
ジーアクア

ウェイビースマート

ワンタッチ接続

３点止め
蛇口コネクター

キレイにしまえる
「コロン」

耐寒・耐圧ホース

ホース

20m付
（内径7.5m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

10m付
（内径9m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

30m付
（内径12m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

20m付
（内径9m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

15m付
（内径9m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

15m付
（内径9m/m）

手持ちでも

従来の20Mホースリールより
約30％軽量！！

すえ置きでも

■サ イ ズ／ （約）幅32.5×奥行38.5×高さ34.0㎝
 （ペダル、ステップ含む）
■本体重量／ （約）4.4㎏
■カ ラ ー／ ライトグレー　■入　数／3
■材　　質／ 本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅71.5×奥行35.5×高さ35.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）17.0㎏
■J A N／ 4971715 124168
■ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付

PRGA-15
ジーオート15

■サ イ ズ／ （約）幅31.0×奥行37.2×高さ41.7㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）6.6㎏
■カ ラ ー／ ブラウン　■入　数／1
■材　　質／ 本体：アルミダイカスト　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅33.0×奥行31.2×高さ43.0㎝
■梱包重量／ （約）6.9㎏
■J A N／ 4971715 125400
■メタルセブン、3点止め蛇口コネクター付
■ノズルホルダー付

AR-20（BR）
アルミ鋳物ホースリール20

■サ イ ズ／ （約）幅32.5×奥行38.5×高さ34.0㎝
 （ペダル、ステップ含む）
■本体重量／ （約）5.1㎏
■カ ラ ー／ ライトグレー　■入　数／2
■材　　質／ 本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅47.5×奥行35.5×高さ35.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）14.0㎏
■J A N／ 4971715 124397
■ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付

PRGA-20
ジーオート20

■サ イ ズ／ （約）幅19.8×奥行25.0×高さ33.4㎝
 （ハンドル含む）
■本体重量／ （約）2.4㎏
■カ ラ ー／ ライトグレー　■入　数／4
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅64.0×奥行26.0×高さ35.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）10.6㎏
■J A N／ 4971715 124717
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRS-20GN
ウェイビースマート20

■サ イ ズ／ （約）幅19.8×奥行25.0×高さ33.4㎝
 （ハンドル含む）
■本体重量／ （約）2.2㎏
■カ ラ ー／ ライトグレー　■入　数／4
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅64.0×奥行26.0×高さ35.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）9.5㎏
■J A N／ 4971715 123352
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRS-15GN
ウェイビースマート15

■サ イ ズ／ （約）幅19.8×奥行25.0×高さ33.4㎝
 （ハンドル含む）
■本体重量／ （約）1.8㎏
■カ ラ ー／ ライトグレー　■入　数／4
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅64.0×奥行26.0×高さ35.0㎝（大箱）
■梱包重量／ （約）7.9㎏
■J A N／ 4971715 123345
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRS-10GN
ウェイビースマート10

■サ イ ズ／ （約）幅35.0×奥行38.6×高さ34.0㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）5.2㎏　■カラー／ライトグレー　■入　数／1
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅39.8×奥行27.5×高さ35.7㎝（小箱）　■梱包重量／（約）5.8㎏
■J A N／ 4971715 123680
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRC-30GN
ウェイビーキューブ

■サ イ ズ／ （約）幅31.0×奥行34.5×高さ30.0㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）3.5㎏　■カラー／ライトグレー　■入　数／3
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅75.0×奥行35.3×高さ31.3㎝（大箱）　■梱包重量／（約）11.9㎏
■J A N／ 4971715 123338
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRC-20GN
ウェイビーキューブ

■サ イ ズ／ （約）幅20.0×奥行31.5×高さ33.2㎝　■本体重量／（約）3.0㎏
■カ ラ ー／ ブルー（BL）、ライムグリーン（LG）　■入　数／4　■材質／本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅82.0×奥行33.0×高さ35.5㎝（大箱）　■梱包重量／（約）13.7㎏
■J A N／ （BL）4971715 123611　（LG）4971715 123635
■ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付

