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PT-1業務用
表示価格には消費税は含まれておりません。
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約3.5㎡の敷地と水量約3ｔ程度までなら、
おトクな各キットで対応可能。（P.12〜参照）

池を作る技術と品質を保証するブランドネームです。ロゴの中には、
池に欠かせない3つの要素、生き物（カエル）と植物（スイレン）と
水面が盛り込まれています。

約3.5㎡〜の敷地で
池ができる！

3.5㎡〜

自然がお手本、
循環モデル

ローコスト ＆
ローメンテナンス

LOW

ポンドテック（PONDTECH）とは？

MINI TOPICS

POND＝池 TECH＝技術

生き物 水面 植物

詳しくは
P.12へ

水辺のある空間は私たちに穏やかな時間と安らぎを与え

てくれます。季節とともに表情を変える草花や、子どもの

頃に心躍らせた水辺の生き物との触れ合い、あの頃の

ときめきを日常に感じられるとしたら…。人それぞれのい

ろんな趣向やライフスタイルがあって、家族それぞれが楽

しい日々を過ごせる身近でささやかな水辺。ポンドテック

はそんな願いを込めて、お届けしています。

池と刻 む
家 族との 思 い 出 。

Family
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自然があふれる水辺にはいつも楽しい笑顔が集まります。

そんなシチュエーションをご自宅の庭でも手軽に実現でき、

環境にもやさしい水辺をつくることができます。季節や

外的要因により、水辺も様々な変化をする事があり、

より良い状態を保つには日常のお手入れも必要です。

ポンドテックの各キットは少ないお手入れでお使い頂ける

様に考慮した商品なので、ご安心ください。

毎日に感じる
ささやかな幸せ。

Joyful
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池や小川は自然のものなので、どんなに設備を整えてもメンテナンス
フリーには出来ず、お手入れが必要です。ポンドテックは日頃のメン
テナンスも考慮して、お手入れが簡単です。

ポンドテックは、お手入れ簡単

MI

NI TOPICS

まずは池を
ながめて

たまには落ち葉を
拾い集めて

困ったときには
ご相談下さい

詳しくは
P.21へ
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世界で最先端の技術を結集して、四季のある風土や日本

国内の法令に適合した製品開発を行い、お客様へ提供し

ています。製品を販売するだけでなく、失われつつある伝

統的な水景造成文化を、現代の技術力で補いながら後世

に伝えていく事も大切な使命であると捉えています。

池のプロが採用する商品群

ポンドテックは化学薬品を使用しないので、水辺に暮ら

す生き物、周囲を取り囲む樹木などの自然環境にやさし

いシステムです。水の循環を行い、自然の自浄作用を利

用したバイオロジカルな方法で水辺の水質管理を提案

し、これまでに培った多くのノウハウがあります。それら

に加えて、水景設備の先進国である海外の提携業者と

タッグを組む事で、公共施設などの大型池での対応も

可能となりました。池のメンテナンスにお悩みの方も

ぜひご相談ください。

大型施設の対応も
可能な技術力。
大型の水景設備も
ご相談ください。

Landscape
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人為的に造成したプールは塩素やオゾン処理されてあらゆる微生物を排除する思
想にあります。逆に自然の河川や池、湖と同じように、植物や微生物などと共生し、
100％自然の力によって、人と自然、植物、生物が一体となって過ごせるスウィミング
ポンド。水が貴重なヨーロッパで育まれたシステムで、既に海外では、プライベート・
公共・商業施設など、3万物件以上の実績があると言われています。

ヨーロッパで人気のスウィミングポンド

MI

NI TOPICS
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四季の表情に癒されて
庭の変化で季節を感じて過ごす。
春は花、夏は緑、秋は落ち葉が揺れ、冬には再び静寂が訪れる。
四季折々の風景を映し込んだ水面は庭の情景をさらに美しく引き立てます。
小さな生き物が集えば、思いもよらない出会いが訪れ、未知の発見が生まれる。
そんなひとときも池がもたらす特別な時間となります。

あたたかい季節に

花は色づきはじめ

生き物たちが集います。

春

まるで西洋の絵画のように

一日ごとに表情を変える

カラフルな庭。

秋

SEASONS
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いろんなニーズに対応

MI

NI TOPICS

●	和洋のジャンルを問わず池や流れ、水盤を造りたい。
●	現在ある池のメンテナンスをしたい。
●	古池、枯れ池の改修、リノベーションしたい。
●	日々の暮らしに密着した水辺をご提案したい。

池や水辺に関するアレコレ
何でもご相談ください。

季節を忘れさせる

涼しげな水面は

優しく心を癒してくれる。

夏

身を切る寒さに

シンと張り詰める空気。

静寂を感じる神秘の時間。

冬

循環ポンプを
新しく

交換したい

魚を
庭の池で
飼いたい

池専用の
防水シートがほしい

補　修

新規造成 清掃・浄化

アオコが
大量発生して
困っている

緑色に濁った
水を透明に
したい

雨水を上手に活用して
�庭つくりしたい

落差のある
豪快な滝に
あこがれる 小さくても

良いから
池が欲しい

いろんな
ニーズに対応
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1.

心はぐくむ  水辺のある庭。

ひんやりした水、緑の樹木、土のにおい。
あちこち裸足で歩き回って、じゃぶじゃぶ楽しい水しぶき。
さかな遊びが始まったら、時間も忘れてもう夢中。

いのちはぐくむ我が家の庭は、眺めるだけの庭から心もはぐくむ自然の遊び場へ。

跳べるもん
！

あっち行ったりこっち行ったり
まるで冒険みたいだね

みんなすぐ
びしょびしょになって
遊んじゃう

こんなに大きなさかなも
泳げるよ

ほらトンボが
来たよ！
何しにきたの？

どんな生き物
見つけた？

水の上を
歩くの
おもしろい！

石の橋を
ぴょーんぴょん♪
芝生より楽しい
水辺のアスレチック

来て！
石の間に
泡できてるよ
触ると気持ちいい！

どこまでキックで
水飛ばせるか
競争しよ！

おーい お魚さん
ねえねえこっちだよー!

＃
CHILDREN’S

つめたくて気持ちいい〜！

みずあそび、たのし～い！
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心はぐくむ  水辺のある庭。

水が豊富な日本では「キレイな水」と
は飲める水に限定されがちですが、
雨水や河川の水は汚い物なのでしょ
うか？ポンドテックは、薬品などを使
わずに自然の力を借りる事で腐敗臭
や藻類の発生を抑制しつつ、水の透
明度を維持出来ます。飲料用の処理
はしていませんが、水面が澄み渡る
水景造りをお手伝いします。

飲めないキレイな水

MI

NI TOPICS

みずあそび、たのし～い！
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小型池や小川の造成に、新しくチャレンジしたい！
そんな方にオススメなキットを用意しました。キットのベースとなるサイズを
規格化してあるので計画や提案も省力化できます。

水辺のある暮らしをもっと手軽に、もっと身近に
水が流動する様子や軽やかな音の響きが身近にあって、庭に水辺があるという
価値や喜びをもっと普及させたい。そんな思いを込めて私たちが自信を持って
オススメするキット。ニーズや規模に合わせてお選び頂けます。

Q . ポンドテックキットってなあに？ ポンド＝池
テック＝技術
キット＝規格品A. 庭用の池資材をまとめたキット

ポンドテックキット 　   ストリームキット

池と小川が簡単に作れるキット！

基本機材のみのセット
なので、プランから施工
までが簡単に出来ます。

セット
商品

池の大きさと使う機材が決
まっているので、構造設計や
部品選びで失敗しません！

楽々
設計

小型池キット

ポンドテックキット

小川キット

ストリームキット

紹介動画を
YouTubeで
公開中！

POINT

4 グローベンの安心サポート！

安心してご相談下さい！

POINT

1 基本機材だけのオールインワン！
POINT

2 プランからメンテナンスまでを
考慮した商品規格。

POINT

3 大型池へのカスタムもOK !

