¥12,600 ・カチカチと水を切りながら３６０°回転、最
価格変
大半径12ｍまで散水するインパクトヘッド
更
（回転角度、散水距離の調節可）と、2箇所
の散水孔を持った3つのアームがくるくると３
６０°回転しながら散水する３アームヘッド
(散水距離の調節可）の2種類のノズルが
セットになっています。
・移動に便利なキャスター付の金属製ベー
スに付いたスプリンクラー。
・ホースにワンタッチでつなげます。

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

蛇口タイマー(別売り）を
取り付ければ自動散水
に、手動式蛇口タイマー
を付ければ半自動にな
ります。

セット内容

オプション

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

色はブルー、モスグリー
ン、パープル、レッド,シ
ルバーがありますが、お
取り扱いに際しては事
前にご相談ください。

[素材] 真鍮（3アームノズル部分）、亜鉛（3アーム、イ
ンパクトヘッド、ベース）ABS(キャスター）
[パッケージ] 棚置きデザイン箱（W380xH260x125mm)

シャワーノズル＆ガーデングッズ
商品番
商品名
号
＃58603Ｊ 90cmアーム付 9パターン
シャワー

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

\3,500
特価

¥3,675 ・9種類の散水パターンが選択できます。
・軽量アルミ製（４６０ｇ）の９０ｃｍのアーム
付なので、手の届かないハンギングバス
ケットなどの散水にも便利。
・グリップエンドでワンタッチで水量調節と固
定ができます。

特長

素材：アルミニウム（アーム、ノズルボディ）、ＡＢＳプラ
スチック（ノズルヘッド, グリップエンド）、合成ラバー
（グリップ）, 真鍮/亜鉛(ジョイント部分）
[パッケージ] なし（個別段ケースに入れて納品可）
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商品番
商品名
号
#58532J 90ｃｍアーム付スーパー
ジェントル シャワー

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

\3,500
特価

¥3,675 ・均一に設計された３９７個の吐水孔から植物
にやさしい散水をします。蒔いたばかりの種
床の散水もＯＫ。
・９０ｃmアルミ製アーム付で手の届きにくいハ
ンギングバスケットなどの箇所の散水に便
利。
・グリップエンドで水量を調節できます。
・超軽量(総重量４００ｇ）。

特長

セット内容

オプション

お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

色はブルー、グリーン、
パープル、レッド、ブラッ
クがありますが、お取り
扱いに際しては事前に
ご相談ください。

素材：アルミニウム（アーム、ヘッド）、合成ラバー（グ
リップ）、真鍮/亜鉛（水量調節レバーとジョイント部
分）
[パッケージ] なし(個別段ケースに入れて納品可）

ＮＥＷ

56621J 10パターン ピストル ノズル

¥2,000 ¥2,100

・ジェットからミストまで散水パターン10種類 お手持ちのホースにつ
が選べるピストル型ノズル。
なぐためのコネクター2
[素材] ABS
点がついています。
取扱説明書あり。

ＮＥＷ

58262J 10パターン ピストル ノズル
フロント トリガー

¥2,800 ¥2,940

・ジェットからミストまで散水パターン10種類 お手持ちのホースにつ
が選べるピストル型ノズル。
なぐためのコネクター2
・使いやすいフロントトリガータイプ。
点がついています。
[素材] ABS
取扱説明書あり。

#58046J 草花用ジェントルスプレー

\700
特価

¥735

・ユニークな扇状の散水ノズル。
・やさしい散水で草花の散水に最適。
[素材] ABS
[パッケージ] フック掛けヘッダー (W118xH280xD38)
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お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。
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商品番
商品名
号
#58307J ホースハンガー

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

¥7,800

¥8,190 ・地面に差し込んで使用するモスグリーンの 取扱説明書あり。
おしゃれなホースハンガー。
・３０ｍまでのホースを巻きつけることができ
ます。

特長

セット内容

オプション

[素材] ：スチール防錆塗装。
[パッケージ] 棚置きデザイン箱
(W168xH630xD123mm)

