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deluxs TENT

球状型のテント『DOMETENT』をはじめとした屋外常設設置
想定したグランピングテントです。
風や雨に対し高い耐久性があり、空調機器を取り付ければ全
シーズンでご活用頂けます。

強度や利便性だけでなくスタイリッシュな外観デザインは施
設の景観をおしゃれに彩ります。
グランピング施設の顔ともいえる要素となりますので、お客様
の施設にマッチした最高のテントをお選びください。

球体に近づけるための工夫としてフレームのマス目を極限まで細かくして
おります。付随して増えたフレームが強度を底上げしており、風を受けにく
いより滑らかな球体は、耐久性の部分もグレードアップさせています。
また、外幕と内幕の間に通気層を設け、空気を効率よく中に取り込み、換気
扇による定期的な空気の入れ替えを行うことで、冬場に発生する結露から
カビを抑制します。

デザイン性と耐久性を両立した構造設計



deluxs DOME (model5 3V仕様)

直　径　：5m

高　さ　：2.5m

面　積　：19.6㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

deluxs DOME (model5 4V仕様)

直　径　：6m

高　さ　：3m

面　積　：28.2㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

deluxs DOME (model5 4V仕様)

直　径　：7m

高　さ　：3.5m

面　積　：38.4㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

deluxs DOME (model5 4V仕様)

直　径　：8m

高　さ　：4m

面　積　：50.2㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

deluxs DOME (model5 4V仕様)

直　径　：9m

高　さ　：4.5m

面　積　：63.5㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

deluxs DOME (model5 4V仕様)

直　径　：10m

高　さ　：5m

面　積　：78.5㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

・4重構造アウトドアテント（外幕）

・断熱材入りインサイドテント（内幕）

・専用カーテン（レール付き）

・LIXIL製玄関ドア

・強風対策キット（アンカー部除く）

【セット内容】

5m

6m

7m

8m

9m

10m

STARテント

直　径　：8m

直　径　：10m

直　径　：12m

【サイズ・価格】 直　径　：14m

直　径　：16m

STARテント-Wide-

ポリカボネートABSテント

サイズ　：3.3mΦ

高　さ　：2.3m

面　積　：8.5㎡

【サイズ】

・ポリカーボネート壁面パネル

・専用ドア

・開閉式窓

【セット内容】

GAVANA VIlla

サイズ　：4m×4m

高　さ　：2.5m

面　積　：16㎡

【サイズ】

・スチールフレーム

PVC壁ルーフカバー：1100g二重被覆

白色PVDF、UV耐性、難燃性　Q235建築用鋼管

【セット内容】

ECOドーム

直　径　：3.6m

高　さ　：2.2m

面　積　：10.1㎡

【サイズ】

・PVCフレーム

・透明テント

・サンシェイドカバー

【セット内容】

エアドームテント

サイズ　：4m×4m

【サイズ】

2ポール 14M

2ポール 16M

【サイズ・価格】

3ポール  21M



燃えない、吸水しない、腐らない人工木

deluxs Deewood

従来のウッドデッキの最大の悩みであった経年劣化による腐

食の心配をなくし、メンテナンスフリーでいつまでも自然の

風合いを維持するために、「DeeWood」は誕生しました。

「DeeWood」はB2Bに特化した業態から、工務店様、外構業者

様などに大きなご支持を頂戴しています。

それは、お客様から頂く貴重なご意見で育まれた「価格力」「

品質力」「対応力」と自負しています。

人口木の最大のメリットである耐久性もDeeWoodの特筆すべきポイント
です。非常に高レベルで施されている、防火・防水加工により、高温多湿の
場所でもメンテナンスフリーで長期間ご使用いただけます。
吸水率も0.4%と非常に低く、水分による腐食の心配もほとんどございま
せん。



ウッドデッキ ダークグレイ
サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

ウッドデッキ チョコレート
サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

ウッドデッキ コーヒー
サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

ウッドデッキ ダークコーヒー
サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

ウッドデッキ マホガニー
サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

ウッドデッキ チーク

サイズ：H200×W15×D2.4(cm)
素材 : 樹脂

WPC根太
サイズ：H300(cm)