機材だけのセット リリーポンドキット
池のサイズを規格化

規模に応じてカスタム可能

水量約3ｔまで

水量約3ｔ以上

P.22〜
参照

●	機材選定の必要が無い！　
●	設置後に最適な池環境！　
●	最低限のお手入れでOＫ！

●	個人邸から公園ランドスケープも対応。
●	ご要望、予算にあわせた相談承ります。　
●	既存池の改善もご相談下さい。

●	基本構造設計、拾い出しの手間が無い！　
●	機材類はすべて隠れます！　
●	造園プランに合わせて多彩な仕上がり！

一人ひとりのお客様と、一つひとつの事象に真剣に
向き合う事をお約束します。そして、これからも日本
の池造りに取り組みチャレンジし続けます。



ご注意

※各キットには景石、植物、施工費、消費税は含まれていません、別途ご用意ください。※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせてい
ただきます。※水中ポンプの保証期間は3年（もしくは1年）です、取扱説明書の保証条件をご確認ください。※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフ
ロー排水用の配管などは含まれておりません。※池の形状により継手部材の追加が必要になります。※池の外側に配管を埋める場合は、配管を給水管等に変更してください。※システム内は定期的に補給
水が必要な場合があります、必要に応じてご確認ください。※溜まった落葉等は定期的に清掃してください。※水生植物は水面の30〜60％入れることをおすすめします。※補給水は雨水をなるべく使用して
ください。※ポンドシートには不織布が含まれています。

12 13

池の水位の
変動がなく
ゴミも集めやすい
イチオシの
ハイエンドモデル。

音あり 流れ自由自在

ストレージポンド P. 14

睡蓮に最適な
穏やかな水面と
手頃な価格が魅力の
一番人気モデル。

静か 流れゆるり

リリーポンド P. 15

湧き水が、
せせらぎへと
流れて池になる。
自然のあるべき
姿を再現。

静か 流れゆるり

ヴィレッジポンド P. 16

家族の集う
ささやかな水辺、
ゆるやかな水の流れに
心も会話も弾みます。

静か 流れゆるり

ファミリーポンド P. 17

手軽に設置できる
噴水キット。
省スペースに
噴水を設置可能な
ローコストキットです。

静か 流れゆるやか

ファウンテンポンド P. 17

池底に
パイプなどが無く、
自由に岩が
並べられます。

音あり 流れやや速い

ロックポンド P. 18

水の音が
ここちいい小さな泉
わき水を庭内に再現し、
癒しの空間を
創造します。

静か 流れゆるやか

スプリングポンド P. 18

自在なレイアウトが可能で、
お庭の中心でも
敷地角でも設置可能。

音あり 流れ速い

ストリームキット P. 20

植物を多くした自然な池や
渓流のような池など多彩なラ
インナップとサイズも選べて、
イメージやご予算に合わせた
選択が可能です。

全7種類から
セレクト

お庭全体への
レイアウトも可能 
流れ部分はＬ字にもＳ字にも自
在なレイアウトが可能で、お庭
の中心でも敷地角のデッドス
ペースでも設置する事が可能
です。

OK

OK

OK

OK

OK

小川キット

ストリーム
キット

小型池キット

ポンドテック
キット
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ライトは別売りです。

レギュラーサイズ

■梱包内容
●	ポンドシート：5ｍ×6m・4ｍ×6m
●	ストリームブロックス：6台
●	スロテッドパイプ：6m分
●	水中ポンプ：1台	EcoX13000

●	リベッドホース：2ｍ×5本
●	継手部材一式
●	ポンプピット
●	レイントリマーA

敷地面積	 約6.6m2（約2坪）
水	面	池	 約60％	
ストレージ	 約20％
水　深（池）	400〜500mm程度
貯水量（池）	1000ℓ
貯水量（ストレージ）	900ℓ

3.3ｍ

2.0ｍ

※施工費・景石・植物は含まれません。

C50STR110 ￥ 600,000

池の水が一方向に
流れる構造で、落ち
葉が一箇所に集ま
りやすく、段差部
分で水と落ち葉が
分離して掃除もお
手軽に。

(               )落ち葉が集まって
拾いやすい

ポイント.2

落ち葉が勝手に
集まります。 ストリームブロックス

浸透性と重荷強度をバラン
ス良く両立させた貯水用
ボックス。埋設するので景
観も損なわれません。

池と貯水槽の分割構造と給水システムで、年
間通じて、安定した水量確保と高いレベル
の水質維持が可能です。

(               )池と貯水槽が一体化！

ポイント.3

災害時に役立つ！

お手入れをラクに！

※パイプや継手などが付属しています。

お庭としての外観を決める景石や樹木は付
属していません。各キットは機材だけなので、
お好みの仕上がりが可能です。

(               )外観は自由に！

ポイント.1

ストレージポンドキット主要部材

自由設計

音あり 流れ自由自在

池の水位の変動がなく
ゴミも集めやすいイチオシの
ハイエンドモデル。

ストレージ
ポンドキット

雨水を再利用

池
（水位が一定）

逆流防止
吐水口

雨水で補給

オーバーフロー
排水パイプ（別途）

ポンドシート

ストレージ
（水位が変動）

ストリームブロックス
＆ポンプピット

リベッドホース
（砂利の下に隠れます）

スロテッドパイプ

接続後は砂利
で隠します。

スロテッドパイプ リベッド
ホース

ポンプ
よりストレージポンドをはじめとした、幾

つかのキットには、「スロテッドパイ
プ」が含まれています。スロテッドパ
イプには無数の穴が空いており、砂
利の下に埋めて使います。池の底全
体に敷き詰める事で、ポンプから送
られてくる水を末端まで送り、水質
悪化の一因となり得る水の淀み（水
が停滞して腐敗する）を防ぎます。

スロテッドパイプとは？

MI

NI TOPICS

雨水流入による温度変化や流れに弱い魚は適応できないことがあるので、ご注意下さい。
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レギュラーサイズ

■梱包内容
●	ポンドシート：6ｍ×5m
●	リーフスキマーM：1台
●	水中ポンプ：1台	EcoX13000

●	スロテッドパイプ：2ｍ×4本
●	リベッドホース：10ｍ
●	継手部材一式

敷地面積	 約6.6m2（約2坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 400〜500mm程度
貯	水	量	 2000ℓ

3.3ｍ

2.0ｍ

※施工費・景石・植物は含まれません。

C50STR300 ￥ 390,000

QRコードを読み
取ると出来上が
るまでの様子を
複数の画像で
ご覧頂けます。

池底から湧き出る
穏やかな水流は
音もなく全体に行
き渡ります。表面
の落ち葉はリーフ
スキマー（P.16参
照）へ集まり、掃除
が楽になります。

砂利のすき間には
バクテリアが生息
し、水中の富栄養
素を分解して減ら
す作用があり水質
の維持に一役買っ
ています。

(　　               ) (　　               )睡蓮に最適な水流 バクテリアの棲み家

ポイント.1 ポイント.2

お手入れをラクに！

静か 流れゆるり

睡蓮に最適な穏やかな水面と
手頃な価格が魅力の
一番人気モデル。

リリー
ポンドキット

敷地面積	 約3.3m2（約1坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 400〜500mm程度
貯	水	量	 1200ℓ

スモールサイズ

C50STR310 ￥  330,000

※梱包内容はお問い合わせ下さい。	※施工費・景石・植物は含まれません。

敷地面積	 約1.6m2（約0.5坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 400mm程度
貯	水	量	 600ℓ

ノービスサイズ

C50STR320 ￥ 190,000

※梱包内容はお問い合わせ下さい。	※施工費・景石・植物は含まれません。

ポンドシート

ポンドシート
不織布

不織布

拡大図

拡大図

ポンドシート
スロテッドパイプ リベッドホース

（砂利の下に隠れます）

リーフスキマー
+水中ポンプ

流れに弱い魚は適応できないことがあるので、ご注意下さい。

ポンドシートはEPDM製のゴムシート
で抜群の防水性能があり、加工も
しやすいのが長所で、水景の造成
には欠かせません。短所は刃物や
石などの鋭利な部分に弱い事です
が、不織布（合成フェルト布地）で
保護して、地盤や土台を固めれば、
巨石を池の中心に置いても、水漏
れする事はありません。

ポンドシートと不織布

MI

NI TOPICS
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他にも	 ●	耐荷重113㎏＝石の積載OK　●	水中ポンプの収納場所にも　●	ろ過フィルター内蔵などの利点があります。