#58189J ホースガイド

¥900

¥945

・ホースの移動による、植栽の損傷を防ぎ
ます。
・地面に差し込んで使用するモスグリーンの
おしゃれなガーデンアクセサリー。
[素材] ABS（ヘッド部）、亜鉛メッキ（支柱）
［パッケージ］ なし

蛇口タイマー
商品番
商品名
号
#62061 シングルダイヤル
オートマチック蛇口タイマー

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

特長

セット内容

¥12,500 ¥13,125 立水栓など、地面より３０ｃｍ以上の高さに 取扱説明書あり。
ある蛇口に取り付ける電池式タイマー(単三
電池 2本が必要）。
■タイマー設定
散水開始時刻を設定。
散度頻度：設定した散水時刻を起点に6，１
２時間おき、1日～7日に1回。
散水時間：1-240分まで分単位で設定可
能。 接続上部：3/4"メスねじ（ＵＳねじ）
接続下部：3/4"オスねじ（ＵＳねじ）
[素材] ABS、真鍮(金属部分）
［パッケージ] フック掛け、棚置き兼用ブリスターパック
（W６５xH２５５xD８０mm)
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オプション
このタイマーを取り付け
るには蛇口の吐水口に
3/4インチ山（ＵＳねじ）
のオスねじが必要です。
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ＮＥＷ

商品番
価格
価格
商品名
特長
(税抜き） （税込み）
号
62062 シングルダイヤル
¥16,000 ¥16,800 ・自動とマニュアルの２つのポートが付いた
オートマチック蛇口タイマー
蛇口タイマー。マニュアルポートが付いてい
2ポート（オート＆マニュアル）
るので、タイマーを取り外すことなく、ホース
などをつなげることができます。(マニュアル
はレバーでＯＮ／OFF操作）
■タイマー設定
散水開始時刻を設定。
散度頻度：設定した散水時刻を起点に6，１
２時間おき、1日～7日に1回。
散水時間：1-240分まで分単位で設定可
能。 接続上部：3/4"メスねじ（ＵＳねじ）
接続下部：3/4"オスねじ（ＵＳねじ）
[素材] ABS、真鍮(金属部分）

セット内容

オプション

［パッケージ] フック掛け、棚置き兼用ブリスターパック

ＮＥＷ

#58910 シングルダイヤル
オートマチック蛇口タイマー
2ゾーン（オート＆オート）

¥20,000 ¥21,000 ・２つの自動のポートが付いている蛇口タイ 取扱説明書あり。
マー。水量の関係で1系統ではカバーでき
ない場合や植栽の種類によって散水ゾーン
を分け、別々に散水をしたい場合に使用し
ます。
・立水栓など、地面より３０ｃｍ以上の高さに
ある蛇口に取り付ける電池式タイマー(単三
電池 2本が必要）。
■タイマー設定(各ゾーンで行います）
散水開始時刻を設定。
散度頻度：設定した散水時刻を起点に6，１
２時間おき、1日～7日に1回。
散水時間：1-240分まで分単位で設定可能
接続上部：3/4"メスねじ（ＵＳねじ）
接続下部：3/4"オスねじ（ＵＳねじ）
[素材] ABS、真鍮(金属部分）
［パッケージ] フック掛け、棚置き兼用ブリスターパック
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このタイマーを取り付け
るには蛇口の吐水口に
3/4インチ山（ＵＳねじ）
のオスねじが必要です。
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商品番
号
#58872

