
散水ノズル
タイマー

ドリップシステム
ホースリールセット
スプリンクラー

ホース継手、蛇口継手
各種ホース（ 灌水用、ノズルセット、コイルホース）



1978 年以来の信頼される名まえ	 	 	 	 	 	
源美は　品質向上と新たな創造を押し進める会社です。
多くの年月の間、我々は品質、デザイン、お客様満足のために園芸散水産業
において絶えず新しい標準をつくっています。

390 件ものパテントで業界をリード
源美は　この業界において、開拓者として常に新たな道を探しています。
絶え間なく変化するお客様からのご要望のため、経験豊富な R/D チーム
のスタッフはコンピューターによる３Ｄデザインのモデリングや３Ｄ
プリンターなどの最新技術を駆使しています。

90%の社内生産による製造技術の蓄積
源美は　工場内の自動化ラインや検査設備を社内にて製作しています。
効率化と製品の信頼性向上のため、製品の 90% 以上が社内生産設備に
よるものです。

ワンストップソリューション（全てを源美で解決）
源美は　お客様により大きな満足を提供することを約束します。
さらなる散水ツールの充実のため、独自の製品デザインや商品化を
行っています。

年間 25トン以上の炭素排出の削減
包装梱包の再検討や生産工程の改善向上、従業員トレーニング、最適材料の選択、
生産機械や工具などのアップグレードにより環境に与える影響を減らすべく努めています。

コンピューターによるデザインと
迅速なモデル作成による精密な設計

標準化と自動化による高効率化

４０年の培われた技術と創造性
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ワンタッチ前レバ ー
5パターン大流量ノズル

▪５種の水流が選択可能
▪無段式の水流調整
▪大きいノブで水量調整も簡単
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF

ワンタッチ前レバー
５パターン大流量ノズル

YM77856

▪５種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪無段式の水流調整
▪水量調節ノブ付

ワンタッチ前レバー
５パターンノズル

YM77852

▪５種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪レバーロック機能付
▪無段式の水流調整

ワンタッチ前レバー
５パターンノズル

YM77851 

ソフトフローソフトフロージェットコウカク シャワー(弱 )シャワー(弱 ) シャワー(強 )シャワー(強 ) ジェットコウカクキリ シャワー(弱 )シャワー(弱 ) シャワー(強 )シャワー(強 ) ジェットコウカクキリ シャワー(弱 )シャワー(弱 ) シャワー(強 )シャワー(強 )

BIG(ビッグ )
大流量のノズル
スピーディな散水

流量調節
レバーを押し上げると大流量、
下げると小流量

ロック付きレバー
握って通水、離せば自動でロック

もう一度握って離すと止水の片手簡単操作

人さし指操作で強く握りやすい

NEW
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握ったときだけ水の出るレバーロック機能
レバーのロックについて
レバーのロックノブを上にすると、レバーはフリーとなりレバーを握っている間だけ通水します。
ロックノブが下がっていれば通常状態でレバーを握ることにより通水、止水を繰り返します。

▪７種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF

ワンタッチ前レバー
７パターンノズル

YM77978

▪５種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪レバーロック機能付
▪水量調節ノブ付

ワンタッチメタル前レバー
５パターンノズル

YM78957

▪５種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF

ワンタッチ前レバー
５パターンノズル

YM77957

▪５種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪レバーロック機能付

ワンタッチ前レバー
５パターンノズル

YM77958

▪７種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪レバーロック機能付

ワンタッチ前レバー
７パターンノズル

YM77979

▪７種の水流が選択可能
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
▪レバーロック機能付
▪水量調節ノブ付

ワンタッチメタル前レバー
７パターンノズル

YM78979

キリ コウカク ヨコカクサン シャワー ジェット キリ コウカク ヨコカクサン シャワー ジェット

キリ コウカク ヨコカクサン シャワー ジェット
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▪４種の水流が選択可能
▪無段式の水流調整
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF

ワンタッチ前レバーミニ
４パターンノズル

YM77943

拡散 ジェット シャワー(弱 ) シャワー(強 )

▪４種の水流が選択可能
▪無段式の水流調整
▪レバーのワンタッチ操作で ON-OFF

ワンタッチミニ
４パターンノズル

YM77942 

拡散 ジェット シャワー(弱 ) シャワー(強 )拡散 ジェット シャワー(弱 ) シャワー(強 )

ダイヤル
回転させることにより、水の
出方が変わります

流量調節
レバーを押し上げると大流量、
下げると小流量

▪４種の水流が選択可能
▪無段式の水流調整
▪親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ

トーチタイプミニ
４パターンノズル 

YM77941

ミニノズル 
トーチタイプ

NEW NEW
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▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ
▪使いやすい前レバー
▪水量調節ノブ付

メタル前レバー   
７パターンノズル

YM75174

▪先端ソフトリングで衝撃から守る
▪手にやさしいソフトグリップ
▪水量調節ノブ付
▪使いやすい前レバー

メタル前レバー
ジェットノズル

YM75136

▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ
▪使いやすい前レバー
▪水量調節ノブ付

PC ７パターン前レバーノズル
YM77074

▪先端ソフトリングで衝撃から守る
▪手にやさしいソフトグリップ
▪使いやすい前レバー
▪水量調節ノブ付

メタル前レバー
ジェットノズル

YM78036

▪４種の水流が選択可能
▪無段式の水流調整
▪使いやすい前レバー
▪水量調節ノブ付

PC ４パターンガンノズル
YM77147

▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ
▪使いやすい前レバー
▪水量調節ノブ付

メタル前レバー
７パターンノズル

YM78079
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ソフトフロー ジェット 拡散 広拡散 ソフトフロー ジェット 拡散 広拡散ソフトフロー ジェット 拡散 広拡散