リーフスキマー
水面の落葉収集を自
動で行います。周囲
の風向きや池の水流
を考慮して端部に埋
設すると効果的です。 水位に合わせて吸込口も変動

集めた落ち葉も
簡単に
捨てられます。

MI

NI TOPICS

雨水で池の水を補給

水中に栄養分が多いと藻類が増
殖して水が緑色に濁ります。池の
中に睡蓮、ショウブやガマなどの
水生植物を植えるのは、水質悪
化の原因の一つである富栄養化
の抑制に効果的です。水生植物
を育てるには赤玉土や水生植物
用の土が最適です。成長して増え
すぎた場合は間引き、シーズンオフ
には刈り取りをしてバランスを保
つようにしましょう。

建物の雨といに付けて、池に雨水
を補給します。徐 に々蒸発してしま
う池の水補給を楽に行って、干上
がるのを防止します。池の水が溢れ
ないように池の縁にはオーバーフ
ロー排水も追加で設けて下さい。

水質維持には植物が必要？

キショウブ ポンテデリア

睡蓮コロラド エゾミソハギ

オススメの水生植物

ポイント.1

(               )2つ目のポンプで
湧き水を再現！

1台目のポンプはリリーポンドと同様に池全
体の循環用となり、2台目は湧き水の景観用
に使用します。

リーフスキマー
+水中ポンプ②

スロテッドパイプ リベッドホース
（砂利の下に隠れます）

ブラックホース

ポンドシート

水中ポンプ①

レギュラーサイズ

C50STR180 ￥ 560,000

■梱包内容
●	ポンドシート：6ｍ×7m
●	リーフスキマーM：1台
●	水中ポンプ：2台	①EcoX7500
	 ②EcoX13000
													

●	スロテッドパイプ：3ｍ×4本
●	ブラックホース：10ｍ
●	継手部材一式

敷地面積	 約20m2（約6坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 300〜600mm程度
貯	水	量	 4500ℓ

5.0ｍ

4.0ｍ

※施工費・景石・植物は含まれません。

(         　　　      )リーフスキマーで落葉掃除を軽減！

ポイント.2

落葉を放置すると沈殿物が腐敗して水質が悪化します。

水面落葉の約80％を収集

静か 流れゆるり

湧き水が、せせらぎへと
流れて池になる。

自然のあるべき姿を再現。

ヴィレッジ
ポンドキット

補給水用：レイントリマーオプション　
C50STR510￥26,000

雨水を再利用

お手入れをラクに！

流れに弱い魚は適応できないことがあるので、ご注意下さい。
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■仕様：本体サイズ／H450×W790×D790mm　容量／約200ℓ
			材質／高密度ポリエチレン

■仕様：本体サイズ／H480×W910×D910mm　容量／約200ℓ　
　池材質／高密度ポリエチレン　枠材質／国産杉材　
　乾燥重量／約20kg　使用時重量／約220kg

リベッドホースポンドシート

不織布付

水中ポンプ
（ポンプホルダー
セット）

フロートスキマー

施工例

各キットはメンテナンスのバランスを
考慮して、池の大きさが決まっていま
すが、特注で大きくしたり、既存池への
システム導入なども可能です。土地の
区画が１戸ごとに異なるように、お客
様のニーズも多様であると思います。
P.19には、特注仕様として納入させて
頂いた実績を一部ご紹介しています。

特注も承りますのでご相談ください！

MI

NI TOPICS

1.	①機器の消費電力と②使用時間と③電気料金【１kWh】を調べます。
2.	計算式に当てはめます。

気になる？ 電気代

ポンプ１台を毎日２４時間動かして毎月2,000円程度です。

1000
110 ×【24時間×30日】×25円＝1,980

① ② ③

※	①消費電力110W：EcoX13000ポンプ	②毎日24時間で30日分	③電気料金25円で算出

1000
消費電力（W）

×使用量（時間）×電気料金
消費電力の算出
W『電力』＝V『電圧』×A『電流』

レ ギュラー サ イズ

C50STR610F ￥ 220,000

敷地面積	 約3.3m2（約1坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 400〜500mm程度　
貯	水	量	 1200ℓ

■梱包内容
●	ポンドシート：4×6ｍ　
●	フロートスキマー：1台
●	水中ポンプ：1台　EcoX7500

●	リベッドホース：6ｍ　		
●	継手部材一式

※施工費・景石・植物は含まれません。

2.2ｍ

1.5ｍ

スポットLED
(オプション)

成型池
（木製枠付）

ウッディタイプは地面に
そのまま据置が出来ます。

GL
(地面)

フロートLED
(オプション)

成型池

GL
(地面)

グランドタイプは、
地面を掘って
樹脂製の池を設置。

スポットLED
(オプション)

・	天然木なので表面が	
	 退色します。
・	使用している木材は	
	 樹脂を注入加工し、	
	 ヒビ割れ、ささくれ、	
	 虫喰い、腐食の心配	
	 がほとんどありません。

グ ランドタイプ

C50STR600G ￥ 65,000
ウッディタイプ

■梱包内容　●	成型池	200ℓ	木製枠付　●	ポンプ：1台		噴水セットC■梱包内容		●	成型池	正方形	200ℓ	●	ポンプ：1台		噴水セットC
※ポンドシートには不織布が付属しています。　※施工費・景石・植物は含まれません。 ※ポンドシートには不織布が付属しています。　※施工費・景石・植物は含まれません。

C50STR600W ￥ 120,000

静か 流れゆるり

家族の集うささやかな水辺、
ゆるやかな水の流れに
心も会話も弾みます。

ファミリー
ポンドキット

静か 流れゆるやか

手軽に設置できる噴水キット。
省スペースに噴水を設置可能な

ローコストキットです。

ファウンテン
ポンドキット

フロート
スキマー

プレフィルター

リベッドホース

水中ポンプ

ポンドシートリベッドホース

フロートスキマーが水面の落葉など
を集め、池底の沈殿物もポンプが
吸い寄せて水質を維持します。

流れに弱い魚は適応できないことがあるので、ご注意下さい。
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リーフスキマー
+水中ポンプ

ブラックホース
（池の外周に埋めます）

ポンドシートポンドフィルター

平面図

ポンプピット ストリームブロックス
（貯水槽）水は貯水槽へ落ちます。

側面図

ストリームブロックス
ポンドシート①
貯水用

ポンドシート②
流れ用

ポ
ン
プ
ピ
ッ
ト

ポンドシート①の上に貯水槽を設けて、その上にポンドシート②で「流れ」を作る二重構
造です。「流れ」の水は貯水槽に落ちて、循環します。

レギュラーサイズ

C50STR400 ￥ 490,000

■梱包内容
●	ポンドシート：6ｍ×5m
●	リーフスキマーM：1台
●	ポンドフィルター：1台
●	水中ポンプ：1台	EcoX13000

●	ブラックホース：10ｍ
●	継手部材一式

※施工費・景石・植物は含まれません。

敷地面積	 約6.6m2（約2坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 600mmまで　
貯	水	量	 1000ℓ

3.3ｍ

2.0ｍ

■梱包内容
●	ポンドシート：6ｍ×6m
●	ストリームブロックス：7台
●	ポンプピット：1台
●	水中ポンプ：1台	EcoX13000
●	リベッドホース：3m
●	継手部材一式

敷地面積	 約6.6m2（約2坪）
水　　面	 約60％
水　　深	 600mmまで　
貯	水	量	 1000ℓ

レギュラーサイズ

C50STR800 ￥ 430,000

ライトは
別売です。

音あり 流れやや速い

池底にパイプなどが無く、
自由に岩が並べられて、
渓谷のような情景を再現。

ロック
ポンドキット

静か 流れゆるやか

水の音がここちいい小さな泉
わき水を庭内に再現し、
癒しの空間を創造します。

スプリング
ポンドキット

流れに弱い魚は適応できないことがあるので、ご注意下さい。
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池と小川の組み合わせ

