[ UNITE ] HOME+SUPPLY / GENERAL CATALOG
PRODUCED BY TOSHIN CORPORATION

OUTDOOR + EXTERIOR

アウトドア + エクステリア
エクステリアにもっと自由でアウトドアギアエッセンスのある、
身近に外を楽しめるデザインのものがあるといいな…
そんな発想から生まれたのが「UNITE（ユナイト）」
です。
信頼のおけるアーティストたちと自分たちが欲しいと思い、
ほかとは少しちがう、遊び心と実用性の融合したエクステリア。
そして、
ガーデンやテラス、
リビングまでボーダーレスに使える
機能とセンスをちりばめた個性的で素敵なアイテムを厳選しました。
ファッションやアウトドア、家族との日々の暮らしをベースに
新しいライフスタイルを提案する、
それがアウトドアエクステリア
「UNITE」
です。
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New

UNITE CANVAS Series
［新商品］ユナイト キャンバス シリーズ

アートの風を、エクステリアに。

「UNITE」のコンセプトのひとつ、
アート性。
そこにフォーカスすることで誕生したのが「UNITE CANVAS SERIES」
です。
表札とポストのデザインを手がけるのは、
ファッションやグラフィックデザイン、
イラストレーションなど各方面で活躍する６人の気鋭のアーティストたち。
個性的なアートピースは、暮らす人のアイデンティティを映し出し、住まいの目印にもなるはずです。
さあ、エクステリアに、
もっと遊び心やファッション性を。
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UNITE CANVAS Series Artists

Ryuji Kamiyama
オリジナルキャラクターがポップな印象

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Ryuji Kamiyama）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W361×H355×D133（ボックス厚100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル
ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-KR01

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-KR02

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-KR01
PO-UNITEP-CA-KR02

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Ryuji Kamiyama）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-KR01
FC-UNITE-CA-KR02

FC-UNITE-CA-KR01
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

FC-UNITE-CA-KR02
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

神山隆二（Ryuji Kamiyama)

■作家からの一言

東京生まれ。
アーティスト。90年代初頭、
グラフィック業界から衣服の

今回のポストや表札は、
エクステリアにおいて大事な場所です。
そこに一

動後、路上から公共に至る場所にてライブペイントを中心に東京での

タイトル: キャラクター
「RATFACE」
、
タイポグラフィ
「HELLO BEAUTIFUL」

世界へ。
ブランド
「FAMOUZ」
として裏原宿での活動を1 0年間行う。活

枚の絵を飾ることをテーマ、表現として描かせていただきました。

2003年初個展を皮切りに、SF、LA、北欧などで展覧会を開催。近年
は、国内での展示を中心に国内外での壁画やショールーム、
ウィンドウ
を描き続けている。
また、石川顕、JERRY鵜飼と共に"ULTRA HEAVY "
としての活動も行っている。
http://ryujikamiyama.com
instagram̲@ryuji̲kamiyama
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■UNITE からのコメント
ファッションからペインティングアートの世界で活躍する神山氏は、
UNITEの初期コンセプト段階からアートディレクターとしても深く関
わっています。今回は彼のオリジナルキャラクターをデザインに落とし込
み、
ポップでエッジの効いた独自な世界を展開しています。

UNITE CANVAS Series Artists

Yoshifumi Egawa
ペイントとQRコード、
斬新な発想をデザイン

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Yoshifumi Egawa）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W361×H355×D133（ボックス厚100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル
ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-EY02

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-EY01

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-EY01
PO-UNITEP-CA-EY02

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Yoshifumi Egawa）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-EY01
FC-UNITE-CA-EY02

FC-UNITE-CA-EY01
書体：79FONT（欧）

FC-UNITE-CA-EY02
QRコードには、
お客様の情報を入れることができます

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

Yoshifumi Egawa

■作家からの一言

Hombre Niñoディレクター、PLUS L by XLARGE®デザイナー。

洋服しかデザインしたことのない私ができるのは行動力しかないと思い

がら、裏原ストリートカルチャーを牽引。ヘクティク、カーニバルを経

タイトル: ペイント
「abstruct」、QR コード
「One Cushion」

1 972年、東京・世田谷生まれ。15歳よりプロスケーターとして活躍しな
て、現在に至る。老舗スケートボードチーム“T 19”に所属。
http://www.hombrenino.com

