
〒511-0224　三重県いなべ市員弁町大泉1750
FAX：0594-74-6888  MAIL：garden-life-sai@stec-co.jp

●写真は撮影場所の明るさの違いや印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真などの無断転載は、かたくお断りいたします。

0120-104-496 受付時間：平日9:00～17:00

楽天市場ショップ／https://www.rakuten.co.jp/garden-life/
yahooショップ／https://store.shopping.yahoo.co.jp/garden-life-sai/

フェンスから始まるお庭の物語・・・

木目調樹脂フェンス
目隠しフェンスに・高品質・自社工場生産日本製・サイズ豊富

0120-104-496 受付時間：平日9:00～17:00

ぽんと置くだけフェンス

本格DIYフェンス
ブロック上に設置フェンス 既存フェンス・ベランダに

取り付けパネル

ぽんと置くだけラティス

スタンド式フェンス

エアコン室外機カバー



樹脂製 ・・・ 優れた素材で美しい状態を保ちます。
ガーデンライフ彩のフェンスには、PS樹脂が使われています。

■ 木製のような変色はありません
木製のフェンスは変色し、腐食、ひび割れ、苔などで汚れます。また、人工木は紫外線による
劣化が顕著で、１年～２年で木の劣化色（灰色）が現れます。
樹脂製フェンスなら、変色速度は非常に遅く、汚れてもふき取るだけでお手入れは終了です。

■ 自然な木目調を実現
ガーデンライフ彩のフェンスの板は、木のような木目を上品に
表現しております。　長く愛され続けたスタンダードに加え、
表面のつやを消したサンディング、つや消しののち立体的な
凹凸の木目を加えたエンボスも新たにラインナップ。
お好きな表面加工に、お好きなカラーで、素敵なお庭の
演出にお役立てください。

■ 目隠しに最適 ・ 豊富なデザイン
家に部屋を作る壁があるように 家の外側にも壁を作って
プライベート空間を手に入れたい・・・外から見られたくない場所
だけにピンポイントで作ることができます。 ルーバー 表面加工：スタンダード カラー:カントリーパイン

●色あせにくい ●ささくれない ●汚れにくい

●日本製 ●自然な木目調 ●低価格

MADE
IN
JAPAN

ナチュラルで上品な印象

小さなお子様にも安心！腐らず長持ちでうれしい お掃除カンタン

工場直送なので安い！国内自社生産！

樹脂木塗りかえ不要
汚れたところを

拭くだけで

素敵なお庭には小さな思いやりがそっと咲いている。

家族がほっとしたり、訪ねてきた人の心を明るくしたり、周囲への気配りがあったり…

SAKUREA - サクリア - は思いやりのある、あなたのお庭づくりをお手伝いします。
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本格DIYフェンス本格DIYフェンス ブロック上に設置フェンスブロック上に設置フェンス
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ぽんと置くだけフェンス　-バリエーション-

