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INDEX　
目次

 照明

CAPTAIN LEMNI CROSS VIEW NEW MOON Antica ML-F12S ML-NF11W2 DWP-38375Y LZW-90071YS

P67 P67 P67 P67 P67 P68 P68 P68 P68

 門柱

レジェール800 デュアル800 テイル600 サージ200 un ムージャン600 un ジュール650 un ニース240 un ムーン500

P22 P24 P26 P28 P30 P32 P34 P36

un エントレ350 un エントレ500 トラッド350/500 グラスゲート220 エレメントゲート220 クワッド800 チョイス ネオフェイス430

P38 P40 P42 P44 P45 P46 P48 P52

フェイス430 ネオスティック170 スティック170 ウッドスティック170 ショートスティック170 ソリッド ジュエリーモザイク

P54 P56 P58 P60 P62 P64 P66
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 ポスト

マルカート エクリプス マルカート ベイス キット キットポロ un マルカート デュオ un デュオ un ブランシュ un アニー

P74 P75 P76 P77 P78 P80 P82 P83

un クーヴル un タンブル マルカート エクリプス 
デコ ルーチェ ソニア926シリーズ ソニア905シリーズ ダブルボックスポスト ティーボックス

P84 P85 P86 P89 P90 P90 P91 P92

フェイサス
（フラットタイプ）

フェイサス
（ラウンドタイプ）

フェイサス VL ビューポストスクエア® エブリィポスト ユーロバッグ トラッド

P93 P93 P94 P94 P95 P95 P95

 表札

un ガラスサイン フラワーオブライフ ガラスサイン エディ カラーグラスサイン ブルーム クリアネスサイン フシオン デコリア アスリートシリーズ
（ガラス）

P98 P99 P100 P100 P101 P101 P102 P102 P103 P103

アルミク モクール un ダカーポ un ジャビー un フウロウ un ヴィラ un アジコ マーガレット ラ・メール マーヴェラス

P104 P104 P105 P105 P106 P106 P106 P107 P107 P107

レイア ブルスコ マルコ ルミノ グラニットサイン レベルサイン レイヤーステンサイン ツインシル モブル ステンレスサイン

P108 P108 P108 P109 P109 P109 P110 P111 P111 P112

エンブレSUS シンプレート アスリートシリーズ
（ステンレスへアライン）

ステンレス
フレームサイン

ステンレス
アイアンサイン オーナメントサイン ムク

P112 P112 P113 P113 P114 P115 P116
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INDEX　
目次

 水栓柱

un ティーラ un ジーニー un トーレ un フルール un ペブル un ポッシュ un アルブラン トライアングル

P126 P128 P129 P130 P132 P133 P134 P135

レディー タクト コルム ヴォーグ アーバンⅡ アーバンウッド エーゲ サガン

P136 P137 P138 P140 P142 P143 P144 P145  

 ガーデンパン

ピッコロステン30 トレビ トライアングル NEW ヴォーグ トレビ リビエラ トレビ 丸 トレビ 角 トレビ フラット トレビ アーバン

P146 P146 P146 P146 P146 P146 P146 P146

トレビ アーバン ウッド トレビ ピッコロ トレビ マルチ un フルール un ポッシュ un アルブラン un トーレ 信楽

P146 P146 P146 P147 P147 P147 P147 P147

 蛇口

コスタ モーヴ 胴長横水栓
スミレハンドル 横水栓十字ハンドル 二口横水栓MIX シャワーホースセット ホース接続水栓

十字ハンドル
ホース接続水栓
スミレハンドル ホースアダプター

P148 P148 P148 P148 P148 P148 P149 P149 P149

ホースアダプター
（コスタ専用）

ホースジョイント
ニップル 泡沫アダプター

P149 P149 P149
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 ガーデンオーナメント

オルトナ コロッサ 小便小僧 コルベッチオ パロマ ロバと花かご コリント

P152 P152 P152 P153 P153 P153

 トーシンプロポーザル

トレビ マルチ キッチンガーデン システムガーデン キッチンステップ ファンステップ テラスユニット アクアタワー フープ ドッグステイ メモリアルプランター

P156 P158 P159 P160 P160 P161 P161 P162 P163

 オプションアイテム

ウッドトレイ un ティーラ
追加フック un ブランシュ デコ T・ピラー用

補修塗料 ネコ センタートレイ

P70 P70 P70 P70 P71 P71

ポストプレート ステンレスプレート ドレスアップ
オーナメント インターホンカバー ワンタッチ

ネームプレート un アルブランフック ウッドライン500 T・ピラー ポストポールセット
シルバー

P88 P101 P116 P117 P117 P134 P69 P70 P88

 アンフェア

マルカート アンフェア
（金）

アンフェア
（金）

アンフェア ヴォーグ
（金）

マルカート アンフェア
（炭）

アンフェア
（炭）

アンフェア ヴォーグ
（炭）

P167 P167 P167 P168 P168 P169

アンフェアゲート 220
（金）

アンフェア
（艶）

マルカート アンフェア
（塗）

アンフェア
（塗）

アンフェア ヴォーグ
（塗）

マルカート アンフェア
（鋼）

アンフェア
（鋼）

P166 P169 P170 P170 P171 P174 P174
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Gate Post
家へのこだわりが、顔を出す。

来訪者だけでなく、

道行く人も目にする門柱。

いわば家の顔となり、

街の景観の一部にもなるだけに、

すべての人をやさしく迎える

ホスピタリティの精神を

大切にしたいものです。

家の雰囲気に合わせられるように、

デザインやサイズなど

多彩なタイプの門柱をラインアップ。

照明や表札、ポストなどのアイテムは、

組み合わせる楽しみがあり、

その家で暮らす家族の好みに

しっかりと応えます。



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

照明
P67

▲

表札
P96

▲

ポスト
P72

▲
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住まいを選ばないシンプルなデザインが魅力。
幅広いニーズに応える軽量ワイド門柱は、目隠し機能を備えたゆとりある造り。
シンプルな笠木と口金ポストのすっきりとした前面が、オープンな空間に映えます。

LEGERE800　レジェール800（LED照明付選択仕様） 

本体 GW-LGR800-WH / 照明（NEW MOON） / 表札（オーナメントサイン /アーチ） / ポスト（ソニア）

FRP

NEW



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-LGR800-L-WH（LED照明付き笠木タイプ） 
（ホワイト）

（LED照明無し笠木タイプ） 

本体（LED照明含む）
・レジェール800 ¥185,000
  　
オプション
・表札（クリアネスサイン） ¥18,000
P102  CLE-250-RIV
・ポスト（ソニア/ダイヤル鍵） ¥41,000
P90  R905 HES HL
掲載商品セット価格 ¥244,000

レジェール800
GW-LGR800-L-WH（LED照明付き笠木タイプ）
本体価格 ¥185,000（税抜）
W820 x H1500（全高1770）x D140（本体100）mm　31kg（本体のみ）
本体 :FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製・特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
　     複層左官材吹付け仕上げ
笠木 :GRC（ガラス繊維強化セメント）製/複層左官材吹付け仕上げ

GW-LGR800-WH（LED照明無し笠木タイプ）
本体価格 ¥138,000（税抜）
W820 x H1500（全高1770）x D120（本体100）mm　30kg（本体のみ）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

門柱前面が、すっきりとシンプルなレジェール 800に、
ヘアラインが美しいアルミ製フラットバーを装飾
として施し、モダンなイメージに仕上げています。
ほかに「ドレスアップオーナメント」を使って装飾
などもできますので、よりオリジナリティーを
追求できます。

シンプルデザインだから
装飾パターンは無限大！

WH（ホワイト）

標準色

P116

LED照明付

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量

前面装飾例
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二世帯住宅対応、すっきりとシンプルな門柱。
二世帯住宅へのニーズに応え、すっきりとしたデザインの門柱に2つのポストを装備。
ゆったりとした造りは、道行く人からの視線を遮り、玄関まわりのプライバシーをより確保します。

DUAL800　デュアル800（LED照明・ポスト付門柱） 

GW-LGR-DALS800-BG
（ベージュ）

本体（LED照明・ポスト含む）
・デュアル800 ¥350,000
　
オプション
・表札（フシオン） ¥46,000
 P102  FC-FU-L
・表札（フシオン） ¥46,000
 P102  FC-FU-F
掲載商品セット価格 ¥442,000

本体 GW-LGR-DALS800-WH / 表札（レイヤーステンサイン） 

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

NEW

FRP



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72

埋込ポスト
角2封筒が楽に投函できます。また、雨水が浸入し
ても郵便物が濡れにくい構造を採用しています。
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-LGR-DALS800-GR 
（グレー）

GW-LGR-DALS800-BK 
（ブラック）

本体（LED照明・ポスト含む）
・デュアル800 ¥350,000
　
オプション
・表札（モクール） ¥35,000
 P104  FC-MKL-DC
・表札（モクール） ¥35,000
 P104  FC-MKL-MP
掲載商品セット価格 ¥420,000

本体（LED照明・ポスト含む）
・デュアル800 ¥350,000
　
オプション
・表札（デコリア） ¥53,000
 P103  FC-DC-BK
・表札（デコリア） ¥56,000
 P103  FC-DC-WH
掲載商品セット価格 ¥459,000

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

デュアル800
GW-LGR-DALS800-□□
本体価格 ¥350,000（税抜）
（LED照明・ポスト含む）

W820 x H1700（全高2000）x D140（本体100）mm
30kg（本体のみ）
本体：FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
複層左官材吹付け仕上げ
前面装飾：アルミ製/無塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色

LED照明付

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量

照明
P 67



GW-LGR-TAL600-BG
（ベージュ）
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TAIL600　テイル600 

モダンテイストが生きる、スマートなデザイン。
目隠し機能を発揮する、ゆったりとした造り。2本のアルミ製ヘアラインがモダンな印象です。
ポストを門柱の背面に設けることにより、すっきりとした景観を生み出します。

本体 GW-LGR-TAL600-WH / 表札（オーナメントサイン /ラブラドール） 

本体
・テイル600 ¥168,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（クリアネスサイン） ¥18,000
 P102  CLE-250-RIV
・ポスト（エヴリィポスト） ¥26,500
 P95  PO-EV-PW
掲載商品セット価格 ¥234,100

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

NEW

FRP



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72

GW-LGR-TAL600-GR
（グレー）

GW-LGR-TAL600-BK
（ブラック）
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

本体
・テイル600 ¥168,000
　
オプション
・照明（レムニ） ¥24,500
 P67  ML-F16BK
・表札（un ダカーポ） ¥46,000
 P105  FC-DAC
・ポスト（エヴリィポスト） ¥26,500
 P95  PO-EV-PW
掲載商品セット価格 ¥265,000

本体
・テイル600 ¥168,000
　
オプション
・表札（マーヴェラス） ¥69,000
 P107  GPM-741
・ポスト（ダブルボックスポスト） ¥79,500
 P91  PO-WBOX-R-BK
・ポストオプション（専用スタンド） ¥31,500
 P91  PO-WBOX-ST-BK
掲載商品セット価格 ¥348,000

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

テイル600
GW-LGR-TAL600-□□
本体価格 ¥168,000（税抜）
W600 x H1700（全高2000）x D100mm
20kg（本体のみ）
本体：FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
複層左官材吹付け仕上げ
前面装飾：アルミ製/無塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色

専用ポスト：エヴリィポスト（P95）
背面に取付ける仕様となります。

独立ポスト：ダブルボックスポスト
（P91）専用スタンドで宅配ポスト
を設置できます。

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量
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SURGE200　サージ200

門柱にあらたな「波」、分譲向けスリム門柱。
モダン系、ナチュラル系いずれの住まいにも合わせやすい、リップル系テクスチャーの意匠。
石材調のグラニット仕上げは、新たなテイストを演出します。

本体 GW-SUR200-WH / 照明（クロスビュー） / 表札（クリアネスサイン） / ポスト（un マルカート デュオ）

GRC

NEW

GW-SUR200-WH
（ホワイト）

本体
・サージ200 ¥54,500
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（クリアネスサイン） ¥16,500
 P102  CLE-135-PLN
・ポスト（unマルカート デュオ） ¥49,000
 P78  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（（カラーパネル）
  PO-UN-MR-DUL-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥141,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　

（税抜）

 組合せ例



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-SUR200-BR
（ブラウン）

GW-SUR200-GRAN
（グラニット）

本体
・サージ200 ¥54,500
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（ステンレスアイアンサイン ミニ） ¥21,000
 P114  TS-BR-C2-6S-BK
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
    PO-MR-BASP-BR（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥155,500
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　（税抜）

本体
・サージ200 ¥54,500
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13BK
・表札（ルミノ） ¥27,000
 P109  FC-LMN
・ポスト（un ブランシュ） ¥43,000
 P82  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-GR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥146,100
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　（税抜）

サージ200
GW-SUR200-□□
本体価格 ¥54,500（税抜）
W200 x H1530（全高1800）x D175mm
38kg（本体のみ）
ＷＨ・BR : GRC（ガラス繊維強化セメント）製
  複層左官材吹付け仕上げ
GRAN  : GRC（ガラス繊維強化セメント）製
  アクリルシリコン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、
　GRAN（グラニット）
※インターホン子機推奨寸法：W100 x H130

WH（ホワイト）

GRAN（グラニット）

BR（ブラウン）

標準色

・シンプレート 

・グラニットサイン スモール 

・ステンレスアイアンサイン ミニ 

・ルミノ

・クリアネスサイン

サージ 200は、他商品にないテクスチャー
意匠が特徴で、凹凸部に穴加工を行う仕様
のため表札に「傾き」などの影響がでない
よう下記表札より選定してください。

取付穴加工ピッチが150mm以上・
門柱端部から25mm以下で穴加
工する場合はプラグ打設位置が
近くなるため、クラックなどの原因
につながります。ご注意ください。
また、接着固定での施工はできる
だけ避けてください。

表札設置スペース

25mm以下

表札取付について

インターホン
設置スペース

照明
設置スペース

ポスト
設置スペース
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南仏プロヴァンスの空気感を住まいの一部に。

     MOUGINS600　アン ムージャン600

本体 GW-UN-MJN600BR-WH / 照明（キャプテン）/ 表札（un オーナメントサイン/ウェーブ・ムク） / ポスト（un タンブル）

庭園の別名を持つ南仏の別荘地、ムージャンのおおらかなたたずまいをイメージ。
白い塗り壁仕上げと、石畳を思わせる窓内のタイルがリゾート感を演出します。

FRP
NEW



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72

31

G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

un ムージャン600
GW-UN-MJN600○○-WH 
本体価格 ¥150,000（税抜）
W600 x H1550（全高1800）x D170mm
22kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
複層左官材プロヴァンス仕上げ、無機防汚コート
タイル：磁器質
※○○にはタイルの色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、BR（ブラウン）
　BU（ブルー）

WH（ホワイト）

標準色 タイル バリエーション

IV（アイボリー） BR（ブラウン） BU（ブルー）

GW-UN-MJN600IV-WH
（アイボリー）

GW-UN-MJN600BR-WH
（ブラウン）

GW-UN-MJN600BU-WH
（ブルー）

本体
・un ムージャン600 ¥150,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（ムク） ¥50,000
 P116  SS-MUK-○
・ポスト（un アニー） ¥43,000
 P83  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-ANI-BR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥266,000
※インターホンは別売り。
※表札（ムク）は掲載例の価格です。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　（税抜）

本体
・un ムージャン600 ¥150,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（un オーナメントサイン/ウェーブ） ¥45,000
 P115  OS-WAV
・ポスト（un クーヴル） ¥43,000
 P84  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-COV-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥261,000
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　（税抜）

本体
・un ムージャン600 ¥150,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P115  OS-RD
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P81  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-KITP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-DUG-BK（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥261,000
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　

（税抜）

 組合せ例

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量

※インターホンを側面に設置の場合、インターホン子機の専用スペーサー（角度調整台）をご使用ください。
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イメージの原点は、ヨーロッパの古民家。

     JOUR650　アン ジュール650 

本体 GW-UN-JUR650BU-WH / 照明（Antica）/ 表札（un オーナメントサイン /ラウンド） / ポスト（un クーヴル）

シャビー調の木目を多用したアンティークテイストあふれるデザイン門柱。
塗り壁はトラバーチン仕上げ。素朴な中にも住む人のセンスを感じさせる門柱です。

FRP
NEW



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-UN-JUR650BU-WH
（シャビーブルー）

GW-UN-JUR650WN-WH
（ウォールナット）

本体
・un ジュール650 ¥178,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14WH
・表札（un フウロウ） ¥38,000
 P106  FC-FU170
・ポスト（un クーヴル） ¥43,000
 P84  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
   PO-UN-COV-BU（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥297,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ジュール650 ¥178,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P115  OS-RD
・ポスト（un タンブル） ¥54,500
 P85  PO-MR-NEX-BK（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥315,500
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

un ジュール650
GW-UN-JUR650○○-WH 
本体価格 ¥178,000（税抜）
W670 x H1500（全高1750）x D170mm　29kg（笠木込み）
本体 :FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製・特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
　　 複層左官材トラバーチン風仕上げ
笠木 :GRC（ガラス繊維強化セメント）製/複層左官材トラバーチン風仕上げ
木目シート：ウレタン樹脂製/ウレタン塗装仕上げ
付属品  ウッドシェルフ　シェルフ部：硬質発泡ウレタン樹脂製/ウレタン樹脂塗装
　　　　　　　　　　台座：スチール製/錆止めプライマー/エポキシポリエステル樹脂粉体塗装
　　　　　　　　　　  ※環境によりサビが発生する場合があります。
※○○には木目部分の色品番が入ります。　BU（シャビーブルー）、WN（ウォールナット）
※木目部分にシェルフ・表札・照明・インターホンを取付ける場合は指定範囲があります。
※当商品は表裏どちらも使用できます。

WH（ホワイト）

標準色 木目調 バリエーション

BU（シャビーブルー）

WN（ウォールナット）

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量
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コンパクトに南欧テイスト。

     NICE240　アン ニース240 

本体 GW-UN-NICEBG-WH / 照明（キャプテン）/ 表札（un フウロウ） / ポスト（un タンブル）

優しさを感じる軽量な素材のFRP製で、
上部と下部にほどこしたタイルパターンが、さりげないアクセント。

FRP



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-UN-NICEBG-WH
（ベージュ）

GW-UN-NICEGN-WH
（グリーン）

本体
・un ニース240 ¥120,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（un ヴィラ） ¥38,000
 P106  FC-VI-KEY
・ポスト（un クーヴル） ¥43,000
 P84  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-COV-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥224,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ニース240 ¥120,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（un アジコ） ¥22,000
 P106  FC-AJ-130
・ポスト（un ブランシュ） ¥43,000
 P82  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-GR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥208,000
※インターホンは別売り。

un ニース240
GW-UN-NICE○○-WH 
本体価格 ¥120,000（税抜）
W240 x H1400（全高1670）x D240mm
18kg（本体のみ）
本体 :FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
　　  特殊ハニカムパネル（詳しくはP10）
笠木 :GRC製/アクリルシリコン樹脂塗装
※○○にはタイルの色品番が入ります。
　BG（ベージュ）、GN（グリーン）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

WH（ホワイト）

標準色 タイル バリエーション

BG（ベージュ） GN（グリーン）
※装飾タイルの色味は、廃番やロッ
トの都合などにより予告なく変更す
る場合があります。ご注文の際は、
ご確認ください。

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。

板厚10mmのFRP製
特殊ハニカムパネルは
軽量性と高剛性を両立
した素材です。

高剛・軽量
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MOON500　
アン ムーン500

飾る楽しさを門柱にプラスしました。

本体 GW-UN-MO500-WH / 表札（マーガレット） / ポスト（un アニー）

やわらかな印象の曲線フォルムに合わせ表札を取付けることも。
裏側には鉢植えなどを置くのに便利な棚を取り付けられます。

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-UN-MO500-WH
（ホワイト）

GW-UN-MO500-WH
（ホワイト）

GW-UN-MO500-IV
（アイボリー）

GW-UN-MO500-IV
（アイボリー）

本体
・un ムーン500 ¥88,000
　
オプション
・オーナメント（un ブランシュ デコ） ¥8,000
 P70  OP-GW-DC-BRA
・表札（オーナメントサイン/スタンド） ¥26,000
 P115  OS-ST
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P81  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-KITP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-DUM-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥165,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥88,000
　
オプション
・表札（オーナメントサイン/アーチ） ¥22,000
 P115  OS-AR
・ポスト（un アニー） ¥43,000
 P83  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-ANI-BR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥153,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥88,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（ラ・メール） ¥38,000
 P107  AQ-RN150-01
・ポスト（un タンブル） ¥54,500
 P85  PO-MR-NEX-BK（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥218,500
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥88,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（un ヴィラ） ¥38,000
 P106  FC-VI-KEY
・ポスト（un ブランシュ） ¥43,000
 P82  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-GR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥190,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

un ムーン500
GW-UN-MO500-□□ 
本体価格 ¥88,000（税抜）
W500 x H1500（全高1770）x D100mm
62kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
※当商品は表裏どちらも使用できます。

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥25,000（税抜）

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
価格 ¥8,000（税抜）

オプション

▲

P70

 組合せ例

※ウッドトレイをご使用の際は、10kg以上の物は乗せない
で下さい。

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
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すっきりとした南欧テイスト。
南欧スタイルの住宅に合わせたタイプ。
ソフトなイメージの塗りパターンが、
あたたかみを感じさせます。

本体 GW-UN-ENT350W-WH / 照明（Antica） / 表札（un ガラスサイン） / ポスト（un アニー）/ オプション（シバ）

ENTRE350　
アン エントレ350

オプション

▲

P71

ネコ
OP-GW-C140
価格 ¥10,000（税抜）
シバ
OP-GW-S140
価格 ¥10,000（税抜）

レトリバー
OP-GW-R140
価格 ¥10,000（税抜）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-UN-ENT350W-WH
（ホワイト）