素材 : 樹脂

WPC幕板
サイズ：H200(cm)

素材 : 樹脂

ネジ付きプラスチッククリップ
サイズ：H1.6×W3.7×0.6(cm)

素材 : プラスチック/鉄

拡張ネジ
サイズ：H8×W0.8cm)

素材 : プラスチック



deluxs Outdoor TOOL

ダイニングセット、ソファ、パラソル、ライト、ヒーターなどグラ
ンピング事業を始めるために必要な屋外家具をご用意して
おります。

さらにラルムソファや木の葉ベッド、パラソルヒーターなど
他の施設にはない魅力を感じさせるグランピング家具をご
提案させていただきます。

deluxs Outdoor TOOLはグランピング運営に高級感と快適性をお届けいたします。
まるで南国の高級ヴィラにいるような雰囲気を感じさせるソファ、ダイニングから山奥の電源がない場所でも明かりを灯すソーラ
ーライト、冬でも暖かなグランピング体験が可能になるパラソルヒーターなどお客様の満足度を最大限にまで高めることができ
ます。

あらゆるシチュエーションに合わせた屋外家具を低価格でご用意



¥139,651

¥76,128¥5,1792

¥139,600

ソーラー昆虫キラー街路灯
W53×H32.8

ソーラー街路灯

W61×H9×D27.6

ウッドダイニング （無垢チーク材）

 : 
【テーブル】
W245×H76×D100 (cm)

【チェア】
W58×H64×D56 (cm)

PEラタン ラルムソファ
W200×H268 (cm)
入り口高さ：W130×H80 (cm)

木の葉ベッド
W210×D80×H40(cm) ×1

¥81,120

ハンギングパラソル
W300×H255 (cm)

専用ウェイトベース

 : 

ウッドソファセット （無垢チーク材）ガーデンダイニングセット 02

ガーデンダイニングセット 01

シングルソファ：W122×H35×D61 (cm)
ダブルソファ：W162×H62×D85 (cm)
ダブルソファ：W122×H35×D61 (cm)

ガーデンベンチ

ソーラーボラードライト
W28×H61×D10

ソーラービルボードライト

PEラタン
ガーデンソファセット
 Coffee Table：W90×H30 (cm)　
2人掛けソファ：W220×H65×D76 (cm)
1人掛けソファ：W76×H65×D76 (cm)

ソーラー街路灯

ソーラー昆虫キラー街路灯
 W53×H32.8テーブル：W140×H70×D80  (cm)×1

チェア：W52×H72×D52(cm)×4

テーブル：W120×H74×D80 (cm)×1
チェア：W56×H72 ×D87 (cm)×4

ガーデンベンチ
W1500×H75×D48

ガーデンストレートベンチ
W1500×H39×D42

W60×H6.7×D11.5

W61×H9×D27.6



deluxs FURNITURE

テーブルや椅子、照明やパラソルなど、グランピング施設運
営にあたり必要な商品を扱っております。

オーソドックスなものから一風変わったユニークなデザイン
のものまで、多種多様なラインナップの商品を取り揃えてお
りますので、独自の組み合わせでオリジナリティ溢れるグラン
ピング施設をご構想頂けます。

無駄なコストを極限まで削った高機能・高デザイン家具はバリエーションを無限に広げるだけではなく、様々なニーズに合わせて
ご利用される方に最高の宿泊体験を提供します。大自然とドームテントのラグジュアリーな空間とのコントラストが、グランピング
の醍醐味です。宿泊される方が快適に過ごす事はもちろん非日常な贅沢体験を提供します。

著名家具の数々を工場直輸入による破格の低コストで販売



インダストリアルウォールランプ
W78×H69 (cm)
素材 : 鉄
電圧 : 110V
電力 : 40w

インダストリアルテーブルランプ
W20×H28×D15 (cm)