臨みました！ そして素人同然の私が手にしたのがアクリル絵具です！

■UNITE からのコメント
プロスケーターを経て東京のストリートファッションを作ってきた江川
氏が、独自のカラーセンスを駆使してアブストラクトな作品を仕上げて
くれました。QRコードを表札にするという大胆な試みは、ありそうでな
かった斬新な発想。
こういった不意をつくアイデアが、彼のデザインの魅
力のひとつです！

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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UNITE CANVAS Series Artists

Takao Niikura
抽象的なペイントが洗練された美しさを表現

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Takao Niikura）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W36 1×H355×D 133（ボックス厚 100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル
ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-NT01

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-NT02

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-NT01
PO-UNITEP-CA-NT02

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Takao Niikura）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-NT01
FC-UNITE-CA-NT02

FC-UNITE-CA-NT01
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

新倉孝雄（Takao Niikura）
1972年東京・目黒区生まれ。
DIGINNER GALLERY所属。

FC-UNITE-CA-NT02
書体：79FONT（欧）

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

■作家からの一言
新倉氏の描く抽象画は主に自然から感じ取った内的なイメージを基にキャンバスの上で昇華させ、独自の
世界観を表現する。織りなす無数の線はまるで会話しているかのように影響し合い均衡を保つ。
そして色

http://www.diginner.com

相、明度、彩度などの相関関係から風の匂いや、水面のきらめき、灼熱の暑さや、涼しげな情景などを感じ得

RVCA A,N,P(Artist Network

ることができる。
（DIGGNER GALLERY 紹介文より）

Program)アドボケーター
http://www.rvca.com

■UNITE からのコメント
ペインターの新倉氏はサーファーでもあり、海外サーフ系ブランド“RVCA”のグラフィックなども手がける
傍ら、東京・世田谷の駒沢公園のそばで秘密基地のようなカフェも営んでもいる自由人。繊細で開放的、
時に大胆なタッチは正に自然そのものです。
そんなスピリットをエクステリアに落とし込んでいただきました。
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UNITE CANVAS Series Artists

Modern Twist Signs
手描きのオリジナルフォントがポイント

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Modern Twist Signs）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W361×H355×D133（ボックス厚100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-NS01

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-NS01

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Modern Twist Signs）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-NS01

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

FC-UNITE-CA-NS01
書体：79FONT（欧）

Modern Twist Signs

■作家からの一言

東京をベースにハンドペイント
（手描き）サイン
（看板）
を制作するサイ

Easy peasy

ンペインター。
サンフランシスコで最も歴史のあるサインショップ「New
Bohemia Signs」
にて修行した後に帰国。近所の塗料店から大型の映
画館まで、幅広く活動中。IID世田谷ものづくり学校内のスタジオで、初
心者向けワークショップ、海外ゲストワークショップなども行っている。
http://moderntwistsigns.com

■UNITE からのコメント
本場の西海岸でサインペイントの技術を磨き、国内外で活躍するサイ
ンペインター「79（ナック）」氏が手がけるModern Twist Signs。今回は
ポスト・表札のデザインに加え、
オリジナルフォント
「79FONT」
も描きお
ろしていただきました。彼の書体を表札にできるのはとてもうれしくま
た新しい試みです。

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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UNITE CANVAS Series Artists

Ryu Ambe
ポップなキャラクターが楽しさを演出

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Ryu Ambe）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W361×H355×D133（ボックス厚100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル
ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-AR01

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-AR02

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-AR01
PO-UNITEP-CA-AR02

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Ryu Ambe）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-AR01
FC-UNITE-CA-AR02

FC-UNITE-CA-AR01
書体：79FONT（欧）

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

FC-UNITE-CA-AR02
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

アンベ リュウ
（Ryu Ambe)