（　個人邸　）
01

ストリームキット特注

（　企業様ショールーム　）
02

ショールームに隣接する庭園内にストリームキット（P.20参照）のシステムを
採用して頂きました。ホームページでは施工の過程も見る事が出来ます。

お庭を改修する際、池に加えて庭園内を横切る小川の希望があり、定番
キット（ロックポンド）に加えて、5ｍ程度の小川を追加しました。

ポンドテック特注

（　植物園　）
03

ポンドテック特注

（　コンペティション　）

国際的なガーデンコンペティション、チェルシーフラワーショーの出展
ブースにシンボルとなる円筒状に落水する滝と周囲の水辺システム全般
を納入させて頂きました。

植物園内の花壇だった場所へ睡蓮池を増設する際に、ご相談、ご採
用頂きました。より高いレベルでの水質維持のためにGBサブストレート
（P.29参照）が採用されています。

04

理想の池を
お造り

いただけます

小規模向けの定番商品以外でも経験と技術を生かして
オーダーメイドで提案した実績の一部をご紹介します。

S PEC I A L  O R D E R

特注事例



自在なレイアウトが可能で、
お庭の中心でも敷地角でも

設置可能。

ストリーム
キット

音あり 流れ速い

20

モダンな家屋に合わせた景石と樹木を配置し、ゆるやかな
水面に木漏れ日が反射する心地良い空間です。

他の事例も
ホームページで
ご覧頂けます。

ベランダを囲む水流

ストリームキット事例紹介

※各キットの全長は最大の距離です。曲がり角度が大きい場合などには、シートの追加が必要になります。※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフ
ロー排水用の配管などは含まれておりません。※システム内に定期的な補給水が必要です。※小川の高低差や水量のバランスはポンプ性能表を参考に計画して下さい。※掘削時に地下水が出た時は、施工
を中止して地下水の水位を確認して下さい。ストリームブロックスの水が減って地下水の水位よりも低くなってしまうと、ストリームブロックス本体が浮き上がってくる恐れがありますので、ストリームブロックス
内へ自動給水をする設備などが別途必要になります。※伏流水によって発生した損害は、天災と同じく責任は負いかねますので、現場状況により、ポンプによる排水等の対策を別途行って下さい。

小川サイズを
規格化し、
機材選定を
簡単に

ショートサイズ

C50STR030 ￥ 610,000

ロングサイズ

C50STR100 ￥ 1,060,000

ミドルサイズ

C50STR050 ￥ 760,000

敷地面積	 約21m2（約4坪）
小川長さ	 5.0ｍ
川　　幅	 80cm　
水　　深	 10cm

※梱包内容はお問い合わせ下さい。　※施工費・景石・植物は含まれません。

川　幅	 80cm　
水　深	 10cm

敷地面積	約15m2（約2.5坪）
小川長さ	 3.0ｍ

※梱包内容はお問い合わせ下さい。　※施工費・景石・植物は含まれません。

川　幅	 80cm　
水　深	 10cm

敷地面積	約37m2（約13坪）
小川長さ	 10.0ｍ

■梱包内容
●	ポンドシート小川：3ｍ×6m
●	ポンドシート貯水：5ｍ×6m

●	水中ポンプ：1台	EcoX13000
●	基本機材：1式

※施工費・景石・植物は含まれません。

6.0ｍ

3.0ｍ

1.8ｍ

1.7ｍ

貯水部分

水を太陽光からブロックして変色・腐敗を防ぐ

(           　　　    )池（貯水部分）が露出しない

自然の河川をモデルに、人為的な浄化は不要！！

(           　　　    )水が常に流れているので水質維持が簡単

流水量の３倍の水を地下貯水、雨水もそのまま貯水

(           　　　    )貯水量が豊富で水枯れの心配不要！

サイズ特注も出来るキットの各機材は仕上げで隠せます

(           　　　    )機材だけなので外観のアレンジが自在
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掘削して土中から水が出るような土地
や、水はけの悪い土壌の場合は、排水
対策をしっかり行いましょう！	不十分だ
と池の水が減った時に、ポンドシートが
浮き上がったり、シートの内側の法面が
崩れる場合があります。

湧き水

庭は必ず傾斜が付けてあるので、低い
所を起点に水深を考慮しましょう。

庭の勾配

季節の変化も水景のメンテナンスをするとより身近に感じられます。眺めたり、親しみながら
気ままにお手入れを・・・。

月に2、3回でも気にかけて水の色など変化がないか見て下さい。メンテナンスを怠ると循環
ポンプを交換したり、池自体を改修したりなど、復旧に手間が掛かります。落ち葉や沈殿物
を取り除いたり、周りの植物を刈り取って適正な量にしたり、手をかけるたびに愛着がわく
庭になります。

本格的な知識は必要ありません。

植物は成長と共に数を増やす
為に、多くの種を作ります。その
まま放置しておくと手の付けら
れない様な茂みになってしまう
事もありえます。そうなる前に、
間引きをしたりシーズンオフに
は茎や枝を切り揃えたりなどの
メンテナンスをして下さい。

植物の成長

魚の大きさや頭数は池とのバランスが重要で、池の容積に
見合っていないと、魚が酸欠や病気になってしまいます。鯉
など大型の魚は代謝が激しく、多くの酸素が必要で、フンな
どの排泄物も多くなります。排泄物分解には水中のバクテ
リアが有効で、生息しやすい砂利などを敷き詰めるのがオ
ススメです。排泄物は水中のバクテリアが一定量の分解を
しますが、限度を超えると水質悪化に直結してしまいます。
また、ポンドテックキットは最善のバランスで規格化していますが、下表よりも多くの魚を飼
いたい場合には、追加でろ過機器などを設ければ解消される事がありますので、ぜひ一度
ご相談下さい。

ポンプは水量調整や清掃メンテナンスが必要な商品です。設置後にいつでも部品の取り外
しや交換が出来るようにあらかじめ想定して計画設置を行いましょう。ポンドシートの上に
コンクリートを貼る場合は不織布の追加が必要です。

鯉

レギュラー：2匹まで
スモール：1匹まで
ノービス：0匹
（30cm程度）
※リリーポンドの場合

金魚

レギュラー：9匹まで
スモール：5匹まで
ノービス：3匹
（6cm程度）

飼育する
魚の目安

良いバクテリアは、有機物を分解
し、アンモニアも分解してくれます。
バクテリアは、石のすき間などの、
安定して固着できる場所で繁殖
します。有機物を無機物にする生
物ろ過の環境を作ります。水が絶
え間なく流動する河川では、腐敗
することなく、透明度を保っていま
す。また水が動いていれば、ボウフ
ラの発生はほとんどありません。 水が流れ、動植物が共生するのが理想の環境です。

造成したばかりの池は、バランスが保たれた状態にな
るまでは多めに気を掛けてあげる事が大切です。季節
によっても変化があり、夏は気温と共に水温が上がり、
冬は凍る事さえあります。水温や日照のバランスが崩
れてしまうと池の水が緑色に濁ったり、異臭を放つよ
うになってしまいます。あわてずに対処する事で症状は
ゆっくりと確実に改善されます。

ポンドシートの設置
ポンドシートをシワなく設置する事は、とても困難な上に、張力が掛
かって破損しやすくなる原因です。設置後には水の重みでシートに張
りが出来てしまう可能性も考慮して、逆にシワが出来るくらい余裕を
持たせて設置します。シワの部分は仕上げの装飾で隠せば問題あり
ません。

ポンドシートを加工する際は、出来るだけ平らな場所で、シートのシワ
を伸ばしながら行うとキレイに加工が出来ます。

ポンドシートの加工

モルタルコンクリートやセメントを使った
場合には、乾燥とアク抜きを行わないと固
着する成分が循環ポンプに付着して故障
する原因となります。

ポンドシートは単純な形で

池の形が出来てすぐに水を入れると水が濁る
事があります。砂利や、石は水洗いしてから入
れないとそのまま茶色に濁って、砂が底に沈殿
してしまうことがあります。

水景造りのワンポイントアドバイス

庭の勾配や湧き水に注意！

計画

1

水流を生み様子を見守る

計画

3

アク抜きとメンテナンス準備

工事中

5

魚は池に大きな影響を与えます

計画

2

ポンドシートについて

計画・工事中

4

四季を感じて楽しくメンテナンス

設置後

6

シワを
隠す！

設置
point

シワを
伸ばす！

加工
point

●  コンクリートでパイプの固定
●  ポンプが外せない状態
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POINT