GW-UN-ENT350W-IV
（アイボリー）

GW-UN-ENT350F-WH
（ホワイト）

GW-UN-ENT350F-IV
（アイボリー）

本体
・un エントレ350ウェーブ ¥87,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14WH
・表札（un ヴィラ） ¥38,000
 P106  FC-VI-RA
・ポスト（キット） ¥30,000
 P76  PO-KIT-BR
掲載商品セット価格 ¥193,000
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ350フラット ¥87,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（un ガラスサイン） ¥25,600
 P98  ZR-MF
・ポスト（un アニー） ¥43,000
 P83  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-ANI-IV（装飾パネル）
・オプション（ネコ） ¥10,000
 P71  OP-GW-C140
掲載商品セット価格 ¥203,600
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ350フラット ¥87,000
　
オプション
・表札（ステンレスアイアンサインLED） ¥45,000
 P114  FC-LEDI-BR
・照明（ミニトランス ※外付） ¥7,200
 P114  PLT-MN
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P80  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-KITP-WH（カラーパネル）
  PO-UN-DUX-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥182,200
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ350ウェーブ ¥87,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（un ガラスサイン） ¥18,200
 P98  ZR-MG-MT
・ポスト（un ブランシュ） ¥43,000
 P82  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-IV（装飾パネル）
・オプション（シバ） ¥10,000
 P71  OP-GW-S140
掲載商品セット価格 ¥196,200
※インターホンは別売り。

un エントレ350ウェーブ
GW-UN-ENT350W-□□ 
本体価格 ¥87,000（税抜）
W370 x H1530（全高1830）x D170mm
64kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
吹付け仕上げ（笠木）
本体一部吹付仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

un エントレ350フラット
GW-UN-ENT350F-□□ 
本体価格 ¥87,000（税抜）
W370 x H1530（全高1830）x D170mm
60kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
吹付け仕上げ（笠木）
本体一部吹付仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

受注
生産

 組合せ例

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
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ENTRE500　
アン エントレ500

本体 GW-UN-ENT500F-WH / 照明（Antica） / 表札（オーナメントサイン /アーチ） / ポスト（un マルカート デュオ）/ オプション（ネコ）

ゆったりとした南欧テイスト。
オープンな空間にも映える、さり気ない存在感。
あたたかみを感じさせる、
ソフトなイメージの塗りパターンが印象的。

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
価格 ¥8,000（税抜）

ネコ
OP-GW-C140
価格 ¥10,000（税抜）
シバ
OP-GW-S140
価格 ¥10,000（税抜）

レトリバー
OP-GW-R140
価格 ¥10,000（税抜）

GRC

オプション

▲

P70・71



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

un エントレ500フラット
GW-UN-ENT500F-□□ 
本体価格 ¥91,000（税抜）
W520 x H1430（全高1700）x D170mm
67kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
吹付け仕上げ（笠木）
本体一部吹付仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

un エントレ500ウェーブ
GW-UN-ENT500W-□□ 
本体価格 ¥91,000（税抜）
W520 x H1430（全高1700）x D170mm
65kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
吹付け仕上げ（笠木）
本体一部吹付仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

GW-UN-ENT500W-WH
（ホワイト）

GW-UN-ENT500W-IV
（アイボリー）

GW-UN-ENT500F-WH
（ホワイト）

GW-UN-ENT500F-IV
（アイボリー）

本体
・un エントレ500ウェーブ ¥91,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（デコリア） ¥56,000
 P103  FC-DC-WH
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥36,000
 P74  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥204,600
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500フラット ¥91,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（マーヴェラス） ¥69,000
 P107  GPM-741
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥49,000
 P79  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-MR-DUG-BK（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥247,000
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500フラット ¥91,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（un フウロウ） ¥38,000
 P106  FC-FU170
・ポスト（un ブランシュ） ¥43,000
 P82  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-IV（装飾パネル）
・オプション（レトリバー） ¥10,000
 P71  OP-GW-R140
掲載商品セット価格 ¥205,000
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500ウェーブ ¥91,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10S
・表札（un フシオン） ¥46,000
 P102  FC-FU-L
・ポスト（un タンブル） ¥54,500
 P85  PO-MR-NEX-BK（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）
・オプション（ネコ） ¥10,000
 P71  OP-GW-C140
掲載商品セット価格 ¥223,100
※インターホンは別売り。

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

受注
生産

 組合せ例

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥25,000（税抜）

オプション

▲

P70

※ウッドトレイをご使用の
際は、10kg以上の物は
乗せないで下さい。

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
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天然石の風合いが醸し出す、南欧の風情。
天然石のナチュラルなテクスチャーをモチーフにした、南欧スタイルの門柱。
陽射しに映える色合いと風情あるたたずまいが、住まいを優しく演出します。

TRAD350/500　
トラッド350/500

本体 GW-TRD350 / 照明（キャプテン） / 表札（ステンレスアイアンサイン） / ポスト（un クーヴル）

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥25,000（税抜）

オプション

▲

P70

※TRAD500のみ取付可能
※ウッドトレイをご使用の際は、10kg
以上の物は乗せないで下さい。

GRC



照明
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表札
P  96

ポスト
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-TRD350
（アイボリー）

GW-TRD500
（アイボリー）

本体
・トラッド350 ¥78,400
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（レイア） ¥31,000
 P108  FC-LE-RIB
・ポスト（un アニー） ¥43,000
 P83  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-ANI-BR（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥190,400
※インターホンは別売り。

本体
・トラッド500 ¥82,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,000
 P67  ML-T100BK
・表札（ブルスコ） ¥48,000
 P108  AQ-BS-01
・ポスト（ユーロバッグ） ¥41,800
 P95  CTR2800MZ
掲載商品セット価格 ¥194,800
※インターホンは別売り。

トラッド350
GW-TRD350 
本体価格 ¥78,400（税抜）
W380 x H1530（全高1830）x D175mm
65kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材砂岩調仕上げ
一部クリア樹脂塗装

トラッド500
GW-TRD500 
本体価格 ¥82,000（税抜）
W540 x H1430（全高1700）x D190mm
78kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材砂岩調仕上げ
一部クリア樹脂塗装
※当商品は表裏どちらも使用できます。

（アイボリー）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

受注
生産

受注
生産

 組合せ例

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GLASS GATE220　
グラスゲート220

 組合せ例

GW-GG220-IV
（アイボリー）

グラスゲート220
GW-GG220-□□ 
本体価格 ¥64,000（税抜）
W220 x H1500（全高2000）x D75mm
41kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
オーナメント：ポリエステル及びポリプロピレン
基布部：SBR
付属品  インターホン台座：ステンレスヘアライン
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

シンプルな機能門柱
+芝の質感。
基礎部分を深い設計にすることで、
足元に植栽をほどこす事ができます。

本体
・グラスゲート220 ¥64,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（アスリートシリーズ） ¥31,000
 P113  FC-ATI-SC
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P81  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-KITP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-DUG-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥159,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

WH（ホワイト） 人工芝　　　　IV（アイボリー）

標準色 オーナメント

本体 GW-GG220-WH / 照明（NEW MOON） / 表札（アスリートシリーズ） / ポスト（キットポロ）

プラス

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

 組合せ例

エレメントゲート220
GW-EG220○○-□□
本体価格 ¥64,000（税抜）
W220 x H1500（全高2000）x D75mm
41kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/複層左官材吹付け仕上げ
オーナメントパネル：表面シート・ウレタン樹脂製 
　　　　　　　　 アクリルウレタン樹脂塗装
付属品  インターホン台座：ステンレスヘアライン
※○○にはオーナメントの色品番が入ります。
　WN（ウォールナット）、GR（グレー）、CH（チェリー）、PI（パイン）
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）

シンプルな機能門柱
+木の質感。
足元の植栽と木目のテクスチャは、
玄関先を緑で潤す事ができます。

GW-EG220WN-WH
（ウォールナット/ホワイト）

本体
・エレメントゲート220 ¥64,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（ステンレスアイアンサイン ミニ） ¥21,000
 P114  TS-BR-C2-6S-BK
・ポスト（un タンブル） ¥54,500
 P85  PO-MR-NEX-WH（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥161,100
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

GW-EG220GR-WH
（グレー /ホワイト）

本体
・エレメントゲート220 ¥64,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（アスリートシリーズ） ¥31,000
 P113  FC-ATI-GO
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-BR（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥158,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

GW-EG220CH-IV
（チェリー /アイボリー）

本体
・エレメントゲート220 ¥64,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（エンブレSUS） ¥16,000
 P112  EMSUS-150
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥36,000
 P74  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥137,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

GW-EG220PI-IV
（パイン /アイボリー）

本体
・エレメントゲート220 ¥64,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（レベルサイン） ¥18,000
 P109  LEV-WH
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-WH
掲載商品セット価格 ¥133,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 
（税抜）

ELEMENT GATE220　
エレメントゲート220

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

WN（ウォールナット） GR（グレー）

CH（チェリー） PI（パイン）

オーナメント バリエーション

プラス

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。お問い合わせください。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ白とび
　してしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。

GRC
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オープンな空間に映える存在感です。

QUAD800　
クワッド800（LED照明付門柱）

上から照らすLEDの灯りは優しく、またアクセントとなるタイル、口金ポストへの対応も、
ディテールへのこだわりのひとつ。

本体 GW-QD800M2-BK / 表札（ステンレスアイアンサイン） / ポスト（un マルカート デュオ）

GRC



照明
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表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

GW-QD800M2-BK（前付けポストタイプ）
（ブラック）

GW-QD800K2-GR（口金ポストタイプ）
（グレー）

本体（LED照明含む）
・クワッド800 ¥127,000
 （前付けポストタイプ）
　
オプション
・表札（クリアネスサイン） ¥18,000
 P102  CLE-250-RIV
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-BR（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥187,000
※インターホンは別売り。

本体（LED照明含む）
・クワッド800 ¥127,000
 （口金ポストタイプ）
　
オプション
・表札（ステンレスアイアンサイン） ¥25,000
 P114  TS-BR-G3-3M-DB
・ポスト（ソニア/ダイヤル鍵） ¥36,500
 P90  R905 BA
掲載商品セット価格 ¥188,500
※インターホンは別売り。

クワッド800
GW-QD800M2-□□（前付けポストタイプ）
GW-QD800 K 2-□□（口金ポストタイプ）
本体価格 ¥127,000（税抜）
W806 x H1200（全高1500）x D106mm ８０kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/複層左官材吹付け仕上げ
笠木 ： ステンレス製ヘアライン仕上げ
※□□にはタイルの色品番が入ります。
　GR（グレー）、BK（ブラック）、RD（レッド）、BU（ブルー）

WH（ホワイト）

標準色 タイル バリエーション

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

RD（レッド） BU（ブルー）BK（ブラック）

 組合せ例

LED照明付

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。

※装飾タイルの色味は、廃番やロットの都合などにより予告なく変更する
場合があります。ご注文の際は、ご確認ください。

GR（グレー）

照明
P 67

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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CHOICE　
チョイス

基本ベース

WH（ホワイト） BR（ブラウン）

GR（グレー） BK（ブラック）

標準色

チョイス200
GW-CH200-□□ 
本体価格 ¥52,000（税抜）
W200 x H1530（全高1800）x D190mm 
37kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材ほうき掃き仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

チョイス460 シンプル
GW-CH460 
本体価格 ¥77,000（税抜）
W460 x H1530（全高1800）x D120mm
61kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材ほうき掃き仕上げ

チョイス460 ウィンドウ
GW-CH460WIN 
本体価格 ¥84,000（税抜）
W460 x H1530（全高1800）x D120mm
62kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材ほうき掃き仕上げ

選んで組み合わせる楽しさ。
門柱の基本ベースを選んで、組み合わせて、自由にデザイン。
設置スペースに合わせて、楽しみながらイメージどおりの門柱を。

GRC

WH（ホワイト）

標準色

WH（ホワイト）

標準色



照明
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

チョイス460 バーティカル
GW-CH460VP-WH 
本体価格 ¥77,000（税抜）
W460 x H1530（全高1800）x D120mm
61kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材ほうき掃き仕上げ
※取付けポストは、ソニア926・926ESシリー
ズ（Ｐ90）が専用です。

チョイス460 デュアル
GW-CH460DP-WH 
本体価格 ¥77,000（税抜）
W460 x H1530（全高1800）x D120mm
61kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材ほうき掃き仕上げ
※取付けポストは、ソニア926・926ESシリーズ
（Ｐ90）が専用です。

受注
生産

受注
生産

WH（ホワイト）

標準色

WH（ホワイト）

標準色

NEW NEW
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CHOICE　
チョイス

GRC

本体 GW-CH650DP-GR + GW-CH200-GR / 表札（アルミク） / ポスト（ソニア）

組み合わせられるから
二世帯住宅にも対応。
門柱の基本ベースを選んで組み合わせるセミオーダータイプだから、
幅広いニーズに対応。
設置スペースや二世帯住宅など住まい方に合わせて
思い通りの門柱を。 ティーボックス

PO-TBOX-RWN 
価格 ¥58,000（税抜）

▲

P92
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ポスト
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

チョイス200 チョイス460 チョイス460チョイス460 チョイス200 チョイス200 チョイス200+ + ++

チョイス650 ウィンドウ
GW-CH650WIN-GR 
W650 x H1530（全高1800）x D190mm
99kg（本体のみ）[37 + 62kg]
※チョイス200とチョイス460を組みあわせた
場合、10mmの重なりがあります。

チョイス650 シンプル
GW-CH650-WH 
W650 x H1530（全高1800）x D190mm
98kg（本体のみ）[37 + 61kg]
※チョイス200とチョイス460を組みあわせた
場合、10mmの重なりがあります。

チョイス840 デュアル
GW-CH650DP-BR
GW-CH200-BR 
W840 x H1530（全高1800）x D190mm
136kg（本体のみ）[37 + 62 +37kg]
※チョイス200を2本とチョイス460を組みあわ
せた場合、20mmの重なりがあります。

GW-CH650WIN-GR
（グレー）

GW-CH650-WH
（ホワイト）

GW-CH650DP-BR
（ブラウン）

GW-CH200-BR
（ブラウン）

本体
・チョイス200  ¥52,000（税抜）
・チョイス460 ウィンドウ ¥84,000（税抜）
　
オプション
・照明（DWP-38375Y） ¥15,800
 P68  DWP-38375Y
・表札（ガラスサイン）  ¥18,500
 P100  ZR-BD-250
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-WH（前面パネル）
掲載商品セット価格  ¥212,300
※インターホンは別売り。

チョイス200は、左右どちらにも設置可能です。
両側に設置し、ワイドに演出することも可能です。

※その際、10mmの
　重なりが生じます。
　（グレー部分）

ポスト取り付け注意点
※チョイス 200を設置する場合は、
ポストの鍵位置や開閉方向の違い
により操作しづらくなる場合がござ
いますので中心よりずらして設置し
ていただくことを推奨しています。
※チョイス 200への前付けポストの
取付けはできません。←　　   460  　　→

←200→

本体
・チョイス200  ¥52,000（税抜）
・チョイス460 シンプル ¥77,000（税抜）
　
オプション
・照明（レムニ）  ¥24,500
 P67  ML-F16BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P115  OS-RD
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥49,000
 P78  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-MR-DUL-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格  ¥247,500
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・チョイス200  ¥52,000（税抜）
・チョイス460 デュアル ¥77,000（税抜）
・チョイス200  ¥52,000（税抜）
　
オプション
・照明（クロスビュー）  ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・照明（クロスビュー）  ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（レイア）  ¥31,000
 P108  FC-LE-LEW
・表札（レイア）  ¥31,000
 P108  FC-LE-LEB
・ポスト（ソニア）  ¥36,000
 P90  T926H
・ポスト（ソニア）  ¥36,000
 P90  T926H
掲載商品セット価格  ¥358,200

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 
（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）
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取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

表札といっしょにセンスが光る。

NEOFACE430　
ネオフェイス430 （LED・ガラス表札付門柱）

本体 GW-FC430NEO3-WH / オプションアイテム（センタートレイ）/ ガラス表札（ゼブラ） / ポスト（マルカート エクリプス）

専用オプション

センタートレイ
GW-FCCT 
価格 ¥7,500（税抜）

撮影協力：スペースガーデニング さいたま店

お気に入りのデザインポストがすっきり収まる、ゆとりのサイズ。
LEDの光がクリアなガラス面を照らし、印象的なたたずまいをつくります。

▲

P71

GRC



照明
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表札
P  96

ポスト
P 72

ガラス表札セレクト
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

GW-FC430NEO3-WH
（ホワイト）

GW-FC430NEO3-BG
（ベージュ）

GW-FC430NEO3-GR
（グレー）

GW-FC430NEO3-BK
（ブラック）

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオフェイス430 ¥125,000
 ガラス表札（KZ:カゼ）
　
オプション
・ポスト（フェイサス） ¥63,100
 P93  CTCR2004MD
・ポストオプション ネオフェイス430専用 ¥7,500
 P88  PO-P-FCH　ポストプレート
・オプション（センタートレイ） ¥7,500
 P71  GW-FCCT
掲載商品セット価格 ¥203,100
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオフェイス430 ¥125,000
 ガラス表札（CR:クロス）
　
オプション
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-BR（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥167,000
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオフェイス430 ¥125,000
 ガラス表札（BB:バブル）
　
オプション
・ポスト（マルカート アンフェア/炭） ¥88,000
 P168  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-UNFAIRP-SM（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥213,000
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオフェイス430 ¥125,000
 ガラス表札（ZB:ゼブラ）
　
オプション
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥36,000
 P74  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥161,000
※インターホンは別売り。

ネオフェイス430
GW-FC430NEO3-□□ 
本体価格 ¥125,000（税抜）
（LED・ガラス表札含む）

W430 x H1350（全高1620）x D65mm
55kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
背面パネル ： ステンレス製複層左官材吹付け仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色

※適応書体はP123の専用書体よりお選びください。※ブラスト文字の墨入れはブラックのみです。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や大きさなどは別途料金がかかります。

照明
P 67

表札
P 96

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

PL（プレーン）
ルシーダ（欧）
隷書（和）

KZ（カゼ）
行書（和）
ルシーダ（欧）

CR（クロス）
ヴァーダナ（欧）

BB（バブル）
丸ゴシック（和）
コミック（欧）

ZB（ゼブラ）
明朝（欧）

 組合せ例

65mm
薄型

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。

（ ）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）



54

住まいの顔にふさわしいスタイリッシュな印象。
シンプルモダン住宅とのコーディネートに最適な新しいスタイルの薄型門柱。
デザインポストの大きさにぴったりなサイズで、すっきりと収まります。

FACE430　
フェイス430

本体 GW-FC430-WH / オプション（センタートレイ）/ 照明（NEW MOON） / 表札（フラワーオブライフ） / ポスト（マルカート ベイス）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

本体
・フェイス430 ¥68,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（エディー） ¥18,000
 P100  ZR-ED-PL
・ポスト（ビューポストスクエア®） ¥48,000
 P94  SQ-RS-L
・ポストオプション フェイス430専用 ¥7,500
 P88  PO-P-FCH　ポストプレート
掲載商品セット価格 ¥163,100
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥68,000
　
オプション
・表札（クリアネスサイン/LEDプレートセット） ¥29,500
 P102  CLE-135-SRIV
・ポスト（フェイサス） ¥63,100
 P93  CTCR2004MB
・ポストオプション フェイス430専用 ¥7,500
 P88  PO-P-FCH　ポストプレート
掲載商品セット価格 ¥168,100
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥68,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（マルコ） ¥18,000
 P108  FC-MA-BK
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-WH（前面パネル）
・オプション（センタートレイ） ¥7,500
 P71  GW-FCCT
掲載商品セット価格 ¥157,100
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥68,000
　
オプション
・照明（ML-NF11D2） ¥12,600
 P68  ML-NF11D2
・表札（un アジコ） ¥24,000
 P106  FC-AJ-150
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥36,000
 P74  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥140,600
※インターホンは別売り。

フェイス430
GW-FC430-□□ 
本体価格 ¥68,000（税抜）
W430 x H1350（全高1620）x D65mm
50kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
背面パネル ： アルミ（本体同系色）
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

GW-FC430-WH
（ホワイト）

GW-FC430-BG
（ベージュ）

GW-FC430-GR
（グレー）

GW-FC430-BK
（ブラック）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 
（税抜）

65mm
薄型 専用オプション

センタートレイ
GW-FCCT 
価格 ¥7,500（税抜）

▲

P71

 組合せ例

（ ）
（ ）

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

スマートな中に感性が光る。
モダン住宅とのコーディネートに最適なスマートな薄型門柱。
LEDの光がガラス面を照らし、落ち着いた表情を演出します。

NEO STICK170　
ネオスティック170 （LED・ガラス表札付門柱）

本体 EP-ST170NEO3-WH / ガラス表札（ヴィクトリア） / ポスト（ルーチェ）

ウッドライン500P
OP-FD-WLP
ウッドライン500H
OP-FD-WLH
価格 ¥65,300（税抜）

オプション

▲

P69

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオスティック170 ¥109,000
 ガラス表札（ST:ストライプ）
　
オプション
・ポスト（キット） ¥30,000
 P76  PO-KIT-RD
掲載商品セット価格 ¥139,000
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオスティック170 ¥109,000
 ガラス表札（DT:ドット）
　
オプション
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-BK
掲載商品セット価格 ¥139,000
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオスティック170 ¥109,000
 ガラス表札（VT:ヴィクトリア）
　
オプション
・ポスト（ルーチェ） ¥30,000
 P89  LUCE-YE
掲載商品セット価格 ¥139,000
※インターホンは別売り。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオスティック170 ¥109,000
 ガラス表札（RG：リング）
　
オプション
・ポスト（un クーヴル） ¥43,000
 P84  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-COV-PI（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥152,000
※インターホンは別売り。

ネオスティック170
EP-ST170NEO3-□□ 
本体価格 ¥109,000（税抜）
（LED・ガラス表札含む）

W170 x H1600（全高1900）x D70mm
30kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
背面パネル ： アルミ（本体同系色）
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

