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間作り。

空間をデザインする
新しいグリーンスタイル。

癒し、自然、安らぎなどグリーンのもつ良さを生かし

空間を魅力的に演出するグリーンスタイルを作りました。 

イメージに合わせて選べる演出スタイルが充実しており、

居心地がいい、リラックスするおもてなしの空間が作れます。 

アイデア次第でオリジナリティーある空間演出が可能です。

グリーンモードについて
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グリーンの良さを生かした多彩なグリーンスタイルで

商品アイテムが豊富でカンタン・便利。

グリーン効果で居心地の良さを演出。

居心地のいいグリーン空間を

植物が目に入る環境では、アルファ波が増
幅されることでリラックス状態にさせてくれ
ます。グリーンのある部屋では、生理的・心
理的なストレスが軽減されることが確認さ
れています。

癒し・くつろぎ効果

コンセプトを実現する一つのアイテムとし
てグリーンが使われるケースが増えてきて
います。特にフェイクグリーンを使うことで
デザインの幅も広がるため、ニーズが高
まってきています。

内装アイテムとして空間演出

Instagramで話題になると一気に情報が
広がり、大きな集客・訴求効果があるため、
飲食・物販店を中心に、内装にこだわった
インパクトのあるお店作りが増えてきてい
ます。

インスタ映えで話題作り

生産性向上や職場環境・リクルーティング
などを重視した企業が増えてきています。
最近ではリフレッシュルームやワークス
ペースの緑化などオフィス空間が変化して
きています。

働き方改革による職場改善

商品カタログがございますので、画像・価格・納期・仕様等をご確認頂けます。
オーダー対応もしておりますのでお気軽にご相談ください。

アイデア次第で、オリジナリティー
ある演出が可能です。

オーダーも
お任せ

組み合わせを変えたい

サイズ変更 仕様変更

スペースに合わせて
オーダー対応
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商業施設やオフィスなど業界ごとにご提案。

空間に合わせてグリーンスタイルが選べます。

ご提案しています。

グリーン空間がイメージできるよう、おすすめの演出事例をご紹介しています。

「空間」×「グリーンスタイル」でおすすめ演出スタイルをご提案いたします。

「壁面」
×

「グリーンパネル」

「フロア」
×

「グリーンスタンド」

「テーブル」
×

「グリーンポット」

商業施設 施 設 オフィス

5おすすめガイド



地域コミュニティの場として
スーパーの店内が変化してきています。

ネットスーパーやコンビニエンスストアとの競争が激化する中、食品スーパーには、"わくわく感"に満ちた売場が求められています。
また、地域のコミュニティの場にもなっており、ゆっくりくつろげるイートインコーナーを設けるお店も増えてきています。

快適でコミュニケーションが生まれる居心地のいい空間作りのアイテムとして、癒しや安らぎ効果のあるグリーン演出がおすすめです。

Supermarket
スーパーマーケット

グリーン装飾を使うことで、雰囲気の良い温かみのある空間を
作ることができます。仕切りや壁面装飾を工夫すると、居心
地がよくなります。

売場のアクセントとしてグリーンを使うことで、お客様の目に
留まり、お店の雰囲気も良くなります。自由度の高いグリーン
はデザインの幅を広げてくれます。

コミュニティの
場としての
イートイン

内装にこだわった
"わくわく"する
売 場
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イートインスペース

コミュニティの場として活用
イートインスペースは飲食・休憩の場としてだけではなく、お客様同士の触
れ合いの場であり、食育イベントや料理教室など食を通じた様々な取り組
みが行われる場にもなってきています。売場を減らしてでも、イートインス
ペースが必要な時代になってきました。

グリーンの癒し、
くつろぎ効果で
居心地を良くする

オープンスペースをさりげなく仕切る。
グリーンパーテーションを使うことで、閉塞感無く自然に売場スペースと区切
ることができます。小スペースでも気軽に雰囲気の良い空間作りができます。

壁を利用して、くつろぎ空間を演出する。
無機質になりがちな壁面にグリーンパネルを装飾することで、落ち着いた空間
を作ることができます。バランスを考えた展示がおすすめです。

お客様に長時間・高頻度でご利用いただくために、
テーブルやイスの設置に加え、グリーンを壁面に
飾ったり、間仕切り代わりに設置することで、居心
地の良さが高まります。

また利用したくなる、
心地よさを演出できます。

BeforeAfter
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内装にこだわった、
"わくわく"するお店づくり
季節感を出すためのアイテムとしてのグリーンが、“わくわくする売り場”をつくるための内装アイテ
ムになってきています。ポイントとしてグリーンがあると目に留まりやすいので、カテゴリー装飾や目玉
商品の売場装飾としておすすめです。「空間を明るくしたい」「見て楽しい空間を作りたい」場合は、
グリーンを敷き詰めるよりも、ワンポイントとして適度に空間に取り入れることが効果的です。

売場壁面

ポイントとして飾ると、遠目から見ても目立ちます。

明るいグリーンが
お買い物タイムを
楽しく演出

お客様が目にする商品カテゴリー周りに、アクセントとしてグリーンが
あると空間が明るくなります。また、遠目から見ても目立ちますので、
お客様を惹きつける効果があります。壁面装飾として、バランスを考え
たグリーンパネルがおすすめです。

ほこりや油分を気にせずご使用いただけます。

自然に近いグリーンが、
店内を明るく新鮮なイメージにする。

グリーンの質感を残しつつ、表面に透明のカバーがついている
ので、葉っぱにほこりや油分がこびりつくこともありません。
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柱周り

什器装飾

入り口付近

トイレアレンジ

柱を利用して、
売場を目立たせることができます。

無機質になりがちな柱周りをグリーンで装飾するこ
とで、お店の雰囲気作りにも役立ち、また近くの売
場を際立たせる効果があります。飾り方を工夫す
ることで、気になる売場となります。

グリーンでお客様を惹きつけます。

トイレのきれいさ・心地よさで
お店の快適性を高める。
商業施設や飲食店のような広 と々した清潔な
トイレが増えてきています。しだれグリーン
をランダムに展示したり、アートのように等
間隔に並べることで上質な空間になります。
目線にちょっとしたグリーンがあると癒され
ます。

