高品質ログと確かな精度。デザインで定評の自作のキット！

人気のミニログ。趣味室、店舗、コテージなどにおすすめ！

特価
在庫有
即納可

RUUSU-A ルース-A［バラ］

TAIVAS タイバス［空］

●8.5坪 ●H3,870㎜×W6,000㎜×D6,000㎜

75
mm

キット価格：2,380,000円の品

2,320,000

ラミ

キット価格：2,698,000円の品

キット価格：2,354,000円の品

ラミ

KOSKA-A コスカ-A［それでね］

ORAVA オラバ［リス］

●7.9坪 ●H3,833㎜×W6,000㎜×D7,000㎜

●12坪 ●H3,983㎜×W8,500㎜×D5,500㎜

キット価格：2,710,000円の品

キット価格：3,290,000円の品

ラミ

mm

mm

mm

●3.8坪 ●H2,731㎜×W2,900㎜×D4,300㎜

キット価格：658,000円の品

キット価格：3,680,000円の品

50

50599,000 円（税込）

mm

mm

mm

キット価格：748,000円の品

708,000

開催期間：1月

在庫有
即納可

MANSIKKA マンシッカ［いちご］ SIELU シエル［森の妖精］
●6.4坪 ●H3,410㎜×W5,200㎜×D4,900㎜

75
mm

円（税込）

● VOL.1801

A カラフル・ハンモック

在庫有
即納可

KOSKA-C コスカ-C［それでね］

●2.9坪 ●H2,850㎜×W2,900㎜×D4,300㎜

92 2,628,000円（税込） 75 2,180,000円（税込） 92 2,638,000円（税込） 75 3,170,000円（税込） 92 3,490,000円（税込）

円（税込） mm

在庫有
即納可

キット価格：1,890,000円の品

●4.6坪●H4,740㎜×W3,700㎜×D4,000㎜

75

1,690,000円（税込）

mm

キット価格：1,418,000円の品

1,342,000円（税込）

31日（水）迄

ミニ。キャンペーン！

MINI-LOGHOUSE 新春お値打ちセール

TUULIトゥーリー［風］

TALLI-B タリー-B［納屋］

●11.7坪 ●H3,983㎜×W8,500㎜×D5,500㎜

75
mm

キット価格：3,520,000円の品

ラミ

●10坪 ●H3,673㎜×W6,400㎜×D5,300㎜

キット価格：3,795,000円の品

キット価格：1,398,000円の品

キット価格：1,782,000円の品

3,200,000円（税込）92 3,698,000円（税込） 501,368,000円（税込）75 1,748,000円（税込）
ガーデンハウスシリーズ

在庫有
即納可

在庫有
即納可

キャンペーン期間中に ミニログハウス を

▲カラフル・ハンモック

mm

mm

mm

ベッドや布団では味わえない心地よさを、
是非実感してください。
※色、柄など変わる場合がございます。

家族でLet s try DIY!
庭におしゃれな物置を

お買い上げ頂いたお客様全員に
または
A.
「ハンモック」
を
B「腰袋
.
+ グローブ」

B 腰袋 + BIGBOXグローブ

も・れ・な・く

在庫有
即納可

プレゼントいたします。

+
【パネルハウス／無垢無塗装品】

【プチログ／無垢無塗装品】

CALERA カレラ ●1坪

●H2,149㎜×W1,820㎜×D1,820㎜

キット販売価格

LION リオン ●2坪

●H2,518㎜×W2,000㎜×D3,000㎜

32

198,000 円（税込）

mm

キット販売価格

【プチログ／無垢無塗装品】

KIRJA

特価
在庫有
即納可

キルヤ
［本］●3坪
●H2,875㎜×W3,300㎜×D4,000㎜

32
mm

キット価格：498,000円の品

458,000 円（税込）

ミニ。の 全国実績 8,500棟

▲BIGBOXグローブ
（1対）
DIYやログの組立てにおすすめ！

キット販売価格

ライフスタイルに合わせ、自分好みに自由自在！

398,000 円（税込）

在庫有
即納可

ROMAANI
キット販売価格

569,000 円（税込）

楽天

DIY・グランピング推奨モデル

【パネルハウス／無垢無塗装品】

ロマーニ
［小説］●3坪
●H2,908㎜×W3,950㎜×D4,000㎜
mm

※色、デザインなど変わる
場合がございます。

●H2,691㎜×W3,000㎜×D2,500㎜
mm

【プチログ／無垢無塗装品】

32

PALMER パルメ ●2.5坪

32

348,000 円（税込）

在庫有
即納可

▲腰袋

【プチログ／無垢無塗装品】

ベランダに装飾柱を設け、広々の奥行き2.1m

GARDENIA

ガーデニア ●1.8坪
●H2,971㎜×W3,000㎜×D2,600㎜

●4.9坪 ●H3,330㎜×W4,500㎜×D5,700㎜
キット価格：1,248,000円の品

キット販売価格

mm

倶楽部

キット価格：1,480,000円の品

1,140,000円（税込） 75 1,390,000円（税込）

50

680,000 円（税込）

ストア「

TIKKA ティッカ［キツツキ］
mm

特価

在庫有
即納可

在庫有
即納可

MERI-A メリ-A［海］

●4.8坪 ●H3,183㎜×W4,800㎜×D4,300㎜
キット価格：1,043,000円の品

●6.2坪 ●H3,183㎜×W4,800㎜×D4,300㎜
キット価格：1,188,000円の品

キット定価：1,340,000円の品

価格：1,474,000円の品

938,000円（税込） 75 1,168,000円（税込） 501,089,000円（税込） 75 1,398,000円（税込） N E W

50
mm

MERI-B メリ-B［海］

mm

mm

mm

コンセプト・ミニ

」で遊具取扱い販売中！
！

特価
在庫有
即納可

ベーシックモデルを自分でアレンジ
木製ブランコ

価格：29,800円の品

木製シーソー

価格：29,800円の品

24,980 円（税込） 23,600 円（税込）
●お問い合わせ

全国に広がる代理店網

ミニログから大型施設ログまで実績拡大中！
ビックボックス

0120 -117- 698

www.fin-bigbox.com

スパイダーモンキー

スイングセット

48,600 円（税込）

62,800 円（税込）

価格：54,800円の品

価格：74,800円の品

屋根の方向を変えたり、2棟連結での拡張など用
途に合わせられるバリエーション。セルフビルドで
も建てやすい安心のキットです。

atomik社製

クライミング ホールド
（25個）

44,800 円（税込）

PELTO ペルト［畑］

●11坪 ●H3,832㎜×W8,100㎜×D6,000㎜

75
mm

キット価格：3,795,000円の品

3,489,000円（税込）

do・re・mi

VALO-B バロ-B［光］

●10.6坪 ●H5,100㎜×W4,800㎜×D6,300㎜

75
mm

キット価格：2,948,000円の品

ラミ

キット価格：3,366,000円の品

2,776,000円（税込） 92 3,248,000円（税込）
mm

ドレミ
（ベーシックモデル）
●3坪 ●H3,396㎜×W3,700㎜×D3,700㎜
キット価格：776,000円の品

mm

キット価格：953,000円の品

675,000円（税込） 75 835,000円（税込）

50

mm