EP-ST170NEO3-WH
（ホワイト）

EP-ST170NEO3-BG
（ベージュ）

EP-ST170NEO3-GR
（グレー）

EP-ST170NEO3-BK
（ブラック）

照明
P 67

表札
P 96

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色 ガラス表札セレクト

RG（リング）
カリグラフ（欧）
隷書（和）

ST（ストライプ）
行書（和）

アベニュー（欧）

PL（プレーン）
カリグラフ（欧）
隷書（和）

MN（ムーン）
レイモンド（欧）
隷書（和）

DT（ドット）
パンプ（欧）

VT（ヴィクトリア）
アベニュー（欧）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

70mm
薄型

 組合せ例

※適応書体はP118の専用書体よりお選びください。※文字色（クリアー・ブラック塗装）を選択して
ください。※カタログに掲載されている以外の文字位置や大きさなどは別途料金がかかります。

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
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機能を集約したミニマルなデザイン。
シンプルながら存在感のあるデザインのスマートな薄型門柱。
門柱の設置スペースが小さな住宅も、スタイリッシュに演出できます。

STICK170　
スティック170

本体 EP-ST170-WH / 照明（NEW MOON） / 表札（カラーグラスサイン） / ポスト（マルカート エクリプス）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72

59

G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

EP-ST170-WH
（ホワイト）

EP-ST170-BG
（ベージュ）

EP-ST170-GR
（グレー）

EP-ST170-BK
（ブラック）

本体
・スティック170 ¥54,500
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10S
・表札（レイヤーステンサイン） ¥32,000
 P110  TH-019
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-WH
掲載商品セット価格 ¥138,100
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥54,500
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13BK
・表札（un ヴィラ） ¥38,000
 P106  FC-VI-KEY      
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P81  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-KITP-WH（カラーパネル）
  PO-UN-DUG-BK（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥157,100
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥54,500
　
オプション
・照明（ML-F12S） ¥26,800
 P68  ML-F12S
・表札（レイヤーステンサイン） ¥31,000
 P110  TH-017-Y
・ポスト（キット） ¥30,000
 P76  PO-KIT-BU
掲載商品セット価格 ¥142,300
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥54,500
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（ブルーム） ¥24,800
 P101  FC-BR-BR
・ポスト（un クーヴル） ¥43,000
 P84  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-COV-WN（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥143,900
※インターホンは別売り。

スティック170
EP-ST170-□□ 
本体価格 ¥54,500（税抜）
W170 x H1600（全高1900）x D70mm
33kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
背面パネル ： アルミ（本体同系色）
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

ウッドライン500P
OP-FD-WLP
ウッドライン500H
OP-FD-WLH
価格 ¥65,300（税抜）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色 オプション

▲

P69

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

70mm
薄型

 組合せ例

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
※表札取付穴ピッチ：W130mm以下。
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ラグジュアリーな木の質感。
木のナチュラルな質感をGRCで表現したスマートな薄型門柱。
モダンインテリアのような高級感あふれるデザインが豊かな表情を醸し出します。

WOOD STICK170　
ウッドスティック170

本体 EP-ST170WDA-WH / 照明（ML-F12B） / 表札（グラニットサイン） / ポスト（トラッド）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらからY-BK

（焼杉-ブラック）

本体
・ウッドスティック170 ¥58,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13WH
・表札（レベルサイン） ¥18,000
 P109  LEV-WH
・ポスト（un アニー） ¥43,000
 P83  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-ANI-IV（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥140,600
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥58,000
　
オプション
・照明（Antica） ¥38,000
 P67  ML-F14BK
・表札（ルミノ） ¥27,000
 P109  FC-LMN
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥49,000
 P78  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-MR-DUL-BK（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥172,000
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥58,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13BK
・表札（レベルサイン） ¥18,000
 P109  LEV-BK
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-BR
掲載商品セット価格 ¥127,600
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥58,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W
・表札（シンプレート） ¥12,000
 P112  FC-SP1-GR
・ポスト（un デュオ） ¥43,000
 P80  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-KITP-BR（カラーパネル）
  PO-UN-DUL-WH（装飾パネル）
掲載商品セット価格 ¥134,600
※インターホンは別売り。

A-WH
（アニグレ-ホワイト）

Y-WH
（焼杉-ホワイト）

ウッドスティック170
EP-ST170WDA-WH（アニグレ-ホワイト）
EP-ST170WDY-WH（焼杉-ホワイト）
EP-ST170WDY-BK（焼杉-ブラック）
本体価格 ¥58,000（税抜）
W170 x H1600（全高1900）x D70mm
33kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
オーナメントプレート ： アクリル樹脂塗装
背面パネル ： アルミ（本体同系色）

EP-ST170WDA-WH
（アニグレ／ホワイト）

EP-ST170WDY-WH
（焼杉／ホワイト）

EP-ST170WDY-BK
（焼杉／ブラック）

EP-ST170WDY-BK
（焼杉／ブラック）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

70mm
薄型

 組合せ例

ウッドライン500P
OP-FD-WLP
ウッドライン500H
OP-FD-WLH
価格 ¥65,300（税抜）

オプション

▲

P69

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
※表札取付穴ピッチ：W100mm以下。
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新しい表情 新しい気分。
ブロック施工では表現できない質感と形状で、モダンを鮮やかに表現した門柱。
ポストや表札を組み合わせることで、様 な々表現を演出する事ができます。

SHORT STICK170　
ショートスティック170

本体 EP-ST170SHT-WH / 表札（クリアネスサイン） / ポスト（マルカート ベイス）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

本体
・ショートスティック170 ¥33,000
　
オプション
・表札（エンブレSUS） ¥16,000
 P112  EMSUS-150
・ポスト（ビューポストスクエア®） ¥48,000
 P94  SQ-NS-L
・ポストオプション（ポストプレートB330） ¥5,000
 P88  PO-P-STH-B330
掲載商品セット価格 ¥102,000

本体
・ショートスティック170 ¥33,000
　
オプション
・表札（グラニットサイン） ¥16,000
 P109  FC-GT-SM
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-BK
掲載商品セット価格 ¥79,000

本体
・ショートスティック170 ¥33,000
　
オプション
・表札（シンプレート） ¥12,000
 P112  FC-SP2-BK
・ポスト（ルーチェ） ¥30,000
 P89  LUCE-YE
掲載商品セット価格 ¥75,000

本体
・ショートスティック170 ¥33,000
　
オプション
・表札（クリアネスサイン） ¥16,500
 P102  CLE-135-PLN
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-BK（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥91,500

ショートスティック170
EP-ST170SHT-□□ 
本体価格 ¥33,000（税抜）
W170 x H1200（全高1400）x D60mm
23kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※インターホン・照明取付不可。（配線機能はありません）
※表札取付穴ピッチ：W130mm以下。

EP-ST170SHT-WH
（ホワイト）

EP-ST170SHT-BG
（ベージュ）

EP-ST170SHT-GR
（グレー）

EP-ST170SHT-BK
（ブラック）

照明
P 67

WH（ホワイト）

GR（グレー）

BG（ベージュ）

BK（ブラック）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

60mm
薄型

 組合せ例

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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時代の感性に応えるシンプルモダン。
シャープなデザインがモダン住宅と自然に調和する機能門柱。
ポストや表札を組み合わせることでより素敵なエントランスを演出します。

SOLID　
ソリッド

本体 ZP-SL2-WH（照明 /NEW MOON） / 表札（un ガラスサイン） / ポスト（エヴリィポスト）

GRC



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72

GR（グレー）

65

G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ZP-SL2-WH
（ホワイト）

ZP-SL2-WH
（ホワイト）

ZP-SL2-GR
（グレー）

ZP-SL2-GR
（グレー）

本体
・ソリッド ¥43,100
　
照明
・（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10W

オプション
・表札（エンブレSUS） ¥6,200
 P112  NP-SUS150
・ポスト（キット） ¥30,000
 P76  PO-KIT-LGN
掲載商品セット価格 ¥100,900
※インターホンは別売り。

本体
・ソリッド ¥43,100
　
照明
・（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10B

オプション
・表札（un アジコ） ¥22,000
 P106  FC-AJ-130
・ポスト（マルカート ベイス） ¥42,000
 P75  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-BASP-WH（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥128,700
※インターホンは別売り。

本体
・ソリッド ¥43,100
　
照明
・（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10S

オプション
・表札（エンブレSUS） ¥6,200
 P112  NP-SUS150
・ポスト（エヴリィポスト） ¥26,500
 P95  PO-EV-PW
・専用ポストプレート ¥6,500
 PO-P-SL2E
掲載商品セット価格 ¥103,900
※インターホンは別売り。

本体
・ソリッド ¥43,100
　
照明
・（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10S

オプション
・表札（レイヤーステンサイン） ¥35,000
 P110  TH-016-SU
・ポスト（キットポロ） ¥30,000
 P77  PO-KIT-POLOD-WH
掲載商品セット価格 ¥129,700
※インターホンは別売り。

ソリッド
ZP-SL2-□□ 
本体価格 ¥43,100（税抜）
W150 x H1550（全高1850）x D100mm
39kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、GR（グレー）
※本体には、照明、インターホン用の配線穴が2ヵ所
あけてあります。

取り付け可能ポスト

WH（ホワイト）

標準色
 縦型ポスト　エヴリィポスト
※エヴリィポストご使用の際は
　専用ポストプレート（PO-P-SL2E）をご使用ください。

 前付ポスト　マルカート アンフェア・ベイス・エクリプス、
　　　　　　キット、キットポロ、
　　　　　　un マルカート デュオ・ブランシュ・アニー・
　　　　　　　  デュオ・クーヴル・タンブル

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

※照明の真下にカメラ付きインターホン設置の場合、まれに照明の明かりが入りこみ
　白とびしてしまうことがあります。インターホンの取扱説明書を参照の上ご対応ください。
※表札取付穴ピッチ：W100mm以下。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）



66 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

JEWELRY MOSAIC　
ジュエリーモザイク

EP-JEMS4-GR
（グレー）

本体（照明・表札・ポスト含む）
・ジュエリーモザイク ¥84,000
　
掲載商品セット価格 ¥84,000
※インターホンは別売り。

本体 EP-JEMS4-BE （照明・表札・ ポスト含む）

ジュエリーモザイク
EP-JEMS4-□□ 
本体価格 ¥84,000（税抜）
W110 x H1400（全高1670）x D110mm（本体のみ）
25kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
※□□にはタイルの色品番が入ります。
　BE（ベージュ）、GR（グレー）
※セット商品のため、オプションの変更はできません。
　あらかじめご了承ください。

シンプルにまとめた、
キュートな門柱。
照明、表札、ポストをセットにした、シンプルな門柱。
さり気なくあしらったモザイクタイルがアクセントです。

　

（税抜）

（税抜）

WH（ホワイト） BE（ベージュ）

標準色 タイル バリエーションセット
販売品

照明
LED

照明
LED

GR（グレー）

※インターホン配線用の穴があいています。
※ポストは左右どちら側でも取付可能です。
※表札は左・正面・右に取付可能です。

GRC

ハンギングネームもサイズを
コンパクトにし、より狭小地
に対応できる取付パターンを
追求しました。



照明
P 67

表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

訪れる人を迎える あたたかい光

選べるアイテム

照明

ML-T100BK
定価 ¥23,000（税抜）
∅119 x 175ｍｍ 1.6kg
真鍮黒色塗装仕上げ
クリヤーガラス 
ＬＥＤ 5W（電球色）
100V 口径E26

ML-F16BK
定価 ¥24,500（税抜）
Ｗ120 x Ｈ180 x Ｄ160ｍｍ 1.7kg
真鍮黒色塗装仕上げ
クリヤーガラス 
ＬＥＤ 5W（電球色）
100V 口径E17CAPTAIN（キャプテン /ブラック） LEMNI（レムニ /ブラック）

LED

CROSS VIEW（ホワイト） NEW MOON（ホワイト） Antica（アンティカ/ホワイト）

CROSS VIEW
（ブラック）

NEW MOON
（ブラック）

CROSS VIEW（シルバー） NEW MOON（シルバー）

LED LED LED

LED

ML-F13BK（ブラック）
ML-F13WH（ホワイト）
ML-F13SV（シルバー）
定価 ¥21,600（税抜）
Ｗ130 x Ｈ130 x Ｄ50ｍｍ 0.5kg
ステンレス
LED1.6W（電球色）
100V

ML-F10B（ブラック）
ML-F10W（ホワイト）

ML-F10S（シルバー）
定価 ¥21,600（税抜）
Ｗ136 x Ｈ80 x Ｄ45ｍｍ 0.3kg
ステンレス
LED1.6W（電球色）
100V

ML-F14BK （ブラック）

ML-F14WH（ホワイト）
定価 ¥38,000（税抜）
Ｗ100 x Ｈ163 x Ｄ127ｍｍ 0.3kg
ステンレス　セード：半艶塗装、
グローブ：ガラス製フロスト加工
LED1.2W（電球色）
100V

Antica
（アンティカ/ブラック）



68 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

選べるアイテム

照明

LZW-90071YS
定価 ¥23,800（税抜）
Ｗ180 x Ｈ75 x Ｄ80ｍｍ
アルミダイカスト
※調光器併用不可
100V

LZW-90071YB
定価 ¥23,800（税抜）
Ｗ180 x Ｈ75 x Ｄ80ｍｍ
アルミダイカスト
※調光器併用不可
100V

（シルバー塗装） （黒塗装）

LED LED

DWP-38375Y
定価 ¥15,800（税抜）
Ｗ130 x Ｈ125 x Ｄ135ｍｍ
プラスチック
100V

DWP-38381Y
定価 ¥15,800（税抜）
Ｗ130 x Ｈ125 x Ｄ135ｍｍ
プラスチック
100V

（白塗装） （ウォームシルバー塗装）

DWP-38377Y
定価 ¥15,800（税抜）
Ｗ130 x Ｈ125 x Ｄ135ｍｍ
プラスチック
100V

（黒塗装）

LED LEDLED

ML-F12S
定価 ¥26,800（税抜）
Ｗ90 x Ｈ90 x Ｄ90ｍｍ
ステンレス
ＬＥＤ4.8Ｗ（白熱灯30W相当）
100～240V対応

（ダークシルバー）

LED

ML-F12B
定価 ¥26,800（税抜）
Ｗ90 x Ｈ90 x Ｄ90ｍｍ
ステンレス
ＬＥＤ4.8Ｗ（白熱灯30W相当）
100～240V対応

（ブラック）

LED

ML-NF11W2
定価 ¥12,600（税抜）
Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
5.2W1灯
アクリルカバー（乳白）

ML-NF11S2
定価 ¥12,600（税抜）
Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
5.2W1灯
アクリルカバー（乳白）

（ホワイト） （シルバーメタリック）

LED LED

ML-NF11D2
定価 ¥12,600（税抜）
Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
5.2W1灯
アクリルカバー（乳白）

ML-NF11P2
定価 ¥12,600（税抜）
Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
5.2W1灯
アクリルカバー（乳白）

（ダークブラウン） （プラチナメタリック）

LED LED



照明
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表札
P  96

ポスト
P 72
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

エクステリアを魅せる、ドレスアップ・アイテム

OPTION　
オプション

OP-FD-WLP / OP-FD-WLH
（ウッドライン500P / ウッドライン500H）

ウッドライン500P ウッドライン500H 組合せ例

裏面は、横の桟木が縦の格子材に
スッキリおさまったデザイン

ウッドライン500P
OP-FD-WLP
本体価格 ¥46,800（税抜）
W415 x L1200 x D50mm　5kg
アルミ形材樹脂被膜

ウッドライン500H
OP-FD-WLH 
本体価格 ¥18,500（税抜）
W85 x L1300（全高1600） x D85mm　
3.8kg
アルミ形材樹脂被膜



70 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

OP-GW-TR1
（ウッドトレイ）

OP-GW-DC-BRA
（un ブランシュ デコ）

OP-SC-HOK2
（un ティーラ追加フック）

T・ピラー用補修塗料

OPTION　
オプション

取り付け可能アイテム
・un ティーラ
・un ムーン
・un エントレ500
・トラッド500

2個セット

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
本体価格 ¥25,000（税抜）
W470 x H112 x D156mm　0.8kg
木部：アセチル化木材
金具：ステンレス/黒艶消し塗装

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
本体価格 ¥8,000（税抜）
W116 x H345 x D23mm
取付ピッチ：253mm
アルミ鋳物/黒艶消し塗装

T・ピラー
DP-TPLEFN-□□（リーフ）
DP-TPCRTN-□□（クリスタ）
本体価格 ¥15,000（税抜）
W90 x H1700（全高2000） x D90mm　
22kg
※クリスタはD100mmになります。
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）
※高さ調整は、現場にて対応願います。
※テクスチャーは正背面の2面のみとなります。

un ティーラ追加フック
OP-SC-HOK2
本体価格 ¥4,500（税抜）
W20 x H57 x D46mm
ステンレス/黒艶消し塗装

T・ピラー用補修塗料
本体価格 ¥800（税抜）
∅50 x H60mm

ホワイト/ベージュ

左：DP-TPLEFN-WH
（T・ピラー /ホワイト）

右：DP-TPLEFN-BG
（T・ピラー /ベージュ）

左：DP-TPCRTN-WH
（T・ピラー /ホワイト）

右：DP-TPCRTN-BG
（T・ピラー /ベージュ）
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G a t e p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

OP-GW-C140
（ネコ）

GW-FCCT
（センタートレイ）

OP-GW-S140
（シバ）

OP-GW-R140
（レトリバー）

センタートレイ
GW-FCCT
本体価格 ¥7,500（税抜）
W155 x H25 x D165mm
ステンレスヘアライン

ネコ
OP-GW-C140
本体価格 ¥10,000（税抜）
W140 x H120 x D50mm
鋼板/黒艶消し塗装

シバ
OP-GW-S140
本体価格 ¥10,000（税抜）
W140 x H80 x D50mm
鋼板/黒艶消し塗装

レトリバー
OP-GW-R140
本体価格 ¥10,000（税抜）
W140 x H90 x D50mm
鋼板/黒艶消し塗装
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

選べるアイテム

ポスト

Post
ポストを通じて笑顔をとどけたい。

小さなアイテムながら、

その家に住む人の

個性や趣味、嗜好さえ

あざやかに映し出すポスト。

さり気ないこだわりが、

家のたたずまいをより魅力的にする

素敵なアクセントになります。

デザインや仕様で選ぶ。

カラーで選ぶ。素材で選ぶ。

多彩なラインアップの中には、

ぴったりフィットする

タイプがきっとあるはずです。

その家に住む人が笑顔になる

素敵なポストをどうぞ。
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p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

大容量の収納を備え、
すっきりとしたデザインのモダンポスト。
シンプルでありながらも存在感があり、
住宅に合わせやすいフォルムです。

MARCATO ECLIPSE 　
マルカート エクリプス

マルカート エクリプス
本体・パネルセット価格 ¥36,000（税抜）
W361 x H355 x D128（ボックス厚100）mm　2.8kg

PO-MR-BASD-□□（ポスト本体）
アルミ製/ポリエステル樹脂焼付塗装
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）
※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。

PO-MR-EPSP-□□（前面パネル）
アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
※□□には前面パネルの色品番が入ります。
　WH（オフホワイト）、BR（錆茶） 

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
前面パネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
前面パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）

ポストポール前出し

投函口

取出し口

仕様

ダイヤル錠W100・210 xH215mm

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

モノトーンカラーが
落ち着いた印象のデザインポスト。
丸みをおびた柔らかい印象のフォルムは
容量が大きく実用性もかねそなえています。

MARCATO BASE 　
マルカート ベイス

マルカート ベイス
本体・パネルセット価格 ¥42,000（税抜）
W375 x H376 x D179（ボックス厚100）mm　3.2kg

PO-MR-BASD-□□（ポスト本体）
アルミ製/ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）
※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。

PO-MR-BASP-□□（前面パネル）
FRP製/着色樹脂成型
※□□には前面パネルの色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、
　BK（ブラック）

投函口

取出し口

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
前面パネル：PO-MR-BASP-WH（ホワイト）

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
前面パネル：PO-MR-BASP-BR（ブラウン）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
前面パネル：PO-MR-BASP-BK（ブラック）

ポストポール前出し

仕様

ダイヤル錠W100・210 xH215mm

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

外観に合わせて選べる
ビビッドな8色のカラフルなモダンポスト。
1枚パネルのすっきりした表情で
モダンな印象がお洒落です。

KIT 　
キット

キット
本体価格 ¥30,000（税抜）
W305 x H380 x D127（ボックス厚100）mm　1.8kg

PO-KIT-□□（左吊元・右ロック）
PO-KITR-□□（右吊元・左ロック）
前面パネル：アルミ製アクリル樹脂焼付塗装
ポスト本体：アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
※□□にはパネルの色品番が入ります。
　RD（レッド）、BU（ブルー）、GN（グリーン）、
　OR（オレンジ）、LGN（リーフグリーン）、
　WH（ホワイト）、BR（錆茶）、BK（ブラック）

つまみ付
シリンダー錠

PO-KIT-RD
（レッド）

PO-KIT-OR
（オレンジ）

PO-KIT-WH
（ホワイト）

PO-KIT-BR
（錆茶）

PO-KIT-LGN
（リーフグリーン）

PO-KIT-BU
（ブルー）

PO-KIT-GN
（グリーン）

PO-KIT-BK
（ブラック）

カギ付き 輸入品前出し

投函口

取出し口

仕様

左吊元・右ロック

W100・210 xH215mm ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

WH（ホワイト）
BU（ブルー）
LGN（リーフグリーン）
GN（グリーン）
OR（オレンジ）
BK（ブラック）
RD（レッド）

BR（錆茶）

テクスチャー表面
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

都会的なモノトーンの3色を
ラウンドフォルムのシルバーに合わせました。
ツートンカラーの前面パネルが、
モダンテイストの住宅によく合います。

KIT Polo 　
キットポロ

キットポロ
本体価格 ¥30,000（税抜）
W305 x H385 x D160（ボックス厚100）mm 2.3kg

PO-KIT-POLOD-□□
前面パネル：ステンレス/アクリル焼付塗装
ポスト本体：アルミ製ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、BK（ブラック）
※出荷時には左吊元となりますが、現場にて右吊元への
　変更が可能です。