PRR-20HC（BL）/PRR-20HC（LG）
コロン ブルー・ライムグリーン

カバーがスライドす
る

業界初のボックス型を採用。ホースが隠れて見た目スッキリ！
直射日光も防ぐのでホースの劣化を防ぎ、ホースが長持ちします。

PRB-20（BL）
ウェイビーBOX
■サ イ ズ／ （約）幅36.5×奥行40.5×高さ34.5㎝
 （ハンドル・本体接続部含む）
■本体重量／（約）4.5㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／3
■材　　質／ 本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅88.0×奥行41.5×高さ36.5㎝（大箱）
■梱包重量／（約）14.3㎏
■J A N／ 4971715 123178
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRB-30（BL）
ウェイビーBOX
■サ イ ズ／ （約）幅38.5×奥行43.5×高さ38.0㎝
 （ハンドル・本体接続部含む）
■本体重量／（約）6.0㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／1
■材　　質／ 本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅31.0×奥行45.0×高さ40.0㎝（小箱）
■梱包重量／（約）6.4㎏
■J A N／ 4971715 123369
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付、ノズルホルダー付

耐寒・耐圧ホース

ホース

30m付
（内径12m/m）

耐寒・耐圧ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

でホースの汚れが落ちる！水の力水の力
で驚きの安定感！＋ 水の重み水の重み

耐寒・耐圧ホース

ホース

20m付
（内径9m/m）

ホー
スの劣化を

防ぐ
完全カバー！

G-Auto
ジーオート

自動巻きホースリール丈夫で長持ち
メタルノズル付き

動画
配信中！

スマートフォンから
確認できます。

重厚な鋳物製で
趣のあるガーデンデザイン

散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール

踏むだけでらくらく自動巻き！

軽くて

ホース
ねじれにくいねじれにくい

高密度ストリング構造

※当社比

ねじれにくい！ねじれにくい！

住宅にマッチする
ブラウンカラー

ねじれにくいねじれにくいフルセット
ホースリール

スイングガイドで

手を汚さず
巻ける！
手を さず
巻ける！

ねじれにくいねじれにくい
高密度ストリング構造

※当社比

ねじれにくい！ねじれにくい！

軽くて

ホース

高密度ストリング構造

※当社比

ねじれにくい！ねじれにくい！軽くて

ホース

住宅の外壁と調和する
「ジースクエア」

■サ イ ズ／ （約）幅35.5×奥行31.0×高さ31.3㎝（ハンドル含む）　■本体重量／（約）3.9㎏
■カ ラ ー／ライトグレー　■入　数／3　■材　質／本体：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅88.0×奥行32.0×高さ32.5㎝　■梱包重量／（約）13.0㎏
■J A N／ 4971715 123642
■はさめるGノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRGS-20GNCF ジースクエア 中黒・防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

G-Square
ジースクエア

フルセットホースリール

PLASTIC PLASTIC ALUMINUM
軽くて取扱いに便利なオールプラスチック製！サビないのでお手入れも簡単。

プラスチックホースリール
軽くて取扱いに便利なオールプラスチック製！サビないのでお手入れも簡単。

プラスチックホースリール・アルミ鋳物ホースリール

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行32.5×高さ35.0㎝（ハンドル含む）
■本体重量／（約）3.5㎏　■カラー／ブラウン　■入　数／1
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅33.7×奥行31.8×高さ36.1㎝　■梱包重量／（約）4.0㎏
■J A N／ 4971715 125509
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQ-20N（BR） Gアクア20N（ブラウン）
ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行33.0×高さ35.5㎝（ハンドル含む）
■本体重量／（約）4.2㎏　■カラー／ブラウン　■入　数／3
■材　　質／本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅100.0×奥行31.8×高さ36.6㎝　■梱包重量／（約）13.7㎏
■J A N／ 4971715 125493
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQC-20（BR） Gアクア20C（ブラウン）
ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅35.2×奥行32.6×高さ35.1㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）3.5㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／3
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅100.0×奥行32.0×高さ37.0㎝
■梱包重量／ （約）11.5㎏
■J A N／ 4971715 124724
■Gノズル、3点止め蛇口コネクター付