商品名
シングルダイヤル
蛇口タイマーシステム

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

特長

セット内容

¥30,000 ¥31,500 ・最大４つのバルブ(電磁弁）を制御する蛇 取扱説明書あり。
口タイマー（既存は２つのバルブが付いてき
ます）。
・立水栓など、地面より３０ｃｍ以上の高さに
ある蛇口に取り付ける電池式タイマー(単三
電池 2本が必要）。
■タイマー設定
散水開始時刻を設定。
散度頻度：設定した散水時刻を起点に6，１
２時間おき、1日～7日に1回。
散水時間：1-240分まで分単位で設定可能
接続上部：3/4"メスねじ（ＵＳねじ）
接続下部：3/4"オスねじ（ＵＳねじ）
[素材] ABS、真鍮(金属部分）

オプション
このタイマーを取り付け
るには蛇口の吐水口に
3/4インチ山（ＵＳねじ）
のオスねじが必要です。

［パッケージ] フック掛け、棚置き兼用ブリスターパック

#58874

シングルダイヤル
蛇口タイマー システム用バ
ルブ

#62018J 手動式蛇口タイマー

¥6,000

¥6,300 ・シングルダイヤル蛇口タイマー用追加バ
ルブ

この製品の取り付け口
は3/4インチ山（ＵＳね
じ）です。

¥4,800

¥5,040 ・キッチンタイマーのようにダイヤルで120分
まで自由に散水時間を選べる散水タイ
マー。
・タイマー終了後は自動的に散水を停止し
ます。
・電池不要。
接続上部：3/4"メスねじ（ＵＳねじ）
接続下部：3/4"オスねじ（ＵＳねじ）

このタイマーを取り付け
るには蛇口の吐水口に
3/4インチ山（ＵＳねじ）
のオスねじが必要です。

[素材] ABS
[パッケージ] フック掛け、棚置き兼用デザイン箱
（W110x+H147xD50mm)
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商品番
商品名
号
J2001 3/4"ねじヤマ付蛇口

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

¥5,000

¥5,250 ・蛇口の吐水口に3/4"（２０ｍｍ）のインチ 取扱説明書あり。
山のオスねじが付いた蛇口。
一体型蛇口
・当社の蛇口タイマーや分水器を利用する
とき、ねじ山のない一体型蛇口をご使用の
場合に取り替えて使用下さい。
[素材] 青銅

特長

セット内容

オプション
この製品の取り付け口
は3/4インチ山（ＵＳね
じ）です。

[パッケージ] 箱（W111xH141xD55)

J2010 3/4"ねじヤマ付 蛇口
吐水パイプ

¥1,800

¥1,890 ・3/4"（２０ｍｍ）インチ山のオスねじが付い 取扱説明書あり。
た吐水パイプ。
回転式蛇口
・当社の蛇口タイマーや分水器を利用する
とき、吐水パイプの取り外しのできる回転式
ホーム水栓に使用できます（TOTO、カクダイ、

この製品の取り付け口
は3/4インチ山（ＵＳね
じ）です。

INAX、KVK、MYM、サンケイなどの主要メーカーの製品に対
応）。

[素材] 青銅（ニッケルメッキ仕上げ）
[パッケージ] 箱

#62009/ 蛇口3ヶ口分水器
27019

¥2,800

¥2,940 ・蛇口に取り付け水の出口を3つに分岐する
分水器。
・各吐水口に開閉コックがついています。
・使用例：１個の蛇口を分岐して、１つを散
水タイマー＆散水キット、1つをホース、１つ
を手洗い用に使用することができます
[素材] ABS、真鍮(金属部分）
[パッケージ] フック掛け台紙（W202xH223xD35mm)

＃94662 ホースコネクター

¥400

¥420

・外径１５ｍｍ～２０ｍｍの一般的な市販の
家庭用ホースを取り付けることができるホー
スコネクター。
・接続部分はワンタッチのクイックコネクトに
なっています。
[素材] ABS
[パッケージ] なし

(色変更）
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このタイマーを取り付け
るには蛇口の吐水口に
3/4インチ山（ＵＳねじ）
のオスねじが必要です。
ホースをつなぐにはホー
スコネクター(#94662)とﾒ
ｽねじクイックコネクター
(#J2003)が必要です。
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商品番
商品名
号
J2003 メスねじクイックコネクター