4 設計積算と営業対応

お庭の中でも特に水辺は放置したままでは環境が悪くなる一方です。
メンテナンスには大きく分けて3つの方法があります。
水辺の掃除、水質改善、生態系構築があげられます。

●	平面やスケッチから最適なご提案を致します。
●	全国のエリアごとに営業担当者がサポート。
●	不明点などはお気軽にご連絡下さい。

Q. メンテナンスは必要なの？とても大変そうだけど

A. 水景だけでなく、お庭は何かしらの手入れが必要です。どの程度必要かは規模や設置した機材で変わってきます。
　 ご負担にならない様、物件やご予算に応じて、最小限のメンテナンスをご提案致します。

水辺のメンテナンスや水質改善を助ける資材

水辺のメンテナンス ろ過、浄化、環境改善

水景を維持するために、
悪影響が出る事は勧めま
せん。自然の浄化力での水
質改善をオススメします。

エコ
ロジー

日常の負担になるようで
はメンテナンスとは言えま
せん。気軽に続けられる方
法をご提案致します。

簡単
メンテ

POINT

1 １台で水量5t以上の大型池にも対応
POINT

2 大容量化とコンパクト化を両立

POINT

3 UVC殺菌灯が接続可能

●	１台あたりの処理能力が大幅に向上しました。
●	複数増設する事で大規模物件にも対応可能。
●	プランニングもご相談下さい。

●	１台あたりの処理能力や
	 容量は倍以上に！
●	本体サイズは
	 約60％に！

●	３つの新機種すべてに対応。
●	ポンプと接続して、殺菌灯単独でも使用可能。
●	蛍光球の球切れは取り外さずに視認出来ます。

水量約3ｔまで

水量約3ｔ以上

P.12〜
参照

メンテナンスをこまめに！
水は自然の物なので、メンテナンスフリーという事はありえません。どんなに設備を整
えても、何らかの手入れが必要になります。

月に2、3回でも気にかけて水の色など変化がないか見て下さい。メンテナンスを怠ると循
環ポンプを交換したり、池自体を改修したりなど、復旧に手間が掛かります。落ち葉や沈
殿物を取り除いたり、周りの植物を刈り取って適正な量にしたり、手をかけるたびに愛着が
わく庭になります。

本格的な知識は必要ありません。 池での困り事は何でもご
相談下さい。当社の商品を
使っていなくても構いませ
ん！古池を潰してしまう前に
再生して活かす方法をご検
討致します。

ご相談
ください！

水辺は

いつでもきれいに

したい。

ポンドクリアー4000 P.28

画像は透過イメージです

処理能力〜15ｔまで
UVC殺菌灯内蔵
体積	約0.07㎥
+揚水圧力をほぼ維持

【 ポンドクリアー4000 】

処理能力〜5ｔまで
UVC殺菌灯別途
体積	約0.12㎥
落下圧で池に水を戻す

【 従来品 】

従来品
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ろ過処理能力目安 一覧表

※使用ポンプ：Eco-X13000（全機種とも）

・自然環境（日照、落葉、飛来生物）

・池のサイズ（幅や水深）

・魚量（数、大きさ）
・植物量（種類、数量）

・水（水温、水中酸素、水の流れ）

・砂利、石（バクテリア生息）

無機物を
吸収して
増殖

魚のエサやり
や

植物の苅込エサを食べて
フンを出す
（有機物）

有機物を
無機物に
分解

ポンドテックの構成要素と
養分サイクルのイメージ

バクテリア

魚
人間

植物

網やスポンジフィルターなどに水を通過させて、
水中の不純物を物理的に取り除く「ろ過」の事
を指します。定期的にフィルターの清掃をしな
いと目詰まりを起こして処理能力が低下してし
まいます。

物理ろ過

有益なバクテリア【細菌生物】は有機物を無
機物に分解する作用があります。水中の有機物
（水中の落葉、魚のフンなど）を、無機物に分
解するため、人為的にバクテリアが生息しやす
い環境を作り「ろ過」する仕組みです。自然の
摂理を利用するので無害です。

生物ろ過 UVC殺菌

UVとは紫外線（UltraViolet）の略語で、波長によっ
て幾つかの種類があります。特にUVCは生物の細
胞を破壊する危険な物です。UVC殺菌は紫外線を
水に照射して、水中の単細胞藻類を死滅させる殺
菌方法です。UVC殺菌灯の光を保護なしで直視す
ると目に有害なので、ご注意下さい。

自然な循環サイクルでは分解しきれずに、残っ
た水中の底に堆積した有機物を含む泥の総
称。沈殿物なので水中に浮遊する事は無い
が、有機物の腐敗により悪臭の原因となること
もあります。朽ちた落葉や魚のエサやフンが有
機物にあたります。

ヘドロ

温暖な時期に金魚鉢や溜池、湖、沼など淡水が緑
色に濁る事があります。これらは、水中にプランク
トン性単細胞藻類が増殖した場合に起こります。
プランクトンは適量であれば魚貝類の餌になりま
すが、増えすぎた場合には害を及ぼすものとなります。
水の透明度が低くなる原因の一つです。

アオコ

水を空気にさらす事で、水分中に空気を取り
込みます。水中バクテリアの活性化を促すだ
けでなく、水の循環が生まれたり、水の淀み解
消、凍結防止などの効果もあります。熱帯魚
の観賞用に水槽に気泡を出し続けるのもエア
レーションです。（詳しくはP.29）

エアレーション

水質改善、ろ過に関わる専門用語

MI

NI TOPICS

バランスが大切 ！

MI

NI TOPICS

「ポンドテック」は自然を
モデルに、簡単に設置、
維持管理の出来るシステ
ムです。	自然界の様々な
サイクルを考慮し、開発
された「ポンドテック」シ
ステムには、維持管理い
ただくためのオプション
もご用意しております。

自然環境 植　物

水 池の面積や水深

魚 バクテリア

P.24

P.26

P.28

P.28

池の大きさと
魚の状況

各機器

〜15ｔ 〜7.5ｔ

1台あたり3.5㎡対応

〜80ｔ 〜40ｔ 〜18ｔ

〜60ｔ 〜34ｔ 〜11ｔ

〜2.0ｔ

魚：なし 魚：小型（鯉以外）
目安：1ｔあたり魚重量1㎏

鯉：大型
目安：1tあたり魚重量1〜2kg

ドラムフィルター：ポンドUVC55付属

スクリーンマティック：ポンドUVC55追加

オキシーテックポンプセット

ポンドクリアー4000：UVC殺菌灯内蔵

1台で80ｔ（魚のいない場合）まで対応可能な大型
フィルターです。メンテナンスの手間を極力減らし
た最上級モデルです。

水量60ｔ〜10ｔ程度の池に最適な中型モデルです。
UVC殺菌灯を追加すると処理能力が向上します。

池底に設置して、エアポンプを接続するだけで水中
に酸素を供給するエアレーション効果と有益なバク
テリアが生息する環境を作れます。

UVC殺菌灯を標準搭載して、従来品よりもコンパ
クトになり、半分地中に埋めて隠す事も出来ます。

新商品

新商品

新商品

新商品

ポンプの揚水圧力を維持します
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1台で80ｔ（魚のいない場合）まで対応可能な大型フィルターです。
メンテナンスの手間を極力減らした最上級モデルです。

ドラムフィルター  （13ｔ〜80ｔ用）
01

Drum	filter

ドラムフィルター１台で、魚のいない場合
は80t（80,000ℓ）の水量まで、鯉池の場合
でも18t（18,000ℓ+鯉30匹）まで対応でき
ます。池が大きい場合は複数台設置すれ
ば対応可能です。

18ｔ池で50cm程度の鯉が30匹でも、大丈夫！

大容量の処理能力

付属のUVC殺菌灯に加え、ドラム型メッ
シュフィルターで物理ろ過、メディアボール
で生物ろ過、さらにエアレーションまで、1台
の中に必要な機能をすべて集約した最上
級モデルです。

