
ドイツ生まれの高品質なキャット･ファニチャー

ゴールドタッツェ

キャットヘブン､
それは堂 と々した猫の王様が統治する国

深い渓谷に架かる吊り橋を渡り、眺望の良い
係留地点でひと休み｡
展望台には居心地の良いカーペット、次の探
検へのイメージがかきたてられる｡
遠くまで見渡せる頂きで優雅にくつろぐ、す
べてをコントロール下に置きたい僕には宝
物のような場所。

そう､僕はこの国の王様なんだ!

理想の王国で愛猫たちが意気揚々とエレガ
ントなキャットウォークを渡って行ったり、眺
望の良いハンモックの上で目を細めたり、踊
るようにステップを駆け上る光景を見るうち
に､あなたも随分前に見た冒険映画や､長い
間忘れていた幼少期の体験を思い出すでし
ょう｡

Goldtatze ゴールドタッツェ､
3つのこだわり

1. しっかりとした､確かな作り

質実剛健ながらも高級感のあるエレガントなたた
ずまいは､品よくどんなお部屋にもマッチするとヨ
ーロッパ各国から高い評価を得ています｡
日本の家屋やマンションにも違和感なく馴染むで
しょう｡

2. 安心安全､良い素材

長期に渡る使用を確実にするため、すべての家具
にはたっぷり厚みのある硬質の複合バーチ材を使
用しています。磨き上げられ光沢を持つ表面は輪
郭まで丁寧に仕上げられています｡すべての木材
部品に5年間の保証期間を設けています｡

ファブリックはナチュラルでプレミアムなクオリテ
ィのものを使用しています｡ファッション性･優雅さ
はもちろん､機能的で耐久性があります｡また､洗
ったり交換したりすることで長くシステムを使える
ことにもこだわっています｡

表面仕上げはドイツ本国の工場内にて完全手作
業で行われており､木材の表面には高品質のワッ
クス/オイルを使用しています｡木目の美しさをそ
のまま残しながら、とても滑らかに仕上がっていま
す｡また､有機溶剤を一切使用しない仕上げ方法
は､子供用玩具の製作にも採用されており、人間/
動物両者にとって無害です。

3. なんといっても､猫が喜ぶ

お部屋に設置したその日から愛猫の眼の色がか
わります｡
さぁ、基本セットを手に高品質なGoldtatze の魅力
的な世界へ!

www.nekosenka.com

愛する猫ちゃんのための、「おいしい・健
康によい・楽しい・便利な」モノコトをと
りそろえた専門店です。
猫を愛してやまない猫写真家にしてデ
ボンレックスとシンガプーラのブリーダ
ー「石原さくら」が、自ら作り、また自ら試
しておすすめできるものだけを厳選して
ご紹介しています。

www.goldtatze.jp

日本輸入総代理店:
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ウォールセット: サスペンション･ブリッジ

ウォールセット: サスペンション･ブリッジ プレミアム

まずは､基本セットから

ウォールセット: キャット･ウォーク (水平型)

ウォールセット: キャット･ウォーク プレミアム (傾斜型)

もっと壁に足場を

デッキプレート: クライミング･サポート

ラウンジ･ボード

ラウンドウォール･ハンモック

ウォール･ボール

天井にも

シーリングセット: サスペンション･ブリッジ

シーリングセット: サスペンション･ブリッジ プレミアム

キャット･ヘブン

その他
ハンモック･シンバ

キャット･ポスト (ショート)

･複数の猫を飼っている場合の理想的なセットです。
･適切な設置をすれば重さ15kgまで耐えられます。
･水平に設置することも、段差を最大30cmまで付けることも可能
です。

長さ: 1045mm 幅: 185mm 重さ: 5.5kg

･複数の猫を飼っている場合の理想的なセットです。
･適切な設置をすれば重さ30kgまで耐えられます。
･水平に設置することも、段差を最大30cmまで付けることも可能
です。

長さ: 1045mm 幅: 185mm 重さ: 6.5kg

･複数の猫を飼っている場合の理想的なセットです。
･適切な設置をすれば、重さ15kgまで耐えられます。

長さ: 847mm 幅: 185mm 重さ: 6.5kg

･複数の猫を飼っている場合の理想的なセットです。
･適切な設置をすれば重さ30kgまで耐えられます。
･水平に設置することも、段差を最大20cmまで付けることも可能
です。段差が10cm以上になる場合は、安定性向上のためカーペ
ット（オプション）をお勧めします。