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪広角散水から強いジェット噴流へ
  自在に変化

ワンフィンガーコントロール 
ジェットノズル

YM76537 NEW

ソフトフロー ジェット 拡散 広拡散

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪広角散水から強いジェット噴流へ
  自在に変化

ワンレバーコントロール 
ジェットノズル

YM76531 NEW

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪広角散水から強いジェット噴流へ
   自在に変化
▪まわりを覆うソフトカバーが
   衝撃から守ります

ワンレバーコントロール 
ジェットノズル

YM76511 NEW

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪広角散水から強いジェット噴流へ
   自在に変化
▪まわりを覆うソフトカバーが
   衝撃から守ります

ワンレバーコントロール 
ビッグヘッドノズル

YM76533 NEW

指一本で ON-OFF と水形調整ができます
ミニ回転レバーは小さな力で動きます　水圧が高くても固くなりません
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YM76552YM76554

YM76515

横拡散 ジェット シャワー バブルフロー キリ横拡散 ジェット シャワー バブルフロー キリ

シャワー ジェット ヨコカクサン シャワー(中 ) シャワー(外 ) コウカク

セイリュウ キリ

ジェット ヨコカクサン シャワー(中 ) シャワー(外 ) コウカク

セイリュウ キリ

NEW NEW

NEW NEW NEW

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪５種の水流が選択可能
▪中央から跳ね返りの少ないソフトな気泡入り水流
▪水量じゅうぶんな大きなスクリーン
▪まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります

ワンフィンガーコントロール
５パターンノズル

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪５種の水流が選択可能
▪中央から跳ね返りの少ないソフトな気泡入り水流
▪水量じゅうぶんな大きなスクリーン
▪まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります

ワンレバーコントロール 
５パターンノズル

▪指操作の ON-OFF& 水形調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪シャワー専用
▪まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります

ワンフィンガーコントロール
シャワーノズル

▪指操作の ON-OFF& 流量調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪７種の水流が選択可能 ( 先端回転 )
▪まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります

ワンレバーコントロール
７パターンノズル

YM76571

▪指操作の ON-OFF& 流量調整
▪手にやさしいソフトグリップ
▪７種の水流が選択可能 ( 先端回転 )
▪まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります

ワンフィンガーコントロール
７パターンノズル

YM76574

すでに欧州では人気が出ています
指 一 本 で O N - O F F と 流 量 調 整 が で きま す
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洗車・家まわりの清掃や庭木の水やりに
水洗浄、( 洗剤を入れて ) 泡洗浄を簡単切替え     

▪目盛付洗剤容器付
▪洗剤量調節ダイヤル付
▪すぐロック解除可能なレバーボタン
▪７種の水流が選択可能

洗車用 ７パターンノズル
YM79971

洗車用10 パターンノズル
YM69112-33

▪目盛付洗剤容器付
▪洗剤量調節ダイヤル付
▪１0 種の水流が選択可能
▪使いやすい前レバー 
▪首振りタイプ

▪水量調節ノブ付
▪全長約 84 cm

水
洗
浄

泡
洗
浄

▪親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ
▪ワイドなシャワーで広く散水

ファンシャワーノズル 
トーチタイプ

YM70317

広角シャワー

▪親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ
▪９種の水流が選択可能

９パターンノズル 
トーチタイプ

YM74191

キリ

広拡散 ストレート

下向拡散

横拡散整流 シャワー 縦拡散

シャワー（中）

キリ 広拡散 ストレート

下向拡散

横拡散整流 シャワー(外) 縦拡散 シャワー（中） シャワー(外＋中)
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▪６種の水流が選択可能

PC  ６パターンガンノズル
YM73065

▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ

PC ７パターンガンノズル
YM73376

▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ

PC ７パターンガンノズル
YM73378

▪７種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ

メタル 
７パターンガンノズル

YM71978

▪６種の水流が選択可能
▪手にやさしいソフトグリップ

PC ６パターンガンノズル
YM73365

▪４種の水流が選択可能
▪無段式４パターンの散水

PC ４パターンガンノズル
YM73047
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▪２種の水流 ( シャワー、霧 ) が選択可能
▪使いやすい前レバー 
▪手にやさしいソフトグリップ
▪全長約 51 cm

▪２種の水流 ( シャワー、霧 ) が選択可能
▪使いやすい前レバー 
▪手にやさしいソフトグリップ
▪全長約 77 cm

▪７種の水流が選択可能
▪使いやすい前レバー 
▪手にやさしいソフトグリップ
▪全長約 77 cm

▪シャワー専用
▪ノブ操作で水量調節と ON-OFF 機能
▪手にやさしいソフトグリップ
▪全長約 78 cm

18 インチ  ロングノズル

28 インチ  ロングノズル

28 インチ  ７パターンロングノズル

28 インチ ロングノズル

YM66446

YM66426

YM66576

YM69010

キリ

キリ

キリ コウカク ヨコカクサン

シャワー

シャワー

セイリュウセイリュウ シャワー（中） ジェット シャワー（外）

シャワー

花にやさしい
散水ノズル
やさしい水流で土はねしにくく
植物をいためにくい

NEW
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タイマー
園芸散水用品
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スマートタイマー 
YM25569、YM25416-01 の液晶表示