あらゆる機能を1台に集約

メディアボール

UVC殺菌灯 メッシュフィルター

エアレーション

ドラム型フィルターの表面はセンサー
で絶えず状態確認をし、堆積したゴミ
は内蔵ポンプで加圧された水を噴射し
て自動洗浄して、フィルター外に排出
されます。

セルフクリーニング機能搭載

High Class Capacity All In One Self Cleaning Function

※イメージ

5mm

排水ドレン	:	1

ポンドUVC55

給水口

制御盤

排水ドレン	:	2

863

820

ドラムフィルター本体
受注生産品

885

50Hz仕様は
2020年秋発売予定

メッシュフィルター	80μm（0.08mm）

設置イメージ
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UVC殺菌灯は消耗品です。
１年に１回を目処に定期的に
交換して下さい。

水中ポンプで吸い上げられた池の水が
殺菌灯ボックス内に入り、UVC殺菌灯
の照射を受け、水分中の藻類細胞を殺
菌します。

ご注意

安全のため、電源アース、漏電ブレーカーを使用してください。定期的にメンテナンスを行ってください。点灯した殺菌灯を直接見る事は絶対にしないでください。
コンクリート基礎などの安定した場所に設置して下さい。本体からの落下圧で水が戻ります。水面より上に設置して下さい。
フィルター洗浄の際は高圧洗浄や洗剤は使用しないで下さい。固着したバクテリアが取り除かれ、ろ過能力が低下します。

殺菌灯を通った水がドラムフィル
ター内のメッシュフィルター内側に排
出されて、80μmのメッシュでろ過さ
れた水だけが、次の生物ろ過槽へ送
られます。センサーがメッシュフィル
ターの目詰りを感知すると自動で洗
浄スプレーを噴射してドラムを回転さ
せながら、メッシュ内側の汚物をフィ
ルター外へ排出します。

生物ろ過槽の中では、メディアボール
40ℓ分が水中に漂い、エアレーション
の酸素により活発になった目に見えな
いバクテリアが生息しています。1日に
約250gの魚のエサなどの有機物を分
解処理します。また、アンモニアや亜硝
酸などの有機物も無機物に分解され、
ろ過処理された水が池に戻ります。

ドラムフィルター内部イメージ

商品仕様 ポンプセット主な付属品
サイズ：H820×L863×D885
乾燥重量：84kg
最大水量：208ℓ/min

●	Eco-X13000×1	 ●	漏電ブレーカーボックス×１
●	ブラックホースφ38×20ｍ	 ●	接続継手×1式
※設置水深2.5ｍまで	排水管は別途ご用意ください。

※フィルター洗浄は常時稼動ではありません

※運賃別途（パレット積載）です、価格納期はお問い合わせ下さい。50Hz仕様は2020年秋発売予定。

C50PT300W

商品コード

ドラムフィルター：ポンドUVC55付		60Hz

商品名

	￥ 1，650,000

設計価格 備考

受注生産品
別途ポンプが必要です

50Hz、60Hz共用	処理能力は異なります

漏電による事故を防ぎます

8,000時間（約1年）で交換が必要です

お問い合わせ下さい

￥ 249,000

￥ 39,000

￥ 21,000

Eco-X13000ポンプ接続セット

ドラムフィルター：ポンドUVC55付		50Hz

AC100V漏電ブレーカーボックス

交換用UVC殺菌灯	55W

C50PT300E

C50PT130

C50PT100

C50PT055

使用電源と各消費電力

循環用ポンプ
Eco-X	13000

エアレーション
専用ポンプ
センサー＆
コントローラー

ポンドUVC55

フィルター洗浄用
内蔵水中ポンプ

110W（50Hz)
/150W（60Hz)

32W

5W

55W

870W（※）

1
ポンドUVC55
（UVC殺菌灯）132

2 物理ろ過槽

生物ろ過槽3

ドラムフィルターで水がキレイになる仕組み

3 生物ろ過槽

2 物理ろ過槽

ご注意

※ポンプは別売になります。
※池に戻る水は落下圧で戻ります。



●	Eco-X13000×1	 ●	漏電ブレーカーボックス×１
●	ブラックホースφ38×20ｍ	 ●	接続継手×1式
※設置水深2.5ｍまで　排水管は別途ご用意ください。
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水量60ｔ〜10ｔ程度の池に最適な中型モデルです。
UVC殺菌灯を追加すると処理能力が向上します。

スクリーンマティック （11ｔ〜60ｔ用）
02

Screen	Matic

ご注意

安全のため、電源アース、漏電ブレーカーを使用してください。定期的にメンテナンスを行ってください。点灯した殺菌灯を直接見る事は絶対にしないでください。
コンクリート基礎などの安定した場所に設置して下さい。本体からの落下圧で水が戻ります。水面より上に設置して下さい。
フィルター洗浄の際は高圧洗浄や洗剤は使用しないで下さい。固着したバクテリアが取り除かれ、ろ過能力が低下します。

池の中に浮遊する不純物をフィルターで分離
する物理ろ過と、フィルター内のバクテリアで
有機物を分解する生物ろ過を1台で効果的に
行うマルチフィルターの機器です。

物理ろ過と
生物ろ過を1台で

Two In One

密度の異なる三色のフィルターが段階的に生物ろ過
を促進させます。水質悪化の要因となる有機物を効率
良く無機物に分解するので、池の水質を向上させます。

内部のスクリーンフィルターは表面に溜まった
ゴミをセンサー感知して、自動でバスケットへ
落下して、ろ過能力の低下を抑制します。脱着
するバスケットでゴミ捨ても簡単です。

フィルタークリーニング
機能搭載

Self Cleaning Function

オプションの殺菌灯モジュールは場所を取ら
ない上に、単独でランプの交換が簡単に出来
ます。

ポンドUVC55の追加
メンテナンスが簡単

Low And Easy

点灯した殺菌灯は絶対に
直接見ないでください。

ご注意

商品コード 商品名 設計価格 備考

別途ポンプが必要です

50Hz、60Hz共用処理能力は異なります

漏電による事故を防ぎます

通常は水洗い洗浄でOK

￥ 530,000

￥ 330,000

￥ 39,000

￥ 23,500

￥ 249,000

スクリーンマティックポンド	UVC55なし

スクリーンマティックポンド	UVC55付

Eco-X13000ポンプ接続セット

AC100V漏電ブレーカーボックス

交換用フィルターセット

C50PT260

C50PT261

C50PT130

C50PT100

C50PT060

使用電源と各消費電力

循環用ポンプ
Eco-X	13000

ポンドUVC55

センサー＆
コントローラー

110W（50Hz)
/150W（60Hz)

55W

5W

商品仕様 ポンプセット主な付属品
サイズ：H555×L788×D588
乾燥重量：25kg
最大容量：183ℓ/min

※パレット積載梱包です。

集積バスケット

吐水口

排水ドレン

フィルターセンサー

スクリーンフィルター

UVC殺菌灯

給水口

スクリーンマティック本体

C50PT260：UVC殺菌灯付仕様

C50PT261：UVC殺菌灯なし仕様

917

588

600

555

555

788

ご注意

※ポンプは別売になります。
※池に戻る水は落下圧で戻ります。

P.27
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スクリーンマティックと併用すれば、水質改善の効果が一層向上します。
セルフクリーニング機能が搭載され、高い殺菌効果を継続させます

ポンド UVC55 （UVC殺菌灯）
03

Pond	UVC55

水流で内部ローターが回転して、殺菌灯の照射部分をキレ
イに保つので、能力が落ちません。点灯確認用の窓で、ラン
プが切れてもすぐに分かります。また交換用の分解もドライ
バー1本で簡単に出来る構造です。

クリーンローターと確認窓で安心して使えます

ご注意

安全のため、電源アース、漏電ブレーカーを使用してください。定期的にメンテナンスを行ってください。点灯した殺菌灯を直接見る事は絶対にしないでください。
コンクリート基礎などの安定した場所に設置して下さい。本体からの落下圧で水が戻ります。水面より上に設置して下さい。
フィルター洗浄の際は高圧洗浄や洗剤は使用しないで下さい。固着したバクテリアが取り除かれ、ろ過能力が低下します。

