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新たに2TYPEが仲間入り。こだわりのデザインでお庭を演出
ガーデン商品とのコーディネートでお庭で過ごす素敵な時間を提案

①差別化されたデザイン ③配送設定の改善②空間商品とのコーディネート

商品特長 3つのポイント ガーデンファニチャー

・他社にないLIXILならではのこだわりのデザイン
・多色展開により幅広いプラン提案が可能

小口配送と設置付き配送の使い分けによる
配送費の低減

プラスG・ウッドデッキ・ガーデンルームなどと共に
提案しやすいサイズ感・カラー展開

or
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素材・デザインにこだわった上質なファニチャー
最新トレンドを取り入れた、他社にない“LIXILならでは”の商品を追加

■新たな素材 ■トレンドを取り入れたデザイン

商品特長 ①差別化されたデザイン ガーデンファニチャー

アルミダイカスト

チーク（天然木）

高耐久なアルミ素材でありながら、
形状の自由度が高い。

金属では表現できない
温かみのある使用感。
経年による色調の変化も楽しめます。

イタリア・ベルギー発ブランドの商品を投入
LIXILガーデン商品とコラボレート
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利用シーン・空間商品とのコーディネートを意識したラインアップ
リビング・ダイニングとしての利用を想定。プラスG・ガーデンルーム等と組合せやすいシンプルなデザイン。

■ガーデン空間に設置しやすいサイズ感 ■豊富なカラー設定

商品特長 ②空間商品とのコーディネート ガーデンファニチャー

新商品設置イメージ
（デッキ 2間6尺）

チェア テーブル

動線を確保

チェア

900

660690

現行品（TYPE006） 新商品

840

50057010001000 900900

幅広い提案ができるカラーの商品を設定

■お庭のシンボルになるアクセントカラー

■ガーデン空間に馴染むカラー
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在庫機種は小口配送、受注生産機種は設置付き配送
小さくすぐ届く商品は小口配送、大きく運搬が大変な商品は設置付き配送。使い分けにより配送費を低減。

商品特長 ③配送設定の改善 ガーデンファニチャー

小口配送 設置付き配送

完工前の職人さんが対応可能なため設置の必要がない
小さめサイズの商品で誰でも簡単に運搬可能

完工した現場に対して職人さんを手配する必要がなく、
施主様だけで荷受可能

■在庫機種（受注から1週間ほどでお届け） ■受注機種（受注から3~5か月でお届け）

※既存品も2023年2月1日より新規運用に切り替えになります
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■22年2月発売

■現行品

商品仕様 ラインアップ紹介 ガーデンファニチャー

TYPE001 TYPE002 TYPE003 TYPE004 TYPE005

TYPE006 TYPE007 TYPE008 TYPE009

TYPE011TYPE010

New New
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商品仕様 TYPE010 特長 ガーデンファニチャー

TYPE010
アルミダイカストを使った特徴的な形状と
豊富なカラーバリエーションが特徴 Point1

Point2

Point3

スチールに比べ耐久性が高い
アルミダイカストを使用
サビの心配もいりません

全14色の豊富なカラーバリエーション
お庭の雰囲気に合わせた幅広いコーディネートが可能

スタッキング可能
洗濯やDIYなどで広くスペースを
使いたいときはコンパクトに収納
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商品仕様 TYPE010 ガーデンファニチャー

ダイニングチェアA ダイニングチェアB ダイニングテーブル

画像

上代価格（在庫/受注） ¥94,000/¥97,000 ¥80,000/¥83,000 ¥310,000/¥313,000
色展開（在庫/受注） 14（2/12） 14（2/12） 14（2/12）

在庫対象 〇 〇 〇

在庫

受注
生産

3機種とも基幹色として2色は在庫、その他12色は受注生産対応

※在庫機種は小口配送、受注生産機種は設置付き配送になります。 ※2023年2月現在の価格です。
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商品仕様 TYPE011特長 ガーデンファニチャー