長さ: 1151mm 幅: 185mm 重さ: 7.5kg

デッキプレートは高い場所に登る際の中継所としてデザインさ
れました。でもただ単に寝そべるだけの場所としても愛されるで
しょう。
カーペットは4つのボタンで固定され、掃除の時にも簡単に着脱
可能です。

幅: 470mm 高さ: 185mm 奥行き: 310mm 重さ: 4kg

プレミアムカーペットが使用されており、この展望台をよ
り快適な場所にしています。
カーペットは必要に応じて簡単に着脱可能です。

幅: 920mm 高さ: 250mm 奥行き: 450mm 重さ: 9kg

中心部には、ダブルスティッチが施された布製の円 形ハ
ンモックが4か所のリテイニングプレートで固定されてい
て、それぞれ5 つのボタンで留められています。 木製の円
形リングの各リテイニングプレートに付いている2つの追
加ボタンで ハンモックがねじれるのを防ぎます。 ハンモ
ックは簡単に着脱可能です。すべてのパーツは単体で追
加注文できます。 

幅: 640mm 高さ: 250mm 奥行き: 670mm 重さ: 6kg

ベージュのカーペットが敷かれたウォーターヒヤシンスのバスケ
ットの快適さに、猫たちも喜ぶ筈です。カーペットは簡単に着脱可
能です。
サスペンションブリッジ、またはデッキプレート近くに設置すると
､バスケットにたったの数歩で到達できるのでもっと便利になり
ます。

幅: 390mm 高さ: 290mm 奥行き: 850mm バスケットの直径: 
500mm 重さ: 5.5kg

美しい箱型のシーリング･ハンガーは、天井とサスペンション･ブ
リッジの間に適度なスペースをもたらします｡

美しい箱型のシーリングハンガーは、天井とサスペンションブリッ
ジの間に適度なスペースをもたらし、2個のサスペンションブリッ
ジを繋げて使用する場合に土台の役割も果たします。
このシーリングハンガーには、どの面からも中に入ることができ
ます。

長さ: 1045mm 幅: 185mm
シーリング･ハンガー: 幅: 250mm 高さ: 450mm 奥行き: 286mm
セットの全長: 約1180mm 重さ: 10.5kg

長さ: 1045mm 幅: 185mm
シーリング･ハンガー: 幅: 250mm 高さ: 450mm 奥行き: 286mm
セットの全長: 約1180mm 重さ: 10.5kg

･バーチ材を用いた柱で直接天井に取り付けられます（長さ
:260mmまたは380mm、直径: 50mm、サイザルロープが巻き付
けられています）。
･サイザルロープなしのタイプも用意しています。
･複数の猫を飼っている場合の理想的なセットです。

幅: 直径890mm 奥行き: 直径570mm 重さ: 15kg

この円形ハンモックの中心部には、ダブルスティッチが施された
布製の円形ハンモックが4つの穴に通されていて、それぞれ5つの
ボタンで留められています。それにより掃除の際にも簡単に着脱
可能です｡
シーリング･サスペンション･ブリッジを一緒に使うと、天井に取り
付けた場合、簡単に登り降りが可能です。

長さ: 1045mm 幅: 185mm
シーリング･ハンガー: 幅: 250mm 高さ: 450mm 奥行き: 286mm
セットの全長: 約1180mm 重さ: 10.5kg

ボードは高品質のカーペットでカバーされており、4つのボタンで留め付けられているので着脱
がとても簡単です。登り降りするポストには丈夫なプラスティックチューブを利用し、ボンドなど
の溶液材を使用することなく10mmのサイザルが巻き付けられています。
ポストの底部は着脱可能なパワーストリップのみで固定されているので、ドリルで穴をあける
必要がありません。

設置に必要な空間: 幅: 約20cm 壁からの距離: 63cm 高さ: 175cm 重さ: 13.5kg

すべての木材部品は､
5年間の保証付き｡

有機溶剤を用いない仕上げで､
人間/動物両者にとって無害です｡

防水と滑り止め効果を兼ね備えた
高品質な毛足の長いカーペット｡

とりわけ白いことで知られる
マダガスカル・アルガルベファイバーを､
専門的に生産するドイツの工場から取り寄せ｡

ナチュラルでプレミアムなクオリティ｡
耐久性もばっちりで長く使えます｡


