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LAWN KING A4KS

MTD
アメリカのアウトドア用パワープロダクツ販売企業。
カスタマーサービスと製品の信頼性が高く評価され、薪割り機、
芝刈り機においては全米でも高いシェアを誇ります。

エム・ティー・ディー  1
Lawn King A4KS 
MTDの最高級モデル、Kawasakiエンジン
21.5HPを搭載したROVERの乗用芝刈り機。
25mm～100mmまで12段階の刈り高の設定
が可能で、刈幅は1,070mm。デッキ前部に
スキャルピング防止ローラーを装備している
ので起伏にも対応します。ｒ＝1,820mmと最
小回転半径が小さく、旋回時も小回りがき
いて、作業効率が上がります。さらに、後進
刈りが可能なＲＭＣ（リバースコーションモー
ド）、斜面地やスリップした際に働くオートデ
フロック、速度を一定に保つクルーズコント
ロールなど便利な機能を搭載。ハンドルやコ
ントロールパネルの操作性もよく、スムーズ
で美しい芝刈りを実現します。
¥880,000（税込）  品番A4KS
エンジン：21.5HP Kawasaki V-Twin OHV
刈り幅：1,070mm（42”） 刈り高：25～100mm
高さ調整：12段階  ブレード：2枚  サイドシュー
ト（ツインバッグ取付可） デッキウォッシュ付
き　サイズ：L1800×W1500×H1100mm
重量：210kg
 2
47"Twin Bag
42”デッキモデルのA4KS、Pony N77Kで刈り
芝を集草する際に使用します。
¥77,000（税込）  品番19A30031OEM
バッグ容量：140リットル
サイズ：L500×W800×H740mm
重量：21kg

HST走行ペダル：前進も後進も
右足操作のペダルのみ。速度も
踏み方次第

12段階の刈り高調整：高さ調整
はハンドル1本。軽い力で上げ下
げができます。

サイドシュート：刈り取った芝生は
ここから右サイドへ排出。

デッキウォッシュ：ホースを繋いで
水を出し、ブレードを回すだけでデッ
キ内の刈り芝洗浄が可能

電磁PTO/RMCスイッチ：ハンド
ル周りに設置されたスイッチ類。
操作性、機能性を両立します。

1
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※MTDファミリーブランドには、ROVER、Troy-Bilt、MTD、GOLDなどがあります。
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PONY N77K

BL17 & BL17SP

MINI RIDER A726J

 4
BL17
クラス最軽量を誇るBolensの手押式芝刈り機。
レバー1つで15～70mmまで７段階、４輪全
ての刈高の調整ができ、日本芝にも対応が
可能です。ホースをつなぐだけでデッキ洗浄
ができるデッキウォッシュや飛び石を軽減さ
せるスィングブレードを採用。リコイルロープ
を引くだけで始動し、刈刃レバーを離せばす
ぐにエンジンが停止するなど、操作も簡単。
¥46,860　品番BL17
エンジン： Bolens 140cc　走行：手押式
刈り幅：420㎜（17”）　刈り高：15-70mm
高さ調整：7段階　ブレード：2枚
サイズ：L1,400×W485×H1,020mm
重量：21.6kg
 5
BL17SP
BL17の自走式タイプ。傾斜地も登るためよ
り少ない力で効率よく芝刈りが行えます。
25mm～75mmまで5段階刈高の調整が可能。
¥58,300　品番BL17SP
エンジン： Bolens 140cc　走行：自走式
刈り幅：420mm（17”）　刈り高：25-75mm　
高さ調整：5段階　ブレード：2枚
サイズ：L1,400×W485×H1,020mm
重量：24.5kg

 1
Pony N77K
17.5HPのエンジンを搭載したTroy-Biltの乗
用芝刈り機。ツインブレードで効率的に芝を
刈ります。オプションのツインバッグを装備す
ることで、刈り取った芝を収集できます。
￥495,000　品番N77K
エンジン：B&S 17.5HP 500cc　
刈り幅：1,060mm（42”）   刈り高：36-109mm
高さ調整：5段階　ブレード：2枚　
サイドシュート（ツインバッグ取り付け可）
サイズ：L1720×W1,060×H1,000mm
重量：224kg
 2
Mini Rider A726J
Pony N77Kよりも一回り小さく、小回りが利
くROVERの乗用芝刈り機。オプションの専
用ツインバッグの装着も可能です。
¥380,600　品番A726J 
エンジン： Rover 約10HP 382cc
刈り幅：760mm（30”）　刈り高：38-95mm
高さ調整：5段階　ブレード：1枚
サイズ：L1,600×W850×H1,100mm
重量：154kg
 3
30”Twin Bag
30”デッキモデルのA726Jで刈り芝を集草す
る際に使用します。
前輪の浮き上がりを防止するウェイトもセット。
オープン価格　品番19A30014OEM
バッグ容量：100リットル 
サイズ：L500×W770×H650mm   
重量：27kg（フロントウェイト含む）