■作家からの一言

幼い頃から湘南茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MINDをコンセプトにコミ

今回、UNITE で自分の作ったキャラクターが皆さまの日常生活の隙間

カルやジョークをモチーフとした表現を得意とする。
これまでにCA4LA

に溶けこめる機会をいただき、
とても嬉しいです。

やジャーナルスタンダード、BYRD等をはじめアパレルや多数のショップ
とコラボレートし、帽 子 、Tシャツ、パーカー、バッグ等を手がける。
さらに、街の壁やショップのウィンドウなどを通して作品を発表し続け
ている。
instagram̲@ryuambe

■UNITE からのコメント
湘南・茅ヶ崎生まれで生粋のサーフガイでもあるアンベ氏は、
オールド
アメリカンコミックを彷彿とさせる躍動感やあたたかさ、ユーモアが詰
まったイラストレーションで知られています。
サーフサイドや自由を感じ
る家に似合う、彼らしい明るいイラストを描いてくれました。
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UNITE CANVAS Series Artists

Kentaro Tanaka
ワンポイントとしてあしらった動植物がアクセント

New
ユ ナ イト キ ャ ン バ ス ポ スト

UNITE CANVAS Post
（Kentaro Tanaka）
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
PO-MR-BASD-BK（ブラック）

W361×H355×D133（ボックス厚 100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。
●パネル
ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-TK02

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-CA-TK01

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-CA-TK01
PO-UNITEP-CA-TK02

アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（ 税抜）

New
ユ ナ イト キ ャン バ ス ネ ー ム プ レ ー ト

UNITE CANVAS
Nameplate
（Kentaro Tanaka）

¥28,700（税抜）

FC-UNITE-CA-TK01
FC-UNITE-CA-TK02

FC-UNITE-CA-TK01
書体：新てん書体（和）

W150×H 150×D 5mm
取付ピッチ：W120mm・取付ビス
※書体はお問い合わせください。

FC-UNITE-CA-TK02
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

田中健太郎（Kentaro Tanaka)

■作家からの一言

企業やブランドとのコラボレーションによるプロダクト制作、空間演

てくれる家族の一員のような存在にこの商品がなればいいなと思い制

出、壁画やライブペインティングなど、様々なプロジェクトにて活動。国

作しました。

1 977年滋賀県生まれ。雑誌や広告、書籍等へのイラストレーション、

内外での個展で作品の制作と発表を続けながら、
アートを身近に楽し
めるワークショップも定期的に行う。著書に
「Bon Voyage! 猫と旅す
る、不思議な世界のぬりえbook」
（日本文芸社）、
「 暗黒グリム童話集」
（講談社）、
「theﬁrst」
（Bonpoint）
がある。
http://www.kentarou-tanaka.jp
instagram̲@kentaroutanaka

家に帰って来た時や出かける時、誰かがやって来た時も、
そっと出迎え

■UNITE からのコメント
本の装画や絵本をはじめファッションビルのエントランス、蔵・ホテルの
リノベーション物件での内装画なども手がける彼は、6名の中で最もイラ
ストレーションの仕事に携わっているアーティスト。今回は動植物をモ
チーフに落ち着きがありながらもかわいらしさを感じるデザインに仕上
げてくれました。

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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Gate Post
門柱
組合せ例
Example of
Combination

"UNITE LOG"
EP-UNITE-LOG-WH

"UNITE STICK"
EP-UNITE-ST-GR

（ホワイト）
本体
●UNITE ログ ¥ 116,600（税抜）

（グレー）
本体
●UNITE スティック ¥43,000（税抜）

オプション
●表札（UNITE ログ）¥32,000（税抜）
FC-UNITE-ON-BK
●ポスト
（UNITE イーレベルワン）¥69,400（税抜）
PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
PO-MR-EPSP-WH（パネル）
PO-UNITEP-EL 1-BU（装飾パネル）
●ポストオプション
（UNITE ログ専用ポストプレート）¥5,600（税抜）
PO-P-UNITELOG

オプション
●表札(UNITE イーレベルワン）¥28,700（税抜）
FC-UNITE-EL1-BK
●ポスト(UNITEイーレベルワン) ¥69,400（税抜）
PO-MR-BASD-WH(ポスト本体)
PO-MR-EPSP-WH(パネル)
PO-UNITEP-RD(装飾パネル)
掲載商品セット価格

