


広げるだけでかんたん組立

ラウンジチェア
幅 82　奥行 51　高さ 80　座高 36 (cm)

カラー
材質

注釈

オールドイエロー
構造部材：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
張り材：ポリエステル
背部・ひじ掛け部：ウレタンフォーム
収納袋付き　耐荷重：80kg

多彩なセッティングが可能

レクタ タープセット
(幕体) 320 x 290　(ポール) φ1.6 x 180 (cm)

カラー
材質

付属品

オールドイエロー
幕体：ポリエステルリップストップ 210T
(2000mm) シルバーコーティング加工
ポール：スチール ( 粉体塗装 )
ペグ、ポール用収納袋

税込 ¥ 3,520

税込 ¥ 15,400

メーカー希望小売価格  ￥3,520

メーカー希望小売価格  ￥１5,400

焚き火に最適な二人掛けロースタイル

アルミ 背付ベンチ
幅104　奥行56　高さ 66.5　座高 28.5 (cm)

カラー
材質

注釈

オールドイエロー
構造部材：アルミニウム合金 ( エポキシ樹
脂塗装 )　張り材 : ポリエステル　ひじ掛
け部：天然木
耐荷重：140kg（片側 /70kg）

税込 ¥ 10,120
メーカー希望小売価格  ￥10,120

組立かんたん手軽に使えるミニサイズ

コンパクトチェア
幅34.5　奥行34.5　高さ48　座高 25 (cm)

カラー
材質

注釈

オールドイエロー
構造部材：鋼 ( エポキシ樹脂塗装 )
張り材：ポリエステル
収納袋付き
耐荷重：60kg

税込 ¥ 2,200
メーカー希望小売価格  ￥2,200

立って、座っても使える・高さ４段階調整

アルミ フォーウェイテーブル
幅90　奥行60　高さ70/60/47/37 (cm)

カラー
材質

注釈

甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板
構造部材：アルミニウム合金
セット内容：テーブル本体１個
ジョイントパイプ ( 長 )( 短 ) 各４本

税込 ¥ 9,020
メーカー希望小売価格  ￥9,020

ピクニックやビーチに最適

レジャーシート
200 x 145 (cm)

カラー
材質

注釈

オリーブ
ポリエステル

ペグダウンできるハトメ付き

税込 ¥ 4,400
メーカー希望小売価格  ￥4,400

軽くてコンパクトにたためる携帯ザブトン

FD 座布団シート
幅34　奥行27.5　高さ1 (cm)

カラー
材質

注釈

オールドイエロー x オリーブ
表面：ポリエステル
内部：発泡ポリエチレン

税込 ¥ 836
メーカー希望小売価格  ￥836

折りたたみ可能、庭にもキャンプにも

フォールディング テーブル
幅122　奥行60　高さ74 (cm)

カラー
材質

注釈

オリーブ
高密度ポリエチレン・スチール

他色、他サイズなし

税込 ¥ 9,680
メーカー希望小売価格  ￥9,680



使わない時は折り畳んでコンパクト

FDコンテナ 20
( 使用時 ) 幅36.5　奥行26.5　高さ28.5 (cm)

カラー
材質
注釈

オールドイエロー
ポリプロピレン
容量：(約) 20L
有効内寸：(約) 33.5 × 23.1 × 25.8cm
耐荷重：15kg、積み重ね可能 (3 段まで )

小物をまとめて収納できるボックス

FDコンテナ 50
( 使用時 ) 幅53.0　奥行36.5　高さ 33.5 (cm)

カラー
材質
注釈

オリーブ
ポリプロピレン
容量：(約) 51.3L
有効内寸：(約)49.3 × 33.5 × 31.1cm
耐荷重：15kg　積み重ね可能 (3 段まで )

税込 ¥ 2,860税込 ¥ 3,520
メーカー希望小売価格  ￥2,860メーカー希望小売価格  ￥3,520

明るさは無段階調整可。火事の心配無し! オイルを注いで生火を楽しめる非加圧式

LED アンティークランタン オイルランタン
外径φ12　高さ 22 (cm) 幅15　奥行11.5　高さ 27 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質
スペック

注釈

オールドブルー
本体・持ち手：鉄 ( ラッカー塗装 )　　　　
スイッチ：ABS 樹脂　リフレクター：ポリ
スチレン　ホヤ：ガラス
電源 DC6V  単3形乾電池 4個使用 ( 別売 )