※Twin Bagはp22-2と共通です。
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［マルチスターガーデンシリーズ］
マルチスターガーデンシリーズはハンドル
とツールを組み合わせて使用できるガー
デンツールです。約100以上ものコンビネー
ションが可能で、一人ひとりに適した快
適なガーデニングツールが誕生します。

 1
DA-S  耕運機・除草 
手動で耕運できるツール。鋭い4枚の刃
が回転して土を耕し、後ろの刃が土を砕
きます。
¥9,900（税込）
サイズ：W460×D180×H125mm
重量：1,180g　材質：スチール
 2
EA-M  種まき機
種のサイズと植える間隔を目盛りで調整し、
転がすことで等間隔に種を筋まきできます。
¥3,740（税込）
サイズ：W300×D130×H80mm
重量：330g　材質：ABS樹脂  他
 3
BA-M 中くわ
長いハンドルと組み合わせて、土をほぐし
たり雑草を抜いたりさまざまな用途に対応。
¥3,080（税込）
サイズ：W280×D95mm　重量：425g　
材質：スチール  他
 4
iM-M  ダブルくわ 
2種類の刃で土をほぐし、通気性を確保
するだけでなく、種をまく畝も作れます。
¥1,100（税込）
サイズ：W215×D175mm　重量：365g　
材質：ABS樹脂  他
 5
HU-M10  除草くわ引き 
スチール製の丈夫な引きタイプの草取り。
ステンレスの刃がしっかり除草します。
¥3,300（税込）
サイズ：W300×D100×H100mm
重量：380g　材質：スチール
 6
RF-M  除草くわ押し引き 
厚く丈夫なスチール製で、硬い土にも対
応できる押し引きタイプの除草くわです。
¥3,850（税込）
サイズ：W320×D155mm  重量：365g  材
質：刃：スチール 他　持ち手＝アルミ  他
 7
KS-M  草取り 
根の深い雑草を引き抜くツール。立った
ままスコップを使う容量で作業ができます。
¥3,630（税込）  
サイズ：W350×D170mm　重量：405g　
材質：スチール  他
 8
UC-M  アジャスタブルレーキ 
丈夫で柔軟性のあるレーキ。幅を簡単に
調整でき、狭い場所でも使えます。
¥6,600（税込） 
サイズ：W550×D360×H540mm   
重量：860g　材質：スチール  他
 9
iW-M  草取り 
根の深い雑草を抜くのに適したツール。
雑草の根本に刺し、右に回転させて引き
抜きます。
¥3,520（税込）
サイズ：W345×D40mm　重量：335g　
材質：スチール

1 2 3
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WOLF GARTEN
1925年ドイツ生まれのガーデニングツール。品質の高さと人間工学に基づいた
設計・デザインはドイツのデザイン賞「plus x award」を受賞しました。

ウルフガルテン

MULTI–STAR GARDEN TOOLS
マルチスターガーデンツール
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［マルチスターハンドル］
着脱式ハンドルは、ツールの交換もワン
タッチで簡単にできます。