掲載商品セット価格 ¥223,600（税抜）
※インターホンは別売り。

ユ ナ イト

ユ ナ イト

ログ

¥116,600（税抜）
EP-UNITE-LOG-WH（ホワイト）
EP-UNITE-LOG-KH（カーキ）
EP-UNITE-LOG-GR（グレー）

ホワイト

カーキ

W200×H1500（全高 1800）
×D140mm
重さ：5.0kg（ 本体のみ） FRP製
グレー
アクリルウレタン樹脂塗装
※ポストの取付には、
UNITE ログ専用ポストプレートが必用です。
※照明の設置はできません。
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ス テ ィッ ク

UNITE STICK

UNITE LOG

¥43,000（税抜）
EP-UNITE-ST-WH（ホワイト）
EP-UNITE-ST-KH（カーキ）
EP-UNITE-ST-GR（グレー）
EP-UNITE-ST-BK（ブラック）

W170×H 1200（全高1400）
×D60mm
重さ：23kg（本体のみ） GRC製
複層左官材吹付け仕上げ
※照明・インターホンの設置はできません。

ホワイト

カーキ

グレー

ブラック

¥141,100（税抜）

Water Faucet Piller
水栓柱
組合せ例
Example of
Combination

"UNITE LOG"
SC-UNITE-LOG-WH

ユ ナ イト

"UNITE TORRE"
SC-UNITE-TORRE-GR

（ホワイト）
本体
●水栓柱 UNITE ログ ¥ 106,000（税抜）

（グレー）
本体
●水栓柱 UNITE トーレ ¥31,600（税抜）

オプション
●蛇口
（横水栓十字ハンドル）¥7,600（税抜）
JA-K- 13-ME
●ガーデンパン
（UNITE ログ）¥23,200（税抜）
GPT-UNITE-LOG-WH

オプション
●蛇口
（横水栓十字ハンドル）¥7,600（税抜）
JA-K- 13-ME
●ガーデンパン
（UNITE ログ）¥23,200（税抜）
GPT-UNITE-LOG-WH

掲載商品セット価格 ¥136,800（税抜）

掲載商品セット価格 ¥62,400（税抜）

ログ

ユ ナ イト

UNITE LOG
¥106,000（税抜）
SC-UNITE-LOG-WH（ホワイト）
SC-UNITE-LOG-KH（カーキ）
SC-UNITE-LOG-GR（グレー）

W500×H1100（全高1300）
×D160mm
重さ：4.0kg（ 本体のみ） FRP製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済
※寒冷地不可

トーレ

ユ ナ イト

UNITE TORRE
ホワイト

カーキ

グレー

¥31,600（税抜）

GARDENPAN
ホワイト

SC-UNITE-TORE-WH（ホワイト）
SC-UNITE-TORE-KH（カーキ）
SC-UNITE-TORE-GR（グレー）
SC-UNITE-TORE-BK（ブラック）

W110×H 1050（全高1328）
×D115.5mm
重さ：15kg（本体のみ） GRC製
アクリルシリコン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済
※寒冷地不可

ログ

パン

UNITE LOG PAN

¥23,200（税抜）

ホワイト

GPT-UNITE-LOG-WH（ホワイト）
W545×H80×D360mm
重さ：12kg GRC製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品：排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

カーキ

グレー

ブラック

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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Nameplate
表札

イー

レ ベ ル ワン

E/LEVEL1
¥28,700（税抜）

FC-UNITE-EL1-BU（ブルー）
FC-UNITE-EL1-RD（レッド）
FC-UNITE-EL 1-BK（ブラック）
FC-UNITE-EL 1-GN（グリーン）

