
リプラコンテナ

現場に合わせたサイズで製造できる、
安価・軽量なコンテナです！
1. 比重約0.8の木発泡廃プラ製なので軽く・腐らず・丈夫
2. 直線も曲線も作れるので、自由なデザインが可能
3. ビス隠し加工で、木目調を生かしたきれいな仕上がり
4. 現場に合わせたサイズで製作なので、置くだけ・繋ぐだけ
5. 底上げやレイズドベットなど、オーダーで設計注文も可能
6. 化粧仕上げも簡単(デッキ材仕上げやタイル仕上げなど)

連結式コンテナ 慶應義塾大学 屋上緑化 薬草園 曲面式コンテナ・デッキ材仕上げ 世田谷区 個人邸

ビス穴 未加工時 ビス穴 隠し加工時

コンテナ
部分

嵩上げ
部分

(空洞)

嵩上げコンテナレイズドベット

ビス隠し加工 特殊な形状もオーダーで設計・製造可能です

連結式コンテナ 大阪市 L14,000xW180xH340mm (8基接続) 枕木式コンテナ 名古屋駅前ビル屋上 L4,710xW1,200xH450mm

施工事例

34,000円50,000円曲面L1,800×W900×H350

21,760円32,000円L1,800×W600×H400

15,640円23,000円L1,800×W300×H350

10,880円16,000円L900×W300×H350

11,560円17,000円L500×W500×H500

会員特別
販売価格

希望小売
価格コンテナサイズ例 (mm)

価格例

※オーダーサイズ加工ですので、価格はお気軽に
お問い合わせ下さい / 上記単価は消費税・送料別途
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リプラエッジ・リプラ⼟留め・リプラルートバリア

今までに無く安価でサイズ自在な⾒切り材です！
1. 比重約0.8の木発泡廃プラ製なので軽く・腐らず・丈夫
2. 2,4,6,9,12mmから厚さを選べ、直線も曲線も作れます
3. 1本・1枚から発送可能なので、余剰在庫が出ません
4. 自在の高さにカット可能(H100,150mmは在庫あり)
5. 基本1,800mm単位で板を発送。カットも可能です。
6. 板厚次第で、簡易な⼟留めや竹のルートバリアにも使⽤可
7. ⿊と茶⾊の2⾊が選べるので、既存⼟壌の⾊に合わせて施工可

エッジ⾒本(⿊／茶)
上から2,4,6,9,12mm
⼟留めは基本12mm使⽤

コンクリートと植栽のエッジ・曲線

商品紹介

714円1,050円9×H150×L1800
68円100円(杭) 15×30×200

544円800円6×H100×L1800
592円870円4×H150×L1800
456円670円4×H100×L1800

会員特別
販売価格

希望小売
価格エッジサイズ例 (mm)

価格例

※オーダーサイズ加工ですので、価格はお気軽に
お問い合わせ下さい/上記単価は消費税・送料別途

エッジ⽤リプラ杭／使⽤例
15x30×250mm

↑出荷時 荷姿例
〜1.8m単位で発送
高さはオーダー可能
(100,150mmは

基本常時在庫あり)
↑板と板の繋ぎ例(留め板／杭)

簡易な施工の場合、繋ぎなし
でドン付け／杭で繋ぐ施工も
ございます

施工事例

⼟壌と砂利のエッジ・直線 ⼟壌と砂利のエッジ・曲線

緩斜面での⼟の流出防⽌・曲線 竹のルートバリア・直線
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⼟留め⽤リプラ杭
上左 15x30 上右 25x50
中左 44x44 中右 40x60
下 100x100 (mm)



平成 年 月 日

東京都造園建設業協同組合 組合員様⽤注文書
南出株式会社 担当：南出紘人

FAX ：059-383-6526
TEL ：059-382-0040 携帯 ：080-4400-1380
住所 ：〒513-0801  三重県鈴⿅市神⼾7-8-5
Mail ： hiroto@minamidekk.co.jp
URL ： http://www.minamidekk.co.jp

※1558円820円H100mm × L1800mm
リプラエッジ茶⾊
9mm厚(直線向き) ※1714円1,050円H150mm × L1800mm

※1 , 2別途⾒積希望寸法：H        mm×L1800mm

※1 , 2別途⾒積希望寸法：H        mm × L1800mm

※1544円800円H100mm × L1800mm
リプラエッジ茶⾊
6mm厚(直線向き) ※1680円1,000円H150mm × L1800mm

数量

希望寸法:L       ×W        ×H         cm 

L1,800mm × W900mm × H400mm

L1,800mm × W600mm × H400mm

L1,800mm × W400mm × H430mm

L1,800mm × W300mm × H350mm

L900mm × W300mm × H350mm

L500mm × W500mm × H500mm

希望寸法:15mm × 30mm × mm 

15mm × 30mm × 250mm

15mm × 30mm × 200mm

希望寸法：H        mm × L1800mm   

H150mm × L1800mm

H100mm × L1800mm

規格寸法

※2, 3

※1 , 2

※1

※1

※1 , 2

※1

※1

備考

別途⾒積

37,000円

32,000円

30,000円

23,000円

16,000円

17,000円

別途⾒積

110円

100円

別途⾒積

870円

670円

希望小売
価格

25,160円

21,760円

20,400円

15,640円

10,880円

11,560円

リプラコンテナ茶⾊
板厚12mm

(曲線や嵩上げも
可能です)

75円

68円
リプラ杭

(曲線の抑え等⽤)

592円

456円
リプラエッジ茶⾊
4mm厚(曲線向き)

特別販売
価格品名

TEL： ご担当：

納入先御住所 〒

貴社名

※1  エッジ・杭は、ばら売り可能です。1枚から発送いたします。1梱包あたり約1,000円の送料がかかります。
※2  リプラ製品はご希望のサイズで製造可能です。お気軽にお問い合わせください。
※3  リプラコンテナは曲線のコンテナや、嵩上げ付きのコンテナ、デッキ材を貼り付けたコンテナなど、現場と

デザインにあわせてオーダーで製造可能です。別途お⾒積もりしますので、お気軽にお問い合わせください。

※ 上記はすべて、送料・消費税別の⾦額となります。
※ 本⽤紙（会員様⽤注文書）で注文された方には、全て「特別販売価格」にて申し受けます。
※ 商品の発送は、エッジ・杭は在庫のある場合はご注文日から2〜4日後、希望寸法のエッジとコンテナは数量

にもよりますが、4〜8日後が目安です。在庫状況等にもよりますので、お急ぎの場合はお問い合わせください。
※ 本⾦額表は、平成28年4月時点の価格表です。

原料高騰等により、⾦額改定がございますので、正確な⾦額をお求めの際にはお問い合わせください。
お急ぎの場合は、下記ホームページの価格が最新版ですので、こちらをご参照ください。
（http://www.minamidekk.co.jp/article/ryokka-equip_replawood_series05.html）

【平成28年4月策定】 コピーをとってご利⽤ください


