
卓上に置くグリーンならこのタイプ卓上ポット

GR4078×2　P.192、GR4101、GR4097　P.191

●ちょっとしたスペースに飾りとしてお使いください。

●卓上のちょっとした仕切りにも使える少し高さのある
タイプもあります。

●人工グリーンなのでお手入れ不要、手軽で衛生的です。

アパレルショップや物販店の棚や飲食店や食堂のテー
ブル、オフィスのカウンター、いろんな所のちょっと
したスペースに置いて雰囲気づくりにお使いください。

置くだけで使えるミニタイプのポット。
インテリアに合わせやすいデザインが
いろいろあります。

GR4087、GR4092、GR4084、GR4085、
GR4090、GR4089、GR4091、GR4086　P.190
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商　

品
間仕切りや受付で使う二段グリーンの
テーブルタイプ。ちょっと置くだけで
いやしの効果があります。

間仕切りや衝立で使うネットアーチタ
イプ。グリーンでちょっとしたプライ
ベート空間が作れます。

並べ方を変えて使えるキューブタイプ。
場所や好みに合わせていろいろ楽しめ
ます。

掲　

載

ペ
ー
ジ

P.192 P.193 P.193

特　

徴

上下2段になっていて、木目樹脂ポット
に入ったグリーンが4種の卓上タイプ。
カップ付きとカップなしがあります。
スチールウエイトが入っていて倒れに
くくなっています。

木目樹脂ポットの上にスチールネット
が付いていてネットにグリーンがセッ
トされている卓上タイプ。グリーンは1
種でポット2色あり。スチールウエイト
が入っていて倒れにくくなっています。

セット用のプレート板があり、その上に
キューブ状のアクリルカップをセット
していく卓上タイプ。プレート板はウ
エイトにもなっていて安定します。3つ
と6つの組み合わせタイプがあり、アイ
ボリーとセピア2色あります。

GR4079 GR4103 GM4743

商　

品
インテリアに合わせやすい木目ポット
のミニタイプ。アレンジグリーンの種
類が豊富でいろいろ使えます。

インテリアに合わせやすい木目ポット
のワイドタイプ。並べたり、組み合わ
せたり、アレンジ次第でいろいろ楽し
めます。

オシャレで高級感があるステンレス
ポット。受付やカウンターまわりでお
もてなし空間作り。

掲　

載

ペ
ー
ジ

P.190 P.191 P.192

特　

徴

スクエアな木目樹脂ポットに入ったグ
リーンが10種類の卓上タイプ。
カップ付きとカップなしがあります。 

長方形の木目樹脂ポットに入ったグ
リーンが8種類、連接商品が4種類の
卓上タイプ。
カップ付きとカップなしがあります。

上部がアーチ状になったステンレス
ポットに入ったグリーンが4種類の卓
上タイプ。全てカップ付きです。

GR4087 GR4083

GR4086 GR4097 GR4083

GR4097

GR4079 GM4743GR4103
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インテリアに合わせやすい木目ポットのミニタイプ。

アレンジグリーンの種類が豊富でいろいろ使えます。卓上ポット

GR4093

GR4089

GR4087 GR4090

GR4091

GR4086

GR4088

GR4092

カップ付き カップの中身を入れ替えて、ハイドロカルチャー等のポットとしても
お使いいただけます。　詳細→P.133

カップは取り出すことができます。 カップ（84） 詳細→P.305

GR4084 GR4085

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GR4086 ¥6,000 93×83×93 180×190×150 0.3 

GR4087 ¥7,500 93×83×93 200×180×160 0.3 

GR4088 ¥6,000 93×83×93 200×240×250 0.3 

GR4089 ¥6,000 93×83×93 200×250×200 0.3 

GR4090 ¥5,500 93×83×93 200×220×170 0.3 

GR4091 ¥7,500 93×83×93 150×170×170 0.3 

GR4092 ¥6,500 93×83×93 200×350×200 0.3 

GR4093 ¥7,000 93×83×93 250×300×250 0.3 

本　体：樹脂木目転写
装　飾：造花

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

カップ
個数

GR4084 ¥4,500 93×83×93 140×170×120 0.3  1

GR4085 ¥5,000 93×83×93 170×180×180 0.3  1

本　体：樹脂木目転写　カップ（84）
装　飾：造花・アクリルカップ

GR4088、GR4090、GR4087

※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。ポット外寸法はカップを含みません。

グ
リ
ー
ン
ポ
ッ
ト

グ
リ
ー
ン
ポ
ッ
ト

190



インテリアに合わせやすい木目ポットのワイドタイプ。
並べたり、組み合わせたり、アレンジ次第でいろいろ楽しめます。

GR4096 GR4100GR4098

GR4099GR4097 GR4101

カップ付き カップの中身を入れ替えて、ハイドロカルチャー等のポットとしても
お使いいただけます。　詳細→P.133

GM4738 GM4739

GR4094 GR4095 GM4736 GM4737

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GR4096 ¥  9,500 318×83×93 390×190×150 0.6 