PO-KIT-POLOD-WH
（ホワイト）

PO-KIT-POLOD-BR
（ブラウン）

PO-KIT-POLOD-BK
（ブラック）

前出し

投函口

取出し口

仕様

ダイヤル錠W100・210 xH215mm ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。
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un マルカート デュオ
本体・パネルセット価格 ¥49,000（税抜）
W361x H355 x D138（ボックス厚100）mm
3.2kg（リーフ）/3.3kg（ローリエ）

PO-MR-BASD-□□（ポスト本体）
アルミ製/ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）
※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。

アンティークな切り抜きパネルをほどこした
大容量なデザインポスト。
アンティークな雰囲気で
女性に人気のアン デュオと、
機能的なマルカートポストを組み合わせました。

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UN-MR-DUL-WH（リーフ/ホワイト）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-MR-DUL-BK（リーフ/ブラック）

PO-MR-EPSP-□□（カラーパネル）
アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装
※□□にはカラーパネルの色品番が入ります。

　WH（オフホワイト）   BR（錆茶）

PO-UN-MR-DU○-□□（装飾パネル）
スチール製
BK：エポキシポリエステル樹脂粉体塗装
WH：アミノアルギド樹脂塗装
※環境により錆が発生することがあります。
※○には装飾パネルのタイプが入ります。
　L（リーフ）、G（ローリエ）
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

　　　　MARCATO DUO 　
アン マルカート デュオ
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-UN-MR-DUG-WH（ローリエ/ホワイト）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-MR-EPSP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-MR-DUG-BK（ローリエ/ブラック）

装飾パネル
カラーパネル ポスト本体 投函口

取出し口

仕様

前出しダイヤル錠W100・210 xH215mm ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。
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un デュオ
本体・パネルセット価格 ¥43,000（税抜）
W305x H380 x D138（ボックス厚100）mm
2.5kg（リーフ）/2.56kg（クロス）/
2.73kg（ローリエ）/2.8kg（マリー）

PO-UN-KIT○-□□（ポスト本体）
アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
※○は右吊元・左ロックの場合に「R」が入ります。
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

印象的な切り抜きパネルが、
アンティークな雰囲気を演出。
お手本にしたのは、
ステンドグラスや切り抜きパネル。
重厚感のある住宅や
アンティーク風の住宅に。

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-KITP-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-DUL-WH（リーフ/ホワイト）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-KITP-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-DUX-WH（クロス/ホワイト）

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-KITP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-DUL-BK（リーフ/ブラック）

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-KITP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-DUX-BK（クロス/ブラック）

PO-KITP-□□（カラーパネル）
アルミ製アクリル樹脂焼付塗装
※□□にはカラーパネルの色品番が入ります。

　WH（ホワイト） BK（ブラック）   BR（錆茶）

PO-UN-DU○-□□（装飾パネル）
スチール製
BK：エポキシポリエステル樹脂粉体塗装
WH：アミノアルギド樹脂塗装
※環境により錆が発生することがあります。
※○には装飾パネルのタイプが入ります。
　L（リーフ）、X（クロス）、
　G（ローリエ）、M（マリー）
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

DUO 　
アン デュオ
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

つまみ付
シリンダー錠

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-KITP-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-DUG-WH（ローリエ/ホワイト）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
カラーパネル：PO-KITP-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-DUM-WH（マリー/ホワイト）

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-KITP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-DUG-BK（ローリエ/ブラック）

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
カラーパネル：PO-KITP-BR（錆茶）
装飾パネル：PO-UN-DUM-BK（マリー/ブラック）

仕様

装飾パネル
カラーパネル ポスト本体 投函口

取出し口

W100・210 xH215mmカギ付き

前出し

左吊元・右ロック

ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

漆喰と木の枝がモチーフの、
素朴なナチュラル感が魅力。
ぬくもりのある漆喰のようなテクスチャーのパネルに、
アルミ鋳物でできた植物モチーフの飾りがやさしい雰囲気を演出。

un ブランシュ
本体・パネルセット価格 ¥43,000（税抜）
W304 x H378 x D155（ボックス厚100）mm　2.2kg

PO-UN-KIT○-□□（ポスト本体）
アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
※○は右吊元・左ロックの場合に「R」が入ります。
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

PO-UN-BRA-□□（装飾パネル）
パネル：硬質発泡ウレタン製
飾り：アルミ鋳物
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、GR（グレー）

つまみ付
シリンダー錠

前出し

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
装飾パネル：PO-UN-BRA-GR（グレー）

投函口

取出し口

BRANCHE　
アン ブランシュ

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-BRA-IV（アイボリー）

W100・210 xH215mm カギ付き

仕様

左吊元・右ロック

ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ANNIE 　
アン アニー

バスケットをイメージさせる
かわいらしさがポイント。
ラタンを編んだような表情が魅力的。
あたたかみのある風合いが個性を演出。

un アニー
本体・パネルセット価格 ¥43,000（税抜）
W305 x H378 x D140（ボックス厚100）mm　2.2kg

PO-UN-KIT○-□□（ポスト本体）
アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
※○は右吊元・左ロックの場合に「R」が入ります。
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

PO-UN-ANI-□□（装飾パネル）
パネル：硬質発泡ウレタン製
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、BR（ブラウン）

つまみ付
シリンダー錠

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
装飾パネル：PO-UN-ANI-BR（ブラウン）

カギ付き 前出し

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-ANI-IV（アイボリー）

投函口

取出し口

W100・210 xH215mm

仕様

左吊元・右ロック

ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ナチュラルでモダンな印象の、
木目調がやさしいポスト。
ブックカバーやナチュラル家具をモチーフにしたデザイン。
優しい木の風合いにこだわりながら仕上げました。

un クーヴル
本体・パネルセット価格 ¥43,000（税抜）
W305x H380 x D170（ボックス厚100）mm　2.2kg

PO-UN-KIT○-WH（ポスト本体）
アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
※○は右吊元・左ロックの場合に「R」が入ります。

PO-UN-COV-□□（装飾パネル）
パネル：硬質発泡ウレタン製
取手：アルミ鋳物
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　PI（パイン）、WN（ウォールナット）、
　BU（シャビーブルー）

つまみ付
シリンダー錠

カギ付き 前出し

投函口

取出し口

COUVRE　
アン クーヴル

W100・210 xH215mm

仕様

左吊元・右ロック

ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-COV-BU（シャビーブルー）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-COV-PI（パイン）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-COV-WN（ウォールナット）

NEW COLOR
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

デザインのモチーフは、旅。
エスプリのきいたポスト。
スタンプをあしらった木目調パネルは、トランクをイメージ。
旅をしてやってくる手紙への想いを表現しました。

un タンブル
本体・パネルセット価格 ¥54,500（税抜）
W350x H425 x D183（ボックス厚140）mm　3.85kg

PO-MR-NEX-□□（ポスト本体）
アルミ製/ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
※□□にはポスト本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）

PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）
ウレタン樹脂塗装+インクジェットプリント
+表面クリアコート塗装

ポスト本体：PO-MR-NEX-BK（ブラック）
装飾パネル：PO-UN-TMBP-WN（ウォールナット）

ポスト本体：PO-MR-NEX-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-TMBP-WN（ウォールナット）

前出し

投函口

取出し口

TIMBRE　
アン タンブル

W100・210 xH215mm

仕様

左吊元・右ロック

ポストポール

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

NEW

ダイヤル錠

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

日本郵便規格の大型郵便物
（260x340 x 35mm）の
投函が可能です。

大型郵便物対応ポスト
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            DECO　
マルカート エクリプス デコ

MARCATO
ECLIPSE

NEW

お気に入りの絵や写真を飾って個性的なポストに。
前面の透明なアクリルパネルに、絵や写真などを飾れます。
使い方しだいで表札にも。
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取扱説明書・製品図
携帯電話・
スマートホンは
こちらから

投函口

取出し口

仕様

ポストポール前出しダイヤル錠W100・210 xH215mm

 ※ポストポール（P88）に取付可能です。

マルカート エクリプス デコ
本体・パネルセット価格 ¥45,800（税抜）
W361 x H355 x D133（ボックス厚100）mm　3.2kg

PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
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。

PO-MR-EPSP-WH（前面パネル）
アルミ製/アクリル樹脂焼付塗装

PO-MR-EPSDP-CL（装飾パネル）
アクリル製

ポスト本体：PO-MR-BASD-WH（ホワイト）
前面パネル：PO-MR-EPSP-WH（オフホワイト）
装飾パネル：PO-MR-EPSDP-CL（クリヤー）

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。
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フェイス430・ネオフェイス430専用

※フェイス４３０・ネオフェイス430のポスト取付け時、取付けピッチ200mm以下
の場合には必ず専用ポストプレートをご使用ください。

ポストだけを独立させて設置したいときに。

ポストプレートA230
PO-P-STH-A230
本体価格 ¥5,000（税抜）
W230 x D40 x T3mm
取付穴ピッチ：0～200mm
ポスト本体幅（横）：240～339mm
sus304.2B/無塗装

フェイス430・ネオフェイス430専用
ポストプレート
PO-P-FCH
本体価格 ¥7,500（税抜）
W260 x H15 x D40mm
取付穴ピッチ：0～200mm
sus304.2B/無塗装

ポストプレートB330
PO-P-STH-B330
本体価格 ¥5,000（税抜）
W330 x D40 x T3mm
取付穴ピッチ：120～300mm
ポスト本体幅（横）：340mm以上
sus304.2B/無塗装

OPTION　
オプション

ポストポールセットシルバー
PO-P-SWAPS-SV
本体価格 ¥25,000（税抜）
W200 x H1400（全高1700） x D64mm
2.4kg
本体：アルミ製
ポストプレート：ステンレス製/無塗装

取り付け可能ポスト
・マルカート アンフェア
・マルカート デュオ
・マルカート エクリプス
・マルカート ベイス
・キット
・キットポロ
・un ブランシュ
・un アニー
・un デュオ
・un クーヴル
・un タンブル

スティック170シリーズ専用

※上記に当てはまらないポストに関しては、
各営業所へ問い合わせください。

※スティックシリーズへのポスト取付け時、マルカートアンフェア・デュオ・エクリプス・
ベイス、キット、キットポロ、unデュオ・クーヴル・ブランシュ・アニー・タンブル以外の
ポストを使用する際は必ずポストプレートをご利用ください。

注意事項
ＵＮエントレ５００（ウェーブ /フラット）に
ポスト幅：３６０ｍｍ以上のポストを取付ける際

ポスト幅：３６０ｍｍ以上のポストを取付ける場合、ポスト取付け位置が中央凹み
面になる為、「幅広ポスト取付け用部品（本体価格 ￥１，５００）」が別途必要と
なりますのでご注意下さい。
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ルーチェ
本体価格 ¥30,000（税抜）
W390 x H336 x D148.5mm　4.3kg
本体・扉・投入口：ZAM高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.2t,0.8t
粉体塗装

外フタ・内フタの2重構造
2重のフタが内部への水の
浸入をふせぎます。

2つのソフトアブソーバー
外フタ、内フタのアブソーバーで
ゆっくり静かにフタが閉じます。

仕様

LUCE
 ルーチェ

アール形状が美しい防滴型デザインポスト。

LUCE-RD
（レッド）

LUCE-WH
（ホワイト）

LUCE-YE
（イエロー）

LUCE-SV
（シルバー）

LUCE-BU
（ブルー）

LUCE-BE
（ベージュ）

LUCE-GN
（グリーン）

LUCE-BR
（ブラウン）

ダイヤル錠 上出し

外フタ

内フタ ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

W100 x H150mm
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SONIA
 ソニア

スタイリッシュな縦型口金ポスト。 クールな印象を演出するシャープなデザイン。

R905 R
（レッド）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥34,500（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥36,500（税別）

R905 HES HL パイン
（HL x パイン）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥39,000（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥41,000（税別）

PA905 パイン
（パイン）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥43,000（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥45,000（税別）

R905 B
（ブラック）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥34,500（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥36,500（税別）

R905 HES HL ウォールナット
（HL x ウォールナット）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥39,000（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥41,000（税別）

PA905 ウォールナット
（ウォールナット）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥43,000（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥45,000（税別）

R905 BA
（バフ）

[ラッチ鍵] 　価格 ¥34,500（税別）
[ダイヤル鍵] 価格 ¥36,500（税別）

ダイヤル錠ダイヤル錠 後出し後出し

仕様仕様
ソニア 905シリーズ
R905
W390 x H290 x D275mm　5.9kg
本体・扉：SUS304 No.4仕上げ/アクリル
口金部：SUS304 バフ仕上げ/アクリル焼付塗装
R905 HES HL
W390 x H290 x D275mm　5.9kg
本体・扉：SUS304 No.4仕上げ/アクリル
口金部：SUS304 塩ビシート貼
PA905
W390 x H290 x D267mm　5.5kg
本体・扉：SUS304 No.4仕上げ/アクリル
口金部：アルミ押出型材カチオン塗装・塩ビシート貼

ソニア 926シリーズ
W100 x H390 x D353.5mm　4.1kg
本体：SUS304 No.4仕上げ
扉：アルミ押出型材・アルマイト仕上げ
T926H
口金部：SUS304 HL仕上げ
T926B・T926R
口金部：SUS304 アクリル焼付塗装

926ESシリーズ
W100 x H390 x D353.5mm　4.1kg
T926ES-P・T926ES-WN
本体：SUS304 0.6t No.4仕上げ
扉：アルミ押出型材・アルマイト仕上げ
口金部：SUS304 塩ビシート貼り

T926H
（HL）

価格 ¥36,000（税別）

T926R
（レッド）

価格 ¥38,500（税別）

T926ES-P
（パイン）

価格 ¥38,500（税別）

T926B
（ブラック）

価格 ¥38,500（税別）

T926ES-WN
（ウォールナット）
価格 ¥38,500（税別）



投入側仕様

取出し側仕様
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W-BOX POST
ダブルボックスポスト

郵便受けと宅配ボックスがひとつに。
留守中でも小包を受け取れる便利なポスト。

ダブルボックスポスト
PO-WBOX-R□□（右吊元タイプ）
PO-WBOX-L□□（左吊元タイプ）
本体価格 ¥79,500（税抜）
W290 x H390 x D365mm 14.2kg
本体：ZAM※ 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 0.8t/粉体塗装
口金部：SUS304 1.5t(0.6t)/３色塩ビシート貼
投入扉：SUS304 0.8t/３色塩ビシート貼
取出扉：SUS304 0.8t/紛体塗装
※品番の□□には本体の色品番が入ります。
※右吊元の取出し口は左開き、
　右吊元の取出し口は右開きとなります。

専用スタンド
本体価格 ¥31,500（税抜）
PO-WBOX-ST-□□
W100x H 1110 x D100mm　19.3kg
本体：ZAM※ 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.2t  0.8t
紛体塗装・３色塩ビシート貼
※□□には目地の色品番が入ります。
　BK（レザーブラック）、WN（ウォールナット）、
　BR（錆茶）

壁埋込用補助ブラケット
本体価格 ¥14,000（税抜）
PO-WBOX-PL
W250x H100x D100mm　1.0kg
本体：SUS304 2.0t HL仕上げ
適応壁厚：100～165

PO-WBOX-R-BR
（右吊元・錆茶）

PO-WBOX-R-WN
（右吊元・ウォールナット）

（右吊元・レザーブラック）
ポスト PO-WBOX-R-BK / 専用スタンド PO-WBOX-ST-BK

ポストと同じカラーの目地の
宅配ポスト専用スタンド。

壁埋込で取付けの際、
しっかり固定できない場合に。

投入側扉の裏側に専用
受領印がついています。

固有のシリアルナンバー
を捺印することで、受領の
証明になります。

ポスト

外扉
内扉

宅配ボックス

専用受領印

右吊元投入口

右吊元背面 右吊元取出し口

大型ダイヤル錠

シリンダー錠

ダイヤル錠 後出しカギ付き

オプション

オプション

カラー・テクスチャー

BK
（レザーブラック）

WN
（ウォールナット）

BR
（錆茶）
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前出し

投入側仕様

T-BOX
ティーボックス

留守中の小包の受け取りに便利な壁付けタイプの宅配ボックス。
これからの住まいに装備したいアイテムです。

ティーボックス
PO-TBOX-R□□（右吊元タイプ）
PO-TBOX-L□□（左吊元タイプ）
本体価格 ¥58,000（税抜）
W390 x H390 x D220mm 6.6kg
本体：ZAM※ 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 0.8t/粉体塗装
扉：SUS304 0.8t/３色塩ビシート貼
※品番の□□には本体の色品番が入ります。
　PI（パイン）、DW（デザインウッド）、WN（ウォールナット）

PO-TBOX-RDW
（右吊元・デザインウッド）

PO-TBOX-RPI
（右吊元・パイン）

PO-TBOX-RWN
（右吊元・ウォールナット）

投入側扉の裏側に専用
受領印がついています。

固有のシリアルナンバー
を捺印することで、受領の
証明になります。宅配ボックス

専用受領印

右吊元投入口

カギ付き
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FASUS FF
 フェイサス（フラットタイプ）

FASUS FF
 フェイサス（ラウンドタイプ）

前面のパネル次第でクールにもナチュラルにも。 ゆるやかな曲線フォルムがエントランスにアクセントを。

CTCR2000S
（パネル：アルミヘアライン）
価格 ¥63,100（税別）

CTCR2200S
（アルミヘアライン）

CTCR2200H
（メタリックグレー）

CTCR2203WS
（漆喰ホワイト）

CTCR2203MA
（エイジングブラウン）

CTCR2002S
（パネル：ガラス調）

価格 ¥63,100（税別）

CTCR2003WS
（パネル：漆喰ホワイト）

価格 ¥63,100（税別）

CTCR2001S
（パネル：アルミパンチング）
価格 ¥63,100（税別）

CTCR2203SC
（ステンシルバー）

CTCR2203R
（ビビッドレッド）

CTCR2203D
（ネイビーブルー）

CTCR2003R
（パネル：ビビッドレッド）

価格 ¥52,400（税別）

CTCR2003D
（パネル：ネイビーブルー）

価格 ¥52,400（税別）

CTCR2003SC
（パネル：ステンシルバー）

価格 ¥63,100（税別）

CTCR2201S
（アルミパンチング）

CTCR2203Y
（ダンディライアン）

CTCR2203TB
（鋳鉄ブラック）

CTCR2003Y
（パネル：ダンディライアン）

価格 ¥52,400（税別）

CTCR2003TB
（パネル：鋳鉄ブラック）

価格 ¥63,100（税別）

CTCR2003MA
（パネル：エイジングブラウン）

価格 ¥63,100（税別）

CTCR2004MD
パネル：ウッド、クリアガラス調

　チークブラウン

価格 ¥63,100（税別）
（ ）

CTCR2004MB
パネル：ウッド、クリアガラス調

　エボニーブラウン

価格 ¥63,100（税別）
（ ）

W250 xH140mm W250 xH140mmダイヤル錠 ダイヤル錠前出し 前出し

フェイサス（フラットタイプ）
W390 x H390 x D145mm　4.5kg
W333 x H38mm（投函口開口サイズ）
本体：アルミ形材

フェイサス（ラウンドタイプ）
本体価格 ¥63,100（税抜）
W390 x H390 x D166mm　4.5kg
W333 x H38mm（投函口開口サイズ）
本体：アルミ形材（メタリックシルバー色）

仕様 仕様

※天然木を使用しているため、割れ板や反り、退色の可能性があります。



94 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

VIEW POST SQUARE®
 ビューポストスクエア®

FASUS VL
 フェイサスVL

モダンでクールな透明感のあるデザイン。前面のパネルカラーが選べるたて型ポスト。

SQ-SS-L
（シルバー）

SQ-BB-L
（ブラック）

SQ-WW-L
（ホワイト）

SQ-NS-R
（ナチュラルウッド）

SQ-RS-R
（ボルドー）

SQ-MS-R
（マホガニー）

CTCR2411R SC
（ステンシルバー）

CTCR2411R CS
（クールシルバー）

CTCR2411R R
（ビビッドレッド）

CTCR2411R Y
（ダンディライアン）

CTCR2411R WS
（漆喰ホワイト）

CTCR2411R TB
（鋳鉄ブラック）

CTCR2411R ML
（ライトブラウン）

CTCR2411R D
（ネイビーブルー）

CTCR2411R MD
（ダークブラウン）

W170 xH215mmW120 xH200mm ダイヤル錠ダイヤル錠 前出し後出し

フェイサスVL
CTCR2411R□（前入れ・後出し、右開きタイプ）
CTCR2411L□（前入れ・後出し、左開きタイプ）
本体価格 ¥41,200（税抜）
W150 x H450 x D370（ダイヤル鍵含まず）mm 5.2kg
W39 x H294mm（投函口開口サイズ）
本体：ZAM（高耐食溶接めっき銅板）
前面パネル・投函口：アルミダイカスト
後面取出し口蓋：PC樹脂（耐候性樹脂）
※品番の□には本体の色品番が入ります。

ビューポストスクエア®

SQ-□□-R（右吊元タイプ）
SQ-□□-L（左吊元タイプ）
本体価格 ¥48,000（税抜）
本体：W375 x H370 x D115.2（BOX厚80）mm　5.3kg
正面パネル：W416 x H416 x D30mm（取付金具含む）
本体：溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ
鋼板及び鋼帯・上ふた：アルミニウム
正面パネル：ポリカーボネート
※品番の□□にはパネルの色品番が入ります。
※納期に約1週間かかります。