アイキャッチでお店のイメージアップ。
グリーンには集客効果があると言われています。共有部にグリーンを
設置することで落ち着く空間作りはもろん、環境への取り組みを印象
付け、店舗のイメージアップに繋がります。

什器上のスペースを利用し、
他のお店と一味違う空間に。

什器上のスペースなどちょっとした所に
お店らしさが出ます。グリーンはポイ
ントにもなり、周辺商品を際立たせてく
れる効果もあります。店内の所々にこだ
わった装飾があると、見て楽しい買い物
になります。

グリーンのアクセントを付け、
見て楽しい売場を演出する。
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つい寄りたくなるお店は
グリーンの取り入れ方を工夫しています。

SNSの普及により、インスタ映えするお店の情報は一気に広がるため、目に留まる空間作りが重要になっています。
また、居心地のいいお店は滞在時間が長くなる傾向があり、リピート率を高める効果も期待できます。

グリーンの訴求効果を生かしたファサードや店名サイン、癒しや安らぎ効果を生かした間仕切りや壁面装飾など、
取り入れ方の工夫次第で新しくて魅力的なお店作りが可能です。

Cafe&Restaurant
カフェ&レストラン

自然を感じることでインパクト・訴求効果で 居心地いいお店で

集客アップ 安らぎ効果 リピート促進
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インスタ映えで話題づくり

迫力のある入り口は、お客様の目に留まり、記憶にも残
ります。SNSが普及している昨今では、お店の話題づく
りが重要で、写真を撮りたくなる工夫も必要です。

人工グリーンはアレンジの幅が広く、
柱周りや天井などにもおすすめです。

目に留まる販促物
お客様を惹きつける効果が期待できます。
目を引く販促ポスターを見ると、内容も気
になってきます。

お店の顔としてイメージUP

お客様を惹きつける魅力的なサインには訴求効果があります。
一際目立つ店名サインは、お客様の印象に残りやすく、ブランド
イメージも向上させます。

お客様の出入りが多い入り口付近や通路など、
目にする機会も増えるのでおすすめです。

サインと
組み合わせて
訴求効果UP

インパクト
のある
ファサード
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ほどよくグリーンを取り入れることで、
ふとした時にグリーンが目に入り落ち着きます。

視線の先のグリーンが
安らぎを感じさせてくれます。

お客様同士のお顔隠しとして、長テーブルではスモー
クのかかった仕切りがよく使われます。仕切りの底
にグリーンを植えることで、リラックスできる空間を
作ることができます。場所を取らずに、癒し効果が
追加されるため、ほっと一息つく場所におすすめで
す。食事やおしゃべりをしていると自然と目に入り、
心が癒されます。

長テーブルの上で連接させると、
グリーンが豊かになり、
リラックス効果抜群です。

大サイズポットは、大テーブルや長テーブル
におすすめです。最近では、卓上を庭園に
見立てる演出の人気が高まってきています。

卓上を
癒しの空間に

メニュー立てとして、ボックス席などでおす
すめです。マグネットで季節限定商品や販
促物の掲示もできます。
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グリーンのボリュームや連接方法を変えることで様々な演出
ができます。

お店の雰囲気を作り出す壁面にグリーン装飾
をすることで、くつろぎ空間を作ることができ
ます。ふと周りを見たときや、見上げたときな
どにグリーンが目に入ると落ち着いた気持ちに
なります。

グリーンパネルの飾り方次第で
印象が変わります。

空間の間仕切りとして、入り口付近・
座席の間・カウンター付近などにボッ
クスプランターがおすすめです。

壁面を使って
個性あふれる
お店を演出

仕切りとして
使えるグリーンの
プランター

グリーンの間仕切りを使うことで、雰囲気のいい、
落ちついた空間を作ることができます。視界に
ほどよくグリーンが目に留まり、安らぎある穏
やかな気持ちになります。
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グリーンを効果的に配置して
トータルコーディネート

快適で居心地いい空間作りが求められる施設において、近年、人工グリーンを使った演出が増えています。
素材のクオリティ向上や維持のしやすさ、装飾ツールとしての手軽さが要因ですが、
ただやみくもに取り入れてしまっては、かえってマイナスな印象を与えかねません。

施設の空間作りには、場の目的やコンセプトに合わせてグリーンを効果的に「配置」することがポイントです。

Faｃilities
施 設

グリーンで空間の見せ場を作るゾーンごとに演出を考える 適正量やサイズ感を考える

ゾーン フォーカルポイント バランス

ホテル
非日常的でおもてなしの空間
作りが必要なホテルには、グ
リーンが必須アイテムです。
癒しや安らぎに加え、デザイ
ン性の高いグリーンスタイル
で空間を魅力的に引き立てる
ことができます。

ゾーンごとに演出を考える グリーンで空間の見せ場を作る 適正量

フォーカルポイント
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高齢者施設
暖かい雰囲気の中でゆったり
と過ごせる空間作りが必要な
高齢者施設は、アートやオブ
ジェのようなグリーン演出が
おすすめです。上質な癒しの
空間が作れ、入居者様の潤い
ある生活空間を演出します。

クリニック
白い壁に囲まれた空間は清潔感
がある反面、無機質で冷たい印象
もあります。リラックスできる明る
い空間作りには、ストレスを軽減
し、癒しや安らぎを与えるグリーン
演出がおすすめです。人工グリー
ンを使うことで、衛生面やメンテ
ナンス費用も抑えられ、手軽にお
使いいただけます。
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ラインスタイルでスタイリッシュなつながり感を演出

シンプルやインパクトなど種類の違うグリーンスタイルを、動シンプルやインパクトなど種類の違うグリーンスタイルを、動

非日常空間への入り口となる風
除室は全てを見せず、シンプル
に演出。それにより、次のロビー
ラウンジに入った時の感動が高
まります。ラインスタイルは空間
をスタイリッシュに引き締めるア
クセントツールであり、奥への
つながり感を演出します。