GR4097 ¥  9,000 318×83×93 390×210×250 0.6 

GR4098 ¥10,000 318×83×93 380×180×160 0.6 

GR4099 ¥  9,500 318×83×93 350×220×170 0.6 

GR4100 ¥11,000 318×83×93 360×350×200 0.5 

GR4101 ¥10,000 318×83×93 330×170×170 0.6 

本　体：樹脂木目転写
装　飾：造花

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GM4738 ¥27,500 729×83×93 790×180×170 1.3 

GM4739 ¥24,000 729×83×93 800×210×250 1.3 

本　体：樹脂木目転写
装　飾：造花

カップ（82）（84） 詳細→P.305

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

カップ
個数

GR4094 ¥7,000 318×83×93 330×170×120 0.7  1

GR4095 ¥7,000 318×83×93 340×180×180 0.7  1

本　体：樹脂木目転写　カップ（82）
装　飾：造花・アクリルカップ

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

カップ
個数

GM4736 ¥19,000 729×83×93 740×180×180 1.7  3

GM4737 ¥18,500 729×83×93 750×180×180 1.7  3

本　体：樹脂木目転写　カップ（82）（84）
装　飾：造花・アクリルカップ

ミニタイプとワイドタイプを連接設置

※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。ポット外寸法はカップを含みません。

オーダー規格
受注生産品

特注サイズできます
→P.326
GR4084・GR4085・GR4094・GR4095・GM4736・GM4737は
規格サイズのみとなります

設置方法

卓上
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オシャレで高級感があるステンレスポット。

受付やカウンターまわりでおもてなし空間作り。卓上ポット

GR4076 GR4077

カップ付き カップの中身を入れ替えて、ハイドロカルチャー等のポットとしても
お使いいただけます。　詳細→P.133

カップ（81） 詳細→P.305

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GR4078 ¥22,000 609×260×60 630×370×250 2.2

GR4079 ¥23,000 609×260×60 630×370×250 2.2

本　体：樹脂木目転写・アルミ板シート貼り・スチールウエイト
装　飾：造花

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

カップ
個数

GR4076 ¥19,500 609×260×60 610×330×180 2.7 4

GR4077 ¥19,500 609×260×60 620×340×200 2.7 4

本　体：樹脂木目転写・アルミ板シート貼り・スチールウエイト　カップ（81）
装　飾：造花・アクリルカップ

GR4080 GR4081 GR4082 GR4083

カップ付き カップの中身を入れ替えて、ハイドロカルチャー等のポットとしても
お使いいただけます。　詳細→P.133

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

カップ
個数

GR4080 ¥6,500 400×72×87 400×150×180 0.8  1

GR4081 ¥6,500 400×72×87 400×130×130 0.8  1

GR4082 ¥7,000 400×72×87 400×200×250 0.8  1

GR4083 ¥7,000 400×72×87 400×180×180 0.8  1

本　体：ステンレス　カップ（81）
装　飾：造花・アクリルカップ

カップ（81） 詳細→P.305

GR4080

間仕切りや受付で使う二段グリーンのテーブルタイプ。
ちょっと置くだけでいやしの効果があります。

GR4078 GR4079

GR4078×2

※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。ポット外寸法はカップを含みません。
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間仕切りや衝立で使うネットアーチタイプ。
グリーンでちょっとしたプライベート空間が作れます。

並べ方を変えて使えるキューブタイプ。
場所や好みに合わせていろいろ楽しめます。

ポットの1つ1つが
カップになっています。

ポットの中身を入れ替えて、ハイドロカルチャー
等のポットとしてもお使いいただけます。　
  詳細→P.133

GR4102 GR4103

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GR4102 ¥16,000 306×220×60 400×270×150 0.8 

GR4103 ¥16,000 306×220×60 400×270×150 0.8 

本　体：樹脂木目転写・樹脂キャップ・スチール金網焼付塗装
装　飾：造花

注文品番 価格（税別） ポット外寸法
w×h×d（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

重量
（kg）

GM4740 ¥  7,500   80×242×80   80×330×80 0.7 

GM4741 ¥12,000 240×242×80 240×330×80 1.5 

GM4742 ¥  7,500   80×242×80   80×330×80 0.7 

GM4743 ¥12,000 240×242×80 240×330×80 1.5 

本　体：アクリルカップ
装　飾：造花
付属品：連接用プレート

GM4742 GM4740

GM4743 GM4741

セット例 ボックスの並べ方を変えて
使うこともできます。

プレート板に合わせてセットすることでポットのずれを防ぎ安定したセットが
できます。　

セット用のプレート板が付いています

GM4742 GM4741

GR4102×3

GM4741

※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

規格サイズのみとなります
GR4078・GR4079は
特注サイズできます→P.326

オーダー規格
受注生産品

設置方法

卓上

GR4740、GR4741
GR4742、GR4743 GR25→P.298
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	002-009_グリーンモードカタログ2_CS5.5
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	012-015_グリーンモードカタログ2_CS5.5
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	132-135_グリーンモードカタログ2_CS5.5
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