仕様 仕様

※掲載の品番は前入れ・後出し、右開きタイプになります。

後出し、右開きタイプ。

住友林業（株）の
登録商標です。

受注
生産
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p o s t

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

EVERY POST
 エヴリィポスト

EUROBAG
 ユーロバッグ

TRAD
 トラッド

飽きのこないデザインポスト。 トラベルバッグがモチーフ。 手作り感のアンティークデザイン。

PO-EV-HY
（ハッピーイエロー）
価格 ¥26,500（税別）

PO-EV-BS
（ブライトシルバー）
価格 ¥26,500（税別）

PO-EV-MB
（モダンブラック）
価格 ¥26,500（税別）

CTR2800MZ
（赤錆調）

P20
（コパリッドポスト）
価格 ¥55,000（税別）

CTR2800B
（ブラック）

P18-H
（ノーヴルポスト シンプル/葉）

価格 ¥50,000（税別）

CTR2800W2
（クールホワイト）

P18-T
（ノーヴルポスト シンプル/手紙）

価格 ¥50,000（税別）

PO-EV-PW
（ピュアホワイト）
価格 ¥26,500（税別）

PO-EV-BB
（ビターブラウン）
価格 ¥26,500（税別）

PO-EV-SB
（スイートブルー）
価格 ¥29,500（税別）

W160 xH260mm

W180 xH167mm

W180 xH167mm

W180 xH135mm

ダイヤル錠 W250 xH140mm

ダイヤル錠 前出し

ダイヤル錠 前出し

エヴリィポスト
PO-EV-□□
W340 x H400 x D135mm　
4.2kg
H332 x W25mm（投函口サイズ）
アクリル系焼付塗装・扉：ヘアライン
仕上げ
※品番の□□には本体の色品番が
入ります。

トラッド
コパリッドポスト
W400 x H300 x D180mm
約4.0kg
本体：鉄

ノーヴルポストシンプル
W350 x H430 x D150mm
約4.0kg
本体：鉄

ユーロバッグ
CTR2800MZ（赤錆調）
CTR2800B（ブラック）
CTR2800W2（クールホワイト）
本体価格 ¥41,800（税抜）
W450 x H327 x D177mm
約6.8kg
W380 x H38mm（投函口サイズ）
本体：アルミ押出形材
側板：AES樹脂
蓋部分：アルミダイカスト

仕様 仕様 仕様

前出し

右左、差入れの
選択が可能。

輸入品



選べるアイテム

表札

Nameplate
住む人を映し出す鏡でもある。

ひとつの表札が語るもの。

それは、その家に住んでいる人の

名前だけではありません。

表札そのものの素材やデザイン、

名前を記す書体などにより、

住んでいる人の個性や価値観を

あざやかに映し出すことさえあります。

表札は、人柄を映す鏡。

だからこそ、表現のアイテムとして

どこまでもこだわりたいものです。

いまの表札は、素材やデザイン、

テイスト、書体などじつにさまざま。

住む人に最もふさわしい

ひとつをお選びいただけます。
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un ガラスサイン   ガラス
W130 x H130 x D9mm
（リボン・ミルフィーユ）

W130 x H130 x D6mm
（プレーン・マーガレット・わたげ）
取付ピッチ ： W110mm
・取付ビス
※文字はゴールド・シルバーより選択可。
　ただし、デザインと書体カラーは同色となります。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や大きさ
　などは別途料金がかかります。

PLANE（プレーン） 

MARGUERITE（マーガレット）     

書体：カリグラフ（欧）
ZR-WG-MT（ミルクティ）

本体価格 ¥18,200（税抜） 

書体：カリグラフ（欧）
ZR-WG-MK（ミルク）

本体価格 ¥18,200（税抜）

WATAGE（わたげ）   

オプション
プレート
P101

専用書体
P118

RIBON（リボン）  MILLE-FEUILLE（ミルフィーユ）

ガラスの透明感とゴールドやシルバーの文字が
上品な雰囲気を醸し出します。

un GLASS SIGN 

表札（un マーガレット） / ポスト（un デュオ）

書体：ドラゴン（欧）
ZR-PL-MT（ミルクティ）

本体価格 ¥18,200（税抜）

書体：ドラゴン（欧）
ZR-PL-MK（ミルク）

本体価格 ¥18,200（税抜）

書体：丸ゴシック（欧）
ZR-MG-MT（ミルクティ）

本体価格 ¥18,200（税抜）

書体：丸ゴシック（欧）
ZR-MG-MK（ミルク）

本体価格 ¥18,200（税抜）

書体：ティランティー（欧）/金文体（和）
ZR-RN

本体価格 ¥25,600（税抜）

書体：ミスティー（欧）
ZR-MF

本体価格 ¥25,600（税抜）
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

書体：金文体（和）/丸ゴシック（欧）
ZR-LF-GR（グリーン）

書体：吉書体（和）
ZR-SF-GR（グリーン）

書体：レイモンド（欧）
ZR-LF-TQ（ターコイズ）

書体：隷書体（和）/ドラゴン（欧）
ZR-LF-BU（ブルー）

書体：吉書体（欧）
ZR-SF-TQ（ターコイズ）

書体：草書体（和）
ZR-SF-BU（ブルー）

書体：アベニュー（欧）
ZR-SF-BK（ブラック）

書体：パンプ（欧）
ZR-SF-AM（アメジスト）

書体：カリグラフ（欧）/隷書体（和）
ZR-LF-BK（ブラック）

書体：吉書体（和）
ZR-LF-AM（アメジスト）

FLOWER OF LIFE LARGE FLOWER ZERO DESIGN 

FLOWER OF LIFE SMALL FLOWER ZERO DESIGN 

フラワーオブライフ
ラージフラワー ガラス

ZR-LF-□□
本体価格 ¥20,000（税抜）
W115 x H115 x D9mm
取付ピッチ ： W50mm
・アルミプレート・ビス
※□□には色品番が入ります。 
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や
　大きさなどは別途料金がかかります。

専用書体
P118

フラワーオブライフ
スモールフラワー ガラス

ZR-SF-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）
W150 x H40 x D9mm
取付ピッチ ： W50mm
・アルミプレート・ビス
※□□には色品番が入ります。 
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や
　大きさなどは別途料金がかかります。

専用書体
P118

お花のモチーフをちりばめた、ガラス表札。

かわいくて小さい、お花のモチーフのガラス表札。

N a m e
P l a t e
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エディー ガラス  ステンレスプレート
ZR-ED-□□
本体価格 ¥18,000（税抜）
W160 x H160 x D20mm（プレート部分含）
取付ピッチ ： W110mm
・ステンレスプレート
・取付ビス
※□□には色品番が入ります。 
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や
　大きさなどは別途料金がかかります。

書体：丸ゴシック（和）/レイモンド（欧）
ZR-ED-OB（オーシャンブルー）

書体：ドラゴン（欧）
ZR-ED-WR（ワインレッド）

書体：ドラゴン（欧）/隷書体（和）
ZR-ED-BU（ブルー）

体：丸ゴシ ク（和）/レイモンド（欧）

書体：吉書体（和）/レイモンド（欧）
ZR-ED-PL（パープル）

書体：カリグラフ（欧）/金文体（和）
ZR-ED-OR（オレンジ）

書体：ドラゴン（欧）

書体：クリス（欧）
ZR-ED-SB（スモーキィブラック）

書体：ザック（欧）/行書体（和）
ZR-ED-TB（ティールブルー）

書体：ティランティー（欧）
ZR-ED-AM（アメジスト）

EDDY ZERO DESIGN 

種類の豊富なデザインで「オンリーワン」を演出。

ガラスサイン ガラス

ZR-SQ-150（スクエア150）
本体価格 ¥20,000（税抜）
W150 x H150 x D6mm
取付ピッチ ： W110mm

ZR-BD-250（ボーダー250）
本体価格 ¥18,500（税抜）
W250 x H50 x D6mm
取付ピッチ ： W215mm
・取付ビス（スクエア150/ボーダー250）
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
※カタログに掲載されている以外の文字位置や大きさなどは別途料金がかかります。

GLASS SIGN ZERO DESIGN 

書体：レイモンド（欧）/金文体（和）
ZR-SQ-150

書体：ドラゴン（欧）/草書体（和）
ZR-SQ-150

書体：レイモンド（欧） 
ZR-BD-250

書体：ダリ（欧）
ZR-BD-250

専用書体
P118

ガラス素材ならではの透明感とあたたかみ。

専用書体
P118

オプション
プレート
P101

ステンレスプレート付サイン
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

書体：フーツラ体（欧）
TS-PGS-1-51（クリア）

書体：まめ吉（和）/まめ吉（欧）
TS-PGS-2-52（ブルー）

COLOR GLASS SIGN  

ガラスと光の演出。その表情はあなたの心を癒してくれます。

カラーグラスサイン ガラス

TS-PGS-□-□
本体価格 ¥18,000（税抜）
W130 x H130 x D6mm
取付ピッチ ： W90mm
・ボルト金具
※□□には本体の色品番が入ります。

専用書体
P122

書体：金文体（和）/金文体（欧）
TS-PGS-3-53（アンバー）

書体：クラフト体（欧）/クラフト（和）
TS-PGS-4-54（グリーン）

書体：欧文クラフト（欧）
FC-BR-BR（ブラウン）

書体：金文体（和）/ヘルクラウン（欧）
FC-BR-BU（ブルー）

BRUME 

ブルーム  フュージングガラス

FC-BR-□□
本体価格 ¥24,800（税抜）
W130 x H130 x D6mm
取付ピッチ ： W90mm
・ボルト金具
※□□には本体の色品番が入ります。

フュージング技法でガラスを組み合わせ
仕上がった風合いのある表札。

専用書体
P120

※この表札は製品特性上、柄に個体差がありイメージ画像と異なる場合がございますのでご了承ください。
※白い模様の入り具合は商品によって異なります。

N a m e
P l a t e

ステンレスプレート
スクエア150

ZR-OP-150
本体価格 ¥3,500（税抜）
W160 x H160 x D1mm

ステンレスプレート
ボーダー250

ZR-OP-250
本体価格 ¥3,500（税抜）
W270 x H70 x D1mm

適合商品 ： un ガラスサイン P98  ・ ガラスサイン P100

オプションプレート
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CLEANNESS SIGN 

ジュエリーのショーケースに使われる高透過ガラスを使用。

書体：明朝（欧）/金文（和）
CLE-250-RIV（リバー）

書体：丸ゴシック（欧）
CLE-135-PLN（プレーン）

RIV（リバー）

SPT（スポット）

GRT（グリッド） PLN（プレーン）

CRS（クロス）

デザインパターン

クリアネスサイン（LED付プレートセット） 

クリアネスサイン 高透過ガラス

CLE-250-□□□
本体価格 ¥18,000（税抜）
W250 x H70 x D8mm
取付ピッチ ： W220mm  
・ボルト金具
※□□□にはデザインパターンの品番が入ります。

CLE-135-□□□
本体価格 ¥16,500（税抜）
W135 x H50 x D8mm
取付ピッチ ： W105mm
・ボルト金具
※□□□には柄品番が入ります。
※CLE-135の書体はアルファベットのみとなります。
※文字色は、黒のみとなります。

クリアネスサイン 
（LED付プレートセット）   高透過ガラス  LED
CLE-135-S□□□
本体価格 ¥29,500（税抜）
プレートサイズ ： W155 x H85 x D16mm
付属品   ミニトランス（ PLT-MN）
※□□□にはデザインパターンの品番が入ります。
※CLE-135の書体はアルファベットのみとなります。

専用書体
P123

ミニトランス

FUSION  

フシオン ガラス  真 鍮
FC-FU-□
本体価格 ¥46,000（税抜）
W130 x H130 x D20mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具
※□には柄品番が入ります。

ガラスと真鍮が織りなすアンティークな雰囲気。

専用書体
P120

書体：ブラッシュスクリプト（欧）
FC-FU-F（フラワー）

書体：流隷体（和）
FC-FU-L（リーフ）
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

アスリートシリーズ（ガラス）        ガラス   
FC-ATG-□□
本体価格 ¥27,000（税抜）
W130 × H130 × D10mm
取付ピッチ ： 100mm　
・ボルト金具
※□□にはデザインの品番が入ります。
　BB（野球）、GO（ゴルフ）、SC（サッカー）

専用書体
P120

書体：明朝体（和） / ニューセンチュリー（欧）
FC-ATG-BB（野球）

書体：ブラッシュスクリプト（欧）
 FC-ATG-SC（サッカー）

書体：細隷書（和）/アバンテ（欧）
FC-ATG-GO（ゴルフ）

書体：ティーサイン（欧）
 FC-DC-BK（黒塗装）

書体：京まどか（和）/プレゼント（欧）
FC-DC-WH（白塗装）

デコリア 鋳物  ガラス
FC-DC-WH（白塗装）
本体価格 ¥56,000（税抜）
W180 x H180 x D約35mm（白塗装）
取付ピッチ ： W150mm
・ボルト金具

FC-DC-BK（黒塗装）
本体価格 ¥53,000（税抜）
W180 x H180 x D約35mm（黒塗装）
取付ピッチ ： W150mm
・ボルト金具

クリアガラスと鋳物による立体加工の融合。
アートな雰囲気を表現した表札。

専用書体
P120

ATHLETE SERIES GLASS  

人気のスポーツをモチーフにしたデザイン表札。

DECOLIA  

N a m e
P l a t e
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書体：アンソニー（欧）
FC-AL-WH（ホワイト）

書体：ナプチャルスクリプト（欧）
FC-MKL-DC（ダークチェリー）

書体：プレゼント（欧）
FC-AL-BLG（ブルーグレー）

書体：細隷書（和）/オプティマ（欧）
FC-MKL-MP（メープル）

ALUMIC  

MOKOOL  

アルミク アーバンプレート  アルミ鋳物
FC-AL-□□
本体価格 ¥36,000（税抜）
W165 x H165 x D20mm
取付ピッチ ： W110mm
・ボルト金具
※□□には色柄品番が入ります。

モクール アクリル  ステンレス
FC-MKL-□□
本体価格 ¥35,000（税抜）
W150 x H150 x D21mm（メープル）
W160 x H160 x D21mm（ダークチェリー）
取付ピッチ ： W110mm
・ボルト金具
※□□には色柄品番が入ります。

ワンタッチネームプレート仕様
FC- MKL-□□-ELM
本体価格 ¥37,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

かわいらしい焼物の表札。
玄関周りをロマンチックに演出します。

ステンレスフレームに木目をあわせ
さりげなく、上質なイメージを玄関に。

専用書体
P120

専用書体
P120
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

un ダカーポ  ステンレス
FC-DAC
本体価格 ¥46,000（税抜）
W210 x H175 x D18mm
取付ピッチ ： W150mm
・ボルト金具

un ジャビー  ステンレス
FC-JB
本体価格 ¥58,000（税抜）
W200 x H200 x D15mm（錆茶）
取付ピッチ ： W180mm
・ボルト金具
※文字切抜き

書体：ヘルクラウン
FC-DAC

書体：プレゼント
FC-JB

点灯時

鉄のもつ素材感をステンレスで再現。
リーフが風にゆらぐ、やすらぎをあたえる雰囲気に。

鋳物の質感と明かりが訪れる人をやさしく迎え入れる表札。

専用書体
P120

専用書体
P120

un JABBY 

un  Da capo 

N a m e
P l a t e
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un フウロウ   アルミ  真 鍮  
FC-FU170
本体価格 ¥38,000（税抜）
約W170 x H120 x D23mm
取付ピッチ ： 約W100mm
・ボルト金具（2点止め）
※アルファベットのみ
　文字数最大９文字まで

専用書体
P120

un ヴィラ   陶器  真 鍮  
本体価格 ¥38,000（税抜）

FC-VI-KEY （キー）
約W160 x H150 x D12mm（プレートサイズ）＋D3mm（アイアン部分）

FC-VI-RA （レース）
約W170 x H150 x D12mm（プレートサイズ）＋D3mm（アイアン部分） 
取付ピッチ ： W150mm
・ボルト金具
※焼物のため、焼ムラ・色柄の変化や焼物特有の伸縮がございます。

ワンタッチネームプレート仕様
FC-VI-□□□-ELM
本体価格 ¥40,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

専用書体
P120

書体：アンソニー（欧）
FC-FU170

書体：プレゼント（欧）
FC-AJ-130

書体：ヘルクラウン（欧）
FC-AJ-150

書体：細隷書（和）/ドラコニアン（欧）
FC-AJ-130

書体：新てん書体（和）/チャーム（欧）
FC-AJ-150

専用書体
P120

書体：チャーム（欧）
FC-VI-KEY

書体：ハンドスクリプト（欧）
FC-VI-RA

手紙の封をとじるシーリングワックスがモチーフ。

絵画風なエッセンスを取り入れた陶板の表札。

有田焼と真鍮が醸し出す手づくり感が魅力。

※ワンタッチネームプレート仕様は、FC-AJ-150のみに対応。

un FU-RO 

un AJICO 

書体プレゼント 細

un VILLA  

un アジコ   　　　　　　　　　 陶器  
FC-AJ-130
約W130 x H130 x D12mm 

本体価格 ¥22,000（税抜）
取付ピッチ ： W80mm ・ボルト金具

FC-AJ-150
約W150 x H150 x D12mm

本体価格 ¥24,000（税抜）
取付ピッチ ： W100mm 
・ボルト金具
※焼物のため、焼ムラ・色柄の変化や焼物特有の伸縮がございます。

ワンタッチネームプレート仕様
FC-AJ-150-ELM
本体価格 ¥26,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

書体：デザイン隷書（和）/スーベニア（欧）
GPM-751（ハーモニーブルー）

書体：プレゼント（欧）
GPM-741（リーフシンフォニー）

書体：ティーサイン（欧）
GPM-781（モノクローム）

書体：英字15番（欧）
AQ-RN150-01

透き通る光と色のシンフォニー。
1400℃の高温で溶かした色ガラスを熟練した職人の技で何層にも重ね合わせて作り上げます。
炎と匠の技から生み出された美しいアートなマーヴェラスグラスです。

MARVELOUS 

マーヴェラス ガラス  真鍮
GPM-□□□
本体価格 ¥69,000（税抜）
約W380 x H140mm（リーフシンフォニー）
約W340 x H95mm （モノクローム）
約W320 x H130mm（ハーモニーブルー）
取付ピッチ ： W70mm
・ボルト金具　
※□□□にはガラスタイプの品番が入ります。

専用書体
P120

書体：英字09番（欧）
（イエローベージュ）
OS-CM180-02

MARGARET 

マーガレット アイアン

OS-CM180-02
本体価格 ¥30,000（税抜）
W180 x H198 x D22.3mm
取付ピッチ ： H158mm
・ボルト金具　

専用書体
P123

大胆なモチーフで、どんな場所にもマッチします。

穏やかな波打つ蒼い海をモチーフに。
玄関に一味違う雰囲気を演出します。

LA・MER  

ラ・メール アイアン

AQ-RN150-01
本体価格 ¥38,000（税抜）
W150 x H150 x D22.3mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具　

専用書体
P123

N a m e
P l a t e



ブルスコ アイアン  
AQ-BS-01
本体価格 ¥48,000（税抜）
W255 x H120 x D20mm
取付ピッチ ： W200mm
・ボルト金具

深みのある赤サビ色に、繊細なサインを組み合わせ無骨さと
繊細さを合わせ持ったサイン。

書体：英字09番（欧）
AQ-BS-01

 

BRUSCO 

専用書体
P123
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LEIA 

空やガーデニングをモチーフとしたアートな表札。

レイア ステンレス   セラミックタイル
FC-LE-□□□
本体価格 ¥31,000（税抜）
約W144 x H144 x D8mm（タイルサイズ）
取付ピッチ ： 約W110mm
・ボルト金具
※□□には色柄品番が入ります。

ワンタッチネームプレート仕様
FC-LE-□□□-ELM
本体価格 ¥33,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

専用書体
P120

書体：ヘルクラウン（欧）
FC-LE-RIW

（リボン / ホワイト）

書体：チャーム（欧）
FC-LE-RIB

（リボン / ブラウン）

書体：流隷体（和）/欧文流隷体（欧）
FC-LE-LEB

（リーフ / ブラウン）

書体：クラフト体（和）
FC-LE-LEW

（リーフ / ホワイト）

マルコ   セラミックタイル
FC-MA-BK
本体価格 ¥18,000（税抜）
約W145 x H145 x D20mm
取付ピッチ ： 約W110mm
・ボルト金具

ワンタッチネームプレート仕様
FC-MA-BK-ELM
本体価格 ¥20,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

セラミック製で高い耐久性を備えた高貴な質感。

書体：ドラコニアン（欧）
FC-MA-BK

MARCO  

専用書体
P120
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

書体：プレゼント（欧）
FC-GT-LG（ラージ）

書体：アバンテ（欧）
FC-LMN

書体：京まどか（和）
FC-GT-SM（スモール）

グラニットサイン   ステンレス   黒みかげ石  

FC-GT-SM（スモール）
本体価格 ¥16,000（税抜）
W150 x H50 x D16mm
取付ピッチ ： W130mm
・ステンレス金具/ボルト金具

FC-GT-LG（ラージ）
本体価格 ¥23,000（税抜）
W150 x H150 x D16mm
取付ピッチ ： W130mm
・ステンレス金具/ボルト金具

ワンタッチネームプレート仕様
FC-GT-LG-ELM
本体価格 ¥25,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

専用書体
P120

黒みかげとステンレスの融合。

書体：センチュリーG（欧）
LEV-WH（ホワイト）

書体：センチュリーG（欧）
LEV-BK（ブラック）

書体：キャスロンB（欧）
LEV-GR（グレー）

LEVEL SIGN 

レベルサイン アルミ

LEV-□□
本体価格 ¥18,000（税抜）
W150 x H50 x D15mm
取付ピッチ ： W90mm
・ステンレスHL/ボルト2本
※□□には色品番が入ります。
※書体はアルファベットのみとなります。　