▪１日４回の通水が自由な時間にセットできます
▪セットしていなくても、今すぐ、必要に応じて通水できます。
 （今すぐ通水モード）
▪次回以降の通水を休止できます。（通水休止モード）
▪水分たっぷりのときは次回の通水開始を延期できます。
 （通水延期モード）
▪先端丸型 ( 直径 14~18 mm) の蛇口に適合
▪また、蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1に
   取り付け可能

▪１日４回の通水が自由な時間にセットできます
▪セットしていなくても、今すぐ、必要に応じて通水できます。
 （今すぐ通水モード）
▪次回以降の通水を休止できます。（通水休止モード）
▪水分たっぷりのときは次回の通水開始を延期できます。
 （通水延期モード）
▪先端丸型 ( 直径 14~18 mm) の蛇口に適合
▪また、蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1に
   取り付け可能

スマートタイマーⅡ スマートタイマー
YM25569 YM25416-01

1

2 3

4

56

7 8

9 10

現在時刻の設定
通水日の設定 (1日に一回 ~７日に一回 )
通水開始時刻の設定
通水時間の設定 ( 最長 360 分 )
①～④ の条件を実行することを設定
設定した条件での通水を休止することの設定
今すぐ通水できるボタンです ( 最長 360 分 )
カーソルが設定あるいは休止の位置のときだけ使用可能

パターン 1, 2, 3, 4 を選定するボタンです
通水中に表示されます
1日に４通りの通水時刻と通水時間を分単位で入力できます

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

NEW NEW
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通水予約で、
自動で簡単に通水します
外出や旅行などの不在時での庭木などへの水やりのタイミングを逃しません

節水自動タイマーネオの液晶表示

現在時刻の設定
通水開始時刻の設定
通水時間 ( 最長 360 分 ) の設定
通水間隔 ( 頻度）の設定
 ①～④ の条件を実行することを設定
設定した条件での通水を休止することの設定
設定条件にかかわらず押せば " 今から通水 ” します   またもう一度押すと止水します
通水中に表示されます
YM25256 土中水分センサーを接続したときに表示されます
内部の乾電池残量が数字で表示されます

1

2

3

45

6

7
8

9

10

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

▪通水予約で、自動で簡単に通水します
▪外出や旅行などの不在時での庭木などへの水やりの
   タイミングを逃しません
▪設定操作がさらに簡単になりました
▪大きく見やすい表示文字を採用
▪先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
▪また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1に取り付け可能

節水自動タイマーネオ
YM25381 NEW
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▪通水予約で、自動で簡単に通水します
▪外出、旅行などの不在時での庭木などへの水やりの
   タイミングを逃しません
▪土中の水分を感じて通水を制御する水分センサーも
   オプションで取り付け可能
▪水のやり過ぎを防ぎます（雨の日など、水分が多過ぎれば
   水やりを自動で中止します）( 土中水分センサー利用の場合 )
▪先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
▪また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1に取り付け可能

▪標準型タイマーに比べると、やや機能を減らした簡易型
▪最低限の機能で設定操作が簡単
▪先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
▪また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1に取り付け可能

節水自動タイマー　
標準型

節水自動タイマー 
簡易型

YM25257 YM25258

1

2

3

4

5

6

7

8

9

現在時刻の設定
通水間隔（頻度）の設定
通水開始時刻、通水時間の設定
通水時間中の通水休止時間設定
( 通水を一時中断することで水の土中へのしみ込みを待ちます )

①－④の設定条件を実行することや " 今すぐ " 通水することを設定します
各条件を設定中に表示されます
内部の乾電池残量が数字で表示されます
YM25256 土中水分センサーを接続した時に表示されます
通水中に表示されます

標準型 YM25257 の液晶表示
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▪先端丸型の蛇口 ( 直径 14~18 mm) に適合
▪管用並行ねじ G3/4,G1にも取り付け可能
▪コネクター使用でホースへ接続できます
▪手にやさしいダイヤルソフトカバー

▪左ダイヤルは通水間隔：１時間 ~１週間の11 通り
▪右ダイヤルは通水時間：1 分 ~120 分の10 通り
▪通水を遅らせること可能（土中水分多いとき )

▪５段階の水分レベル検出と OFF 機能付
▪節水自動タイマー YM25257, YM25281 へ取り付け可能
▪コードの長さ５ m

ぜんまい式タイマー
( 最高 120 分 )

ダイヤルタイマー
( 乾電池式 )

土中水分センサー

YM25107YM25300

YM25256

※首まで埋めて使用します
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▪ パイプを通じてブラシに直接給水
▪ 手元で水の ON-OFF、水量調整可能
▪ 伸縮パイプで全長は100~170 cm

▪パイプを通じてブラシに直接給水
▪手元で水の ON-OFF、水量調整可能
▪伸縮パイプで全長は110~175 cm

▪手の届きにくいところの洗浄用
▪奥まったところ、高所、裏側など散水、泥落とし、
   汚れ落とし、雨どいに溜まった落葉流しなどに便利
▪先端ノズルは 330°回転どの方向にも向けられます
▪ノズル孔より強力広角水流
▪メタル製中継ぎパイプ最長約２メートルまで
   伸ばせます