ボーダー 板間隔 1cm

マルチボーダー 板間隔 1cm

ルーバー 板間隔 ０cm

マルチボーダー 板間隔 3cm

ボーダー 板間隔 3cm

120cm
1５0cm 180cm

120cm
1５0cm 180cm

板間隔 1cm の定番タイプ。目隠し効果バッチリの安心デザイン。

V字型のような形状の樹脂板を採用し、しっかりと目隠しができるフェンス。

単純なボーダーの板幅にリズム感を出すことで、オシャレ感を演出しました。  板間隔3cm で、隙間から空間のリズム感をさらに感じられるデザインです。

板間隔 3cm で、ほどよい目隠し効果。すっきり解放感のあるタイプ。

ホワイト

ココア

スタンダード サンディング エンボス

ダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

板間隔1cm

板間隔０cm

ストライプ 板間隔 １cm

120cm
1５0cm 180cm

板を縦に配置して、和風にもカントリーにも合うデザインです。

板間隔1cm

板間隔3cm

120cm
1５0cm 180cm

ルーバーストレート 板間隔０cm

120cm
1５0cm 180cm

V字型のような形状の樹脂板を組み合わせ、縦に配置をしておしゃれに。

フェンスの幅は90cmです。幅特注はお受けできません。 ぽんと置くだけフェンス　-設置方法-

板間隔０cm

フルブラインド 板間隔 ０cm

120cm
1５0cm 180cm

板を交互に配置することでデザイン性アップ。風が抜ける目隠しタイプです。

板間隔０cm

ウェーブ 板間隔 ０cm

120cm
1５0cm 180cm

板にカーブをつけ、今までにないモダンなデザインのフェンスです。

板間隔０cm

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

120cm
1５0cm 180cm

120cm
180cm1５0cm

板間隔1cm 板間隔3cm

①届く荷物は２つ ②フェンスをたてます ③付属のボルトで
　フェンスとボックスを固定します

④完成

ぽんと置くだけフェンス　-オプション-

ぽんと置くだけフェンス　●９点セット

●ボックス蓋

フェンス本体とは別売りです。必要数をご購入ください

コーナーフェンス用
32ｃｍ×３２ｃｍ

プランタボックスの蓋
９０ｃｍ×３２ｃｍ

※注意 ・・・ 腰掛としての耐荷重はありません。

ハンギングバスケットを飾るときに、
ご利用ください。
フェンスにハンギングバスケットをつるすと
フェンス板のゆがみの原因になります。

フェンスには、連結用のボルト穴が
空いています。
連結ボルトを使用しない穴をふさいで
おきたいときに、ご利用ください。

ぽんと置くだけフェンスを L字に
配置したいときに役立つフェンスです。

デザインは
・ ボーダー 板間隔1cm
・ ボーダー 板間隔3cm
の2種のみです。
※高さは、180cm,150cm,120cm
　ございます。

●コーナーフェンス

●穴隠しキャップ （8個セット）●専用連結ボルト（２本セット） ●ハンギングスティック ● 補強スタンド

【土用】
異形ロープ止め
　　　 セット

【コンクリート用】
アンカーセット

フェンスを連結するための
専用ボルトです。
【 仕様 】 上下の２か所分２本入り   
           シルバー   M5x90mm

お得なセット商品です。 L字コーナーが作れます。
デザインは、ボーダー板間隔1cm と 3cm の2種のみです。

【 内容 】

ぽんと置くだけフェンス・・・2台

プランタボックスの蓋    ・・・２枚

コーナーフェンス         ・・・１台

コーナーフェンス用蓋    ・・・1枚

連結ボルト2本セット      ・・・２袋

穴隠しキャップ    ・・・１袋（8個）

120cm

※表面加工スタンダードのみです。 ※表面加工スタンダードのみです。

120cm120cm
1５0cm 180cm

ぽんと置くだけフェンスを、
位置がずれないよう地面に
固定するときにご利用ください。
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180cm

４８cm

1５0cm

30cm以上
地中に埋める

■商品一覧は、商品サイズです。
施工後は、－３０ｃｍぐらいの高さです。

■基礎石を使ってください。
ホームセンターで
　購入できる基礎石と
　モルタルが必要です。

■基礎石を使ってください。

　購入できる基礎石と
　モルタルが必要です。

内側の一辺
10ｃｍ以上

１９cm １９
cm

本格DIYフェンス　-バリエーション-

ボーダー 板間隔 1cm

マルチボーダー 板間隔 1cm

フルブラインド 板間隔 ０cm

マルチボーダー 板間隔 3cm

ボーダー 板間隔 3cm

120cm
1５0cm 180cm

120cm
1５0cm 180cm

板間隔 1cm の定番タイプ。目隠し効果バッチリの安心デザイン。

板を交互に配置することでデザイン性アップ。風が抜ける目隠しタイプです。

単純なボーダーの板幅にリズム感を出すことで、オシャレ感を演出しました。  板間隔3cm で、隙間から空間のリズム感をさらに感じられるデザインです。

板間隔 3cm で、ほどよい目隠し効果。すっきり解放感のあるタイプ。

ホワイト

ココア

スタンダード サンディング エンボス

ダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

表
面
加
工

板間隔1cm

板間隔０cm

ストライプ 板間隔 １cm

120cm
1５0cm 180cm

板間隔1cm

板間隔3cm

120cm
1５0cm 180cm

ウェーブ 板間隔 ０cm

120cm
1５0cm 180cm

板にカーブをつけ、今までにないモダンなデザインのフェンスです。

フェンスの幅は90cmです。※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

板間隔０cm

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

120cm

1５0cm

180cm

210cm

板間隔1cm 板間隔3cm

120cm

1５0cm

180cm

210cm

板を縦に配置して、和風にもカントリーにも合うデザインです。

ハンギングバスケットを飾るときに、ご利用ください。
フェンスにハンギングバスケットをつるすと、
フェンス板のゆがみの原因になります。

フェンスには、連結用のボルト穴が空いています。
連結ボルトを使用しない穴をふさいでおきたい
ときに、ご利用ください。

●穴隠しキャップ （8個セット）

【 フェンス表面を庭に向ける 】 【 フェンス表面を道路側に向ける 】

●ハンギングスティック●専用連結ボルト（２本セット）
フェンスを連結するための専用ボルトです。
【 仕様 】 上下の２か所分２本入り   
           シルバー   M5x90mm