専用書体
P121

小ぶりながら存在感のあるサイン。

書体 チ リ

ルミノ  アルミ鋳物
FC-LMN
本体価格 ¥27,000（税抜）
W150 x H40 x D15mm
取付ピッチ ： W110mm
・ボルト金具

ミニマムサイズながら鋳物の立体感が、
重厚な味わいを表現。

専用書体
P120

※ワンタッチネームプレート仕様は、FC-GT-LGのみに対応。

GRANITE SIGN 

LUMINO  

N a m e
P l a t e
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TH-008
本体価格 ¥28,000（税抜）
W250 x H50 x D10mm
取付ピッチ：150mm
ヘアライン＋鏡面仕上げ
※エッチング加工
※文字色は、ブラック・ホワイトより選択可。

TH-015
本体価格 ¥32,000（税抜）
W250 x H70 x D14mm
ヘアライン＋鏡面仕上げ
※エッチング加工
※文字色は、ブラック・ホワイトより選択可。

書体：Century Gothic（欧）/金文体（和） 書体：筆文字（和）/OPTIMUM（欧）

ステンレス ステンレス

×

LAYER STAINLESS SIGN   レイヤーステンサイン 

ステンレス

TH-018
本体価格 ¥35,000（税抜）
W150 x H150 × D11mm
ヘアライン＋鏡面仕上げ
※エッチング加工
※文字色は、ブラック・ホワイトより選択可。

TH-019
本体価格 ¥32,000（税抜）
W150 x H150 x D12mm
ランダムヘアライン仕上げ
※エッチング加工
※文字色は、ブラック・ホワイトより選択可。

TH-017-T（ブラック）
本体価格 ¥31,000（税抜）
W150 x H150 x D12mm
ステンレス梨地仕上げ
※ホワイト仕上げも可能
※エッチング加工

TH-017-Y（ホワイト）
本体価格 ¥31,000（税抜）
W150 x H150 x D12mm
ステンレス梨地仕上げ
※ブラック仕上げも可能
※エッチング加工
　　　　　　

書体：OPTIMUM（欧）/明朝体（和） 書体：明朝体（和）/OPTIMUM（欧）

書体：OPTIMUM（欧）/明朝体（和） 書体：楷書体（和）/Century Gothic（欧）

ステンレス ステンレス

ステンレス

TH-016-□□
本体価格 ¥35,000（税抜）
W150 x H135 x D18mm
ヘアライン＋アクリル透明
※エッチング加工
※□□には、柄品番が入ります。
HI(ひいらぎ)、BO（ぼたん）
SU（すみれ）
※文字色は、ブラック・ホワイト
　より選択可。

書体：明朝体（和）/Century Gothic（欧）

ひいらぎ
TH-016-HI

ぼたん
TH-016-BO

すみれ
TH-016-SU

ステンレス  透明アクリル
セレクトデザイン

専用書体
P119

専用取付金具

※表札屋.comの表札には専用の取付金具が標準装備され
　ています。取付ピッチは、20mm となります。
    注：TH-008のみ取付ピッチ150mm

取付金具本体
（本体側）

内部金具
（壁側）
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

書体：オプティマ（欧）
FC-TWC

ツインシル   ステンレス
FC-TWC
本体価格 ¥52,000（税抜）
W450 x H35 x D6mm
取付ピッチ ： W350mm
・ボルト金具

モブル 木目調アクリル  ステンレス
FC-MB
本体価格 ¥47,000（税抜）
W180 x H190 x D17mm
取付ピッチ ： W110mm
・ボルト金具

ワンタッチネームプレート仕様
FC-MB-ELM
本体価格 ¥49,000（税抜）
※こちらの表札には、裏側にピンが付きます。
※ワンタッチネームプレートの取り付けには台座が必要です。 P117

シンプルな形状ながら、卓越したエッジング技術が光る
二世帯住宅にもおすすめの表札。

屋外用のアクリルに木目転写を施し、重厚さと耐久性を
両立させた二世帯住宅向けの表札。

専用書体
P120

専用書体
P120

書体：金文体（和）/プラザ（欧）
FC-MB

書体 金文体（和）/プラザ（欧）

TWINCIL 

MOBBLE 

N a m e
P l a t e
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書体：丸フォーク体（和）/丸フォーク体（欧）
TS-SSY-54

書体：なごみ体（和）/なごみ体（欧）
TS-SSS-51

書体：隷書体（和）/隷書体（欧）
TS-SSS-52

書体：オリジナル（和）
TS-SSY-53

STAINLESS SIGN 

ステンレスサイン          ステンレス
TS-SSS-□□
本体価格 ¥16,000（税抜）
W130 x H130 x D5mm
・ボルト金具（1点止め）
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
※□□にはデザインの品番が入ります。

TS-SSY-□□
本体価格 ¥16,000（税抜）
W135 x H50 x D5mm
※文字はホワイト・ブラックより選択可。
・ボルト金具（1点止め）
※□□にはデザインの品番が入ります。

耐久性の高いステンレス製でいつまでも綺麗な状態を持続。

専用書体
P122

書体：オールドマン（欧）

EMBLE SUS 

エンブレSUS （フォント） ステンレス   
EMSUS-150
本体価格 ¥16,000（税抜）
W150 x H25 x D1.5mm
取付ピッチ ： W140mm
・ ステンレスHL/取付ビス
※文字は欧文大文字１２文字以内となります。

エンブレSUS （スクエア） ステンレス   
NP-SUS150
本体価格 ¥6,200（税抜）
W150 x H150 x D1mm
・ネームシール付属
・書体は一種類のみとなります。
・コンクリートボンドで取付けになります。

エンブレSUS （ボーダー） ステンレス   
NP-SUS200 
本体価格 ¥5,500（税抜）
W200 x H70 x D1mm
取付ピッチ ： 約W１８０mm
・ ステンレス金具/ボルト金具
・ネームシール付属
・書体は一種類のみとなります。

コストパフォーマンスの高いシンプルステンレスサイン。

専用書体
P123

SIMPLATE  

シンプレート ステンレス  
FC-SP1-□□
FC-SP2-□□
本体価格 ¥12,000（税抜）
Ｗ1３0 x H70 x D2mm
取付ピッチ ： W110mm　・ボルト金具
※□□には色品番が入ります。

書体：アバンテ（欧）
FC-SP1-GR（グレー）

書体：アバンテ（欧）
FC-SP2-GR（グレー）

書体：プレゼント（欧）
FC-SP1-GN（グリーン） 

書体：プレゼント（欧）
FC-SP2-GN（グリーン） 

書体：エフスクリプト（欧）
FC-SP1-BK（ブラック）

書体：エフスクリプト（欧）
FC-SP2-BK（ブラック）

書体：京まどか（和）
FC-SP1-BR（ブラウン）  

書体：京まどか（和）
FC-SP2-BR（ブラウン）  

ステンレスのシンプルさを追求したデザイン表札。

専用書体
P120
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

ATHLETE SERIES STAINLESS  

アスリートシリーズ
（ステンレス） ステンレスヘアライン  
FC-ATI-□□
本体価格 ¥31,000（税抜）
約W200 × H65 × D3mm
取付ピッチ ： W150mm　
・M2×40Lタップボルト3点止め
※□□にはデザインの品番が入ります。
　BB（野球）、GO（ゴルフ）、SC（サッカー）

書体：アメリカーナ （欧）
FC-ATI-BB（野球）

書体：プラザ（欧）
FC-ATI-GO（ゴルフ）

書体：アバンテ（欧）
FC-ATI-SC（サッカー）

人気のスポーツをモチーフにしたデザイン表札。

専用書体
P120

書体：まめ吉体（欧）/まめ吉体（和）
TS-SLR-3B2-51

書体：なごみ体（欧）/なごみ体（和）
TS-SLR-2C3-52

書体：フリッツ体（欧）
TS-SLR-2E2-53

ステンレスフレームサイン　　 ステンレス

TS-SLR-3B2-51
本体価格 ¥25,000（税抜）
W250 x H150 x D10mm
・ボルト金具（1点止め）

TS-SLR-2C3-52
本体価格 ¥25,000（税抜）
W216 x H205 x D12mm
・ボルト金具（1点止め）

TS-SLR-2E2-53
本体価格 ¥25,000（税抜）
W328 x H109 x D10mm
・ボルト金具（1点止め）

※文字色は、ホワイト・ダークブラウンより選択可。

ステンレスのオーナメントとの融合でデザイン性と
耐久性を持つ表札。

専用書体
P122

STAINLESS FRAME SIGN 

N a m e
P l a t e
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書体：なごみ体（和）
TS-BR-A2-9M-BK（ブラック）

書体：角ゴシック体（欧）
TS-BR-B2-1S-BK（ブラック）

書体：カフリッシュ体（欧）
TS-BR-C2-6S-BK（ブラック）

書体：角ゴシック体（欧）
TS-BR-B3-1S-DB（ダークブラウン）

書体：カフリッシュ体（欧）
TS-BR-C3-6S-DB（ダークブラウン）

書体：バーハーズ体（欧）
TS-BR-B3-5M-DB（ダークブラウン）

書体：ブラッシュスクリプト体（欧）
TS-BR-C3-8M-DB（ダークブラウン）

書体：ザフ体（欧）
TS-BR-G3-3M-DB（ダークブラウン）

書体：バーハーズ体（欧）
TS-BR-B2-5M-BK（ブラック）

書体：ブラッシュスクリプト体（欧）
TS-BR-C2-8M-BK（ブラック）

書体：ザフ体（欧）
TS-BR-G2-3M-BK（ブラック）

STAINLESS IRON SIGN 

STAINLESS IRON SIGN MINI  

STAINLESS IRON SIGN LED  

ステンレスアイアンサイン ステンレス   
TS-BR-A○-9M-□□
本体価格 ¥25,000（税抜）
W230mm
取付ピッチ ： W190mm

TS-BR-B○-5M-□□
本体価格 ¥25,000（税抜）
W230mm 
取付ピッチ ： W200mm

TS-BR-C○-8M-□□
本体価格 ¥25,000（税抜）
W230mm
取付ピッチ ： W193mm

TS-BR-G○-3M-□□
本体価格 ¥25,000（税抜）
W230mm
取付ピッチ ： W193mm

※ステンレス焼付塗装
※◯には2（ブラック）、3（ダークブラウン）が入ります。
※□□には色の品番が入ります。
　BK（ブラック）、DB（ダークブラウン）
※ビス取付

ステンレスアイアンサイン ミニ ステンレス   
TS-BR-B○-1S-□□
本体価格 ¥21,000（税抜）
W170mm
取付ピッチ ： W130mm

TS-BR-C○-6S-□□
本体価格 ¥21,000（税抜）
W170mm
取付ピッチ ： W130mm

※ステンレス焼付塗装
※◯には2（ブラック）、 3（ダークブラウン）が入ります。
※□□には色の品番が入ります。
　BK（ブラック）、DB（ダークブラウン）
・ボルト金具

ステンレスアイアンサインLED ステンレス   
FC-LEDI-BR
本体価格 ¥45,000（税抜）
約W300 × H70 × D3mm
取付ピッチ ： W250mm
M4×50L化粧ボルト2点止め
12V LEDモジュール付  ※別途トランスが必要

ステンレス製で錆びない、オーナメントスタイルの表札。

コンパクトサイズがうれしい、ステンレス製オーナメント表札。

LED付きステンレス製オーナメント表札。

書体：なごみ体（和）

書体：カフリッシュ体（欧） 書体：カフリッシュ体（欧）

書体：ブラ シ スクリプト体（欧） 書体：ブラッシュスクリプト体（欧）

専用書体
P122

専用書体
P122

専用書体
P120

書体：オプティマ（欧）　FC-LEDI-BR

※ローマ字ではフリッツ体・フーツラ体・金文体・クラフト体・まめ吉体が使用出来ません。漢字ではなごみ体以外が使用出来ません。

※ローマ字ではフリッツ体・フーツラ体・金文体・クラフト体・まめ吉体が使用出来ません。漢字ではなごみ体以外が使用出来ません。

書体：なごみ体（和）
TS-BR-A3-9M-DB（ダークブラウン）

PLT-MN  ミニトランス
定価 ¥7,200（税抜）
Ｗ29 x Ｈ116 x Ｄ21ｍｍ
12V
※PSE承認済

書体：なごみ体（和）

推奨オプション
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

ORNAMENT SIGN 

un ORNAMENT SIGN 

OS-40（チョコベリー） アイアン   

本体価格 ¥24,000（税抜）
W370 x H105 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字05番（欧）

OS-03（リーフ） アイアン
本体価格 ¥21,000（税抜）
W400 x H150 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字04番（欧）書体英字 番

ワイドな門柱に映える、アイアン製のオーナメント表札。
レーザーカットならではのシャープなフォルム。お好みで選べる多彩なラインアップです。

オーナメントサイン
OS-□□
※デザインにより幅が変わります。
※□□にはデザインの品番が入ります。　
※ビス取付
※大文字は7文字目より特注扱いとなり追加料金が
　かかります。
※小文字は11文字目より追加料金がかかります。

専用書体
P123

専用書体
P122

アイアン

OS-54（パンジーC） アイアン
本体価格 ¥26,000（税抜）
W330 x H145 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字07番（欧）書体：英字07番（欧）

OS-55（クローバーB） アイアン
本体価格 ¥25,000（税抜）
W400 x H135 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字03番（欧）

文字目より追加料金がかかります。

書体：英字03番（欧）

OS-19（ラブラドール） アイアン
本体価格 ¥24,000（税抜）
W380 x H150 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字04番（欧）書体：英字04番（欧）

OS-49（ルーシー） アイアン
本体価格 ¥24,000（税抜）
W365 x H155 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字01番（欧）書体：英字01番（欧）

OS-17（ダックス） アイアン
本体価格 ¥24,000（税抜）
W400 x H160 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字01番（欧）書体：英字01番（欧）

OS-AR（アーチ） アイアン
本体価格 ¥22,000（税抜）
W400 x H150 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装
※書体は自然なつながりになる筆記体がお勧めです。
（英字05～07番）

書体：英字07番（欧）書体：英字07番（欧）

OS-ST（スタンド） アイアン
本体価格 ¥26,000（税抜）
W380 x H150 x D3.2mm 
鋼板・黒つや消し塗装
※この商品はun ムーン500（P36掲載）専用となります。

書体：英字07番（欧）書体：英字07番（欧）

unムーン500専用  
OS-51（スタンダードB） アイアン
本体価格 ¥22,000（税抜）
W330 x H80 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装
※書体・文字数により、サイズがかわります。
※書体は自然なつながりになる筆記体がお勧めです。
（英字05～07番）

書体：英字07番（欧）

W365 x H155 x D3.2mm
鋼板・黒つや消し塗装

書体：英字07番（欧）

書体：Giddyup Std（欧）
OS-WAV-BK（ウェーブタイプ/ブラック）

書体：Giddyup Std（欧）
OS-RD-BR（ラウンドタイプ/ブラウン）

un オーナメントサイン 真 鍮

OS-RD-□□（ラウンドタイプ）
OS-WAV-□□（ウェーブタイプ）
本体価格 ¥45,000（税抜）
W350 x H110mm （ラウンドタイプ）
W350 x H80mm　（ウェーブタイプ）
取付ピッチ ： 250mm
レーザーカットたたき仕上げ（文字）
※書体・文字数により、サイズがかわります。
※書体は、Giddyup Std（大文字）のみになります。
※□□には色の品番が入ります。

N a m e
P l a t e
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DRESS-UP ORNAMENT 

MUKU  

エクステリアのアクセントに。

壁や門柱にアクセントをつける、切り文字タイプの表札。

門柱や壁に、表札やインターホンの飾りに自由度の高いオーナメント。

KA-06（F）
本体価格 ¥5,000（税抜）
W260 x H75 x D2.3mm
取付ピッチ ： W163.8mm
鋼板・黒つや消し塗装

OP-GW-DC-BRA（un ブランシュ デコ） 
本体価格 ¥8,000（税抜）
W116 x H345 x D2.3mm
取付ピッチ ： H253mm
アルミ鋳物・黒つや消し塗装

KA-01（A）
本体価格 ¥5,500（税抜）
W70 x H215 x D2.3mm
取付ピッチ ： H204mm　
鋼板・黒つや消し塗装　※2個セット

KN-02（リーフB）
本体価格 ¥5,000（税抜）
W75 x H230 x D2.3mm
取付ピッチ ： H161.5mm
鋼板・黒つや消し塗装

KN-04（ローズA）
本体価格 ¥5,500（税抜）
W115 x H200 x D2.3mm
取付ピッチ ： H96.4mm
鋼板・黒つや消し塗装

門柱 （un ムーン500）/ドレスアップオーナメント（リーフB） 
 表札（ラ・メール）/インターホンカバー（G）

ドレスアップオーナメント   
※サイズ変更・基本色以外でも製作できます。
　カラーによりオプション料金が発生します。（別途見積り）

アイアン アイアン

アイアンアイアン

アルミ鋳物

ムク スチール   
SS-MUK-○
本体価格 ¥5,000/1文字（税抜）
H60mm
・ボルト金具 （2～3点止め/文字）
※書体はゴシック体（大文字）一種類のみになります。
※○の中には使用文字のアルファベットまたは、数字（ハイフン含む）
　が入ります。
※本体の裏側には取付用のボルト（M6 長さ45mm）をお付けして
います。

※表示価格は、1文字の価格です。4文字以上でご注文ください。
※環境により、サビが発生する場合があります。

掲載商品例 （10文字）
¥50,000（税抜）
注：門柱本体・照明・インターホン・ポストは
　  価格に含みません。
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ONETOUCH NAME PLATE 

表札の着脱を簡単に。
門柱や壁に、あとから簡単に表札が付けられる台座プレート。

INTERPHONE COVER 

専用書体
P122

インターホンカバー   
※種類によりお名前を入れることが
   できます。

TS-INT-OD1-51   
（インターホンカバー/ヘアーライン） 

本体価格 ¥31,000（税抜）
W150 x H180 x D2mm
取付ピッチ ： H160 x W130mm
鋼板・黒つや消し塗装
・ボルト金具
※お名前を入れる事ができます。

書体：フーツラ体（欧）/なごみ体（和）

TS-INT-OD1-52   
（インターホンカバー/ブラック）  

本体価格 ¥31,000（税抜）
W150 x H180 x D2mm
取付ピッチ ： H160 x W130mm
鋼板・黒つや消し塗装
・ボルト金具
※お名前を入れる事ができます。

書体：オリジナル（和）

TS-INT-OD1-53   
（インターホンカバー/ブラウン） 

本体価格 ¥31,000（税抜）
W150 x H180 x D2mm
取付ピッチ ： H160 x W130mm
鋼板・黒つや消し塗装
・ボルト金具
※お名前を入れる事ができます。

書体：フリッツ体（欧）

ステンレス ステンレス ステンレス

CB-01（インターホンカバーA/コトリ）
本体価格 ¥21,000（税抜）
W190 x H153 x D2.3mm
取付ピッチ ： H164 x W70mm
鋼板・黒つや消し塗装　・ボルト金具
※お名前を入れる事ができます。（別途見積）
※通常文字は ［WELCOME］がはいります。
※書体はお選びいただけません。

CB-02（インターホンカバーB/ネコ）   
本体価格 ¥21,000（税抜）
W190 x H130 x D2.3mm
取付ピッチ ： H164 x W70mm
鋼板・黒つや消し塗装　・ボルト金具
※お名前を入れる事ができます。（別途見積）
※通常文字は ［WELCOME］がはいります。
※書体はお選びいただけません。

CB-07（インターホンカバーG）  
本体価格 ¥18,000（税抜）
W165 x H130 x D2.3mm
取付ピッチ ： H150 x W70mm
鋼板・黒つや消し塗装　・ボルト金具

アイアン アイアン アイアン

ワンタッチネームプレート（台座）   ステンレス   
NP-OT-ELM
本体価格 ¥2,000（税抜）
W135 x H50 x D5mm
台座取付穴ピッチ ： W79mm
・PCプラグ
・ビス付き

ワンタッチネームプレート対応表札

① ワンタッチネームプレート台座（以下、台座）の取り付け面にW79㎜のピッチで穴を開け、
　 付属のアンカーまたはプラグをセットします。次に台座を付属のビスにて固定します。
　 片側のビス穴が長穴となっておりますので、この時点で高さ・傾きの微調整を行って
　 ください。
② お手元に届いた表札（ワンタッチネームプレート用金具付）を準備します。
③ 表札の上下を確認し、表札側のピン（凸部）を台座側の差し込み穴へ最後まで押し込めば
　 取り付け完了です。
※ワンタッチネームプレート対応表札は左記をご参照ください。

ワンタッチネームプレートの取り付け方法
① ③

②

モクール

P104

アジコ
（FC-AJ-150のみ）

P106

モブル

P111

ヴィラ

P106

レイア

P108

マルコ

P108

グラニットサイン
（GT- LGのみ）

P109

※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。
※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。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。※表示価格には消費税は含まれておりません。

※ワンタッチネームプレート仕様の品番でご注文ください。
※ワンタッチプレート（ピン側）金具は、表札本体の裏面にセットした状態で
　納品されます。

N a m e
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 丸ゴシック  金文体

 草書体  楽書体

 行書体  吉書体

 隷書体  福書体

ネオスティック
P57

FONT　
書体
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 カリグラフ ユニバースティー

 パンプ レイモンド

 ダリ  アベニュー

 ザック

 ティランティー  ミスティー

 クリス インパクト

 バハラ ストローク

 アポロジー  ドラゴン

 丸ゴシック  吉書体

unガラスサイン
P98

エディー
P100

ガラスサイン
P100

フラワーオブライフ
ラージフラワー

P99

フラワーオブライフ
スモールフラワー

P99



 OPTIMUM

 Arial Black

 BOOKMAN

 Century Gothic

 Cool

 Helvetica

【名入れ書体について】 名入れ文字数、サイズ等に関しましては制限があります。文字校正は一つの製品につき、2案目まで無料。３案目からは別途料金がかかります。
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 明朝体  隷書体  金文体