装飾スタンドで高級感と癒しを演出

シックでオブジェのような装飾スタンドは、
手軽に高級感ある癒しを演出できます。
コーナーに設置すると収まりがよく、また
視界に入りやすいので、エレベーターの待
ち時間のストレス軽減になります。

ホテル・エントランス ゾーンごとにメリハリあるグリ

入り口 風除室

ロビー・ラウンジ

❶

❷

仕切り
❸

EVホール
❺

❺

❶
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壁一面のストライプスタイルがインパクトと洗練された空間を演出

線を意識して配置することで魅力的なおもてなし空間を演出します。線を意識して配置することで魅力的なおもてなし空間を演出します。

施設の第一印象を決める重要なゾーン。正面の
壁一面でインパクトある演出をすれば、一気に
非日常空間へ。ストライプスタイルは洗練され
た空間づくりのマストアイテムで、ステン色の格
子バーが品格ある印象を与えます。また、天井
を高く感じさせる効果もあります。

装飾性の高い筒状スタンドを複数配置することで、通路とラウンジ
スペースを仕切る、さりげないパーテーションになります。

均整のとれた複数展示がスタイリッシュさを演出
受付の待ち時間にもグリーンで目のや
りどころを作ることで、ストレスを軽減
します。均整のとれた複数展示がスタ
イリッシュな印象を与え、また壁面の
余白を多くとることで、上品さを演出
します。

ーンの演出が、洗練された空間を作ります。

フロント
❹

❷

オブジェの様な装飾スタンドで
スペースを仕切る

❸

❹
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高齢者施設・食堂 グリーンでフォーカルポイントを
アートやオブジェのようなグリーンスタイルは目を引き、くつアートやオブジェのようなグリーンスタイルは目を引き、くつ

縦ラインのオブジェスタイルが
空間を上品に演出

フォーカルポイント作りにおすすめな演出スタイル

視界に入りやすい場所に印象の強いスタイルを配置すると、空間に見
せ場が生まれ、魅力が上がります。アートやオブジェスタイルは、空
間にグレード感をもたらし、また、会話のきっかけにもなります。

壁面緑化の定番スタイル。アクセント
クロスのように、インパクトと癒し効果
を最大限に発揮できます。

連接グリーン

壁面

設置スペースに合わせながら動き
のあるデザイン性の高い演出がで
きます。グリーンのアレンジ違いの
組み合わせで、オブジェの様なグ
レード感ある空間が作れます。

ランダム展示
壁面

空間の中で存在感のある柱を活用
したしきつめスタイルは、空間の
シンボルとなるオブジェのような
演出ができます。

連接グリーン柱

入り口から真っ先に視界に入る場所に設置すると効果的
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作ると、空間の魅力がグッと上がります。
ろぎと コミュニケーションが生まれる上質な空間が作れます。ろぎと コミュニケーションが生まれる上質な空間が作れます。

アートパネルや卓上ポットなどで
ワンポイント演出
柱やテーブルの上は目線に入りやすく、配置場所としておすすめです。
ワンポイントでも印象の強い演出ができます。

デザイン性の高いグリーンの装飾スタンドは、
人工樹木よりも高級感ある演出ができます。
複数まとめて配置すれば、より強い印象のオ
ブジェになります。

装飾スタンド

床

ナチュラル演出の定番スタイル。
柱や壁面の上部デッドスペース
に配置するのががおすすめです。

しだれスタイル

柱

テーブルに置くだけで小庭のよう
なディスプレイができます。生き
生きとしたグリーンが食卓に彩り
を与えます。

デザインポット

卓上

座った席からも視界に入る場所に
設置すると効果的
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快適な空間作りには、グリーンを 

白い壁に囲まれた空間には、空きスペースがたくさんあります。バラ
ンスよく配置するポイントは、空間の見せ場となる場所を設定し、そ
こを中心に適正量やサイズ感を考えて展開していくことです。

Ｗ3600㎜以上の広い壁には、ス
ペースに合わせてアートパネル
の複数展示がおすすめ。並べ方
によってバランスのとれた印象を
与えたり、動きのある展示にする
ことができます。

実用性と癒し演出を兼ね備えたコラボスタイル。
スペースを仕切るパーテーションとしても使えます。

W1800以下の限られたスペースには、アートパネルの1枚展示が納
まりがよく、落ち着いた印象を与えます。壁面上下に余裕のある場合
は、縦長サイズが有効です。

グリーンをアレンジ額装したアートパネルは、アートのように飾れ、
センスのいい空間が作れます。表面に透明カバーがあるので、グリー
ンにほこりが付かず、衛生的です。

縦長壁には縦長サイズのアートパネル

絵画のように手軽に飾れるアートパネル

ソファ横にグリーン付きマガジンラック

アートパネルや装飾スタンドは、空きスペースを使って適量配置アートパネルや装飾スタンドは、空きスペースを使って適量配置

クリニック・待合室

400角3枚展示

3600

27
0
0

20



 バランスよく配置することがポイントです。

棚など家具の上はアートパネルを
バランスよく飾ることができるの
でおすすめです。家具の色目に
合ったフレームを選ぶことで、セン
スの良い演出ができます。

上部デッドスペースの有効活用にはしだれスタイルがおすす
めです。優しいナチュラルな雰囲気を演出できます。

カウンター横のちょっとしたスペースにグリー
ンがあると、印象よくリラックス演出ができま
す。装飾スタンドは形状やテイストが家具と相
性よくコーディネートしやすいので、観葉植物
を飾るより、マッチ度の高い演出ができます。

家具と家具の間に 間がで
き、間の抜けた印象になる
場合は、グリーンを置くこと
で納まりがよくなり、空間の
完成度が高まります。

家具とコーディネートできるアートパネル

上部デッドスペースに
ナチュラルなしだれスタイル

カウンター家具と相性の
良い装飾スタンド

隙間を埋めて整える装飾スタンド

しやすいアイテムです。一般的に緑視率10～15％の空間がリラックスできる快適空間と言われています。 しやすいアイテムです。一般的に緑視率10～15％の空間がリラックスできる快適空間と言われています。 
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グリーンスタイルを手軽に取り入れて
働きやすいオフィス空間を作る。
働き方改革の影響や職場環境の変化に伴い、オフィスでのグリーンニーズは高まってきています。