水の通るデッキブラシ

水の通るデッキブラシ　ワイド

メタルパイプ伸縮式広角ノズル

YM85051

YM85050

YM69101

雨どいの洗い流し、
車の底など手の届きにくいところの洗浄に便利
手の届きにくいところの洗浄用。
奥まったところ、高所、裏側など散水、泥落とし、汚れ落とし、雨どいに溜まった落葉流しなどに便利
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ドリップシステム
園芸散水用品
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▪散水角度 90°
▪水量調節コック付
▪接続チューブ内径 4.6 mm 用
▪散水方向自在

▪チューブ内径 4.6 mm 用
▪霧状散水
▪ノズル部分が首ふり可能

▪散水角度 180°
▪水量調節コック付
▪接続チューブ内径 4.6 mm 用
▪散水方向自在

▪チューブ内径 4.6 mm 用
▪ノズル孔より水滴が連続的に落下
▪ノズル部分が首ふり可能

▪散水角度 360°
▪水量調節コック付
▪接続チューブ内径 4.6 mm 用

▪チューブ内径 4.6 mm 用

▪散水角度 360°
▪水量調節コック付
▪接続チューブ内径 4.6 mm 用

▪チューブ内径 4.6 mm 用

90° 広角ノズルスパイク付

ミストノズルスパイク付

180° 広角ノズルスパイク付

ドリップノズルスパイク付

シャワーノズルスパイク付

水量調節コック

ロータリースプリンクラースパイク付

チューブ支え用スパイク

YM12080

YM92181

YM12081

YM92182

YM12083

YM23321

YM12090

YM12000

ミスト

マイクロドリップシステム
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▪チューブの分岐用
▪チューブ内径 4.6 mm 用

▪止水用キャップ

▪チューブ内径 4.6 mm 用
▪霧状散水

▪管用並行ねじ G3/4

▪管用平行ねじ G3/4 パイプから
   内径 4.6 mm チューブ接続用

▪チューブ内径 4.6 mm 用
▪ノズル孔より水滴が連続的に落下

▪管用平行ねじ G3/4
▪接続チューブ内径 4.6 mm 用
▪チューブをナットで締め付
   け抜けにくい
▪各分岐には止水栓付

▪管用平行ねじ G3/4 取り付け用
▪各分岐には水量調節コック付
▪チューブ内径 4.6 mm 用

▪内径 4.6 mm のチューブを採用
▪各種マイクロスプリンクラーがセットされており、
   多様な少量給水用途に対応可能

▪ YM02300-15 m
▪ YM02300-50 m
▪チューブ内径 4.6 mm

Ｔ型継ぎ手

キャップナット

ミストノズル

逆流防止器

アダプター

ドリップノズル

4 分岐チューブジョイントコネクター

4 分岐チューブジョイントコネクターコック付

マイクロドリップシステム(給水チューブとスプリンクラー)

ドリップチューブ
YM23333

YM22430E

YM23325

YM20320E

YM20804E

YM23326

YM20830E（管用平行ネジタイプ）

YM20831E（管用平行ねじタイプ）

YM96079

YM02300

ミスト
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▪ガーデンホース（内径 12~15mm、外径 20mm まで）に使えます
▪散水半径約 5 m（水圧：0.4MPa）
▪扇形散水範囲を５° から 360°（全周）にセットできます
▪工具なしで散水範囲をセットできます

▪ガーデンホース（内径 12~15mm、外径 20mm まで）に使えます
▪散水半径約 5 m（水圧：0.4MPa）
▪扇形散水範囲を５° から 360°（全周）にセットできます
▪工具なしで散水範囲をセットできます

フラワースプリンクラー（アークタイプ）

スプリンクラー ( シンプルデザイン )

ネジ/ ホース継ぎ
(管用平行ねじG3/4 / 内径12~15 mmホース)

ニップル / ホース継ぎ
( ニップル / 内径 12~15 mm ホース )

ネジ/ ホース継ぎ
(管用平行ねじG3/4 / 内径12~15 mmホース)

止水キャップ
( フラワースプリンクラー用 )

YM12313

YM97063

YM22504 YM22501YM22524YM22423

連結可能で複数本の使用できます
変形の御庭にも好適！お庭の散水を楽しくする

散水範囲は狭い扇形
5° から円形 360°
まで自由に変えられ
ます

散水扇形の角度は狭
い５° から完全な円
形まで可能

水量調節コック

水量調節コック

工具なしで散水範囲
をセットできます

工具なしで散水範囲
をセットできます

散水方向が円周方向
のどの向きにでも変
えられます

散水扇形はどの向き
でも自由に変えられ
ます

NEW

12.5cm
延長パイプ
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ホースリールセット
園芸散水用品
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大きなハンドルで握りやすく巻取りに便利

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

▪ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
▪トーチタイプミニ４パターンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M 巻きタイプミニカバーリールセット
YM93072-10M

トーチタイプ
ミニ４パターンノズル 
(YM77941)

拡散

ジェット

シャワー(弱 )

シャワー(強 )

ホースは本体下にある巻取り口から本体内に入るため、安定して巻取できる

NEW
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耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ＰＣ６パターンガンノズル
(YM73065)