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

¥250

¥262

特長

セット内容

・当社のタイマーや分水器（#62009J)に取り
付け, #94662ホースコネクタ－と接続すれ
ばホース（外径15‐20mm）をつなぐことがで
きます。
・接続部分はワンタッチのクイックコネクトに
なっています。
[素材] ABS

オプション
この製品のねじは3/4イ
ンチ山（ＵＳねじ）です。

[パッケージ] なし

自動散水キット

NEW

商品番
商品名
号
Ｊ1006 芝生用自動散水システム

Ｊ1005Ａ プランター自動散水キット
20個

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

特長

¥28,000 ¥29,400 １８㎡程度の芝生のお庭に自動散水する散
水システムキット。蛇口付けるタイマー、配
水チューブ、ジョイント、ポップアップスプリ
ンクラーなどすべての部材が入っています。
誰にでも簡単に自動散水システムが取り付
けられます。

セット内容
蛇口タイマー、配水
チューブ、スプリンク
ラーなど、１８㎡程度
の芝生に自動散水す
るすべての部品が
入っています。
詳細はお問い合わせく
ださい。

￥27900 ¥29,295 ３０ｃｍ程度のプランター20個に自動散水す 蛇口タイマー、配水
価格変
る散水システムキット。蛇口にタイマーを取 チューブ、スプリンク
更
り付け、配水用チューブを布設、先端から ラーなど、プランター
霧状に散水するミストスプレーを各プラン
20ヶに自動散水する
ターに設置するだけ。誰にでも簡単にプラン すべての部品が入っ
ターへ自動散水システムが取り付けられま ています。
す。
詳細はお問い合わせく
ださい。
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オプション
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商品番
商品名
号
Ｊ1005Ａ プランター自動散水キット
30個

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

特長

セット内容

オプション

\33300 ¥34,965 ３０ｃｍ程度のプランター30個に自動散水す 蛇口タイマー、配水
価格変
る散水システムキット。蛇口にタイマーを取 チューブ、スプリンク
更
り付け、配水用チューブを布設、先端から ラーなど、プランター
霧状に散水するミストスプレーを各プラン
20ヶに自動散水する
ターに設置するだけ。誰にでも簡単にプラン すべての部品が入っ
ターへ自動散水システムが取り付けられま ています。
す。
詳細はお問い合わせく
ださい。

ミスト
商品番
商品名
号
#10060Ｊ DIYミストキット

価格

価格

(税抜き）

（税込み）

特長

セット内容

￥23000 ¥24,150 ・自分で設置できるミストキット。
取扱説明書あり。
・６０cm間隔で設置するミストノズル5個がつ
価格変
いて、３mのミストラインを設置することができ
更
ます。
・ミストノズルを初め、ホースにつなぐジョイン
トパーツ、給水管用チューブ、フィルター、ジョ
イントパーツ等必要な部品がすべてセットされ
ています。
・お庭のパーゴラ、テラス等に簡単にミストを
取り付けることができます。

オプション
単品(別売り）でミストを
行うスペースを自由に
拡大することができま
す。

[素材］ ABS(プラスチック部分）、真鍮/ステンレス（ノ
ズル、ジョイント部品）
［パッケージ］ 棚置きデザイン箱（W332xH258xD67)

#10360J フレックス コブラ ミストスタン
ド

¥7,800

¥8,190 ・ホースにワンタッチでつなぐだけで涼しいミ
ストが楽しめます。
・スタンドの先端にミストを噴射するミストノ
ズルが個付いています。
・ スタンド（ABS製）は伸縮自在。高さや形
状を変えることができます。折りたためます
から持ち運びにも便利。
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お手持ちのホースにつ
なぐためのコネクター2
点がついています。
取扱説明書あり。

カラーはブルー、スカイ
ブルー、グリーングレー
があります、お取り扱い
に際しては事前にご相
談ください。

