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軽くて
扱いやすい

衝撃に強い

エッジの立った
美しいデザイン

丈夫で長持ち

プロ用プランターの原点を追い求め、辿り着いた答えが
「マツオ・マリンファイバー・コレクション」です。
汎用性の高いベーシックなデザインに、
船舶用と同製法の高品質GFRP素材を採用することで、
比類なき軽さと丈夫さ・耐久性を実現。
運搬・設置が楽に行えて、長期間の使用にも耐える
安心の逸品です。

シンプルであること、
頑丈であること、扱いやすいこと。

高品質・高耐久性・満足度を求めたら、
ここにたどり着きました
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GFRPとは"Glass-Fiber Reinforced Plastic"の略称で、樹脂を
ガラス繊維で補強したものの総称。
この「総称」には様々な製法や材料が含まれ、それ故に品質も様々です。

マツオ・マリンファイバー・コレクションでは、船舶用と同製法の
高品質GFRP「マリングレード・ファイバーグラス」を採用。
これにより、引張・曲げ・せん断の各応力に対する強度に加え、あらゆる
天候下での比類なき耐久性をも実現。
まるで彫り出した岩のように堅牢で頼もしく、それでいて驚くほどの
軽さを併せ持つ製品に仕上がりました。

軽量かつ頑丈という特長により、持ち上げ・移動・植込みが抜群にしや
すくなるだけでなく、使用できる場所の選択肢までもが広がる、
まさに優れものです。
「マリングレード・ファイバーグラス」ならではの耐紫外線性・耐霜性・耐
候性は既に、冬のニューヨークのバルコニーからドバイのビルの屋上に
至るまでの使用実績を通じ、証明済みです。

GFRPとは"Glass-Fiber Reinforced Plastic"の略称で、樹脂を
ガラス繊維で補強したものの総称。
この「総称」には様々な製法や材料が含まれ、それ故に品質も様々です。

マツオ・マリンファイバー・コレクションでは、船舶用と同製法の
高品質GFRP「マリングレード・ファイバーグラス」を採用。
これにより、引張・曲げ・せん断の各応力に対する強度に加え、あらゆる
天候下での比類なき耐久性をも実現。
まるで彫り出した岩のように堅牢で頼もしく、それでいて驚くほどの
軽さを併せ持つ製品に仕上がりました。

軽量かつ頑丈という特長により、持ち上げ・移動・植込みが抜群にしや
すくなるだけでなく、使用できる場所の選択肢までもが広がる、
まさに優れものです。
「マリングレード・ファイバーグラス」ならではの耐紫外線性・耐霜性・耐
候性は既に、冬のニューヨークのバルコニーからドバイのビルの屋上に
至るまでの使用実績を通じ、証明済みです。

衝撃に強いタフな仕上がり軽量設計

マツオ・マリンファイバーコレクションの特長を動画でご覧いただけます。

― マツオのGFRP―　― マツオのGFRP―　

類稀なるタフさは使用実績が物語る。
　　その実力は、灼熱・真夏のドバイの屋上使用から
　　　　極寒・真冬のニューヨークのバルコニー使用まで。

類稀なるタフさは使用実績が物語る。
　　その実力は、灼熱・真夏のドバイの屋上使用から
　　　　極寒・真冬のニューヨークのバルコニー使用まで。

角の立ったエッジ、表面の自然なテクスチャ仕上げ
タフな使用に耐えられる品質の高さが特長です。



ハイワイド・アーバン120

クールグレイ アスファルトサンドストーン

ワイド・アーバン100
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L1200×D450

L1140×D390

サイズ 外寸：L1200×D450×H700mm

鉢号数 12号鉢×3
容量 約360リットル
重量 17.2kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）70,000円

ハイワイド・アーバン120
品番

サイズ 外寸：L1000×D450×H450mm

鉢号数 10号鉢×3
容量 約190リットル
重量 11.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）40,000円

ワイド・アーバン100

（内寸：L1140×D390） （内寸：L940×D390）

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-8565-120USS
MF-8565-120UCG
MF-8565-120UAS

MF-6280-100USS
MF-6280-100UCG
MF-6280-100UAS



基本の
仕上げカラーは 3種

サイズ 外寸：L450×D450×H450mm

鉢号数 10号鉢
容量 約85リットル
重量 6.6kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）26,000円

スクエア・アーバン45

サイズ 外寸：L600×D600×H600mm

鉢号数 15号鉢
容量 約205リットル
重量 11.2kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）43,000円

スクエア・アーバン60

サイズ 外寸：L460×D460×H760mm

鉢号数 12号鉢
容量 約150リットル
重量 9.4kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）40,000円

ハイスクエア・アーバン46

サンドストーン クールグレイ アスファルト

スクエア・アーバン45
ハイスクエア・アーバン46

スクエア・アーバン60

ハイスクエア・アーバン46 スクエア・アーバン45スクエア・アーバン60
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（内寸：L420×D420） （内寸：L520×D520） （内寸：L370×D370）