 1
ZM 02 スモールハンドル 15cm 
握りやすく作業しやすい太さと形状のハ
ンドル。主にミニツールと合わせて使用し
ます。
¥770（税込）
サイズ：φ40×160mm　重量：75g
材質：ABS樹脂  他
 2
ZM 30 スモールハンドル 25cm
ZM 02よりも長く、すっきりとしたデザイ
ンです。主にミニツールと合わせて使用
します。
¥1,210（税込）
サイズ：φ40×260mm　重量：100g
材質：ABS樹脂  他
 3
ZM 04 スモールハンドル 35cm 
主にミニツールと合わせて使用するアル
ミニウムハンドル。ZMi12と同デザイン。
¥1,540（税込）
サイズ：φ40×350mm　重量：130g
材質：ABS樹脂  他
 4
ZMi 12 アルミニウムハンドル 118cm 
身長180cm以下の方にオススメのサイズ。
ガーデンやクリーニングツールに最適で
す。
¥2,420（税込）
サイズ：φ25×1,180mm　重量：310g
材質：アルミニウム  他
 5
ZMi 15 アルミニウムハンドル 144cm 
ZMi 12よりも長く、身長180cm以上の方
におすすめ。
¥2,970（税込）   サイズ：φ25×1,430mm　
重量：376g　材質：アルミニウム  他
 6
ZM-AD アルミニウムDハンドル 
先端に取っ手がつき、KS-M（p24-7), 
iW-M（p24-9）など上から下へ荷重をか
ける草とり商品に適しています。
¥2,860（税込）
サイズ：φ25×800mm　重量：295g
材質：アルミニウム  他
 7
ZM-V200 伸縮ハンドル 1.15m～2m 
高所の作業に便利な伸縮式ハンドル。
RE-FKノコギリ（p29-1)、RG-Mフルーツ
ピッカー（p29-2)に最適。
¥4,180（税込）
サイズ：φ30×1,150～1,200mm　
重量：690g　材質：アルミニウム  他
 8
ZM-V3 伸縮ハンドル 1.7m～3m 
ZM-V200の長さの異なるタイプ。ツリー
ケアをはじめ、より高い場所での作業が
可能。
¥8,140（税込）
サイズ：φ30×1,700～3,000mm
重量：1,000g　材質：アルミニウム  他

1 2 3

4 5
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MULTI–STAR HUNDLE マルチスターハンドル
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 6
LU-2K  移植ごて（大）
幅が広く、球根などを植え替える時に適
したスコップ。
¥2,090（税込）
サイズ：W320×D75mm   作業幅：70mm
重量：265g　材質：スチール  他
 7
KS-2K  植物ナイフ 
植物の根元に差して引き抜いて除草し
ます。移植ゴテとしても代用でき、幅広く
使用可能。
¥1,980（税込）
サイズ：W300×D35mm   作業幅：35mm
重量：150g　材質：スチール  他

1 2 3
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MULTI–STAR MINI TOOLS

MINI TOOLS with HANDLE

マルチスターミニツール

ハンドル付ミニツール

［ハンドル付ミニツール］
握りやすいグリップハンドルが一体になっ
たミニツール。ドイツらしいしっかりとした
つくりで、使いやすさだけでなく、カラフル
なかわいらしさも魅力です。

 1
LD-2K  スモールレーキ 
柔軟性のある平らなばね式の鋼材を採用。
土の表面を整え、狭い場所での作業もス
ムーズ。
¥2,420（税込）
サイズ：W370×D115mm  作業幅：75mm
重量：160g　材質：スチール  他
 2
KA-2K  くわ
握りやすく使いやすい形状が特長。土を
ほぐしたり、雑草を抜いたりに最適です。
¥2,640（税込）
サイズ：W150×D70mm    作業幅：70mm
重量：155g　材質：スチール  他
 3
KF-2K  スクレーパー 
壁と道路のすき間やインターロッキングな
どの目地に生えた雑草や苔を取ります。
¥2,090（税込）
サイズ：W265×D70mm　重量：110g
材質：スチール  他
 4
LN-2K  ダブルくわ 
三本刃で土をほぐし、一枚刃では土を固
めたり、除草するなど、2つの使い方が可
能です。
¥3,740（税込）
サイズ：W340×D180mm  作業幅：70mm
重量：230g　材質：スチール  他
 5
LU-2P  移植ごて（小）
幅が狭く、小さなポットに土を入れるなど、
細かい作業に適しているスコップ。
¥1,980（税込）
サイズ：W300×D60mm   作業幅：50mm
重量：200g　材質：スチール  他

［マルチスター ミニツール］
短いハンドルにセットして、手軽に使用で
きるミニタイプのツール。長い柄を付けて
も便利に使えるツールをピックアップして
います。

 1
LB-M  除草くわ 
3本ツメで土を耕し、1枚のプレートで除
草もできる2WAYタイプのくわ。
¥2,640（税込）
サイズ：W240×D70mm　 作業幅：70mm
重量：175g　材質：スチール  他
 2
FK-M  スクレーパー
インターロックなどの目地や 壁と舗装の
間に生えた雑草や苔などを取るツール。
¥2,420（税込）
サイズ：W280×D70mm　作業幅：70mm
重量：150g　材質：スチール
 3
LD-M  ミニレーキ 
平らなバネ式の柔軟性のある鋼材を採用。
土の表面を整える小型のレーキです。
¥1,650（税込）
サイズ：W300×D115mm  作業幅：70mm
重量：180g　材質：スチール  他