本格DIYフェンス　-設置注意点-

本格DIYフェンス　●コーナー３点セット

本格DIYフェンス　-オプション-

120cm
1５0cm 180cm 120cm

1５0cm 180cm
120cm

1５0cm1５0cm 180cm
120cm 120cm120cm

1５0cm1５0cm 180cm

ルーバー 板間隔 ０cm

板間隔０cm

※表面加工スタンダードのみです。 ルーバーストレート 板間隔０cm

板間隔０cm

※表面加工スタンダードのみです。

※幅特注はお受けできません。

フェンス本体とは別売りです。必要数をご購入ください。

フェンスの幅は90cmです。※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

蝶番
カットされた脚

蝶番

カットされた脚

コーナーの角度を ９０度 ±30度 程度調整できるように、
蝶番の連結用金具をセットにしました。
また、基礎石に収まるよう片方のフェンスの脚をカットしました。

V字型のような形状の樹脂板を採用し、しっかりと目隠しができるフェンス。 V字型のような形状の樹脂板を組み合わせ、縦に配置をしておしゃれに。
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既存フェンス・ベランダに取り付けパネル　-バリエーション-

ボーダー 板間隔 1cm

  ボーダー 板間隔 ３cm

板間隔 1cm の定番タイプ。目隠し効果バッチリの安心デザイン。

ホワイト

ココア

スタンダード サンディング エンボス

ダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

表
面
加
工

既存フェンス・ベランダに取り付けパネル　- オプション - 

既存フェンス・ベランダに取り付けパネル　-設置注意点- 　

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

板間隔1cm

板間隔3cm

幅は90cmです。※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

板間隔 3cm で、ほどよい目隠し効果。すっきり解放感のあるタイプ。

  アメリカンストライプ
縦板でおしゃれに。 
ホワイトなら洋風に、ブラウン系なら和風にも調和します。

120cm117cm103cm90cm

120cm117cm103cm90cm

板間隔３cm

90cm

●結束バンドセット ●専用連結プレート●専用取り付け金具 ●コーナーパネル

目隠しに、フェンスを耐候性結束バンドで取り付け目隠しに、フェンスを耐候性結束バンドで取り付け

※裏面
アルミ柱で
しっかり枠ぐみ
されています。

フェンス柱上部に取り付けます。
よりきれいに連結が仕上がります。

結束バンドでは不安な方に
よりしっかりと固定できます。

ビスで固定できる耐候性結束バンド
６本とドリルビス６本のセットです。

悪
い
例

良
い
例

半分以上乗らないパネルがブロックに
全部乗る

乗っていない半分以上乗る

90度の角です。

デザインは
・ボーダー板間隔1cm
・ボーダー板間隔3cm
の２種です。

※
アメリカンストライプは
ございません。

フェンス厚さ
４ｃｍ

取り付け金具を
使用する
厚さ  ８ｃｍ

フェンス裏側に回る作業が必要です！
フェンスが基礎ブロックの上に
乗るよう、ご確認ください。

※アメリカンストライプの
　幅特注はお受けできません。

必要に応じてお買い求めください。

板間隔1cm

板間隔3cm

ブロック上に設置フェンス　-バリエーション-

ブロック上に設置フェンス　- 設置部材 -

ボーダー 板間隔 1cm

ボーダー 板間隔 ３cm

板間隔 1cm の定番タイプ。目隠し効果バッチリの安心デザイン。

ホワイト

ココア

スタンダード サンディング エンボス

ダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

表
面
加
工

※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

  アメリカンストライプ
縦板でおしゃれに。
ウェーブは連結すれば波のようなマリンスタイルに最適。

板間隔5cm

境界ブロックに、目隠しフェンスをかんたん設置境界ブロックに、目隠しフェンスをかんたん設置

※裏面
アルミ柱で
しっかり枠ぐみ
されています。

板間隔 3cm で、ほどよい目隠し効果。すっきり解放感のあるタイプ。

140cm110cm

１２０cm ９０cm

１２０cm ９０cm

140cm110cm

110cm 110cm

ノーマル ウェーブ

120cm120cm※アメリカンストライプの
　幅特注はお受けできません。

①柱端部材

②ブロック用金具

①柱端部材(2本組）
ブロック用金具が柱２本分の
大きさの為、両端のブロック用
金具の隙間をうめるために
必要な部材です。
◆高さ 110cm用
◆高さ １４０cm用
◆アメリカンストライプ専用
　　　          ９０cm