品番 品番 品番

SS CG AS

サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-8310-046USS
MF-8310-046UCG
MF-8310-046UAS

MF-5945-060USS
MF-5945-060UCG
MF-5945-060UAS

MF-5945-045USS
MF-5945-045UCG
MF-5945-045UAS



サイズ 外寸：L1120×D180×H180mm

鉢号数 4号鉢×8
容量 約32リットル
重量 5.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

（内寸：L1080×D140）
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ローワイド・アーバン112
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ローワイド・アーバン81ローワイド・アーバン66

価格（税別）29,000円

ローワイド・アーバン112

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-6230-112USS
MF-6230-112UCG
MF-6230-112UAS

サイズ 外寸：L810×D180×H180mm

鉢号数 4号鉢×6
容量 約11リットル
重量 3.8kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

（内寸：L770×D140）

価格（税別）24,000円

ローワイド・アーバン81

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-6230-081USS
MF-6230-081UCG
MF-6230-081UAS

サイズ 外寸：L660×D180×H180mm

鉢号数 4号鉢×5
容量 約9リットル
重量 3.2kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

（内寸：L620×D140）

価格（税別）13,000円

ローワイド・アーバン66

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-6230-066USS
MF-6230-066UCG
MF-6230-066UAS

ローワイド・アーバン112



サイズ 外寸：Φ410×H410mm

鉢号数 10号鉢
容量 約32リットル
重量 3.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

テーパーラウンド・アーバン41

サイズ 外寸：Φ510×H510mm

鉢号数 13号鉢
容量 約62リットル
重量 4.5kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）21,000円

テーパーラウンド・アーバン51

サイズ 外寸：Φ860×H860mm

容量 約313リットル
重量 12.4kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

価格（税別）63,000円

テーパーラウンド・アーバン86

（内寸：Φ350） （内寸：Φ450） （内寸：Φ760）
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テーパーラウンド・
アーバン41

テーパーラウンド・
アーバン51

テーパーラウンド・
アーバン86

価格（税別）14,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-1995-041USS
MF-1995-041UCG
MF-1995-041UAS

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-1995-051USS
MF-1995-051UCG
MF-1995-051UAS

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-1995-086USS
MF-1995-086UCG
MF-1995-086UAS

テーパーラウンド・アーバン51

テーパーラウンド・アーバン86

テーパーラウンド・
アーバン41



サイズ 外寸：Φ460×H300mm

容量 約36リットル
重量 2.7kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

Φ200

Φ460
Φ360
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Φ250

Φ610
Φ480
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ボウル・アーバン46 ボウル・アーバン61

ボウル・アーバン46

（内寸：Φ360）

価格（税別）14,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-1970-046USS
MF-1970-046UCG
MF-1970-046UAS

サイズ 外寸：Φ610×H400mm

容量 約84リットル
重量 4.9kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

ボウル・アーバン61

（内寸：Φ480）

価格（税別）25,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-1970-061USS
MF-1970-061UCG
MF-1970-061UAS

ボウル・アーバン46

ボウル・アーバン61



サイズ 外寸：Φ460×H200mm

容量 約24リットル
重量 3.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

サイズ 外寸：Φ760×H320mm

容量 約120リットル
重量 6.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

サイズ 外寸：Φ610×H260mm

容量 約62リットル
重量 4.0kg
底穴なし （無償にて穴開け可）

Φ350

Φ460
Φ610

Φ420

Φ485 Φ600

Φ570

Φ760

Φ720

20
0 26

0 32
0

ローボウル・
アーバン46

ローボウル・
アーバン61

ローボウル・
アーバン76

（内寸：Φ720）

（内寸：Φ420） （内寸：Φ570）

ローボウル・アーバン76

価格（税別）29,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-2720T-076USS
MF-2720T-076UCG
MF-2720T-076UAS

ローボウル・アーバン61

価格（税別）19,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-2720T-061USS
MF-2720T-061UCG
MF-2720T-061UAS

ローボウル・アーバン46

価格（税別）11,000円

品番
サンドストーン

クールグレイ

アスファルト

MF-2720T-046USS
MF-2720T-046UCG
MF-2720T-046UAS

ローボウル・アーバン46

ローボウル・アーバン61

ローボウル・アーバン76



Size Chart

ハイワイド・アーバン120ワイド・アーバン100 ハイスクエア・
アーバン46

スクエア・
アーバン45

スクエア・
アーバン60

ローワイド・アーバン112

175cm

50

100

150

160cm



※ハンドメイド仕上げの為、表面の仕上がりには個体差があります。
※室内でご使用の場合は、内側に必ず養生をしてください。　
※鉢サイズには個体差があります。±5％程度までの誤差はご容赦ください。
企画・設計：アメリカ　製造：ベトナム
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TEL.042-984-0808

※全品輸入品となります。在庫状況をお問い合わせください。
※受注発注品については、4～5か月程度かかります。　
※印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
※表示価格は全て税抜き価格です。価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

有限会社松尾貿易商会
〒350-1222　埼玉県日高市大谷沢667-2

E-mail: info@matsuo-e-pot.com
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