コパー / シルバー / ブラック
鉄・ガラス・綿
使用可能燃料：パラフィンオイル・白灯油
タンク容量：約 200ml　重量：340g
LOT:6 ( アソート可 )

税込 ¥ 2,750 税込 ¥ 3,300
メーカー希望小売価格  ￥2,750 メーカー希望小売価格  ￥3,300

組立て不要！
だれでも10秒で日陰が作れ
てしまう新感覚 "パラソル型
タープ"。コンパクトに折り
たためて持ち運びもラク。
ピクニックや海、庭、運動会に。
紫外線もしっかりカットします。

パラソルタープ
材質
注釈

カラー
ポリエステル100% (UV カット生地 )
オルテガ、フリンジ柄の全 2 タイプ ・ ペグｘ８個、ロープ (206cm)x3 個、収納袋付き

フリンジ

メーカー希望小売価格  ￥16,500

税込 ¥16,500
サイズ 幅195　奥行102　高さ168 (cm)

シャビーシックな部屋作りにも、
植物を並べる台としても。
北欧的なオシャレさを彩る
メタルスタンド×ウッド素材の
天板を組み合わせたテーブル。

SCANDINAVIAN メタルスタンド ウッドテーブル
材質
注釈

アイアン・ウッド
他色、他サイズなし

メーカー希望小売価格  ￥22,000

¥22,000
サイズ 幅114　奥行46.5　高さ76.5 (cm)

https://msd-hl.com/up/pricecard/17_outdoor/pop_parasol_tarp.pdf


天然アカシア材で作られた、
ガーデン、ベランダ使用に適し
たコンパクトな 3点セット。
テーブル・チェアともに
折りたためます。

60×60 アカシア材 ガーデン3点セット
材質
注釈

天然アカシア材 ( オイルステイン加工 )
他色、他サイズ無し

メーカー希望小売価格  ￥27,500

税込 ¥18,500
サイズ [テーブル] 幅60　奥行60　高さ71 (cm)

70s メキシコ発の名作チェア (リプロダクト)

アカプルコチェア
幅80　奥行80　高さ79 (cm)

カラー
材質

注釈

BK / WH
PE ラタン・アルミフレーム

海外ブランド「NICO Art Rattan」

税込 ¥ 33,000

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ナチュラル
天板：プラウッド
フレーム：アルミ ( 焼付塗装 )
他色、他サイズなし
( 別売 ) 折り畳みチェア 売価 ¥8,000

ナチュラル
天板：プラウッド
フレーム：アルミ ( 焼付塗装 )
他色、他サイズなし
( 別売 ) φ70 折畳テーブル 売価 ¥12,800

お手入れ簡単なプラウッド (木目柄樹脂) 使用 お手入れ簡単なプラウッド (木目柄樹脂) 使用

パトナム  φ70 ガーデン折畳みテーブル パトナム  φ70 ガーデン折畳みチェア
幅70　奥行70　高さ72 (cm) 幅46　奥行58　高さ84 (cm)

税込 ¥ 12,800 税込 ¥ 8,000
メーカー希望小売価格  ￥21,300 メーカー希望小売価格  ￥13,150



カラー
材質

注釈

カーキ
張地：ポリエステル・コットン
フレーム：スチール ( 粉体塗装 )
ベージュ、カーキの全 2 色・生地は洗濯可能
重量：約 4kg　静的耐荷重：約 80kg

折りたためて軽量 4kg、生地は洗濯 OK

フォールディングチェア
幅73.5　奥行81　高さ98　座高 41 (cm)

税込 ¥ 9,980
メーカー希望小売価格  ￥13,750

アウトドアブランドが作った日除け

180x270cm オーニング
幅180　奥行1　高さ270 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル・
真鍮

現品限り
通常売価
\,000を

税込 ¥ 5,280
メーカー希望小売価格  ￥5,280

カラー
材質

注釈

ベージュ
張地：ポリエステル・コットン
フレーム：スチール ( 粉体塗装 )
ベージュ、カーキの全 2 色・生地は洗濯可能
重量：約 4kg　静的耐荷重：約 80kg

折りたためて軽量 4kg、生地は洗濯 OK

フォールディングチェア
幅73.5　奥行81　高さ98　座高 41 (cm)

税込 ¥ 9,980
メーカー希望小売価格  ￥13,750


