
スリット式ハンギングバスケットは初心者の方でも簡単にハイレベルな作品を作ることが可能です。

ハイセンスな街の花飾りには欠かせないハンギングバスケット。様々なタイプを商品化しています。

スリット式ハンギングバスケットシリーズ

スリットバスケット・スタンディングバスケット・花灯り・etc...

Hanging Basket
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スリットバスケット　SLT-25 ￥980

品　　　番　SLT-25　／　入り数　３２個

セット内容　本体・植込み補助用スポンジ（５枚）　　

本体サイズ　W250 × H231 × D170 ／個箱サイズ　W680 × H515 × D510

バーコード　660083　

器材容量：3.0ℓ 使用株数：６～ 10株 植込み後重量：3～ 5kg

植込み補助用スポンジ　PS-SLT ￥450

品　　　番　PS-SLT　／　入り数　12個

セット内容　植込み補助用スポンジ（５枚）　　

本体サイズ　W120 × H270

バーコード　660090　

スリットバスケット SLT-25 専用

①スポンジのシールをは
がし鉢のスリット（切れ
込み）部分に内側から貼
り付けて、上部を切り離
す。表面の粘着部分に培
養土をまぶす。

②鉢底に鉢底石（軽石）
を水抜き穴の上まで入れ、
更に培養土を焼く厚さ
3cm位入れる。

③鉢のスリット部分に上
部から花苗を植え込む。

④側面の植え込みが終わ
れば培養土を入れる。

⑤上部にも花苗を植え込
み培養土を入れた後、水
を含ませた水苔で表面を
覆います。水を与えれば
完成です！

スリット機能とは花苗
を植え込む

際、上部から根鉢を崩さずに側面
に植え込む事が出来る機能です。

スリット機能は、初心者の方でも失敗なく簡単に植込
みができます。

スリットバスケット　SLT-T-2525 植込

品　　　品　　　

セット内セット内

本体サイ本体サイ

バーコーバーコー

スリット

ははは
れれれ
貼貼貼
離離離
培培培

軽石））））
れ、れ、れ、
厚さ厚さ厚さ
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ヤシ繊維マット PM-35H