FC-UNITE-EL1-BU（ブルー）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

FC-UNITE-EL 1-RD（レッド）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

FC-UNITE-EL1-BK（ブラック）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

FC-UNITE-EL1-GN（グリーン）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

W150×H 150×D5mm
アクリル製
取付ピッチ：W 120mm
付属品：取付ビス
※書体はお問い合わせください。

FC-UNITE-ON-WH（ホワイト）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

FC-UNITE-ON-KH（カーキ）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

FC-UNITE-ON-GR（グレー）
書体：オクティンプリゾンフリー
（欧）

ユ ナ イト

ログ

UNITE LOG
¥32,000（税抜）
サ イン
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サ イン

Sign（カーキ）

Sign（白）

¥3,500（税抜）/枚

¥3,900（税抜）/枚

ON-SI-KH-□（カーキ・文字色／緑）

ON-SI-WH-□（白・金縁）

※□にはアルファベットまたは、
数字（ハイフン含む）
が入ります
W45×H65×D7mm セラミック製

※□にはアルファベットまたは、
数字（ハイフン含む）
が入ります
W45×H65×D7mm セラミック製

FC-UNITE-ON-WH（ホワイト）
FC-UNITE-ON-KH（カーキ）
FC-UNITE-ON-GR（グレー）
W260×H38×D2mm（錆茶） ステンレス製
取付ピッチ：W70mm
付属品：スタッドボルト2本
※最大文字数アルファベット9文字まで。
（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

Post
ポスト
組合せ例
Example of
Combination

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-EL 1-BU（ブルー）

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-EL 1-RD（レッド）

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-EL 1-BK（ブラック）

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UNITEP-EL 1-GN（グリーン）

イー

レ ベ ル ワン

E/LEVEL1
本体・パネルセット価格

¥69,400（税抜）
●ポスト本体

PO-MR-BASD-WH（ホワイト）

W361×H355×D 133（ボックス厚100）mm
重さ：約3.2kg
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※出荷時は左吊元となりますが、
現場にて右吊元へ変更可能です。

●パネル

PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）

アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
●装飾パネル

PO-UNITEP-EL1-BU（ブルー）
PO-UNITEP-EL1-RD（レッド）
PO-UNITEP-EL 1-BK（ブラック）
PO-UNITEP-EL 1-GN（グリーン）

アクリル製UVプリント

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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Other Products
その他

フレ ー ム

PARKING BLOCK

FLAME

¥20,000（税抜）
CS-UNITE-PB-RD（レッド）
CS-UNITE-PB-BU（ブルー）
CS-UNITE-PB-OR（オレンジ）

W795×H130×D 195mm
重さ：2 1kg（本体のみ） GRC製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品：アンカーボルト
（W3/8 x L 100mm x 2本）

レッド

ブルー

フープ

オレンジ

ドッグ

スティ

FU-PU DOG STAY
¥47,200（税抜）
EXF-FUPU-DOG-WH（ホワイト）
EXF-FUPU-DOG-BK（ブラック）
EXF-FUPU-DOG-KH（カーキ）
EXF-FUPU-DOG-BG（ベージュ）
EXF-FUPU-DOG-SB（サックスブルー）
W750×H400×D330mm
重さ：42kg（本体のみ） GRC製
アクリルウレタン樹脂塗装
プランター/ポリプロピレン
付属品：座部/天然木、

ホワイト ブラック

カーキ ベージュ サックス
ブルー

デ ッキ

UNITE TABLE

DECK

¥36,800（税抜）
EXF-UNITE-TBD-UH

W8 15×H400×D212mm
重さ：12.6kg（本体のみ） GRC製
［UNITE TABLE "DECK"について］
ミニテーブルとしてご使用いただく仕様となっ
ております。転倒などの恐れがあるため、他の
目的での使用はしないでください。
また、素材
感を活かした製品のため、
バリがあるものがご
ざいます。素地の色が若干異なっております
ことをご了承ください。
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Other Products
UNITE ×ペレグリン・ファニチャー コラボレーションアイテム

UNITE×ペレグリン・ファニチャー
クレ ー ン

テーブル

Crane Table
¥27,500（税抜）
UNIPF-CRTABLE
設置時サイズ：H650×W670×D670mm
収納時サイズ：H700×周囲450mm
重さ：約5.7kg
耐荷重：約20kg
脚部：アルミ、樹脂／天板：タモ材（日本製）
付属品：専用ケース