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ＰＣ６パターンガンノズル
(YM73065)

▪ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
▪ワンタッチミニ４パターンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M 巻きタイプミニホースリールセット

15M 巻きタイプミニホースリールセット

YM98002-10M

YM98002-15M

ミニ４パターンノズル
(YM77942)

▪ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M ミニホースリールセット

15M ミニホースリールセット

YM96061-10M

YM96062-15M

▪ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M ミニホースリールセット

15M ミニホースリールセット

YM96007-10M

YM96007-15M

拡散

ジェット

シャワー(弱 )

シャワー(強 )
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ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ジェット

コウカク

キリシャワー(弱 )シャワー(弱 )

シャワー(強 )シャワー(強 )

手を汚さず
卷き取れる
移 動 が 楽 ラ ク 車 輪 付

ワンタッチ前レバー
５パターンノズル
(YM77852)

▪グリップ付パイプフレームは伸縮タイプ､持ちやすい長さに調整できます
▪ホース内径 12 mm､外径 16 mm
▪ワンタッチ前レバー５パターンノズル付
▪蛇口コネクターとＬ型コネクター付

20M ホースカートセット
YM01051-01A-20M

42
センチ

NEW
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▪ホース内径 12 mm､外径 16 mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付
▪蛇口コネクター付

▪ホース内径 12 mm､外径 16 mm
▪ワンタッチ前レバー５パターンノズル
▪蛇口コネクター付

▪ホース内径 12 mm､外径 16 mm
▪ワンタッチ前レバー５パターンノズル
▪蛇口コネクターと L 型コネクター付

15M オープンホースリールセット

15M ステップ付きホースリールセット

15M カバー付きホースリールセット

20M オープンホースリールセット

20M ステップ付きホースリールセット

20M カバー付きホースリールセット

30M オープンホースリールセット

30M ステップ付きホースリールセット

30M カバー付きホースリールセット

YM96030

YM97012

YM97051

YM96031

YM97013

YM97052

YM96032

YM97014

YM97053

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

PC 6 パターン
ガンノズル (YM73065)

ワンタッチ前レバー
5 パターンノズル (YM77957)

ワンタッチ前レバー 5 パターンノズル (YM77852)

ホースを紫外線から守るカバー付
庭の片隅に気持ち良く置けます

ジェット

コウカク

キリ

シャワー(弱 )シャワー(弱 )

シャワー(強 )シャワー(強 )

キリ

コウカク

ヨコカクサン

シャワー

ジェット
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ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ミニ４パターンノズル
(YM77942)

拡散

ジェット

シャワー(弱 )

シャワー(強 )

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

ミニ４パターンノズル
(YM77942)

拡散

ジェット

シャワー(弱 )

シャワー(強 )

▪ホース内径 7.5 mm､外径 11 mm
▪ワンタッチミニ４パターンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M ミニカバーホースリールセット

15M ミニカバーホースリールセット

YM98008-10M

YM98009-15M

▪ホース内径 7.5 mm､外径 11 mm
▪ワンタッチミニ４パターンノズル付
▪蛇口コネクター付

10M ミニカバーホースリールセット

15M ミニカバーホースリールセット

YM98011-10M

YM98012-15M

手を汚さず
卷き取れる
コ ン パ ク ト で 使 い や す い
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スプリンクラー
園芸散水用品
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▪４種の水流を目的に応じ使い分け可能
▪狭い扇形から円形まで、散水範囲は調整可能
▪高さ 150 cm まで伸ばせます

三脚式　4パターン
ギャードライブスプリンクラー

YM11536

150
センチ

芝生や庭木に最適   

NEW
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三脚式 4 パターン
ギャードライブスプリンクラー