28

［剪定バサミ］
剪定バサミは収納時に刃の部分をロック
するワンハンドルロック付き。メンテナンス
の簡単なノンスティックコーティングを施
しています。左右どちらの手でも使用可
能で、レンチにより簡単に握りの強さを調
整できます。

 1
RR5000  プロ用バイパス剪定バサミ
曲線の刃をもち、硬い枝はもちろん柔ら
かい枝や花の茎の剪定にも向いています。
¥12,100（税込）
サイズ：W220×D65mm　重量：290g  材質：
刃＝スチール  他　持ち手＝アルミ  他
 2
RR4000  バイパス剪定バサミL
RR5000のコンパクトタイプ。Lサイズ。
¥5,500（税込）
サイズ：W198×D60mm　重量：255g
材質：刃＝スチール  他　持ち手＝ナイロ
ンポリアセタール  他
 3
RR2500  バイパス剪定バサミM 
RR4000のコンパクトタイプ。Mサイズ。
¥5,280（税込）
サイズ：W190×D60mm　重量：250g
材質：刃＝スチール  他　持ち手＝ナイロ
ンポリアセタール  他
 4
RA-X  多目的バサミ
ステンレス製の刃は剪定作業だけでなく
段ボールやカーペットなども切れます。
¥3,080（税込）
サイズ：W200×D90mm  重量：125g  材質：
刃＝スチール  他　持ち手＝ナイロンポリア
セタール  他
 5
RS5000  プロ用アンビル剪定ハサミ
直線の刃をもち、アンビル（下の刃を固定
し上の刃で押し切る）によって少ない力
で堅い枝を切れます。片手での操作が可
能。
¥13,200（税込）
サイズ：W220×D80mm　重量：300g  材質：
刃＝スチール  他　持ち手＝アルミ  他
 6
RS4000  アンビル剪定ハサミL
RS5000のコンパクトタイプ。Lサイズ。
¥4,950（税込）
サイズ：W200×D60mm　重量：260g
材質：刃＝スチール  他　持ち手＝ナイロ
ンポリアセタール  他
 7
RS2500  アンビル剪定ハサミM 
RS4000のコンパクトタイプ。Mサイズ。
¥4,620（税込）
サイズ：W185×D60mm　重量：250g
材質：刃＝スチール  他　持ち手＝ナイロ
ンポリアセタール  他

 8
HS-B  刈込バサミ
メンテナンスのしやすいノンスティックコー
ティングを採用。切れ味鋭く、刈込みが
簡単に行えます。軸受は調整可能です。
¥10,340（税込）
サイズ：W413×D152mm
重量：657g　材質：刃＝スチール  他　
持ち手＝ナイロンポリアセタール  他
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SECATEURS

BYPASS–LOPPERS 
HEDGE–Shears

 剪定バサミ

刈込みバサミ

ワンハンドルロック 丈夫なノンスティック
コーティング

簡単に強さを変えられます 左右どちらでも使えます
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TREE CARE

LAWN CARE

GLOVE

ツリーケア

芝生ケア

グローブ

［ツリーケア］
樹木の剪定や果樹の収穫に便利なツー
ル。抜群の切れ味で作業がはかどります。

 1
RE-FK  さや付のこぎり 
持ち運びに優れたさや付のこぎり。抜群
の切れ味で、シャープに切断できます。
¥10,450（税込）
サイズ：W465mm　重量：280g　材質：ス
チール（刃）、ナイロンポリアセタール（持
ち手）  他
 2
RG-M  果樹用フルーツピッカー 
高い枝の果物を収穫できます。角度調整
が可能で、先端にステンレス製の刃がつ
いています。
¥3,960（税込）
サイズ：W330×D115×H70mm
重量：250g　材質：刃＝スチール  他　
持ち手＝プラスチック  他

［芝生ケア］
美しい芝生維持に欠かせないツールをラ
インアップ。効率よく作業できます。
 
 3
UR-M3  ローラー式芝生清掃レーキ 
作業効率がよいタイヤ付きのサッチ取り。
鋭いとげ上の歯でたくさんのサッチを取る
ことで、土が活性化し元気な芝が生えます。
¥8,140（税込）
サイズ：W300mm　 作業幅：300mm
重量： 1 , 720g　材質：刃＝スチール  他　
持ち手＝プラスチック  他
 4
RM-M  芝生カット
敷地からはみ出した芝の端部を綺麗に
刈り揃えることができます。
¥4,950（税込）
サイズ：W280×D230mm   重量：560g 作
業幅：225mm　材質：刃＝スチール  他　
持ち手＝プラスチック  他