最近では、エントランスや食堂だけでなく、ワークスペースやリフレッシュルームにグリーンを取り入れる企業が増えています。
コミュニケーションの活性化、集中力アップによる知的生産性の向上、リラックスやストレス軽減による職場の快適性向上など、

シーンや目的に合わせて手軽に取り入れられる様々なグリーンスタイルをご用意しております。

Office
オフィス

ワーキング
スペース

ミーティング
エリア

エリア仕切り
フロア装飾
壁面装飾

カウンター後ろ
正面スペース
ソファ横

エリア仕切り
テーブル装飾
壁面装飾

柱まわり
フリーアドレスデスク
キャビネット周辺
フロア仕切り

リフレッシュ
ルーム

エントランス
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アドレスフリーのデスク周りにグリーン装飾がおすすめです。
間仕切り代わりとしてもお使いいただけますので、デスクワー
クに集中できる環境を作ってくれます。

キャビネットや本棚周辺のグリーン装飾もおすすめです。移動
時に視界に入りやすく、緑視率を高めてくれます。

ワーキングスペース
知的生産性の向上のため、集中力アップのため、適度なグリーン装飾がお
すすめです。視界にグリーンがあることで、ストレスや視覚疲労が軽減され
ます。リラックス効果も期待できるため、デスク周りや柱、キャビネット周り
を使って効果的にグリーンを取り入れましょう。

■          デスク上にグリーンポット■          ■          キャビネット周辺にグリーンを配置■          

視界を意識して
グリーンを配置すると

効果的です

等間隔に並ぶ柱周りにはグリーンパネルがお
すすめです。目線に入りやすいため、目の疲
れの軽減に効果的です。場所も取らず、気軽
に取り入れられます。

■          柱にはグリーンパネル■          
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リフレッシュルーム
職場環境の変化でリフレッシュルームを設ける会社が増えてきています。食堂を
利用したものやワーキングスペースの隣に設けたもの、最近では内装にこだわっ
たものなども増えています。リフレッシュルームでは気分転換できる空間作りが重
要で、リラックス効果のあるグリーンの必要性が高まっています。仕切り、テーブル、
壁面などにグリーンを使うことで、癒しの空間作りが可能です。

等間隔に配置することで、どの席に座っても緑が
視界に入ります。

テーブルの上には卓上ポット
緑化範囲が大きいほど、瘉し効果が高まります。
壁面にはグリーンパネル

木目調のプランターボックスがおすすめです。
仕切りにもなるグリーンスタンド

グリーンに囲まれた
リラックス空間が
手軽に作れます

家具との相性を考慮し、木目に合う商品を選ぶとカフェのような雰囲気を作ることができます。
ワーキングスペースとは対照的な空間にすることで、思いきり気分転換できます。

■           木目を使ったグリーンスタイルでカフェのような空間が作れます。
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壁面のグリーン装飾として敷詰め
やランダム展示などがおすすめで
す。大きい壁面を利用し、明るく・
居心地のいい雰囲気作りが可能
です。また、テーブルの上にはグ
リーンポットがおすすめです。
種類も豊富で、彩り豊かですので、
疲れた心を癒してくれます。

間仕切りとしてパネルタイプの
パーテーションがおすすめです。
簡易にゾーニングができ、軽いの
で設置や移動も楽に行えます。ま
た、グリーンの 間からの透け感
が圧迫感を与えません。

仕切りとしてグリーンパーテーションを使うことで、心地よい空間を作ることができます。
白を基調とする商品をお選びいただくことで、オフィス什器と調和が取れます。

■           仕切るだけでワーキングスペースの隣に併設できます。

壁面をグリーン装飾することで、雰囲気が明るくなります。
テーブルの上にグリーンを並べることで、自然に目に入ります。

■           壁や卓上を装飾すると、食堂が憩いの場になります。
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ミーティングエリア
ミーティングエリアでは、コミュニケーションを活発に行うための雰囲
気作りが必要です。議題に集中するために、ワーキングスペースと空間
を仕切り明るい雰囲気を保つことが必要になりますので、グリーンパー
テーションがおすすめです。

グリーンの仕切りで、
議題に集中できる
環境が作れます

しっかり仕切るパネルタイプ
しっかり仕切る場合、H1600 のパーテーションがお
すすめです。グリーンの密度も高いため、周りを気に
せず議題に集中できる環境を作ることができます。

スペースを区切るボックスタイプ
スペースを区切る場合、ボックスタイプのパーテーションが
おすすめです。サイズや形を組み合わせることで、様々な区
切り方ができます。

さりげなく仕切るパネルタイプ

■          エリア作りにグリーンパーテーション■          

さりげなく仕切る場合、透け感を残したパネルタイプのパー
テーションがおすすめです。透け感を残すことで、閉塞感無
く空間を仕切ることができます。
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エントランス
企業の顔であるエントランスに力を入れる会社は増えています。
会社イメージの向上のため、リクルーティングのために清潔でクリーン
なイメージのあるグリーン装飾がおすすめです。印象に残る演出で訪れ
る人をお迎えしましょう。

グリーン装飾で
イメージアップが
図れます

■          グリーンで装飾した壁面サイン

企業の顔である受付カウンター後ろの
サイン装飾は、立体的でインパクトが
あるグリーンパネルがおすすめです。木
やアルミなどの異素材との組み合わせ
や、異なる色のグリーンパネルを連接
すると個性が際立ち、印象も残りやす
くなります。

■         グリーンスタンドでイメージアップ

印象に残るグリーン演出の一つとし
て、グリーンをオブジェのように展
示するスタイルがおすすめです。イ
ンパクトがあり、ブランディング効
果もあります。また壁面装飾として、
グリーンを敷き詰める以外に上部
からしだれさせる方法もあります。
アイデア次第で、オリジナルな空間
を作ることができます。
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人の目線の流れを意識して、横方向への広がりやつながり感ある演出
がポイント。壁面緑化やパネル装飾、壁面プランターといった幅広い
スタイルで演出ができます。