※点灯した殺菌灯は絶対に直接見ないでください。
※ポンプは別売になります。
※池に戻る水は落下圧で戻ります。ご注意

600

185

180

「高価な機械だから壊すとイヤなので、触りたくない。どこを触れ
ば良いのか分からない。」そんな思いをしている方もいらっしゃる
のではないでしょうか？今回新たに発売した商品たちはお手入れ
で触る部分にだけブルーのプラスティックを採用して、お手入れ
時のトラブルを減らします。ぜひ、直接触って、お手入れをして少
しでも長く大切にお使い下さい。

アクションブルーで分かり易く！

MI

NI TOPICS

ポンドUVC55本体
※	1本付属しています。

UVC殺菌灯として
単独使用も可能

※	スクリーンマティックは追加オプション
　	ドラムフィルターは付属品です。
UVC殺菌灯ユニットだけを既存池に単独
で設置して、水中ポンプからの水を循環さ
せるだけでも水質改善効果があります。詳
細はお問合せ下さい。

ブルーの部分は可動部分メンテナンスをしやすく

Keep Clean & Easy Check

商品コード 商品名 設計価格 備考
別途ポンプが必要です

50Hz、60Hz共用	処理能力は異なります
漏電による事故を防ぎます

8,000時間（約1年）で交換が必要です

￥ 194,000
￥ 249,000
￥ 39,000
￥ 21,000

Eco-X13000ポンプ接続セット
AC100V	漏電ブレーカーボックス
交換用UVC殺菌灯	55W

ポンドUVC55C50PT255
C50PT130
C50PT100
C50PT055

使用電源と各消費電力

ポンドUVC55

循環用ポンプ
Eco-X	13000

55W

110W（50Hz)
/150W（60Hz)

商品仕様 ポンプセット主な付属品
サイズ：H185×L180×D600
乾燥重量：4.5kg
最大水量：505ℓ/min

●	Eco-X13000×1	 ●	漏電ブレーカーボックス×１
●	ブラックホースφ38×20ｍ	 ●	接続継手×1式
※設置水深2.5ｍまで

吸水口

吐水口（背面側2ヶ所）
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池用ろ過フィルターの従来品がよりコンパクトに。さらに、ろ過水はポンプの揚水圧
を損ねずに池に戻せます。UVC殺菌灯も標準搭載、設置も地中に半分埋めて隠しや
すくなり、グレードアップ。

池底に設置して、エアポンプを接続する
だけで水中に酸素を供給するエアレー
ション効果を得られます。

ポンドクリアー4000 （ 2ｔ〜15ｔ用 ） 04
Pond	Clear	4000

オキシーテック ポンプセット 05
Oxy	Tech	Pump	Set

ご注意

安全のため、電源アース、漏電ブレーカーを使用してください。定期的にメンテナンスを行ってください。点灯した殺菌灯を直接見る事は絶対にしないでください。
コンクリート基礎などの安定した場所に設置して下さい。本体からの落下圧で水が戻ります。水面より上に設置して下さい。
フィルター洗浄の際は高圧洗浄や洗剤は使用しないで下さい。固着したバクテリアが取り除かれ、ろ過能力が低下します。

付属：陸上エアポンプ

本体を半分埋設し
た上でH300×φ400
程度のカバーで隠せ
ます。人工庭石のご
用意も可能です。

水中の酸素量が増えて、
魚たちも健康になります。

バクテリアが
生息する環境
も作ります。

630
埋没
可能
高さ	

360

380

オキシーテック本体

ポンドクリアー4000本体

300

244

ポンプの揚水圧力を維持して吐水

新商品

新商品

ろ過と滝のポンプを
１台で運用可能

従来品よりもコンパクトですが、機
能は大幅に向上、魚のいない場合は
１台で15tまでの容量に対応します。
UVC殺菌灯も交換しやすくお手入れ
も簡単です。

コンパクトなのに
高性能

Minimum Loss Pressure Grade Up

密封された本体構造で、ポン
プの揚程能力を損ねずに排
水出来るので、高低差のある
滝でもポンプ１台で計画する
事が出来ます。

設計価格 備考

別途ポンプが必要です

50Hz、60Hｚ共用	処理能力は異なります

￥ 173,000

￥ 249,000

漏電による事故を防ぎます

8,000時間（約1年）で交換が必要です

通常は水洗い洗浄でOK

￥ 39,000

￥ 15,500

￥ 24,000

商品名

Eco-X13000ポンプ接続セット

ポンドクリアー4000

交換用	UVC殺菌灯

交換用	フィルターセット

AC100V漏電ブレーカーボックス

商品コード

C50PT116

C50PT130

C50PT100

C50PT024

C50PT016

使用電源と各消費電力

循環用ポンプ
Eco-X	13000

UVC殺菌灯

110W（50Hz)
/150W（60Hz)

24W

商品仕様 ポンプセット主な付属品
サイズ：H630×L380×D380
乾燥重量：8kg
最大水量：189ℓ/min
※	UVC殺菌灯1本付き。

●	Eco-X13000×1	 ●	漏電ブレーカーボックス×１
●	ブラックホースφ38×20ｍ	 ●	接続継手×1式
※設置水深2.5ｍまで　排水管は別途ご用意ください。

商品仕様 付属品
ポンドオキシー本体
本体サイズ：H300×φ244
乾燥重量：2kg

付属：陸上エアポンプ
本体サイズ：H200×W175×D190
乾燥重量：4.5kg

設計価格 備考

陸上ポンプなどが付属￥ 93,000

商品名

ポンドオキシーセット

商品コード

C50PT010

使用電源と各消費電力

付属：陸上エアポンプ 25W

●	6φエアホース×5ｍ
●	接続継手×1式

200

190

175

UVC殺菌灯ケーブル長：5ｍ

排水ドレン

吐水口

給水口
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●		バクテリアが生息しやすい環境の多孔質砂利。
	 池底に敷設すると	無数にある極細の穴に
	 バクテリアが棲み付き、有機物を分解します。
●		従来の砂利と同様に敷設、敷設後はそのままでOK!
●		火山岩や多孔質砂利に比べ、微生物（バクテリア）がより活性化
●		池のバランス（生態系）を良い方向へ
●		お好みの砂利や景石で隠してもOK！機能的には問題なし

●		水より比重の重い物は本体に、軽い物はフィルターバックでろ過します。
●		15〜30秒おきに吸引と排水を繰り返します。
	 （モーターが自動停止し、排水後に再起動します。）
●		池工事の際のアク取りにも重宝します。
●		直径1cm以上の物は吸い取りません。アミなどですくって下さい。

GBサブストレート (水質環境保全用砂利) 06
GB	Substrate

アミなどで取り除くことが出来ない池底の沈殿物を水と
一緒に吸い上げてろ過して排水する池専用クリーナーです。

ポンドバキューム 07
Pond	Vacuum

ご注意

安全のため、電源アース、漏電ブレーカーを使用してください。定期的にメンテナンスを行ってください。点灯した殺菌灯を直接見る事は絶対にしないでください。
コンクリート基礎などの安定した場所に設置して下さい。本体からの落下圧で水が戻ります。水面より上に設置して下さい。
フィルター洗浄の際は高圧洗浄や洗剤は使用しないで下さい。固着したバクテリアが取り除かれ、ろ過能力が低下します。

GBサブストレート本体

※使用する前に水洗いして、池に投入して下さい。				
　そのまま投入すると池の水が白濁します。

※運賃別途（パレット積載）です。

当社試験池にて、敷設した池としていない池を同条件でならべて比
較しました。約１年経過後、水の透明度が全く異なる結果となりま
した。（水中ポンプでの循環はどちらも実施）

＜	GBサブストレート敷設	＞ ＜	未使用＞

＜	使用前	＞ ＜	使用後＞

GBサブストレート

C50TFS500 ￥ 7,200/袋

池の水量1000Lに対して、GBサブストレート
100Lを池底の砂利と一緒に使用

ポンドバキューム

C50MT001 ￥ 58,000

AC100V	1400W	2馬力	 コード長さ5ｍ	 容量20L
吸入ホース長さ5ｍ	 排水ホース長さ2.5m	 サイズH550×φ350mm

※青文字の商品コード・
　価格は価格体系が異なります。

投入試験結果

ポンドバキュームの特徴

ポンドバキュームの仕組み

本体の
微細な

穴がバ
クテリア

の

棲家とな
り

有機物
分解を

促進

吸い上げ

ろ過
排水

エアレーションと曝気（ばっき）

MI

NI TOPICS

オキシーテック（エアレーション） フローティング噴水（曝気）

エアレーションは水中に空気を送り込んで、酸素を供給する事です。熱帯魚の水槽でポンプを
使って、気泡を出しているのはエアレーションです。対して、曝気（ばっき）は水を空気にさらす
事です。噴水で放出された水の粒子と空気が接触する事で酸素を水中に送り込みます。どちら
も水中に酸素を供給して、生物や植物の活動を健全になるように促進します。水に動きが生ま
れて、水全体が攪拌されるので淀みを軽減させる効果が期待出来ます。