UNITE×ペレグリン・ファニチャー
グ ラ ンド

エ ク デ ィシ ス

ベンチ

Grand Ecdysis Bench
¥20,000（税抜）
UNIPF-GEBENCH-BG（ベージュ）
UNIPF-GEBENCH-OG
（オリーブグリーン）
UNIPF-GEBENCH-NV（ネイビー）

設置時サイズ：H740×W1190×D550mm
座面高さ：約370mm
（背もたれ高さ約450mm、
座面有効幅：1000mm、座面奥行き450mm）
収納時サイズ：H700×W 1190×D 100mm
重さ：約6kg
耐荷重：約 140kg (片側：約70kg)
フレーム：アルミ
（シルバー）
座面：ポリエステル
アームレスト：タモ材（日本製）

ベージュ オリーブ ネイビー
グリーン

※商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
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エクステリアといえば 、建 築 物を際 立たせながら地 域や街を成り立たせる上で重 要な要 素といえます。
とはいえ居 住 空 間と比較すると、注力具 合や楽しみ方は二の次になりがちです。
こうした現状を踏まえ、以前からおつきあいのあるトーシンコーポレーションさんと一 緒 に、自由 度 が 高く、居 住
空 間と相 互に作用するエクステリアブランド「 U N I T E 」の構 想に着 手しました。
「 U N I T E＝一 体にする、結 束させる、団 結する」。
デザイナーとして2 5 年目を迎えた今 、これまで培ってきたクリエイティビティをエクステリアというジャンルで
置き換えながら、アウトドアをはじめとする様々な要 素を結 束させることで、このエクステリアが完 成しました。
多 岐にわたり使用でき、庭 先などで楽しめるよう、ベンチやウッドのプランターなどもラインアップに加えていま
すので、商 品を見て自由にイメージしていただけたらと思 います。
「 U N I T E 」を通して四季の移り変わりを感じながら、日々の景 色を作り上げてみてはいかがでしょうか。

U N I T E ディレクター

神山 隆二
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参加アーティスト
神山 隆二

ゲルチョップ

RYUJI KAMIYAMA

東 京 生まれ。アーティスト。9 0 年 代 初 頭 、グラフィック業 界から衣 服の世 界へ。ブランド
「FAMOUZ」
として裏原宿での活動を10年間行う。活動後、路上から公共に至る場所にてライ

GELCHOP

2000年に結成。
モリカワ リョウタ、
オザワ テツヤ、
タカハシ リョウヘイ、3人の工作好きによって
活動を続ける3Ｄ造形グループ。ハンドワークで、
イメージと現実の世界をつなぐ、立体という

ブペイントを中心に東京での2003年初個展を皮切りに、SF、LA、北欧などで展覧会を開催。

カテゴリーのもと、多岐に渡って活動。
パブリックスペースのアートワーク、
オリジナルプロダク

近年は、国内での展示を中心に国内外での壁画やショールーム、
ウィンドウを描き続けている。

ト、
はたまた、玩具、農作物、車、建築、
エネルギー、
コミュニティーにいたるまで、”つくる”という

また、石川顕、JERRY鵜飼と共に"ULTRA HEAVY "としての活動も行っている。

ことを"D.I.Y."精神をもって探り、手を汚す日々を過ごす。

http://ryujikamiyama.com

http://www.gelchop.com

ワンキルン

instagram̲@ryuji̲kamiyama

ペレグリン・デザイン・ファクトリー

ONE KILN

Peregrine Design Factory

2008年に設立した陶磁器メーカーで、
ひとつの窯から様々な人との繋がりを求めたいとの思い

外遊びや旅で使うための家具や道具、雑貨の開発と販売を手がけるブランドです。家の中から

を込めました。
「 食卓に太陽を THE SUN TO A TABLE」
をテーマに、
そこにある笑顔と共に

自然の中まで。
ウッドデッキやベランダからフィールドへ。使い方は自由です。

暮らす陶磁器の提案を様々な形で行っています。伝統を大切にしつつも、
それにとらわれること

http://www.peregrine-f.com

なく、陶芸以外の分野や技術とも関わりながら、独自の表現方法を模索しています。
http://onekiln.jp

新倉孝雄

Takao Niikura

1972年東京・目黒区生まれ。

Yoshifumi Egawa
Hombre Niñoディレクター、PLUS L by XLARGE®デザイナー。1972年、東京・世田谷生まれ。
15歳よりプロスケーターとして活躍しながら、裏原ストリートカルチャーを牽引。ヘクティク、