Ｗ5400×Ｈ1800mm
通路の腰壁上や家具上の横に長い壁面スペース

ワイド壁面
空　間おすすめ

演出スタイル
「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案します。

壁面緑化

品番：GM1679 60角4連×4セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ4800×Ｈ1200mm
セット価格：合計￥640,000（税別）

品番：GR1156 60角×4台　GR1162 60角×3台
サイズ：パネル外寸法Ｗ4200×Ｈ600mm
セット価格：合計￥208,000（税別）

大サイズでインパクトがあり、リラックス効果の高い演出連 接
グリーン 濃淡模様がモダンで程よいアクセントに連 接

グリーン

品番：GR1020 45角×4台　GR1189 45角×3台
サイズ：パネル外寸法Ｗ3150×Ｈ450mm
セット価格：合計￥120,500（税別）

品番：GM1477 3連×2セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ4200×Ｈ125mm
セット価格：合計￥123,000（税別）　　

ウッドパネルとの組み合わせでインテリア感の強い演出組み合わせ 空間を引き締めるシャープなアクセントバーライン

品番：GM1476 2連×1セット　GR1042×2台　GR1043×2台
サイズ：パネル外寸法（GM1476）W1500×Ｈ285mm　1箇所
 （GR1042）Ｗ900×Ｈ125mm　2台　
 （GR1043）Ｗ300×Ｈ125mm　2台
 セット価格：合計￥126,900（税別）

流れるようなランダム配置がおしゃれで洗練された印象にライン
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グリーンスタイル

連接グリーン
オーソドックスなスタイルで
癒しやインパクト効果が高い。

ライン
シャープで洗練された
演出ができるスタイル。

複数展示
複数枚を均等に設置し、
調和のとれた演出ができる。

ランダム展示
動きのあるデザイン性の高い

演出ができる。

しだれ
さりげなく自然を感じる
ナチュラル演出ができる。

品番：GR1148 90角×2台　GR1146 90角×1台
サイズ：パネル外寸法Ｗ900×Ｈ900mm　3台
セット価格：合計￥209,000（税別）

品番：GR4172×2台　GR4174×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ900×Ｈ99mm　3台
セット価格：合計￥114,000（税別）

大サイズパネルでインパクトと落ち着きのある演出複数展示 自然なグリーンで爽やかな演出ポット
展 示

品番：GR1001 60角×2台　GR1003 60角×2台
サイズ：パネル外寸法Ｗ600×Ｈ600mm　4台
セット価格：合計￥154,000（税別）

品番：GR4073×6台
サイズ：ポット外寸法Ｗ5436×Ｈ52mm
セット価格：合計￥126,000（税別）

均等に並べて調和のとれたインテリア装飾複数展示 自然を感じるさりげないナチュラル演出しだれ

品番：GR1016 45角×3台　GR1018 45角×2台
サイズ：パネル外寸法Ｗ450×Ｈ450mm　5台
セット価格：合計￥119,000（税別）

動きのあるカジュアルな演出ランダム
展 示

パネル装飾 壁面プランター

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。
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空間の象徴となるような、インパクトある演出がポイント。特に壁面緑
化スタイルは、大きなスペースにバランスよく設置でき、連接や組み合
わせの工夫次第で、様々な演出ができるのでおすすめです。

Ｗ4500×Ｈ3600mm
施設やオフィスのエントランスなど、大空間のメイン壁面

大壁面
空　間おすすめ

演出スタイル
「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案します。

壁面緑化

品番：GM1550 90角4連×2セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ3600×Ｈ1800mm
セット価格：合計￥720,000（税別）

品番：GM1676 90角2連×2セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ3600×Ｈ900mm
セット価格：合計￥282,000（税別）

ボリュームあるグリーンで迫力のある演出連 接
グリーン 彩りある華やかなグリーンをワイドサイズで広がりあるように連 接

グリーン

品番：GM1781 45角4連×3セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ2700×Ｈ900mm
セット価格：合計￥183,000（税別）

品番：GM1714 45角9連×1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ1472×Ｈ1472mm
セット価格：合計￥235,000（税別）

ウッドパネルとの組み合わせがシックでモダン組み合わせ 濃淡柄がモダンなグリーンの抽象アート組み合わせ
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グリーンスタイル

連接グリーン
オーソドックスなスタイルで
癒しやインパクト効果が高い。

ライン
シャープで洗練された
演出ができるスタイル。

組み合わせ
異なるパネルの組み合わせで
オリジナリティーある演出ができる。

複数展示
複数枚を均等に設置し、
調和のとれた演出ができる。

ランダム展示
動きのあるデザイン性の高い

演出ができる。

品番：GM1737 4連×8セット 
サイズ：パネル外寸法Ｗ450×Ｈ3600mm　4箇所
セット価格：合計￥864,000（税別）

品番：GR1019 60角×3台
サイズ：パネル外寸法Ｗ600×Ｈ600mm　3台
セット価格：合計￥141,000（税別）

メタル調ラインのストライプスタイルで洗練された印象に アートパネルを展示したような落ち着きのある印象

品番：GM1592　GM1580　GM1588　GM1584
 GM1590　GM1586　GM1582　GM1594　各1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ3240×Ｈ1500mm
セット価格：合計￥526,400（税別）

品番：GM1564 4連×1セット　GM1565 4連×1セット
 GR1080 38角×2台　GR1077 25角×2台　GR1082 38角×2台　GR1083 25角×2台
サイズ：パネル外寸法（GM1564、GM1565）Ｗ750×Ｈ750mm　2箇所
 （GR1080、GR1082）Ｗ375×Ｈ375mm　4台
 （GR1077、GR1083）W250×Ｈ250mm　4台
セット価格：合計￥260,000（税別）