動 画

ホームページを
ご覧ください。

1袋：20L
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水景関連商品のご案内
各キットやろ過装置以外にも池や水景を彩る噴水やライト、水盤資材などもございます。

ぜひ別冊のウォーターシステム総合カタログをご覧下さい。

別冊：総合カタログのご案内
お庭の水関連商品を一冊にまとめて、あらゆるニーズに対応する

幅広くきめ細かい商品でお客様をサポートします。

フローティング噴水

各種ライト

ウォーターフォール

ウォーターカーテン

自動散水システム
簡易タイプから大規模まで幅広くご提案

数多くの実績を元に、規模や予算だけでなく
植物の多様性にも応じた、最適な自動散水シ
ステムをご提案致します。

水景関連システム
心をはぐくむ水辺の庭

ポンドシートや各種キット、噴水や滝、ライトな
どの景観資材、メンテナンスや水質改善まで、
何でもご相談下さい。

雨利水システム
雨水を利用するエコライフ

日頃使う事を考えた大容量雨水タンクと自動
散水を組み合わせたご提案や埋設設置で土
地を有効に使うご提案も可能です。

ミストシステム
清涼感たっぷりの涼しい霧

地球温暖化に伴い、夏の外気冷却や熱中症
対策は施設には欠かせない設備です。気化熱
を利用した優しい霧です。

緑化関連システム
まちの緑化をトータルサポート

いまや都市建設に、屋上緑化や壁面緑化は
欠かす事のできない要素です。基礎資材から
人工芝までございます。
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アメリカのオレゴン
州ポートランドにあ
る日本庭園をご存知
でしょうか？アメリカ
合衆国に居る事を忘
れてしまうほど見事
に日本庭園が造成さ
れ、行き届いた管理
がなされています。昨

今のジャパニーズブームもあり、世界中で日本庭園がもてはやされて
います。日本庭園はいまや日本だけのものではありません。

広大な敷地を保有する海外の
国々で、スウィミングポンドや
各地で育まれた池の造成技術
や資材は、世界中で毎年新し
い技術や商品が生まれていま
す。私たちは最先端の海外の
各社とパートナーシップを結
び、日本の風土や気候、長い
歴史に基づく伝統を尊重しな
がら、これからも最先端の技
術をお届けします。

企業理念に「庭にもっと快適を」を掲げ、常に最新の技術や製品を

提供するために、日々研究、検証を行っています。独自のシステム開

発に取り組み、池造りの分野においては世界最先端を行く海外提携

先とパートナーシップを結んでいます。さらに検証の過程では電力や

法令だけでなく、日本の気候や生活環境、造園技法など様々な事象

を踏まえて、自信のある製品を提供しています。

世界で人気の日本庭園 最先端の池造成技術を世界から

グローベンは世界基準の技で庭作りに関わっています！

グローベン の 商品開発
海外ネットワークを駆使した

日本の住環境に合わせた快適な製品づくり

実地検証 施工検証

Europe
North America

Asia



保証及びメンテナンスについて

各製品は、正しい使用方法及び状態で故障した場合、保証期間内であれば、無償修理又は交換をさせていただきます。また、保証期間内で
あっても、定期的に清掃、点検などのメンテナンスが必要となります。機械設備の為、正しい使用方法及び状態でも故障する可能性があります。
万一故障した場合、使用製品以外の損害が発生する事もありますので、設定通りの作動や水の出具合、機器の漏水等の異常はないか、
池の周囲に大きな変化は無いか、必ず日常点検を実施して下さい。

出荷日より1年間となります。（一部の水中ポンプは3年）また、弊社にて施工設置した場合も施工完了日より1年間となります。

保証期間

弊社納入商品の保証となります。使用製品以外の損害や、水道料金、電気料金、植物、土壌流出、建物への水害などの損害補償は保証範囲外になりますのでご了承下さい。

保証範囲

●	 不適切な取扱いによる故障及び損傷。
●	 火災・地震・伏流水などの天災及び異常電圧など、納入商品以外の原因による故障及び損傷。
●	 添付の保証書の必要事項の記入が不明であったり、保証書の提示が無い場合。

以下の保証対象外となる修理は有料となります。

●	 各機器が、冬期での凍結時、また凍結が予想される場合は、使用を中止して下さい。
●	 各製品の使用に際しては、取扱説明書の注意事項を確認の上、本来の目的以外の用途に使用したり、分解改造しての使用はしないで下さい。
●	 停電による停止や誤作動などの原因で、使用製品以外に深刻な損害の出る事があります。必ず日常点検を行い、停電による停止や誤作動がないか確認して下さい。
●	 水中ポンプ等のAC100V、AC200Vを使用する電気機器は、必ずアースを取って下さい。
●	 各機器の電源コンセントプラグは濡れた手で触らないようにし、水やホコリ、湿気から保護するようにして下さい。
●	 各機器は、製品毎に電圧（V)や周波数（Hz)が異なりますので、ご購入前、設置前に使用電源を充分ご確認下さい。
●	 各機器の設置前に破損が無いか確認し、池やタンクなどの貯水する物については事前に水漏れが無いか確認して下さい。
●	 製品の汚れは、必要に応じて清水で洗浄して下さい。（池用のフィルターは池の水を使用して下さい。）	ガソリン、シンナー等石油系溶剤や薬品等で拭いたり、
	 洗浄することは絶対しないで下さい。また磨き粉での洗浄も行わないで下さい。
●	 水中ポンプのコードや本体に損傷が見られた場合は、漏電のおそれがありますので使用を中止して下さい。
●	 水中ランプ（LEDは除く）は、必ず水面より下に来るように設置し、常に水中に在る様、水を補充して下さい。
●	 水中ポンプなどを併用する場合は必ず専門の施工業者などに相談して、漏電による感電事故を起こさない様にして下さい。
●	 埋設設置する機器は、掘削時に地下水が出た時は、施工を中止して地下水の水位を確認し、埋設物が浮かびあがらない様に自動排水装置や暗渠（あんきょ）排水
	 などの処置を行って下さい。

注意事項

■ お問い合わせは下記へどうぞ

 

生産物賠償責任保険加入

製品保証の詳細については
各製品の取り扱い説明書、
保証書をご参照下さい。

お問い合わせ・精算依頼
商品センター内 積算部 center@globen.co.jp052-619-6788

〒455-0025  名古屋市港区本星崎町字南3998-31
TEL（052）829-0800  FAX（052）829-0801
E-mail：info@globen.co.jp

〒101-0024  東京都千代田区神田和泉町1-6-13 ＫＨビル1階
TEL（03）5829-9511  FAX（03）5829-9523
E-mail：east@globen.co.jp

〒662-0832  兵庫県西宮市甲風園1-11-14 野村ビル203
TEL（079）878-6070  FAX（079）878-6071
E-mail：west@globen.co.jp※2020年6月移転予定

●製品の仕様・デザイン・価格は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。	●製品の品質等には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたらご連絡下さい。
●印刷物と実物では光線の関係上多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。	●このカタログの記載内容は2020年4月1日現在のものです。

〒816-0942  福岡県大野城市中央２丁目1番12号
TEL（092）558-2530  FAX（092）558-2531
E-mail：kyushu@globen.co.jp

本 社 営 業 所

関 東 営 業 所

関 西 営 業 所

九 州 営 業 所

商品センター 
〒455-0025  名古屋市港区本星崎町字南3998-31
TEL（052）619-6788  FAX（052）619-6786
E-mail：center@globen.co.jp

ご注意

庭にもっと快適を

業務用 PT-1
表示価格には消費税は含まれておりません。
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