4 種の水流が選択可能：

360 円形、お望みの
扇形に散水

ナットを締め付け固定

高さ調節は調節リングを回して
１５０cm まで伸ばせます

パイプ端をホースの
コネクターにワンタッチ接続

縦扇形吐水

太い線状吐水

横扇形吐水

細い線状吐水
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▪細かな霧状散水
▪ 360 度へ同時に

▪ 5 パターンの散水
▪スパイク付 

霧スプリンクラー ターレットスプリンクラー
YM15084 YM12210

▪回転しながら円形散水
▪散水直径：10m（0.4 MPa） 

▪回転しながら円形散水
▪散水直径：12m（0.4 MPa） 

ツーアームスプリンクラー スーリアームスプリンクラー
YM14126 YM14237

▪シャワー状散水
▪散水直径：8m（0.4 MPa）

▪回転しながら円形散水
▪金属製
▪散水直径：12m（0.4 MPa） 

フラワースプリンクラー メタルスーリアームスプリンクラー
YM2203 YM13434

インパクトスプリンクラー インパクトスプリンクラー
YM12116 YM11216

芝生や庭木に最適   

▪ 360 度散水（散水角度調整可能）
▪メタルスパイク付 
▪散水直径：12m（0.4 MPa）

▪ 360 度散水（散水角度調整可能）
▪メタルスパイク付 
▪散水直径：12m（0.4 MPa）



 Gardening  /  園芸散水用品  /  スプリンクラー

31

▪ 360 度散水（扇形散水範囲調整可能）
▪メタルスパイク付 

▪ 360 度散水
 （扇形散水範囲調整可能）

４パターン ギヤードライブ
スプリンクラー

４パターン ギヤードライブ
スプリンクラー

YM11223 YM14607

▪３６０度散水
  （扇形散水範囲調整可能）
▪スパイク付 

▪３６０度散水
  （扇形散水範囲調整可能）
▪遠距離、近距離の２段階切替板付き

４パターン ギヤードライブ
スプリンクラー

６パターン ギヤードライブ
スプリンクラー

YM12836 YM14665

乱流   ( 広い範囲へ )　   
半径最大約 6M

  霧状  ( 近くへ霧雨状態 )  
半径最大約 4M

雨降り状態   ( 広い範囲を均一に )
半径最大約 6M

ストレート  ( 遠くへ飛水 )　   
半径最大約 8M

多様な水流を目的に応じ使い分け可能

散水範囲 ( 扇形から円形まで ) は調整簡単

NEW NEW



 Gardening  /  園芸散水用品  /  スプリンクラー

32

▪ アルミフレームチューブ
▪ ニップル、コネクター付
▪ 散水範囲 18m×15m（0.4MPa）
  （散水範囲調整可能）

▪ アルミフレームチューブ
▪ ニップル、コネクター付
▪ 散水範囲 18m×15m（0.4MPa）
  （散水範囲調整可能）

16 穴  オシレートスプリンクラー

16 穴  オシレートスプリンクラー

YM17172-043

YM18172-113

芝生や庭木に最適   

NEW

NEW
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グリーンクーラー、ミストスタンド
園芸散水用品
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▪水道水の霧で周りを冷やす
▪ノズルが 360 度回転（散水角度調整可能）

ミストスタンド
YM06902

ミストのクーラー、霧を使って涼しく演出
蛇口につないで簡単なミストシャワー！

適合ホース

外径
外径

ホース断面

種類 耐圧ホース
Φ20mmまで
Φ12～15mm
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回 転 自 在
２つのノズルが回転自在、上下左右
どの方向にも霧吹き可能、ノズル穴
は金属製、性能安定、長寿命

ホースへの接続にはワンタッチで簡単

コック付コネクターで止水、通水が

手元でできる
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▪蛇口につなぐだけ、電気不要のエコなクーラー
▪細かい霧が降り注ぎます
▪霧の気化熱でまわりの熱をうばいます
▪適合蛇口：先端丸型で直径 14 mm~18 mm のもの

▪延長分1.8 m ＋ ノズル２個

グリーンクーラーセット グリーンクーラー延長セット
YM96048 YM93009

捆      包      內      容 捆      包      內      容
 ●ノズル×３             ●取り付けネジ×６
 ●クリップ×５　       ●蛇口ニップル×１
 ●コネクター×１       ●ホース長合計約 5.8m
 ●ホースエンド×１

 ●ノズル×２             ●取り付けネジ×４
 ●クリップ×４　       ●ホース長合計約 1.8m

約 4m 約 0.9m 約 0.9m 約 0.9m 約 0.9m

グリーンクーラーの特長

特長 1 特長 2
電気不要のエコなクーラー、微細な霧がすばやく蒸発し、
その気化熱が周囲の熱をうばい気温を下げます

❖ 使用水量は 1 分間約 130ml 環境にも、

    家計にも優しい

❖ 1 時間使っても約２円

  （１ℓ＝ 0.24 円 , 東京の水 , 参考値です )

❖ 少ない水量と水道代で長時間使っても安心

0 分 10 20 30 経過時間 ( 分 )

クーラー使用時の周囲の温度変化

試験条件
水圧 0.4MPa
晴天、無風状態

２度程度
下がる

※お庭やベランダで使える、
    電気不要で経済的
    ご家庭で使用中のホース ( 耐圧 ) を
    ご使用ください

グリーンクーラーセット
グリーンクーラー延長セット

YM96048

YM93009
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ホース継手、蛇口継手
園芸散水用品
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▪先端丸型（直径 14~18mm) 蛇口に適合します
▪三つの機能：下方へのストレートとシャワーおよび横方向ホース接続
▪お庭のお手いれのあと、ホースを外さず、手が洗えます

分岐蛇口ダブルポート、シャワー付き
YM22239

１つの蛇口を
マルチに利用

ホースを外さず
手洗い · 水汲み 3機能

曲がる継手
ホースの使い方に
合わせてコネクター
の向きがかえられます

三つ の 機 能
下方へのストレート
とシャワーおよび
横方向ホース接続
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太
ホース

細
ホース

細
ホース

細
ホース

細
ホース

細
ホース

普通
ホース

普通
ホース

ネジ付蛇口ニップル
( 管用平行ねじ G3/4)

ネジ付蛇口ニップル
( 管用平行ねじ G1/2)

蛇口用Ｙ型分岐
コック付きニップル

ミニホース
接続用ニップルアダプター

蛇口ニップル

ネジ付蛇口ニップル
( 管用平行ねじ G3/4)

蛇口用コック付４分岐ニップル

ミニホースジョイント

蛇口コネクターセット

ネジ付蛇口ニップルセット
( 管用平行ねじ G1/2)

コック付４分岐ニップル

ミニホース
接続用ナットアダプター

蛇口コネクターセット
( ミニホース用 )

ネジ付蛇口ニップルセット
( 管用平行ねじ G1/2)