②ブロック用金具

必要数を確認してお買い求めください。

必要数 ①柱端部材 ・・・ 基本、設置の両サイド分 1セット（２本組） 必要です。
②ブロック用金具 ・・・ （ 連結するフェンスの枚数 ＋ １ ）個  必要です。

ブロック上に設置フェンスを設置するには「柱端部材」と「ブロック用金具」が必要です。

２本組

柱用キャップは
ブロック用フェンス1枚につき１個
柱端部材１セットにつき１個
　　　　　　　付属しています

厚さ

コンクリートブロックの
厚さに合わせて
お選びください。
◆厚さ 10cm用
◆厚さ 12cm用
◆厚さ 15cm用
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ぽんと置くだけラティス - オプション -

選べる設置ラティス

選べる設置ラティス　- 設置部材 -

お手入れ不要の可愛いラティスであなたのお庭がより素敵に!
お庭のちょっとした目隠しとしても活躍!

選べる設置ラティスなら、パーツの組み合わせ次第で様々な場所に設置できます!
縦にも横にも使えます!

９０cm ９０cm ９０cm

●専用支柱

①ブロック用金具

●支柱用金具

②地中杭

◆三角スタンド

③コンクリート用ベースプレート

設置場所により ①、②、③ をお選びください。  あるいは、三角スタンドでの設置ができます。

●プランタボックスの蓋 90cm×32cm

・・・意注※
　腰掛としての耐荷重はありません。

９0cm
1２0cm 180cm

ホワイト ナチュラル ダークブラウン
カラー

●補強スタンド
補強スタンド 土用
異形ロープ止めセット

お得なセット売りございます

補強スタンドコンクリート用
異形ロープ止めセット

９0cm
1２0cm 180cm

ホワイト ナチュラル ダークブラウン

カラー

90×90
5枚セット

90×120
4枚セット
90×120
4枚セット

90×180
3枚セット

コンクリートブロックの
厚さに合わせて
お選びください。
◆厚さ 10cm用
◆厚さ 12cm用
◆厚さ 15cm用

支柱を立てた後、
ラティスを上から
スライドさせて
はめ込みます。
◆高さ９０cm用
◆高さ１２０cm用
◆高さ 180cm用

ラティスを
支柱に高さ固定
するための
金具です。

土の地面にたてる
ための杭です。

コンクリートの地面に
たてるためのベースと
アンカーボルトです。

簡単に移動できる立て方ならこれ

厚さ

※①②③共通部材 ※①②③共通部材

必要に応じてお買い求めください。フェンスの幅は90cmです。幅特注はお受けできません。

サイズ変更の特注は、格子がくずれますのでお受けできません。

格子7.5cm角

格子7.5cm角

スタンド式フェンス

ボーダー 高さ60cm 板間隔3cm ストライプ 高さ60cm 板間隔3.6cm

ボーダー高さ90cm 板間隔7cm ストライプ 高さ90cm 板間隔3.6cm

90cm 120cm

60cm 60cm

90cm 120cm

90cm 90cm

90cm 120cm

90cm 90cm

ストライプ 高さ90cm 板間隔3.6cm

エアコン室外機カバー

　　　　　　　　　　　　※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

ホワイト

ココア スタンダード サンディング エンボスダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

表
面
加
工

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

ホワイト

ココア スタンダード サンディング エンボスダークブラウン

カントリーパイン ライトブラウンカ
ラ

表
面
加
工

無料サンプルございます。 ※表面加工サンディングはホワイトの取り扱いがございません。

90cm 120cm

60cm 60cm

ストライプ 高さ60cm 板間隔3.6cm

　　　　　　　　　　　　※おひとり様１枚限り、幅を狭める特注をお受けできます。

奥行 60.8cm 奥行 60.8cm
★

フェンス端からスタンドまで
…１7cm★

★

ボーダー裏面 ストライプ裏面

　96cm (87cm)

　74.5cm (72cm)

　40cm (35cm)

※寸法 ( ) 内は、内寸法です。

※特注は承っていません。

ボーダー 

マルチボーダー 

9 10

・全体幅が６０～1１０cmのとき … １４．５cm
・全体幅が１１５cmのとき … １7cm
・全体幅が１20cmのとき … 19.5cm

 フェンス端からスタンドまでの距離
フェンス全体幅によって以下のように
なります。

★
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