 筆文字 楷書体

N a m e
P l a t e

レイヤーステンサイン
P110



FONT　
書体

120

【名入れ書体について】 名入れ文字数、サイズ等に関しましては制限があります。文字校正は一つの製品につき、2案目まで無料。３案目からは別途料金がかかります。

 エフスクリプト

 アンソニー

 チャーム

 ブラッシュスクリプト

 プラザ

 ニューセンチュリー

 金文体

 京まどか

 隷書

 明朝体

 古印体

 丸ゴシック

 楷書

 デザイン隷書

 流隷体

 京まどか

 アバンテ

 ドラコニアン

 欧文クラフト体

 ティーサイン

 アメリカーナ

 欧文金文体

 クラフト体

 草書

 細隷書

 新てん書体

 プレゼント

 オプティマ

 ヘルクラウン 

 スーベニア

 ハンドスクリプト

 欧文流隷体

 ナプチャルスクリプト

マーヴェラス
P107

フシオン
P102

ブルーム
P101

un フウロウ
P106

un ヴィラ
P106

un アジコ
P106

アスリートシリーズ
（ガラス）
P103

デコリア
P103

モクール
P104

un ダカーポ
P105

un ジャビー
P105

アルミク
P104

ルミノ
P109

ツインシル
P111

UNFAIR
P167

ステンレス
アイアンサイン

LED
P114

モブル
P111

レイア
P108

マルコ
P108

シンプレート
P112

グラニットサイン
P109

アスリートシリーズ
（ステンレス）
P113



 センチュリーG （センチュリーゴシック）  サーペンタイン

 フリーハンド  メッセンジャー

  丸ゴシックR  細角ゴシックR

 キャスロンB  角ゴシック

レベルサイン
P109
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【名入れ書体について】 名入れ文字数、サイズ等に関しましては制限があります。文字校正は一つの製品につき、2案目まで無料。３案目からは別途料金がかかります。
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※ステンレスアイアンサイン・ステンレスアイアンサイン（ミニ）については、ローマ字ではフリッツ体・フーツラ体・金文体・クラフト体・まめ吉体・丸フォーク体・隷書体が
　使用出来ません。漢字ではなごみ体以外が使用出来ません。

カラーグラスサイン
P101

un オーナメント
P115

ステンレスサイン
P112

ステンレス
フレームサイン
P113

ステンレス
アイアンサイン
P114

インターホンカバー
P117

 隷書体  クラフト  なごみ体  金文体

 丸フォーク体  まめ吉体

 オリジナル

 カフリッシュ体  ロゴ体 ザフ体

 角ゴシック体  流隷体 バーハーズ体

 なごみ体  フリッツ体 ブラッシュスクリプト体

 フーツラ体  クラフト体 金文体

FONT　
書体

【名入れ書体について】 名入れ文字数、サイズ等に関しましては制限があります。文字校正は一つの製品につき、2案目まで無料。３案目からは別途料金がかかります。

 隷書体 まめ吉体  丸フォーク

Giddyup Std
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【名入れ書体について】 名入れ文字数、サイズ等に関しましては制限があります。文字校正は一つの製品につき、2案目まで無料。３案目からは別途料金がかかります。
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N a m e
P l a t e

クリアネスサイン
P102

ネオフェイス
P53

オーナメントサイン
P115

 ゴシック  明朝

 行書  丸ゴシック

 隷書

 京円

 さむらい

 コミック MS/Bold  ブックマンオールド  ブラッシュ  ルシーダ

 オールドマン

 英字01番  英字02番

 英字05番  英字06番

マーガレット
P107

ブルスコ
P108

エンブレSUS
P112

ラ・メール
P107

 ヴァーダナ  インパクト  マイアンドラ

 英字07番  英字09番

 英字15番

※文字は欧文大文字１２文字以内となります。

 英字04番 英字03番

 金文

 ヘルベチカ





蛇口
P148

▲

ガーデンパン
P146

▲



TI-LA　
アン ティーラ

飾る楽しさをデザインしました。

本体 SC-UN-TLS-WH / オプション（ウッドトレイ） / 蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）

鉢植えを置いたり、シャベルなどを吊り下げたり、飾る楽しさがある立水栓。
ウッドフェンス調なので目隠しやパーティションにも。
腐食しにくいアセチル化木材を使用。

GRC
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SC-UN-TLS-IV
（アイボリー）

本体
・un ティーラ ¥98,000
　
オプション
・オプション（ウッドトレイ） ¥25,000
 P90  OP-GW-TR1
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,000
 P148  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓スミレハンドル） ¥9,500
 P149  JA-G102-SB
・ガーデンパン（トレビ リビエラ） ¥14,600
 P146  GPT-RVG-IV
掲載商品セット価格 ¥155,100

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

付属のフックは
好きな位置に
掛けることができます。

高機能「アセチル化木材」

・ 高い耐朽性能
・ 優れた寸法安定性能
・ 高い耐UV性能
・ 塗装が長持ち
・ 毒性がない

水栓ユニット  un ティーラ
SC-UN-TLS-□□ 
本体価格 ¥98,000（税抜）
W890 x H800（全高1050）x D119mm
65kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ　一部吹付け仕上げ
木部：アセチル化木材
付属品  フック2個、化粧プラグ1個
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
※全製品自社空圧試験済※全製品全製品全製品自社自社自社社社自社社社社社
寒冷地不可

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

un ティーラ
追加フック（2個セット）
OP-SC-HOK2
価格 ¥4,500（税抜）

オプション

▲

P70

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥25,000（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。
　詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

付属品

化粧プラグ

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから
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オプションでトレイを
好きな位置に
掛けることができます。
※積載耐荷重10kg



※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

水栓柱  un ジーニー
SC-UN-GEN-□□
本体価格 26,000（税抜）
W200 x H700（全高850） x D110mm 
15kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
木目：ウレタン製ウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製 自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

素朴な印象と
シンプルなフォルムが魅力。

SC-UN-GEN-WH （ホワイト）
GPT-RVG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 un ジーニー ¥26,000（税抜）

オプション
・ガーデンパン トレビ　リビエラ ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-RVG-WH
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-DN13-SE
・掲載商品セット価格 ¥48,600（税抜）

本体
・水栓柱 un ジーニー ¥26,000（税抜）

オプション
・ガーデンパン トレビ　リビエラ ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-RVG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥46,600（税抜）

木目調の水栓柱、そしてプレーンなガーデンパン。
そのシンプルさは設置場所を選びません。

GENIE アン ジーニー

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

GRC

SC-UN-GEN-IV （アイボリー）
GPT-RVG-IV （アイボリー）

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色 ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

水栓柱  un トーレ
SC-UN-TORRE-WH
本体価格 26,000（税抜）
W110 x H1050（全高1328） x D115.5mm 
15kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製 自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンに
記念碑のような存在感。

SC-UN-TORRE-WH （ホワイト）
GPT-UN-TORREG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 un トーレ ¥26,000（税抜）
・ガーデンパン un トーレ ¥17,300（税抜）

オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300（税抜）
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥55,600（税抜）

ガーデンパン

un トーレ
GPT-UN-TORREG-WH
本体価格 ¥17,300（税抜）
W500 x H85 x D400mm　15kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
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。
※水栓柱トーレ推奨ガーデンパン。

WH（ホワイト）

標準色

どこに設置しても、しっくりおさまる斬新で
シンプルなフォルム。

デ
オ ベ リ ス ク

TORRE アン トーレ

イタリア語で「塔」の意
元々はエジプト発祥のモニュ
メントを意識したデザインで、
「obelisk：オベリスク」と言われ、
その名を知られています。ヨー
ロッパでは記念碑として広く知
られる形状でペーパーウェイト
やローソクなどにもデザインさ
れています。 

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

GRC

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ガーガガ デンパン
P 146
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本体 SC-UN-FLUS-F-BK（水栓柱）・GPT-UN-FLUG-WH（ガーデンパン） / 蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）

口紅がモチーフのスリムなフォルム。
飾りパーツもエレガントさを演出。
水栓柱のトップに花模様を、サイドに錆びにくいアルミ製の飾りをレイアウト。
オプションのホース接続水栓を付ければ、ホースをつなげたまま使えます。

FLEUR　
アン フルール

GRC
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

SC-UN-FLUS-L-BK （リーフ/ブラック）
GPT-UN-FLUG-WH （ホワイト）

SC-UN-FLUS-F-BK （フラワー/ブラック）
GPT-UN-FLUG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 un フルール ¥36,500（税抜）
・ガーデンパン un フルール ¥14,600（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥58,100（税抜）

本体
・水栓柱 un フルール ¥36,500（税抜）
・ガーデンパン un フルール ¥14,600（税抜）

オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,000
 P148  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,000
 P149  JA-G102-B
・掲載商品セット価格 ¥66,100（税抜）

水栓柱  un フルール
SC-UN-FLUS-○-BK
本体価格 ¥36,500（税抜）
∅84 x H740（全高８９０）mm　7kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
飾り：アルミ製粉体焼付塗装
※○には飾りの品番が入ります。
　F（フラワー）、L（リーフ）
付属品  化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製品自社自社自社自社自社自社社社社自社社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

un フルール
GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥14,600（税抜）
∅400 x H180mm　5kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

WH（ホワイト）

標準色意　匠
登録済

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

付属品

化粧プラグ

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175をご参照ください。

ガーガガ デンパン
P 146
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

SC-UN-PB-OP （オパール）
GPT-RVG-IV （アイボリー）

本体
・水栓柱 un ペブル ¥35,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ リビエラ） ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-RVG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥55,600（税抜）

水栓柱  un ペブル
SC-UN-PB-OP
本体価格 ¥35,000（税抜）
∅110 x H690（全高860）mm　6kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
玉砂利貼
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製品自社自社自社自社自社自社社社社社社社社社社
寒冷地不可

標準色

手づくり感にあふれる
素朴でナチュラルな雰囲気と
やさしい色合いが、
かわいらしいお庭を演出。

PEBBLE　
アン ペブル

ペブルストーンが
自然で素朴な
味わいを演出。

意　匠
登録済

受注
生産

ペブルストーンが
自然で素朴な
味わいを演出。

OP（オパール）

FRP

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

小さなガーデンでも
緑を楽しめるように。
あたたかみのあるテラコッタ風の水栓柱は、
植栽ポットをそのまま入れられます。

SC-UN-POC-TC （テラコッタ）
GPT-UN-POCG-TC （テラコッタ）

SC-UN-POC-IV （アイボリー）
GPT-UN-POCG-IV （アイボリー）

本体
・水栓柱 un ポッシュ ¥26,000（税抜）
・ガーデンパン un ポッシュ ¥14,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）  
 P148  JA-K13-E
掲載商品セット価格 ¥46,600（税抜）

本体
・水栓柱 un ポッシュ ¥26,000（税抜）
・ガーデンパン un ポッシュ ¥14,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓スミレハンドル） ¥9,500（税抜）
 P149  JA-G102-SB
掲載商品セット価格 ¥58,100（税抜）

POCHE　
アン ポッシュ

水栓柱  un ポッシュ
SC-UN-POC-□□
本体価格 ¥26,000（税抜）
∅140 x H730（全高８8０）mm
14kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
テラコッタ風仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
付属品  化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製品自社自社自社自社自社自社社社社社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

un ポッシュ
GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥14,600（税抜）
W450 x H150 x D400mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
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。

付属品

化粧プラグ
IV（アイボリー）

TC（テラコッタ）

標準色

GRC

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

ガーガガ デンパン
P 146
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

キッチン小物のような
ナチュラルな空気感。
木とホウロウの小物や
北欧家具を連想させる風合い。

SC-UN-ARB-WN （ウォールナット）
GPT-UN-ARBG-WN （ウォールナット）

本体
・水栓柱 un アルブラン ¥24,000（税抜）
・ガーデンパン un アルブラン ¥24,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥55,600（税抜）

SC-UN-ARB-PI （パイン）
GPT-UN-ARBG-PI （パイン）

本体
・水栓柱 un アルブラン ¥24,000（税抜）
・ガーデンパン un アルブラン ¥24,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P149  JA-G102-M
・アルブラン専用フック ¥3,500（税抜）
  SC-UN-HOK 
・掲載商品セット価格 ¥66,100（税抜）

水栓柱  un アルブラン
SC-UN-ARB-□□
本体価格 ¥24,000（税抜）
∅84 x H740（全高890）mm
7kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　PI（パイン）、WN（ウォールナット）
付属品  化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製 自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

un アルブラン
GPT-UN-ARBG-□□
本体価格 ¥24,600（税抜）
∅420 x H120mm　4kg
FRP製着色樹脂成形
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　PI（パイン）、WN（ウォールナット）
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。

付属品

化粧プラグ
PI（パイン）

WN（ウォールナット）

標準色

撮影協力：ウィズガーデン日野店

ARBLANC　
アン アルブラン

un アルブランフック
SC-UN-HOK
本体価格 ¥3,500（税抜）
W28 x H50 x D24mm

専用オプション

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

GRC

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ガーガガ デンパン
P 146
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

扇形状のガーデンパンは
他の水栓柱との組合せも可能です。

入隅にも置ける
ありそうでなかった水栓柱。
壁面に合わせて設置ができ、
敷地の角部にもすっきり収まるシンプルなフォルム。

SC-TRI-WH （ホワイト）
GPT-TRIG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 トライアングル ¥16,000（税抜）
・ガーデンパン トレビ トライアングル ¥14,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥37,600（税抜）

TRIANGLE　
トライアングル

ガーデンパン

トレビ トライアングル
GPT-TRIG-WH
本体価格 ¥14,600（税抜）
W471 x H100 x D323mm　6kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

水栓柱 トライアングル
SC-TRI-WH
本体価格 ¥16,000（税抜）
W145 x H665（全高815） x D72.5mm
6.6kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済※全製品全製品全製品製品自社自社自社社社自社社社社自社社社社社社
寒冷地不可

WH（ホワイト）

標準色意　匠
登録済

本体 SC-TRI-WH（水栓柱）・GPT-TRIG-WH（ガーデンパン） / 蛇口 （モーヴ）

GRC

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ガーガガ デンパン
P 146
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

硬質発泡ウレタン

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

ガーデンを美しく、
より優雅に。
艶やかな光沢のあるツイストデザインは、
モダンなガーデンアイテム。
見るアングルでフォルムが変わります。

SC-LAD-WH （パールホワイト）

本体
・水栓柱 レディー  ¥34,000（税抜）

オプション
・蛇口（コスタ） ¥11,800（税抜）
 P148  JA-GRH-COSTA-S
・掲載商品セット価格 ¥45,800（税抜）

SC-LAD-GD （シャンパンゴールド）
GPT-SUS30-PIC

本体
・水栓柱 レディー ¥34,000（税抜）

オプション
・ガーデンパン（ピッコロステン30）  ¥19,500（税抜）
 P146  GPT-SUS30-PIC
・蛇口（コスタ） ¥11,800（税抜）
 P148  JA-GRH-COSTA-S
・掲載商品セット価格 ¥65,300（税抜）

水栓柱  レディー
SC-LAD-□□
本体価格 ¥34,000（税抜）
W128 x H700（全高940）mm
2.5kg（本体のみ）
硬質発泡ウレタン製
ウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（パールホワイト）
   GD（シャンパンゴールド）
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製 自社自社自社自社自社自社社社社
寒冷地不可

WH（パールホワイト）

GD（シャンパンゴールド）

標準色

LADY　
レディー

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

本体
・水栓柱 タクト100 ¥40,000（税抜）

オプション
・蛇口（二口横水栓MIX） ¥12,000（税抜）
 P148  JA-FBD13-HIM-UN
・掲載商品セット価格 ¥52,000（税抜）

TACT　
タクト

本体上部が360°自在回転。
視野の広さが自慢です。
設置場所の雰囲気や好みに合わせて選べる、
豊富なカラーバリエーションです。

SC-TAC100-GN （グリーン）
GPT-SUS30-PIC

本体
・水栓柱 タクト 100 ¥40,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥19,500（税抜）
 P146  GPT-SUS30-PIC
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 　¥67,500（税抜）

水栓柱  タクト100
SC-TAC100-□□
本体価格 ¥40,000（税抜）
∅60 x H1107mm
4kg（本体のみ）
外装管 ： 耐食アルミ柱/ウレタン塗装
揚水管 ： 中シャフト/ステンレス
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）
   GN（グリーン）、RD（レッド）
　BK（ブラック）、SUS（ステンレス）
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製 自社空圧自社空圧自社空圧自社空圧試試試試試試試試試試
寒冷地用不凍水栓柱

水栓柱  タクト120
SC-TAC120-□□
本体価格 ¥45,000（税抜）
∅60 x H1307mm
4.5kg（本体のみ）
外装管 ： 耐食アルミ柱/ウレタン塗装
揚水管 ： 中シャフト/ステンレス
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）
   GN（グリーン）、RD（レッド）
　BK（ブラック）、SUS（ステンレス）
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製 自社空圧自社空圧自社空圧自社空圧試試試試試試試試試試試
寒冷地用不凍水栓柱

寒冷地用
不凍水栓柱

WH
（ホワイト）

GN
（グリーン）

RD
（レッド）

BR
（ブラウン）

BK
（ブラック）

SUS
（ステンレス）

本体上部が
360°自在回転。
吐水口が360度自由に回転します。
お庭や、広い場所での使用のほか、
狭小住宅でのご使用でも取り回しが
便利です。

※設置する場所の凍結深度を必ずご確認の上、100または120の選定をしてください。
※凍結深度、設置条件、使用条件などをご確認の上、製品をご注文ください。

高い信頼性
弁構造は信頼性の高い正弁タイプです。
金属とゴムを一体成形したため、まくれて
切れてしまうこともありません。

優れたメンテナンス性
水内部一式を抜き上げることができるるため、
修理が容易です。

優れた耐食性
水道水と接する部分には、耐腐食性に優れ
た砲金及び、ステンレス鋼（SUS304）を
使用しています。

凍結対策
製品内部が凍結してしまった場合でも、ハン
ドルを外して製品内部にぬるま湯を注ぐこ
とで、解氷することができます。

吸気機構装備
水抜き時にのみ作動する吸気機構を標準装
備しました。操作ミスによる凍結事故を防止
します。
JV10（一社）日本バルブ工業会規格品
（社）日本水道協会品質認証センター
認証登録番号　特C-10（13mm）
※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異な
る場合があります。

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

アルミ
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SC-CM11-WH （ホワイト）
GPT-UN-FLUG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（un フルール） ¥14,600（税抜）
 P147  GPT-UN-FLUG-WH
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 ¥46,100（税抜）

SC-CM11-RD （レッド）
GPT-SUS30-PIC

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥19,500（税抜）
 P146  GPT-SUS30-PIC
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥50,000（税抜）

SC-CM11-SUS （ステンカラー）
GPT-PICG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ ピッコロ） ¥12,400（税抜）
 P146  GPT-PICG-WH
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥42,900（税抜）

ガーデンを楽しく演出する、多彩なカラーバリエーション。
シンプルでスマートなフォルムなので違和感なく設置できます。

ガーデンを彩るのに、飾りはいらない。

COLUMN　
コルム
アルミ
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

SC-CM11-GN （グリーン）
GPT-SUS30-PIC

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥19,500（税抜）
 P146  GPT-SUS30-PIC
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 ¥51,000（税抜）

SC-CM11-BK （ブラック）
GPS-40-YE （黄）

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（信楽40） ¥22,800（税抜）
 P147  GPS-40-YE
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥53,300（税抜）

SC-CM11-BR （ブラウン）
GPT-TRIG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 コルム ¥23,500（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ トライアングル）  ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-TRIG-WH
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥44,100（税抜）

水栓柱

コルム
SC-CM11-□□
本体価格 ¥23,500（税抜）
∅60 x H900（全高1100）mm　1.3kg（本体のみ）
外装管：アルミ製/アクリルウレタン樹脂塗装
（ステンカラーのみアルマイト処理） 
給水管：HIVP13 
トップキャップ：ABS樹脂製クロムメッキ
※□□には本体の色品番が入ります。
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製品自社自社自社自社自社自社社社社社社社社社社
寒冷地不可

 （公社）日本水道協会品質認証センター
  認証登録番号J-58 形式 / 略号SC-CM-13

蛇口
P 148

WH（ホワイト）

GN（グリーン）

SUS（ステンカラー） RD（レッド）

BR（ブラウン） BK（ブラック）

標準色

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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VOGUE　
ヴォーグ

本体 SC-VG3-RD（水栓柱）・GPT-NVGG-WH （ガーデンパン） / 蛇口 （モーヴ） 

ガーデンをスタイリッシュに演出。
ガーデンを楽しく演出する、多彩なカラーバリエーション。
シンプルでスマートなフォルムなので違和感なく設置できます。

GRC
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

WH（ホワイト）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン） ガーガガ デンパン
P 146

SC-VG4-WH （ブラック/ホワイト）
GPT-NVGG-BK （ブラック）

本体
・水栓柱 ヴォーグ ¥29,000（税抜）
・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 ¥56,400（税抜）

SC-VG4-SV （ブラック/シルバー）
GPT-NVGG-BK （ブラック）

本体
・水栓柱 ヴォーグ ¥29,000（税抜）
・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 ¥56,400（税抜）

SC-VG3-BR （ホワイト/ブラウン）
GPT-NVGG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 ヴォーグ ¥29,000（税抜）
・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,000（税抜）
 P148  JA-MAUVE
・掲載商品セット価格 ¥56,400（税抜）

水栓柱  ヴォーグ
SC-VG3-□□ （本体:ホワイト）
SC-VG4-□□ （本体:ブラック）
本体価格 ¥29,000（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm　11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形（シルバーのみアクリルウレタン樹脂塗装）
※□□にはパネルの色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、RD(レッド）、SV（シルバー）
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製 自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm  2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK(ブラック）
 付属品  ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

VG3（ホワイト）

WH（ホワイト）

SV（シルバー）

VG4（ブラック）

RD（レッド）

BR（ブラウン）

標準色（本体）

標準色（パネル）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

水栓柱  アーバンⅡ 
SC-UB2M-WH（1口タイプ）
本体価格 ¥20,000（税抜）
W110 x H700（全高870）x D110mm　9kg（本体のみ）