ピッタリ蛇口
先端丸型 ( 直径14~18mm) の
蛇口に適合

YM23123

YM22424

YM22234

YM22731

YM23122

YM22426

YM92264(22820+23123)

YM22732

YM23122+YM24017

YM22424+YM24017

YM92268(22820+20617)

YM22733

YM23122+YM24026

YM22424+YM24284

YM23127

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

23122

23601

NEW NEW NEW
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太
ホース

細
ホース

普通
ホース

YM24142

YM24133

YM24144

YM24123

YM24152

YM95224(22231+22326+24011×3)

YM24154

コック付きコネクター

コック付き
コネクターニップル

コック付きコネクターＬ

コック付き
コネクターニップル

コック付きコネクター

コック付き
三方ジョイント

コック付きコネクターＬ

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付

太
ホース

太
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

カギマークのついたコネクターは
ロック機能付きです。
コネクターをロックすればノズルなど接続
されたものが不意に外れることを防ぎます。
1. コネクターの可動筒をロックの方向に
    回すとロックされます。
2. の方向に回し、可動筒を引き下げると
    コネクターは外れます。
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普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

コネクター

コネクターＬ

コネクター

コネクターＬ

コネクターストップ付

コネクターＬストップ付

コネクターストップ付

コネクターＬストップ付

コネクター

コネクターＬ

コネクター

コネクターＬ

コネクターストップ付

コネクターＬストップ付

コネクターストップ付

コネクターＬストップ付

YM24011

YM24039

YM29201

YM29205

YM24012

YM24040

YM29202

YM29206

YM24017

YM24037

YM24203

YM24207

YM24018

YM24038

YM24204

YM24208

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付
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普通
ホース

普通
ホース

コネクター
( メタルナット )

コネクター
( ロングナット )

コネクターＬ
( ロングナット )

コネクターストップ付
( メタルナット )

コネクターストップ付
( ロングナット )

コネクターＬストップ付
( ロングナット )

コネクターＬ
( メタルナット )

コネクター
( ロングナット )

コネクターＬ
( ロングナット )

コネクターＬストップ付
( メタルナット )

コネクターストップ付
( ロングナット )

コネクターＬストップ付
( ロングナット )

YM24203-01

YM29201-02

YM29205-02

YM24204-01

YM29202-02

YM29206-02

YM24207-01

YM24203-02

YM24207-02

YM24208-01

YM24204-02

YM24208-02

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

ニップル

コネクター

ホース固定ナット

コネクターへのホースの

取付方法
１.コネクターのホース固定ナットを外しホースを通します。

２. ホースをコネクターのツメの内側に奥まで差込ます。

３. ホース固定ナットを最後までしっかりと締めつけてください。

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付
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太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

太
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

万能コネクター

万能コネクター

万能コネクター
( ロングナット)

ホースジョイント

万能コネクターストップ付

万能コネクターストップ付

万能コネクターストップ付
( ロングナット)

ホースジョイントＬ

万能コネクター

万能コネクター

万能コネクター
( メタルナット)

ホースジョイント
( ロングナット)

万能コネクターストップ付

万能コネクターストップ付

万能コネクターストップ付
( メタルナット)

ホースジョイント L
( ロングナット)

YM24016

YM29209

YM24211-02

YM22523

YM24013

YM29210

YM24212-02

YM22533

YM24014

YM24211

YM24211-01

YM22523-02

YM24015

YM24212

YM24212-01

YM22533-02

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付
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ミニコネクター

コネクター12 ミリ
( ホース内径：12mm)

コネクター12 ミリ
( ホース内径：12mm)

メタルホースジョイント

ミニコネクターストップ付

コネクター12 ミリストップ付
( ホース内径：12mm)

コネクター12 ミリストップ付
( ホース内径：12mm)

メタルホースジョイントＬ

ミニコネクター

コネクター12 ミリ
( ホース内径：12mm)

コネクター12 ミリ
( ホース内径：12mm)

ブラスホースジョイント　12 ミリ
( ホース内径：12-13mm)

ミニコネクターストップ付

コネクター12 ミリストップ付
( ホース内径：12mm)

コネクター12 ミリストップ付
( ホース内径：12mm)

ブラスホースジョイント　15 ミリ
( ホース内径：15-16mm)

YM24028

YM24061

YM29271

YM22523-01

YM24029

YM24062

YM29272

YM22533-01

YM24026

YM24063

YM24273

YM22556

YM24027

YM24064

YM24274 

YM22557

太
ホース

普通
ホース

細
ホース

細
ホース

細
ホース

細
ホース

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付
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太
ホース

コネクター
( 管用平行ねじ G3/4)

コネクター
( 管用平行ねじ G3/4)

ホースジョイントニップル

コック付コネクター
＆ニップルセット

ホースジョイントニップル
セット

コック付コネクター
＆ニップルセット

コネクター
( 管用平行ねじ G3/4)

コネクター
( 管用平行ねじ G3/4)

ホースジョイントＬ
セット

コック付コネクター
3 点セット

ミニホースジョイント
セット

コック付コネクター
3 点セット

YM22917 YM29941

YM22721

YM24142+YM22331 

YM22721+YM24017

YM24152+YM22331

YM22927 YM22943

YM24037x2+YM22331

YM24142+YM22331+YM24017

YM24026x2+YM22331

YM24152+YM22331+YM24203

普通
ホース

普通
ホース

細
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付

ニップル

コネクター

コネクターへのホースの

取付方法
１.コネクターのホース固定ナットを外しホースを通します。

２. ホースをコネクターのツメの内側に奥まで差込ます。

３. ホース固定ナットを最後までしっかりと締めつけてください。

ホース固定ナット
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ブラスコネクター12 ミリ
( ホース内径：12-13mm)