￥1500

品　　　番　PM-35H（1枚入り）　／　入り数　12個　

個装サイズ　W340 × H480

バーコード　550117　

ワイヤーバスケット（吊）　HB-35 専用

エレガンスバスケット　WB-30

￥2,000

品　　　番　WB-30　／　入り数　24個

セット内容　本体・植込み補助用スポンジ（５枚）　　

本体サイズ　W300 × H240 × D180

バーコード　660045　

器材容量：5.5ℓ 使用株数：13～ 18株 植込み後重量：6～ 8kg

ハンギングバスケットWB-33

￥2,000

品　　　番　WB-33　／　入り数　24個

セット内容　本体・植込み補助用スポンジ（2枚）　　

本体サイズ　W328 × H210 × D167

バーコード　220010

器材容量：5.0ℓ 使用株数：13～ 20株 植込み後重量：6～ 8kg

ラブリーバスケット　HB-25

￥1,600

品　　　番　HB-25　／　入り数　24個

セット内容　本体・ヤシ繊維付マット・吊金具

本体サイズ　φ 250 × H150　

バーコード　660014　

器材容量：3.0ℓ 使用株数：9～ 15株 植込み後重量：4～ 6kg

ハンギングバスケットHB-27

￥2,500

品　　　番　HB-27　／　入り数　24個

セット内容　本体・植込み補助用スポンジ（3枚）・吊金具　　

本体サイズ　φ 274 × H190　

バーコード　112216

器材容量：6.5ℓ 使用株数：18～ 24株 植込み後重量：8～ 10kg

品　　　番　WB-35　／　入り数　6個

セット内容　本体・ヤシ繊維マット・背板　

本体サイズ　W350 × H250 × D165

バーコード　550063

ワイヤーバスケット（壁）WB-35

￥4,500

器材容量：8ℓ 使用株数：13～ 20株 植込み後重量 7～ 12kg

ヤシ繊維マット PM-35W

￥1400

品　　　番　PM-35W（1枚入り）　／　入り数　12個　

個装サイズ　W280 × H400

バーコード　550124　

ワイヤーバスケット（壁）　WB-35 専用

ワイヤーバスケット（吊）HB-35

￥4,500

品　　　番　HB-35　／　入り数　6個

セット内容　本体・ヤシ繊維マット・吊金具

本体サイズ　φ 350 × H210

バーコード　550070

器材容量：12ℓ 使用株数：21～ 27株 植込み後重量 8～ 15kg
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ヤシ繊維マット PM-35H

ヤシ繊維マット PM-35W

品　　　番　PM-35W（1枚入り）　／　入り数　12個　

個装サイズ　W280 × H400

バーコード　550124　



スタンディングバスケット　SB-50-S ￥95,000

サイズ（㎜）　φ 500（バスケットサイズ）／H1800 ～ 2750（ポールサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・ポール・アルミカバー・潅水部材

　　　　

器材容量：35ℓ 使用株数：28～ 36株 植込み後重量 30～ 40kg
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スタンディングミニ　SB-35-S ￥26,800

サイズ（㎜）　φ 350（バスケットサイズ）／H1500（ポールサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・ポール・アルミカバー・潅水部材

　　　　

器材容量：15ℓ 使用株数：21～ 27株 植込み後重量 10～ 15kg

品　　名 部　　材 品　番 小売価格 規　　格

スタンディングミニ

（SB-35-S)

バスケット SB-35 10,000 φ 350 × H203
マット PM-35S 1,800 φ 610
潅水部材 WS-SH 2,000

ポール（埋設用） P-150 8,500 φ 34 × H1500
アルミカバー AC-80 4,500 φ 50 × H800
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水上花壇　SB-35-W-20 ￥34,300

サイズ（㎜）　φ 350（バスケットサイズ）／H500 ～（ポールサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・ポール・ソケット・不織布

　　　　

器材容量：15ℓ 使用株数：21～ 27株 植込み後重量 10～ 15kg

水上花壇　SB-35-W-0 ￥25,300

サイズ（㎜）　φ 350（バスケットサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・ソケット・不織布

　　　　

器材容量：15ℓ 使用株数：21～ 27株 植込み後重量 10～ 15kg

品　　名 部　　材 品　番 小売価格 規　　格

水上花壇
（SB-35-W-20）

バスケット SB-35 10,000 φ 350 × H203
マット PM-35S 1,800 φ 610

ポール（埋設用） P-150 8,500 φ 34 × H1500
参考部材 特注ソケット S-42 14,000

　　　

φ 42× H200

品　　名 部　　材 品　番 小売価格 規　　格

水上花壇
（　SB-35-W-0）

バスケット SB-35 10,000 φ 350 × H203
マット PM-35S 1,800 φ 610
不織布 1,500

参考部材 特注ソケット S-45W 12,000 φ 42 × H200
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花灯り　TW-45 ￥55,000

サイズ（㎜）　φ 450（バスケットサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・背板・台座（ボルト付）・潅水部材

　　　　

器材容量：28ℓ 使用株数：24～ 30株 植込み後重量 25～ 30kg

設置ポールサイズ バスケット規格 台座規格
φ 89.1 TW-45 89.1A
φ 101.6 TW-45 101.6A
φ 114.3 TW-45 ＴＷ -60 114.3（A/B)
φ 139.8 ＴＷ -60 139.8B
φ 165.2 ＴＷ -60 165.2B

花灯り　TW-60 ￥77,000

サイズ（㎜）　φ 60　0（バスケットサイズ）

セット内容／バスケット・ヤシ繊維マット・背板・台座（ボルト付）・潅水部材

　　　　

器材容量：52ℓ 使用株数：24～ 34株 植込み後重量 50～ 60kg
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