互い違いのライン形状が目を引き、空間の象徴となる装飾組み合わせ インパクトのあるアート的な壁面装飾

パネル装飾

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。

ランダム
展 示

ライン 複数展示
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空　間 グリーンスタイル

壁面緑化 パネル装飾

休憩室やラウンジ等、特定エリアの壁面スペース

中壁面

エリアを構成するテーブルやソファ等、家具とのバランス
を考慮して演出するのがポイント。インテリア要素の強い
壁面緑化やパネル装飾がおすすめです。

ライン

連 接
グリーン

連 接
グリーン

連 接
グリーン 複数展示

ランダム
展 示

組み合わせ組み合わせ ランダム
展 示

品番：GM1682 90角6連×1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ2700×Ｈ1800mm
セット価格：合計￥420,000（税別）

インパクトと癒し効果大

品番：GM1678 90角3連×1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ2700×Ｈ900mm
セット価格：合計￥210,000（税別）

整った印象のワイドサイズ

品番：GM1566 8連×1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ1375×Ｈ750mm
セット価格：合計￥134,000（税別）

凹凸感がインパクトある立体オブジェ

品番：GR1021 60角×4台　GR1023 60角×4台
サイズ：パネル外寸法Ｗ2400×Ｈ1200mm
セット価格：合計￥332,000（税別）

華やかグリーンの濃淡模様が上品

品番：GM1729 3連×2セット　GM1730 6連×2セット
サイズ：パネル外寸法（GM1729）Ｗ225×Ｈ2700mm　2箇所
 （GM1730）W450×Ｈ2700mm　2箇所
セット価格：合計￥450,000（税別）

スタイリッシュなストライプスタイル

品番：GM1595 8連×1セット　GM1594 4連×2セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ2028×Ｈ1050mm
セット価格：合計￥255,200（税別）

互い違いのラインが目を引くオブジェ

品番：GR1005 60角×2台
サイズ：パネル外寸法Ｗ600×Ｈ600mm　2台
セット価格：合計￥80,000（税別）

シックでセンスのいいアートパネル

品番：GR1158 45角×1台　GR1159 60角×1台 
 GR1157 30角×1台
サイズ：パネル外寸法（GR1158）W450×Ｈ450mm
 （GR1159）W600×Ｈ600mm　（GR1157）W300×Ｈ300mm
セット価格：合計￥70,500（税別）

動きを加えて程よいアクセントに

品番：GM1564 4連×1セット　GR1080 38角×2台
 GR1077 25角×2台　
サイズ：パネル外寸法（GM1564）W750×H750mm　1箇所
 （GR1080）W375×Ｈ375mm　2台
 （GR1077）W250×Ｈ250mm　2台
セット価格：合計￥132,000（税別）

ハイセンスなアート的装飾

連接グリーン
オーソドックスな
スタイルで、癒しや
インパクト効果が高い。

組み合わせ
異なるパネルの組み合わせで
オリジナリティーある
演出ができる。

複数展示
複数枚を均等に

設置し、調和のとれた
演出ができる。

ランダム展示
動きのある

デザイン性の高い
演出ができる。

Ｗ3600×Ｈ2700mm

おすすめ演出スタイル 「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案いたします。
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ポット
展 示

ポット
展 示

空　間 グリーンスタイル

壁面緑化 壁面プランター

受付や通路、トイレなどのちょっとした壁面スペース

小壁面・柱

空間の魅力を上げるアクセントになるような演出がポイン
ト。インパクトある壁面緑化や、さりげないワンポイント
展示がおすすめです。

連 接
グリーン

連 接
グリーン

品番：GM1676 90角2連×1セット
サイズ：パネル外寸法Ｗ900×Ｈ1800mm
セット価格：￥141,000（税別）

インパクトある演出

品番：GR1148 90角×1台
サイズ：パネル外寸法Ｗ900×Ｈ900mm
価格：￥69,000（税別）

納まり良く、落ち着いた印象

GR1148特別柱巻き仕様
→詳細、お問合せください

インパクトある象徴的な演出

パネル装飾

品番：GR1005 60角×1台
サイズ：パネル外寸法Ｗ600×Ｈ600mm
価格：￥40,000（税別）

シックなアート展示

品番：GR1124 23-90×2台
サイズ：パネル外寸法Ｗ450×Ｈ900mm
価格：￥54,000（税別）

高級感あるアート展示

品番：GR1004 45角×1台
サイズ：パネル外寸法Ｗ450×Ｈ450mm
価格：￥26,000（税別）

納まりがよく落ち着いた印象

品番：GR4171×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ600×Ｈ99mm
価格：￥27,000（税別）

自然なグリーンインテリア

品番：GR4161×2台
サイズ：ポット外寸法Ｗ306×Ｈ80.5mm　2台
セット価格：合計￥22,000（税別）

ナチュラルで爽やかな演出

品番：GR4171×5台※2面の場合
サイズ：ポット外寸法W600×H99mm　5台
セット価格：合計￥135,000（税別）

自然でセンスある演出

品番：GR4327×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ900×Ｈ180mm
価格：￥49,800（税別）

ボリューム感あるタイプ

品番：GR4073×2台※2面の場合
サイズ：ポット外寸法Ｗ906×Ｈ52mm　2台
セット価格：合計￥42,000（税別）

さりげない自然な演出

連接グリーン
オーソドックスな
スタイルで、癒しや
インパクト効果が高い。

ワンポイント展示
アクセントとしての
単体展示。

ポット展示
グリーンの寄せ植え
ポットで、爽やかな
イメージ演出ができる。

しだれ
さりげなく自然を
感じるナチュラル
演出ができる。

Ｗ1800（柱Ｗ900）×Ｈ2700mm

おすすめ演出スタイル 「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案いたします。

ワンポイント
展 示

ワンポイント
展 示

ワンポイント
展 示

しだれ

ワンポイント
展 示

しだれポット
展 示

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。
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家具と組み合わせてバランスよく配置するのがポイント。仕切りや装飾
用途として、デザインバリエーションを豊富に取り揃えているので、テ
イストやイメージに合わせて選べます。