ジョイントニップル

三方ジョイントニップル

メタルホース継ぎ手 12 ミリ
( ホース内径：12-13mm)

ブラスコネクター15 ミリ
( ホース内径：15-16mm)

ホース継ぎ手
( ホース内径：15-18mm)

三方ホース継ぎ手
( ホース内径：15-18mm)

メタルホース継ぎ手 15 ミリ
( ホース内径：15-16mm)

ブラスコネクター１２ミリストップ付
( ホース内径：12-13mm)

メタル三方ジョイント
ニップル

メタルホース継ぎ手 18 ミリ
( ホース内径：18-19mm)

ブラスコネクター１5 ミリストップ付
( ホース内径：15-16mm)

ブラスジョイントニップルメタルジョイントニップル

ブラス三方ジョイント
ニップル

ネジ付ニップル
( 管用平行ねじ G3/4)

YM22541

YM22331

YM22333

YM22661

YM22543

YM22332

YM22334

YM22662

YM22542

YM22314

YM22313

YM22663

YM22544

YM22344

YM22343

YM22326

太
ホース

細
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

内径：15-18 ｍｍ / 外径：25 ｍｍ
までのホースに適合

内径：12-15 ｍｍ / 外径：20 ｍｍ
までのホースに適合

内径：7.5-9 ｍｍ / 外径：12 ｍｍ
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む ロック付
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空ホースリール、ホースハンガー
園芸散水用品
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▪持ち運びに便利
▪内径 12mm ホース最大 20m まで
▪１.5m リーダーホース付
 （Ｌ型コネクター＆蛇口コネクター含む）

▪持ち運びに便利
▪内径 7.5mm ホース最大15m まで

空ホースリール

ミニホースハンガー

YM01401

YM01503

▪ホースの引き出しをスムーズにします
▪ホースの通り道を確保
▪畑や花壇の植物を痛めません

▪壁に取り付け使用します
▪内径 12mm ホース最大 25m まで

ホースガイドローラー

ホースハンガー 

YM11601

YM01504

▪持ち運びに便利
▪内径 12mm ホース最大 30m まで
▪１.5m リーダーホース付
 （Ｌ型コネクター＆蛇口コネクター含む）

空ホースリール
YM01402

▪壁に取り付け使用します
▪ノズルやホースを簡単に収納
▪内径 12mm ホース最大 40m まで

ホースハンガー
YM01510
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各種ホース （灌水用、ノズルセット、コイルホース ）

園芸散水用品
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きっちり対象物に水やり、節水主義のにじみ出るホース
植物の根元にきっちりとゆっくり、少しずつ水やり　じょうろやノズルで勢いのある散水とは異なりホース表面からにじみ出ます

▪にじみ出るホース、内径：12mm、外径：16mm ▪にじみ出るホース、内径：12mm、外径：16mm
▪圧力調節器付

1/2" 10M にじみ出るホース 1/2" 15M にじみ出るホース
YM06200-10M-R0Y YM06200-15M-F0Y

▪にじみ出るホースに安定的水圧を供給し、
   ホースの寿命を延ばします
▪安定的に水を供給します
▪強靭なプラスチックとステンレス製部品により長寿命です
▪蛇口先端とホース入口との間に設置ください

にじみ出るホース用圧力調節器
YM24020

当社の圧力調節器は水量を犠牲にすることなく、最適な圧力に調節します。

ホース全長ホース末端でも水がにじみでる状態からの水のにじみ出を約束します。

また、蛇口を急に開け増したときの水量の増加に対しても、ホースに大きな負担を

かけずにダメージを防止します。

圧力調節器

0.28

蛇口側水圧

ホース
内水圧

0.21

0.14

0.14 0.28 0.42 0.56 0.70

0.4MPa  60 PSI → 0.2MPa  30 PSI
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▪ホース内径：12mm、外径：16mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付き

▪ホース内径：15mm、外径：19mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付き

10M ホースとノズルセット

10M ホースとノズルセット

YM95070

YM95071

ホースがすべりやすい縦溝付き

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

▪ホース内径：7.5mm、外径：11 mm
▪ワンタッチミニ４パターンノズル 付き

5M ホースとノズルセット

10M ホースとノズルセット

YM95083-5M

YM95083-10M

ワンタッチミニ４パターンノズル
(YM77942)

拡散

ジェット

シャワー(弱 )

シャワー(強 )

耐圧耐圧
糸入りホース糸入りホース

PC 6 パターンガンノズル
(YM73065)

糸入り耐圧ガーデンホース
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▪ホース内径：9mm、外径：12mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付き
▪ホース材質：PU

▪ホース内径：9mm、外径：12mm
▪ＰＣ ６パターンガンノズル付き
▪ホース材質：PU

コイルホースセット

コイルホースセット

YM95022

YM95022

YM95022-7.5M

YM95022-7.5M

YM95022-10M

YM95022-10M

YM95022-15M

YM95022-15M

巻き取り不要で
場所をとらない
多様な水流でいろいろな用途に
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