PRQ-20GNF
Gアクア20 中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径15m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅39.0×奥行37.5×高さ39.5㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）4.5㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／1
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅38.4×奥行32.2×高さ41.4㎝
■梱包重量／ （約）5.8㎏
■J A N／ 4971715 125783
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQ-205HPSF
Gアクア205

ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行34.5×高さ38.0㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）3.9㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／3
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅106.5×奥行34.0×高さ40.0㎝
■梱包重量／ （約）13.5㎏
■J A N／ 4971715 124915
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付
■回転台座付き

PRQK-20
Gアクア20K

ねじれにくい
ホースが

■サ イ ズ／ （約）幅40.0×奥行33.0×高さ35.5㎝（ハンドル含む）　■本体重量／（約）4.5㎏
■カラー／ブラック　■入　数／3　■材　質／本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅100.0×奥行31.8×高さ36.6㎝　■梱包重量／（約）14.5㎏
■J A N／ 4971715 125844
■大水量ひっかけノズル、さすだけ蛇口コネクター付

PRQC-20DL Gアクアカバー20CDL

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

ねじれにくい
ホースが

本体が回転するから
倒れにくい

本体が回転するから
倒れにくい

太いから水量たっぷり！
ホースが

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行34.5×高さ38.5㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）4.9㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／3
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅106.5×奥行34.0×高さ40.5㎝
■梱包重量／ （約）15.2㎏
■J A N／ 4971715 124939
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付
■回転台座付き

PRQCK-20
Gアクア20CK

中黒防藻ホース

ホース

30m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅39.0×奥行37.5×高さ39.5㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）5.0㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／1
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅38.4×奥行32.2×高さ41.4㎝
■梱包重量／ （約）6.3㎏
■J A N／ 4971715 125073
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQ-30N
Gアクア30N

ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

30m付
（内径12m/m）

ねじれにくい
ホースが

■サ イ ズ／ （約）幅39.8×奥行37.5×高さ40.1㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）5.5㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／2
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅77.3×奥行32.2×高さ42.0㎝
■梱包重量／ （約）13.4㎏
■J A N／ 4971715 124960
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQC-30
Gアクア30C

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行32.5×高さ35.0㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）3.5㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／1
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅33.7×奥行31.8×高さ36.1㎝
■梱包重量／ （約）4.0㎏
■J A N／ 4971715 125066
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQ-20N
Gアクア20N

ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

ねじれにくい
ホースが

■サ イ ズ／ （約）幅37.0×奥行33.0×高さ35.5㎝（ハンドル含む）
■本体重量／ （約）4.2㎏
■カ ラ ー／ ブルー　■入　数／3
■材　　質／ 本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅100.0×奥行31.8×高さ36.6㎝
■梱包重量／ （約）13.7㎏
■J A N／ 4971715 124922
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQC-20
Gアクア20C

■サ イ ズ／ （約）幅39.8×奥行37.5×高さ40.1㎝（ハンドル含む）
■本体重量／（約）5.5㎏　■カラー／ブラウン　■入　数／2
■材　　質／本体、ハンドル：PP　ホース：軟質塩ビ
■梱包サイズ／ （約）幅77.3×奥行32.2×高さ42.0㎝　■梱包重量／（約）13.4㎏
■J A N／ 4971715 125837
■ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター付

PRQC-30（BR） Gアクアカバー30C（ブラウン）
ねじれにくい
ホースが

中黒防藻ホース

ホース

30m付
（内径12m/m）New!!

新商品
New!!
新商品

ジーフローラ

ジーアクア（ブラウンタイプ）

ウェイビーキューブ

ウェイビーBOX

ジーオート

コロン ジースクエア

にぎりやすい
どでかハンドルで

巻取りが巻取りが軽い！軽い！約30％※当社比
フルセットホースリール

中黒防藻ホース

ホース

20m付
（内径12m/m）

巻取りスムーズな
表面さらさらホース
巻取りスムーズな
表面さらさらホース

握りやすい
どでかハンドル
握りやすい
どでかハンドル

工具不要！簡単取付！
さすだけ蛇口コネクター
工具不要！簡単取付！
さすだけ蛇口コネクター

水量1.5倍！（当社比）
大水量ひっかけノズル
水量1.5倍！（当社比）
大水量ひっかけノズル