テーブル、ソファ等の家具周り（小～中フロア）

家具周りスペース
空　間おすすめ

演出スタイル
「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案します。

複
数
使
い

単
品
使
い

品番：GR2436×1台
サイズ：パネル部分外寸法Ｗ900×Ｈ1300mm
価格：￥56,000（税別）

テーブルサイドの装飾＆さりげない目隠しパネル
スタイル

品番：GR2276×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm
価格：￥98,000（税別）

テーブルサイドの装飾　ベーシックタイプBOX
スタイル

品番：GR2431×2台
サイズ：パネル部分外寸法Ｗ900×Ｈ1300mm　2台
価格：￥90,000（税別）

Ｌ字でさりげない目隠しパネル
スタイル

品番：GR2273×3台
サイズ：パネル部分外寸法Ｗ900×Ｈ1600mm　3台
価格：￥165,000（税別）

目隠し＋スペース仕切りパネル
スタイル

品番：GR2278×3台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm　3台
価格：￥294,000（税別）

シックなテイストのしっかり区切りBOX
スタイル

品番：GR2225×2台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ803mm　2台
価格：￥118,800（税別）

ソファ間の仕切り　ラック機能付きBOX
スタイル
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グリーンスタイル

パネルスタイル
仕切りや目隠しとして
使うスタイル。

BOXスタイル
ボリュームある
ベーシックタイプ。

スリムスタイル
スリムデザインが特徴のスタンド。

ライトでシンプルモダンな演出ができる。

装飾スタンド
デザイン性の高い装飾スタンド。人工樹木の
代わりとして、センスのいい演出ができる。

品番：GR2249×2台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm　2台
価格：￥192,000（税別）

スリムでカジュアルな仕切りスリム
スタイル

品番：GR2271×2台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ800mm　2台
価格：￥136,000（税別）

縦格子デザインがモダンなテーブルサイドの仕切りスリム
スタイル

品番：GR2538×1台　GR2545×2台
サイズ：スタンド台外寸法（GR2538）Ｗ250×Ｈ900mm　1台
 （GR2545）Ｗ250×Ｈ700mm　2台
価格：￥109,900（税別）

細身で上品なインテリア仕切り装飾
スタンド

品番：GR2213×3台　GR2214×1台
サイズ：スタンド台外寸法（GR2213）Ｗ600×Ｈ600mm　3台
 （GR2214）Ｗ300×Ｈ600mm　1台
価格：￥194,900（税別）

テーブル周りの装飾性が高いL字区切りスリム
スタイル

品番：GR2266×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ800mm
価格：￥66,000（税別）

テーブルサイドの装飾　
スタイリッシュタイプ

スリム
スタイル

品番：GR2243×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ600×Ｈ600mm
価格：￥60,400（税別）

テーブルサイドの装飾　
シンプルタイプ

スリム
スタイル

品番：GR2546×1台　GR2545×1台
サイズ：スタンド台外寸法（GR2546）Ｗ250×Ｈ900mm
 （GR2545）Ｗ250×Ｈ700mm
価格：￥73,600（税別）

ソファ脇のシンプルモダンな装飾装飾
スタンド

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。
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空　間 グリーンスタイル

スリムスタイル
スリムデザインが特徴のスタンド。
ライトでシンプルモダンな

演出ができる。

ホールや通路など（大フロア）

オープンスペース
人の流れや区画作りを意識した演出がポイント。イン
テリア感覚で手軽に誘導作りができるフロア仕切りが
おすすめです。

おすすめ演出スタイル 「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案いたします。

BOXスタイル
ボリュームある
ベーシックタイプ。

進
入
禁
止

誘
導
・
区
画
作
り

品番：GR2281×3台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ1200×Ｈ900mm　3台
価格：￥360,000（税別）

ナチュラルテイストの仕切りBOX
スタイル

品番：GR2293×5台　GR2295×1台
サイズ：スタンド台外寸法（GR2293）Ｗ900×Ｈ900mm　5台
 （GR2295）Ｗ300×Ｈ900mm　1台
価格：￥476,500（税別）

Ｌ字にしっかり区画作りBOX
スタイル

品番：GR2250×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm
価格：￥93,600（税別）

スリムでカジュアルスリム
スタイル

品番：GR2221×2台　GR2222×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm　3台
価格：￥228,400（税別）

シンプルタイプBOX
スタイル

品番：GR2268×3台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ800mm　3台
価格：￥183,000（税別）

スリムで圧迫感のないタイプスリム
スタイル

品番：GR2229　GR2228　GR2227　GR2231　GR2230　各1セット
サイズ：スタンド台外寸法（GR2229）Ｗ300×Ｈ750mm　1台　（GR2228）Ｗ300×Ｈ600mm　1台
 （GR2227）Ｗ300×Ｈ450mm　1台　（GR2231）Ｗ600×Ｈ600mm　1台　（GR2230）Ｗ600×Ｈ450mm 1台
価格：￥238,600（税別）

ランダム設置で装飾的な仕切りスリム
スタイル

品番：GR2268×2台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ800mm　2台
価格：￥122,000（税別）

スリムでスタイリッシュスリム
スタイル

品番：GR2406×2台　ロープ81-GR
サイズ：外寸法Ｗ300×Ｈ900　2台
価格：￥109,400（税別）

グリーンのポールパーテーションスリム
スタイル

パネルスタイル
仕切りや目隠しとして
使うスタイル。
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空　間 グリーンスタイル

スリムスタイル
スリムデザインが特徴のスタンド。
ライトでシンプルモダンな

演出ができる。

装飾スタンド
デザイン性の高い装飾スタンド。
人工樹木の代わりとして、
センスのいい演出ができる。

施設やオフィスのエントランス

入口付近
第一印象を決める重要な場所は、イメージＵＰできる演出
がポイント。目に入りやすい場所に、さりげなくセンスの
いい仕切りや装飾スタンドを設置するのがおすすめです。

おすすめ演出スタイル 「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案いたします。

グ
リ
ー
ン
装
飾

誘
導
・
区
画
作
り

品番：GR2250×2台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ900×Ｈ900mm　2台
価格：￥187,200（税別）