［グローブ］
ウルフガルテンのかわいらしいロゴがデザ
インされたガーデングローブ。手の平部分
はノンスリップ加工で作業しやすく、ガー
デニングのさまざまな場面で使用できます。
布製で、30℃位のぬるま湯での洗濯可能。

 5
GH-BA7  ガーデングローブS
¥2,090（税込）
サイズ：W225×D95mm　重量：41g   材質：
コットン 75％、PVC 20％、Spandex 5％
GH-BA8  ガーデングローブM
¥2,090（税込）
サイズ：W235×D100mm　重量：45g   材
質：コットン 75％、PVC 20％、Spandex 5％
GH-BA10  ガーデングローブL
¥2,090（税込）
サイズ：W245×D100mm　重量：49g   材
質：コットン 75％、PVC 20％、Spandex 5％
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VITAVIA
高品質かつリーズナブルな温室が揃うデンマークのガーデンハウスメーカー。
温室は手軽に取り入れられる大きさで、プランターなどのアクセサリーも。

 1
Firewood Storage
LIGNUM 401 HOCH
シンプルでおしゃれな薪ラック。軽くて、耐候
性、耐久性が高く、環境にも優しいジンカリ
ウム鋼板を使用し、屋外での使用に最適。
屋根付きで雨にも濡れにくく安定感がありま
す。
¥48,400（税込）　品番VFWSH401al
サイズ：W990×D400×H2000mm
重量：13.9kg　材質：ジンカリウム鋼板

 2
Garden bed
HOCHBEET TERRA 401 BASIC
ファイヤーストレージと同デザインのガーデン
ベッド。軽量で、芝生や土の上にセットする
だけと、簡単に組み立てが可能。気軽にプラ
ンターとして活用できます。
¥31,350（税込）　品番VRGBB402al
サイズ：W1620×D820×H400mm
材質：亜鉛アルミニウム

1

2

ビタビア

※商品の色はアルミカラーです。
（1 ファイヤーウッドストレージ参照）

GARDEN BED

FIREWOOD STRAGE



31VITAVIA / a+ design

土を入れるだけで使用できる国産の
杉材を利用した花壇。カラーはナチュ
ラルとブラックの2種類、4種類のサイ
ズをラインアップ。組み立ては四角の
端部分同士を組み合わせてピンを差
し込むだけと簡単。深く根の張る植物
には積み重ねて使用することも可能で
す。小さなサイズはバルコニーなど狭
いスペースでの使用に最適です。

 1
GARDEN BOXES 1200×800 Natural
¥7,590（税込）　品番ad-1208nl
サイズ：W1200×D800×H195mm
材質：木（無塗装）、アルミ
 2
GARDEN BOXES 1200×800 Black
¥8,250（税込）　品番ad-1208bk
サイズ：W1200×D800×H195mm
材質：木（塗装）、アルミ
 3
GARDEN BOXES 1200×400 Natural
¥7,260（税込）　品番ad-1204nl
サイズ：W1200×D400×H195mm
材質：木（無塗装）、アルミ

 4
GARDEN BOXES 1200×400 Black
¥7,920（税込）　品番ad-1204bk
サイズ：W1200×D400×H195 mm
材質：木（塗装）、アルミ
 5
GARDEN BOXES 800×600 Natural
¥5,500（税込）　品番ad-0806nl
サイズ：W800×D600×H195mm
材質：木（無塗装）、アルミ
 6
GARDEN BOXES 800×600 Black
¥6,050（税込）　品番ad-0806bk
サイズ：W800×D600×H195mm
材質：木（塗装）、アルミ
 7
GARDEN BOXES 800×300 Natural
¥5,170（税込）　品番ad-0803nl
サイズ：W800×D300×H195mm
材質：木（無塗装）、アルミ
 8
GARDEN BOXES 800×300 Black
¥5,720（税込）　品番ad-0803bk
サイズ：W800×D300×H195mm
材質：木（塗装）、アルミ

GARDEN BOXES

a+ design
エープラスが開発した『レイズドベット（立ち上げ花壇）』です。
素材はもちろんのこと、使いやすさにこだわった、シンプルなデザインでガーデンに彩りを加えます。

 エープラス  デザイン