素材 : 鉄
電圧 : 110V
電力 : 31w-40w

ボックスシャンデリア
W69×H78 (cm)
素材 : アルミニウム
電圧 : 110V
電力 : 40w

ホタルシャンデリア
W155×D156×H75(cm) ×1
素材 : 鉄、ガラス
電圧 : 110V

ガラス クリスタルテーブルランプ
W40×H47 (cm)
素材 : ガラス、金属

アルミ装飾ミラーゴールド

素材 : 木枠、アルミシートカバー

¥49,920

ヴィンテージミラーゴールド

素材 : 木製、銅板カバー

¥49,920

黒鉄ペンダントライト
素材 : 鉄
電圧 : 110V

三脚テーブルスタンドランプ
W29×H35.5 (cm)
素材 : ガラス、金属

ガラスシャンデリア
W198×D198×H25(cm) ×1
素材 : ガラス、金属

レジン シャンデリア
W80×H73 (cm)
素材 : レジン

ハイスタンドランプ
W48×H140 (cm)

ダイヤモンドシャンデリア
H33×D39
H33×D40
H52×D50 (cm)

素材 : 鉄
電圧 : 110V
電力 : 21w-30w

素材 : ガラス、金属

麻ロープペンダントライト
W100×H100 (cm)

素材 : 鉄、麻ロープ
電圧 : 110V

¥14,976

¥16,224

 W69×H35×D36 (cm)

W63×H28.5×D35 (cm)
W81×H106×D4.5

W76×H112×D3

フットスツール
トリケラトプス(緑)

フットスツール
トリケラトプス(白)

ビロードシングルソファ
W109×H66.5×D99

W103×H92×D94

W58×H58×D58

W35×H51

W50×H53

レトロシングルソファ

ステンレスティーテーブル

アルミトランクボックス

アルミサイドチェア

素材 : ファブリック

素材 : ファブリック

素材 : アルミニウム製ABSカバー、シートパッド用高密度フォーム

素材 : アルミシート付きの木製フレームカバー、
ブラックのバイキャストレザーハンドル

素材 : ソリッドフレーム、背面アルミシート

素材 : ブラック強化ガラストップ、ステンレススチール、
ダークグレー強化ガラスベース

素材 : 外側の黒いスチールフレーム、ソファの木製内側フレーム、
高密度フォーム、ファブリックカバー



deluxs LEDIX

光の生み出す創造性は無限大です。

光は人の営みを助ける身近な存在でありながら、時に私たち
の心を打つ非日常な感動体験を与えてくれます。

LEDを仕込んだ家具や遊具は美しく、かつリラックスできる
空間を演出します。
近年流行のインスタグラム等のSNSとも好相性。空間演出
だけでなく、話題性を生み出す広告の部分でも大きな効果
を期待できるでしょう。

LEDIXの家具は、発光色はもちろんのこと数多くの発光パターンを有しており
シーンに合わせた演出を選ぶことができます。
ナイトプールであれば目まぐるしく変化する蛍光色。ルーフトップバーであれ
ば、カップルたちが雰囲気に酔うムーディーな赤色とゆったりとしたスピード
で流れる光……などなど、TPOにい合致した演出をスイッチ一つで演出する
ことが可能です。

多様な発光パターンが映え空間を演出します



LEDソファ 中央
サイズ：H72×W66×D76(cm)
付属 : バッテリー、充電器、クッション

付属 : バッテリー、充電器、クッション特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

LEDアイスバケットテーブル
サイズ：H42×W122×D68(cm)

LEDソファ コーナー
サイズ：H72×W76×D76(cm)

LED 1/4 円型バー

サイズ：H106×W162×D58(cm)

LED テーブル
サイズ：H76×W120(cm)

LED コーヒーテーブル
サイズ：H76×W80(cm)

LED ハンギングチェア
サイズ：H40×W130(cm)

LED チェア
サイズ：H73×W65×D65(cm)

LED フロア
サイズ：H7×W50(cm)

LED シーソー LONG
サイズ：H30×W400×D23cm)