開放感ある誘導・仕切りスリム
スタイル

品番：GR2506×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ300×Ｈ1509mm
価格：￥84,600（税別）

スリムで場所を取らず、目線の高さで
さりげないグリーン演出

装飾
スタンド

品番：GR2538×1台　GR2545×1台
サイズ：スタンド台外寸法（GR2538）Ｗ250×Ｈ900mm
 （GR2545）Ｗ250×Ｈ700mm
価格：￥73,700（税別）

空間にマッチしやすい
シンプルモダンな装飾

装飾
スタンド

品番：GR2511×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ300×Ｈ1500mm
価格：￥57,400（税別）

螺旋状に付いたポットが
目を引く装飾品

装飾
スタンド

品番：GR2219×3台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ600×Ｈ600mm　3台
価格：￥209,400（税別）

複数設置でも圧迫感なく、
モダンに緑化演出

スリム
スタイル

品番：GR2707×1台
サイズ：スタンド台外寸法Ｗ400×Ｈ1387mm
価格：￥59,800（税別）
※サイン面のソフトは参考イメージです。
　商品価格に含まれません。

グリーン付で
イメージＵＰと訴求

サイン
スタンド

品番：GR2555×1台　GR2555特注仕様×1台
 GR2553特注仕様×2台
→詳細、お問合せください

スタッキングプランターで
インパクトある演出

装飾
スタンド

品番：GR2556×1台　GR2554特注仕様×1台
 GR2552×1台
→詳細、お問合せください

スタッキングプランターで
グレード感ある演出

装飾
スタンド

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。
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棚
・
什
器

テ
ー
ブ
ル
・
デ
ス
ク

品番：GR4234×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ900×Ｈ400mm
価格：￥33,000（税別）

半透明パネル付きでさりげない仕切り

品番：GR4234×3台
サイズ：ポット外寸法Ｗ900×Ｈ400mm　3台
価格：￥99,000（税別）

長テーブル用に連接設置

品番：GR4243×2台
サイズ：ポット外寸法Ｗ600×Ｈ250mm　2台
価格：￥64,800（税別）

脚付きのシンプルタイプ。デスク上の配線コードを逃がせる

品番：GR4243×3台
サイズ：ポット外寸法Ｗ600×Ｈ250mm　3台
価格：￥97,200（税別）

複数設置でも圧迫感のないシンプルタイプ

品番：GR4255×1台　GR4257×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ200×Ｈ200mm　2台
価格：￥33,000（税別）

ちょっとした飾りとしてセンスいい小物ポット

品番：GR4239×4台
サイズ：ポット外寸法Ｗ450×Ｈ250mm　4台
価格：￥112,000（税別）

古木の質感がオシャレなインテリアタイプ

品番：GR4279×1台　GR4281×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ250×Ｈ100mm　2台
価格：￥35,000（税別）

グリーンを引き立てる薄型プランター

家具・什器の使い勝手を損ねない様、サイズ感や数量を考慮して設置
することがポイント。視界に入りやすく、置くだけなので、手軽に効果
的なリラックス演出ができます。

テーブルやキャビネットなどの家具・什器上スペース

テーブル・棚上
空　間おすすめ

演出スタイル
「空間」×「グリーンスタイル」で
おすすめ演出スタイルをご提案します。

間仕切り
ポット

間仕切り
ポット

間仕切り
ポット

間仕切り
ポット

間仕切り
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット
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品番：GR4306×2台
サイズ：ポット外寸法Ｗ900×Ｈ134mm　2台
価格：￥75,000（税別）

シックに家具とマッチするプランター

品番：GR4299×3台
サイズ：ポット外寸法Ｗ600×Ｈ134mm　3台
価格：￥93,000（税別）

ナチュラルに家具とマッチするプランター

品番：GR4383×1台
サイズ：ポット外寸法Ｗ93×Ｈ83mm
価格：￥9,500（税別）

ミニポットでさりげなく演出

品番：GR4279×2台　GR4281×2台
サイズ：ポット外寸法Ｗ250×Ｈ100mm　4台
価格：￥70,000（税別）

薄型ポットを並べてテーブルに小庭ディスプレイ

品番：GR4255×2台　GR4257×2台　GR4289×4台
サイズ：ポット外寸法（GR4255、GR4257）Ｗ200×Ｈ200mm　4台
 （GR4289）Ｗ150×Ｈ150mm　4台
価格：￥124,000（税別）

ランダム設置で無機質な棚がオシャレなインテリアに

品番：GR4386×1台　GR4382×1台　GR4384×1台　GR4383×1台　
サイズ：ポット外寸法Ｗ93×Ｈ83mm　4台
価格：￥29,000（税別）

小物ポットを並べてセンスのいい飾りに

品番：GR4391×2台　GR4383×1台
サイズ：ポット外寸法（GR4391）Ｗ318×Ｈ83mm　2台　（GR4383）Ｗ93×Ｈ83mm　1台
価格：￥39,500（税別）

ちょっとした飾りとしてセンスのいい小物ポット

グリーンスタイル

間仕切りポット
プライベートスペースを確保する為の
仕切りとして使えるスタイル。

デザインポット
インテリアに合わせやすく、

手軽にグリーン装飾ができるポット。

デザイン
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット

デザイン
ポット

詳しい商品情報は、グリーンモードカタログをご確認ください。 
●ホームページでご覧頂けます。https://belk.jp/　「グリーンモード」で検索 ●カタログのご請求は、ホームページまたはＦＡＸ（03-3877-2380）で承ります。 39おすすめガイド



東京本社・ショールーム TEL（03）3877-1880 FAX（03）3877-2380
富山本部・ショールーム TEL（0766）31-3328 FAX（0766）31-2389
大阪営業所（連絡先） TEL（0766）31-3328 FAX  0120-692389

商品の詳細はグリーンモードカタログを
ご覧ください。
グリーンモードカタログには、グリーン
パネルやグリーンポット、グリーンスタンド
等、新しいスタイルのフェイクグリーン商
品を1000アイテム掲載しています。

最新情報はHPをご覧ください。
グリーンモード 検索

https://www.belk.jp/
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