TYPE011
Point1

Point2

Point3

細身のラタン編み、スリムなフレームで
高級感を感じるデザイン
ベルギー発の流行最先端アイテム

耐久性に優れた素材である
人工ラタン・アルミフレームを使用
汚れてもお手入れが簡単

温かみを感じる天然木のテーブル
屋外使用でも安心の
耐候性をもつチーク材を使用
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ダイニングチェアA ダイニングチェアB ダイニングチェアC ダイニングチェアD

画像

上代価格 ¥62,000 ¥70,000 ¥71,000 ¥70,000
色展開 2 2 2 2
在庫対象 〇 〇 〇 〇

商品仕様 TYPE011 ガーデンファニチャー

ダイニングテーブル

画像

上代価格 ¥261,000
色展開 1
在庫対象 〇 ※2023年2月現在の価格です。
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ガーデン商品とガーデンファニチャーのセット提案のメリットを訴求
売る人が提案したいと思えるような3つのメリットで訴求。

セールスポイント ガーデンファニチャー提案のメリット ガーデンファニチャー

③現場単価Up

施工が不要なため
手間をかけずに現場単価Up

¥200,000

＋α

②お庭のトータルコーディネート

LIXIL商品とコーディネート
しやすいカラーやデザインを展開

ガーデン空間で過ごす時間を
イメージしやすい提案へ

①生活シーン提案で
デッキ等本体の成約率UP
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詳しい商品情報はスペシャルサイトでチェック
価格・サイズ・施工事例など商品情報はすべてスペシャルサイトでご覧いただけます。

販促ツール紹介 ①ガーデンファニチャースペシャルサイト ガーデンファニチャー

■商品情報

https://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_furniture/

■施工事例

※発売以降も最新の現場事例を継続的に更新していきます。

https://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_furniture/
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ガーデンルーム・デッキ購入予定の方をターゲットに使用感を訴求
新商品ラインアップを紹介。チラシ内のリンクよりスペシャルサイトへの誘導を図ります。

■パンフレット

販促ツール紹介 ②パンフレット ガーデンファニチャー

※発売直後は総合カタログへの掲載がないため、パンフレットの活用により拡販をお願いします。

掲載場所 ：Webカタログ 2022年12月19日公開
ターゲット ：ガーデンルーム・デッキをご購入予定のユーザー様
利用イメージ ：カタログ等でガーデンルーム・デッキの提案をする際に一緒に見せてセットでのプラン提案を行う

Before After 設置イメージを
Before/Afterで紹介

新商品ラインアップを紹介

興味を持ってくれた方を
スペシャルサイトへ誘導
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誰でも簡単に素敵なガーデン空間の提案ができる
施工事例をもとに、空間商品とのカラーコーディネートや設置場所の広さについてアドバイス

■カラーコーディネート ■設置スペース

販促ツール紹介 ③コーディネート提案ツール ガーデンファニチャー

施工事例を参考に空間商品とガーデンファニチャーの
カラーコーディネートを解説

必要な広さや設置時の動線についてアドバイス
窮屈で使いづらいお庭にならないための参考に

LIXIL商品の形材・ラッピング色
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新商品の紹介とSPサイトへの誘導。他商品ページからの流入も。
デッキ・ガーデンルーム構想の段階からガーデンファニチャーをインプット

■ガーデンファニチャーページ

販促ツール紹介 ④総合カタログ ガーデンファニチャー

■他商品ページ
新商品紹介

TYPE010

New

スペシャルサイトへの誘導

※掲載イメージ（現デッキDC単品カタログ）
掲載予定
デッキDS・デッキDC・ココマ・ガーデンルームGF・プラスG
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スペシャルサイトからダウンロードできます。発注資料として活用ください

規格表・図面 ガーデンファニチャー

TYPE別明細、カラーバリエーション、注意事項

■規格表

https://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_furniture/data-download.htm

■図面

全商品の簡易図面

https://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_furniture/data-download.htm
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