付属 : バッテリー、充電器、クッション
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

付属 : バッテリー、充電器
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

付属 : バッテリー、充電器、天板ガラス
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

付属 : バッテリー、充電器、天板ガラス
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

付属 : バッテリー、充電器
特徴 : LEDはリモートによって変化します

特徴 : LEDはリモコンとタッチで色が変化します。
床に触れると、LEDライトの色が変わります。

※バッテリー無し、電源無し

特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します
※バッテリー無し

付属 : バッテリー、充電器
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します

付属 : バッテリー、充電器、天板ガラス
特徴 : LEDはリモートによって16色に変化します



deluxs FIRE Pit

太古から今まで、変わることなく人々の営みを明るく照らしてき
た炎は、我々にとって不可欠な自然の恵でした。それは利便性
に限ったことではありません。
ただ燃え盛る炎を眺めるだけで、人は心まで温められるのです
。
そして、そんな炎のチカラを最大限に引き出すのがこのファイ
ヤーピット。
さながら物語のワンシーンを切り取ったかのような形状は、燃
え盛る炎をドラマチックに演出し、グランピング 体験をさらに
豊かなものに変えることでしょう。

deluxs FIRE Pitは全て手作りで、金属プレートをカットして製作していますの
で、完全オリジナルのカット形状が可能になります。
施設やブランドのロゴマークはもちろん、コンセプトなどに合わせたデザイ
ンが炎の影となり映し出されるシルエットは、SNS利用でのフォトスポットと
しても非常に効果を発揮してくれます。
熟練の職人による加工技術で、世界に一つのオリジナルデザインをお届け
します。

お好きなデザインでの作成も可能です



オーダーデザイン ：　可能
備　　考 ： 製品の仕様・価格は予告なく

変更をすることがございます。

発 注 ロ ッ ト  ：　1~

サ イズ  ：　W105×H110 (cm)
重　　量 ：　100kg

素　　材 ：　鉄（錆加工）

hose

space forest phoenix phoenixⅡ

champion tree heart

farmer

sea



deluxs DINOSAUR

様々なモノやサービスが、目まぐるしいスピードでムーブメ
ントをおこす現代。
極端に短くなった製品ライフサイクルの中で、普遍的なロマ
ンを与え続けてくれる存在              それが、恐竜です。

古より続くその存在は、世代を問わず多くの人に愛され続け、
時に優しく、時に厳しく、そして哲学に通ずるような人生模様
を映し出す、そんなロマンを提供致します。

deluxs DINOSAURの恐竜は、全世界に向けて製造・販売するワールドワイドな製造工場と業務提携の元に創られています。
世界中の導入実績から培われた技術で、細部までこだわり続けたハンドメイドの恐竜は、全世界の人を魅了し続けています。
企画・製作・施工と、プランニングから納品まで一気通貫で行いますので、ご安心ください。

世界基準でディティールにこだわったハンドメイド工程です。



付属 : バッテリー、充電器、クッション

ティラノサウルス
サイズ：L13(m)
部材 : 【素材】スチール、シリコンラバー、高密度発泡剤　
            【部品】モーター、減速ギア
機能 : 1. 赤外線センサー　2. 遠隔操作

付属 : バッテリー、充電器、クッション

トリケラトプス
サイズ：L4×H1.2(m)
部材: 【素材】 スチール、シリコンラバー、高密度発泡剤
　       【部品】モーター、減速ギア
機能 : 1. 赤外線センサー 2. 遠隔操作

付属 : バッテリー、充電器、クッション

ヴェロキラプトル
サイズ：L13(m)
部材: 【素材】 スチール、シリコンラバー、高密度発泡剤
           【部品】モーター、減速ギア

機能 : 1. 赤外線センサー 2. 遠隔操作

付属 : バッテリー、充電器、クッション

ステゴザウルス
サイズ：L4×H1.2(m)

機能 : 1. 赤外線センサー 2. 遠隔操作

部材: 【素材】 スチール、シリコンラバー、高密度発泡剤
　       【部品】モーター、減速ギア

付属 : バッテリー、充電器、クッション

ブラキオサウルス
サイズ：L20×H10(m)

部材: 【素材】 スチール、シリコンラバー、高密度発泡剤
　       【部品】モーター、減速ギア
機能 : 1. 赤外線センサー 2. 遠隔操作