カーニバルを経て、現在に至る。老舗スケートボードチーム“T19”に所属。
http://www.hombrenino.com

DIGINNER GALLERY所属。http://www.diginner.com

RVCA A,N,P(Artist Network Program)アドボケーター http://www.rvca.com

アンベ リュウ

Ryu Ambe

幼い頃から湘南茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MINDをコンセプトにコミカルやジョークをモチーフ
とした表現を得意とする。
これまでにCA4LA やジャーナルスタンダード、BYRD等をはじめアパ

Modern Twist Signs

レルや多数のショップとコラボレートし、帽子、Tシャツ、パーカー、バッグ等を手がける。
さら

東京をベースにハンドペイント
（手描き）
でサイン
（看板）
を制作するサインペインター。
サンフ

に、街の壁やショップのウィンドウなどを通して作品を発表し続けている。

ランシスコで最も歴史のあるサインショップ「New Bohemia Signs」
にて修行した後に帰国。

instagram̲@ryuambe

近所の塗料店から大型の映画館まで、幅広く活動中。IID世田谷ものづくり学校内のスタジオ
で、初心者向けワークショップ、海外ゲストワークショップなども行っている。
http://moderntwistsigns.com

田中健太郎

Kentaro Tanaka

1977年滋賀県生まれ。雑誌や広告、書籍等へのイラストレーション、企業やブランドとのコラボ
レーションによるプロダクト制作、空間演出、壁画やライブペインティングなど、様々なプロ
ジェクトにて活動。国内外での個展で作品の制作と発表を続けながら、
アートを身近に楽しめ
るワークショップも定期的に行う。著書に
「Bon Voyage! 猫と旅する、不思議な世界のぬりえ
book」
（日本文芸社）、
「暗黒グリム童話集」
（講談社）、
「theﬁrst」
（Bonpoint）
がある。
http://www.kentarou-tanaka.jp

instagram̲@kentaroutanaka

『エクステリア総合カタログ』をご覧ください。

さらに詳しくは
WEBまたは、

（カスタムエクステリアシリーズ Vol.11）

WEBカタログ・資料請求先は、
こちらから ▶

UNITE SPECIAL THANKS
ファクトリーギア株式会社／Yard Works／ドリームガーデン株式会社／SHINGOLD／Monro
森由美／株式会社松岡善之／マヴァリック／HIROCK／RYO KENJYO／KATODESIGN

●
●
●
●
●
●
●

商品の色は、印刷等により写真とは多少異なる場合があります。
表示価格には消費税は含まれておりません。
価格・仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
運賃は別途必要となります。
発注の際は必ず在庫と納期をご確認ください。
カタログ表示の寸法・重量は多少の誤差があります。
表札の書体に関しましては、
お問い合わせください。

首 都 圏ＧＲＣ営 業 所

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 ／ TEL：03（ 3715）5566 ／ FAX：03（ 3714）6025

西 日 本ＧＲＣ営 業 所

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階 ／ TEL：06（ 6479）1433 ／ FAX：06（ 6479）1435

仙 台ＧＲＣ出 張 所

〒981-1226 宮城県名取市植松字錦田118−1 ／ TEL：022（ 381）0151 ／ FAX：03（ 3714）6025

東

京

営

業

所

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 ／ TEL：03（ 3714）0151 ／ FAX：03（ 3710）1191

横

浜

営

業

所

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町562 ／ TEL：045（ 544）0008 ／ FAX：045（ 544）0044

千

葉

営

業

所

〒264-0023 千葉県千葉市若葉区若松町2150-7 ／ TEL：043（ 231）0044 ／ FAX：043（ 233）4004
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