SC-WUB2M-WH （2口タイプ）
本体価格 ¥24,000（税抜）
W110 x H700（全高870）x D110mm　9.5kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
付属品  化粧プラグ（2口タイプのみ）
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

トレビ アーバン
GPT-UBMG-WH
本体価格 ¥16,200（税抜）
W500 x H130 x D400mm　11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

URBAN 　
アーバンⅡ

お庭にうるおいを。
草木がおりなすやすらぎのガーデニング空間を飾る
ハイセンスな水栓柱。
明るいホワイトの色調が緑によく映えます。

SC-UB2M-WH （ホワイト）
GPT-UBMG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 アーバンⅡ （1口タイプ） ¥20,000（税抜）
・ガーデンパン トレビ アーバン  ¥16,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・掲載商品セット価格 ¥43,200（税抜）

SC-WUB2M-WH （ホワイト）
GPT-UBMG-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 アーバンⅡ （2口タイプ） ¥24,000（税抜）
・ガーデンパン トレビ アーバン  ¥16,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P148  JA-K13-ME
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P149  JA-G102-M
・掲載商品セット価格 ¥54,200（税抜）

ガーガガ デンパン
P 146

意　匠
登録済

WH（ホワイト）

標準色 付属品

化粧プラグ

※2口タイプのみ

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

GRC
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

SC-WW-BC （バーチ）
GPT-WG-BC （バーチ）

本体
・水栓柱 アーバンウッド ¥28,000（税抜）
・ガーデンパン トレビ アーバンウッド  ¥20,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,000（税抜）
 P149  JA-G102-B
・掲載商品セット価格 ¥61,600（税抜）

SC-WW-DS （ダークセピア）
GPT-WG-DS （ダークセピア）

本体
・水栓柱 アーバンウッド ¥28,000（税抜）
・ガーデンパン トレビ アーバンウッド  ¥20,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥54,600（税抜）

水栓柱  アーバンウッド
SC-WW-□□
本体価格 ¥28,000（税抜）
W110 x H700（全高870）x D110mm
11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
※2口タイプとなります。
付属品  化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品製品製 自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

ガーデンパン

トレビ アーバンウッド
GPT-WG-□□
本体価格 ¥20,600（税抜）
W500 x H130 x D400mm　11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
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。

URBAN WOOD　
アーバンウッド

お庭にぬくもりを。
シックなブラウンの木目が印象的なトラッドタイプ。
植物のあるガーデンシーンによく映えます。

付属品

化粧プラグ
BC（パーチ）

DS（ダークセピア）

標準色

撮影協力：スペースガーデニング さいたま店

ガーガガ デンパン
P 146

意　匠
登録済

GRC

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

AEGEAN　
エーゲ

自然な風合いの
角形タイプ。
専用パンから自由に組み合わせ。
お庭の雰囲気にあわせてコーディネイトできます。

SC-AG-IV （アイボリー）
GPT-FLG-IV （アイボリー）

SC-AG-IV （アイボリー）
GPT-KG-IV （アイボリー）

本体
・水栓柱 エーゲ ¥20,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ フラット） ¥15,800（税抜）
 P146  GPT-FLG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥41,800（税抜）

本体
・水栓柱 エーゲ ¥20,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ 角） ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-KG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥40,600（税抜)

水栓柱  エーゲ
SC-AG-IV
本体価格 ¥20,000（税抜）
W140 x H720（全高870）x D130mm
17kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済※全製品※全製品全製品全製品製品自社自社社自社社自社社社社自社社社社社社
寒冷地不可

IV（アイボリー）

標準色

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。

GRC
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ガーデンパン
P 146

蛇口
P 148

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

SAGAN　
サガン

砂岩模様が上品な
丸形タイプ。
お庭の雰囲気にあわせ、専用パンをセレクト。
イメージどおりにコーディネイトできます。

SC-SAG-IV （アイボリー）
GPT-RVG-IV （アイボリー）

SC-SAG-IV （アイボリー）
GPT-MG-IV （アイボリー）

本体
・水栓柱 サガン ¥20,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ リビエラ） ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-RVG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥40,600（税抜）

本体
・水栓柱 サガン ¥20,000（税抜）
　
オプション
・ガーデンパン（トレビ 丸） ¥14,600（税抜）
 P146  GPT-MG-IV
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,000（税抜）
 P148  JA-K13-E
・掲載商品セット価格 ¥40,600（税抜）

水栓柱  サガン  

SC-SAG-IV本体価格 

¥20,000（税抜）
∅110 x H720（全高870）mm
10kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済※全製品※※全製品全製品全製品製品自社自社自社自社自社自社社社社社
寒冷地不可

IV（アイボリー）

標準色

GRC

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。
※免責事項については、P175 をご参照ください。
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ガーデンパン

トレビ リビエラ
GPT-RVG-□□
本体価格 ¥14,600（税抜）
W450 x H150 x D400mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
   WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
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。

BK（ブラック）

IV（アイボリー）

  BC
（バーチ）   BG

（ベージュ）

  DS
（ダークセピア）

  WH
（ホワイト）

ガーデンパン

トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□
本体価格 ¥39,600（税抜）
本体： W850×H60xD450mm  16kg
すのこ： W580×H24×D357mm 1.5kg
本体： GRC製/アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ： 高熱乾燥木材
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）
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。

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm　2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK(ブラック）
付属品  ゴム栓

水栓柱と、自由に組み合わせることが出来るガーデンパン。

ガーデンパン

トレビ フラット
GPT-FLG-IV
本体価格 ¥15,800（税抜）
W500 x H85 x D400mm　15kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

トレビ 角　　
GPT-KG-IV
本体価格 ¥14,600（税抜）
W500 x H130 x D460mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

トレビ 丸　　
GPT-MG-IV
本体価格 ¥14,600（税抜）
∅480 x H130mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

トレビ ピッコロ　
GPT-PICG-WH
本体価格 ¥12,400（税抜）
W300 x H112 x D300mm　5kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

トレビ アーバン
GPT-UBMG-WH
本体価格 ¥16,200（税抜）
W500 x H130 x D400mm　11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

トレビ アーバンウッド
GPT-WG-□□
本体価格 ¥20,600（税抜）
W500 x H130 x D400mm　11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
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。

GARDENPAN　
ガーデンパン

BK（

ガーデンパンガ デンパン
WH（ホワイト）

WH（ホワイト）

水栓柱 タクト + ガーデンパン ピッコロステン30

ガーデンパン

トレビ トライアングル
GPT-TRIG-WH
本体価格 ¥14,600（税抜）
W471 x H100 x D323mm　6kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

ピッコロステン30　
GPT-SUS30-PIC
本体価格 ¥19,500（税抜）
∅300 x H80（全高150） mm　0.9kg
ステンレス製
付属品  止水栓（ゴム製）

GRC

GRC

FRP

GRC

GRC

GRC

GRC

GRC

GRC

GRC

ステンレス
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

IV（アイボリー）

TC（テラコッタ） WN（ウォールナット）

※ガーデンパンは、水を溜める仕様には、なっておりません。

※同梱されているゴム栓は水を溜める為のものではなく下水道条例のガ
イドラインに沿って雨水の流入を防ぐ為の物です。常時、水を溜めてのご
使用は避けてください。下水道条例のガイドラインに沿って降雨時には
ゴム栓をご使用ください。

　ゴム栓について

ガーデンパン

un フルール
GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥14,600（税抜）
∅400 x H180mm　5kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）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。

ガーデンパン

un ポッシュ
GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥14,600（税抜）
W450 x H150 x D400mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
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。

ガーデンパン

un アルブラン
GPT-UN-ARBG-□□
本体価格 ¥24,600（税抜）
∅420 x H120mm　4kg
FRP製着色樹脂成形
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　PI（パイン）、WN（ウォールナット）
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。

ガーデンパン

un トーレ
GPT-UN-TORREG-WH
本体価格 ¥17,300（税抜）
W500 x H85 x D400mm　15kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
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。
※水栓柱トーレ推奨ガーデンパン。

ガーデンパン

信楽45 （渦茶）
GPS-45-BR
本体価格 ¥24,800（税抜）
W450 x H125 x D430mm　8kg
陶器
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

ガーデンパン

信楽45 （緑）
GPS-45-GN
本体価格 ¥24,800（税抜）
W450 x H125 x D450mm　7.5kg
陶器
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

ガーデンパン

信楽45 （藍）
GPS-45-BU
本体価格 ¥24,800（税抜）
W450 x H125 x D450mm　7.5kg
陶器
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

ガーデンパン

信楽40 （白）
GPS-40-WH
本体価格 ¥22,800（税抜）
W430 x H120 x D400mm　6kg
陶器
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

ガーデンパン

信楽40 （黄）
GPS-40-YE
本体価格 ¥22,800（税抜）
W430 x H120 x D400mm　6kg
陶器
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

陶器陶器

陶器

陶器

陶器

GRCFRPGRCGRC

W

PI（パイン）

147



二口横水栓MIX （メッキ）
JA-FBD13-HIM-UN 
本体価格 ¥12,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま  
付属品  泡沫アダプター
 ホースアダプター

二口横水栓MIX （研磨）
JA-FBD13-HIB-UN
本体価格 ¥12,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま  
付属品  泡沫アダプター
 ホースアダプター

TOSHIN Faucet series 蛇口

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA
本体価格 ¥9,800（税抜）
∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター

モーヴ  （メッキ）
JA-MAUVE 
本体価格 ¥8,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:81mm H:84mm
固定こま
付属品  泡沫アダプター 　　
　　　

意匠性の高いトーシンの蛇口シリーズ。

横水栓
十字ハンドル （メッキ鋳肌）
JA-K13-ME
本体価格 ¥7,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま

横水栓
十字ハンドル （鋳肌）
JA-K13-E 
本体価格 ¥6,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま  

シャワーホースセット （メッキ）
JA-SHS-M（メッキ）
本体価格 ¥16,000（税抜）
ホース（1.0M）:ステンレス・熱可塑性エラストマー・黄銅
ヘッド：ABS樹脂
フック（ビス付き）: 亜鉛

FAUCET　
蛇口

GROHE水栓は世界で認められ
た品質の高い蛇口です。日本のエ
クステリア業界では当社が初めて

採用。GROHE蛇口の最大の良さは、癒しやデ
ザイン性、品質はもちろん世界中のホテルなど
で使用されている実績による信頼性です。

※胴長横水栓スミレハンドル（鋳肌）・横水栓十字ハンドル（鋳肌）は銅製品の為、年月と共に表面に黒ずみや緑青（ろくしょう）が出て、重厚な風合いが味わえます。これは素材の特徴としてご理解ください。

胴長横水栓
スミレハンドル （鋳肌）
JA-DN13-SE
本体価格 ¥8,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:93mm H:105.5mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま   　　　　　　　      

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA-S
本体価格 ¥11,800（税抜）
∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター・化粧プレートS

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA-L
本体価格 ¥12,300（税抜）
∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター・化粧プレートL

化粧プレートL化粧プレートS

付属品 付属品 付属品

使用時 使用時 使用時

※取り付けに関しての詳細については、右記のQRコードからホームページをご参照ください。

コスタ取り付け可能水栓柱

・un トーレ
・un フルール
・un アルブラン
・トライアングル
・レディー
・コルム
・ヴォーグ
・アンフェアヴォーグ

コスタ タタ 化粧プレート L
コスタ タ 化粧プレート S
コスタ タ 化粧プレート S
コスタ タタ 化粧プレート L
コスタ タ 化粧プレート S
コスタ 
コスタ タタ 化粧プレート L
コスタ タタ 化粧プレート L

コスタコスタコスタスタタタタタタタ 化粧プレ ト Lunununu トトトトト レレレレ
コスタコスタコスタスタタタタタタタ 化粧プレ ト Sunununu フルフルフルフフ ルルル

ブ コスタコスタコスタスタタタタタ 化粧プレ ト Sunununu アルアルアルア ブランブランブランブランブラン
グ コスタコスタスタスタタタタタタタ 化粧プレ ト Lトラトラトラトラトライアンイアンイアンイアンイ グルグルグルググ

デ コスタコスタコスタスタタタタタタタ 化粧プレ ト Sレデレデレデレデディィィィィ
コスタコスタコスタスタタコルコルコルムムム

ヴ グ コスタコスタスタタタタタタ 化粧プレ ト Lヴォヴォヴォヴォヴ グググググ
ヴ グ コスタコスタコスタスタタタタタ 化粧プレ ト Lアンアンアンアンフェアフェアフェアフ アヴォヴォヴォヴォヴォ ググググググ

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

グローエ 蛇口施工

P129

P130

P134

P135

P136

P138

P140

P167 P169 P171 P173
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ホースアダプター （メッキ）
JA-DB203M 
本体価格 ¥800（税抜）

ホースアダプター （真鍮）
JA-DB203B
本体価格 ¥800（税抜）

ホースジョイントニップル 
（シルバー）
JA-HV204M 
本体価格 ¥1,200（税抜）

泡沫アダプター （メッキ）
JA-G206AD-M
本体価格 ¥1,100（税抜）

ホースジョイントニップル
（ゴールド）
JA-HV204B 
本体価格 ¥1,200（税抜）

泡沫アダプター （真鍮）
JA-G206AD-B
本体価格 ¥1,100（税抜）

 Auxiliary faucet  series 補助蛇口シリーズ

 Faucet Option 蛇口オプション

蛇口や補助蛇口と合わせてご使用できます。

機能美を兼ね備えた補助蛇口シリーズ。

ホース接続水栓
十字ハンドル （メッキ）
JA-G102-M
本体価格 ¥7,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま    　　　　　　　       

ホース接続水栓
十字ハンドル （研磨）
JA-G102-B
本体価格 ¥7,000（税抜）
∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま  

ホース接続水栓
スミレハンドル （メッキ）
JA-G102-SM 
本体価格 ¥9,500（税抜）
∅13（給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま    　　　　　　　      

ホース接続水栓
スミレハンドル （研磨）
JA-G102-SB
本体価格 ¥9,500（税抜）
∅13 （給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま    　　　　　　　      

  日本水道協会認定マーク
※掲載品以外の蛇口を選定する場合は給水栓ネジ寸法 
   PJ1/2であることをご確認ください。
※ホースを取付ける場合は、 ホースジョイントニップル
   とホースアダプターが必要です。
※蛇口や配管内の水の凍結が予想される場合は、破損
   の恐れがあります。地域、気候に応じた凍結防止対
   策を行って下さい。
※寒冷地で使用される場合は寒冷地仕様を推奨致します。

※シールは付属されません。 ※免責事項については、P175 をご参照ください。

ホースアダプター （メッキ）
JA-GRHM 
本体価格 ¥1,500（税抜）

コスタ専用

ホースアダプター / JA-DB203B
ホースジョイントニップル / JA-HV204B

H

H

D

D

蛇口 補助蛇口

取扱説明書・製品図

携帯電話・
スマートホンは
こちらから
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TOSHIN Proposal
住む人の想いに響く提案です。

たとえば、家庭菜園で野菜を育て、

ガーデニングで花や草木と親しむ暮らし。

たとえば、家族の一員ともいえる

愛するペットとのかけがえのない暮らし。

ご家族それぞれが思い描く

心ときめく暮らしに

しっかりと寄り添いながら、

想いに応えるアイテムをお届けすること。

それが、トーシンからみなさまへの

あたらしい提案―TOSHIN Proposal。

ガーデンに映える多彩なアイテムは、

ご家族が迎えるこれからの暮らしを

より豊かに彩ることでしょう。
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本体 GPT-MLTGS-WH

TREVI MULTI　トレビ マルチ

さまざまなシーンで活躍するガーデンパン。
マンションのエントランスや共有スペースに設置すれば、ちょっとした水洗い場が確保できます。
また、ご自宅の玄関先に置いて、ご家族やペットの足洗い場にしたり、バケツなども置きやすく用途はさまざま。

GRC
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TOSHIN
P r o p o s a l

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

本体 GPT-MLTGS-WH 本体 GPT-MLTGS-WH /水栓ユニット（un ティーラ）/ 蛇口（シャワーホースセット）P148    

ガーデンパン  トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□ 
本体価格 ¥39,600（税抜）
本体： W850×H60xD450mm   19kg
すのこ： W580×H24×D357　1.5kg
本体： GRC（ガラス繊維強化セメント）製　
　　　アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ： 高熱乾燥木材
付属品  排水用目皿・ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。
※樹脂製の排水口がついています。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）

※すのこの上で飛び跳ねないでください。破損
の原因になります。

GPT-MLTGS-BG
（ベージュ）

本体
・ガーデンパン  トレビ マルチ ¥39,600

WH（ホワイト）

BG（ベージュ）

標準色

すのこ部分は高熱乾燥木材を使用し、
取り外す事ができます。
また、汚れやゴミを流しやすい形状で
お手入れが簡単です。

本体はGRC製で、やや重量があるの
で安定しています。

高熱乾燥木材

腐食に強く、一般的な木材に比べひび
割れやささくれが生じにくい木材です。

蛇口
P 148

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。

　

（税抜）



158 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

KITCHEN GARDEN　
キッチンガーデン

屋上やベランダで家庭菜園やガーデニングを。
軽量で組み立てが簡単な、木目パネルのプランター。
限られたスペースで家庭菜園やガーデニングを楽しめます。

組立式プランター

キッチンガーデン
KGN-9050 
本体価格 ¥28,600（税抜）
W900 x H300 x D500mm
24kg（本体のみ）　容量：113ℓ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
付属品  底面用中空プラスチックパネル・透水フィルター・取付け金具
※キッチンガーデンに底板はありません。

KGN-9090
本体価格 ¥32,800（税抜）
W900 x H300 x D900mm
28kg（本体のみ）　容量：210ℓ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製

KGN-9050

（焼杉木目）

仕様 標準色

GRC

受注
生産

受注
生産

KGN-9090

パネルを「仮締め」します。 ダンプレートを設置します。 本締めをします。

透水フィルターを敷き詰めます。 土壌を敷きならします。 最後に植栽をして完成です。

組み立てはこんなに簡単！ 

※写真の黒色シートは、実際の施工時には不要です。
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TOSHIN
P r o p o s a l

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

SYSTEM GARDEN　
システムガーデン

楽しみ方やスペースに応える多彩なプランターを用意。
スペースに合わせられるように、多彩なサイズ・形のプランターをラインアップ。
組み合わせて使えば、家庭菜園やガーデニングの楽しさが広がります。

組立式プランター

システムガーデン
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
※システムガーデンに底板はありません。

SGN-1 
本体価格 ¥39,400（税抜）
W425 x H300 x D425mm
16kg（本体のみ）　容量：42ℓ

SGN-2 
本体価格 ¥49,000（税抜）
W850 x H300 x D850mm
25kg（本体のみ）　容量：200ℓ

SGN-3
本体価格 ¥42,000（税抜）
W850 x H300 x D425mm
21kg（本体のみ）　容量：92ℓ

SGN-4
本体価格 ¥72,600（税抜）
W1700 x H300 x D425mm
35kg（本体のみ）　容量：192ℓ

SGN-5R
本体価格 ¥87,000（税抜）
W1700 x H300 x D850mm
40kg（本体のみ）　容量：290ℓ

SGN-5L
本体価格 ¥87,000（税抜）
W1700 x H300 x D850mm
40kg（本体のみ）　容量：290ℓ

SGN-6
本体価格 ¥68,200（税抜）
W1275 x H300 x D425mm
29kg（本体のみ）　容量：141ℓ

SGN-5L

GRC

850

42
5

1700

42
5

1275

42
5

42
5

850

1700

85
0

1700

42
5

850

42
5

425

850

85
0

SGN-1 SGN-4 SGN-6SGN-3

SGN-2 SGN-5R SGN-5L

受注
生産



勝手口だけでなく、

戸建やアパートの

掃き出し窓や

その他の段差解消にも

活用いただけます。

160 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

FUN STEP　
ファンステップ

KITCHEN STEP　
キッチンステップ

置くだけ設置の便利なステップ。

GRC

置くだけ設置のステップに収納機能をプラス。

※ステップを2つ組み合わせることもできます。

標準色

簡単施工で工期短縮

ブロック工事・仕上げ工事が不要
ですので設置時間は約1時間で
完了します。

重さと設置しやすさを改善

構造を改良し、一人でも持ち
運べる重量と持ち運びやすさを
実現しました。

収納スペースとしても

内部にボックスを設置
でき、防災グッズや
備品を収納できます。

設置は置くだけで簡単

勝手口地中のガス管や水道管の
トラブルに一切影響はありません。

美しい仕上げ

踏み面は滑りにくい割石肌、側面
は美しい石材小叩き調に仕上げま
した。

不燃・堅牢

GRC（ガラス繊維強化セメント）製
だから樹脂製品のように燃えません。

不燃認定 国土交通省NM-8313

勝手口から庭へ はき出しの窓辺に

ファンステップ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/御影石調仕上げ

KSBF-8058（踊り場） 
本体価格 ¥29,000（税抜）
W800×H400xD580mm   45kg
天板：9㎏/5本、リサイクル樹脂、グレー
※天板の色ムラについて：色合いに程よいバラつきをつくり、より自然な素材感や
質感を表現していますので若干の色ムラが生じる場合がございますが、不良品
ではございません。ご了承ください。
※ご使用時は天板がしっかりはまっていることをご確認ください。天板が外れて
脱落しケガをする危険がありますので、跳びはねたりしないよう充分にご注意
ください。

KSUF-3058（ステップ）
本体価格 ¥11,000（税抜）
W300×H200xD580mm   19kg

標準色

GRC

キッチンステップ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
踏面：割石肌/塗装仕上げ　側面：小叩き調/塗装仕上げ

KSBB-9060（踊り場） 
本体価格 ¥28,400（税抜）
W900×H450xD600mm   64kg

KSUB-3060（ステップ） 
本体価格 ¥11,600（税抜）
W300×H250xD600mm   21kg

KSBB-7545（踊り場） 
本体価格 ¥25,500（税抜）
W750×H450xD450mm   46kg

KSUB-3045（ステップ）
本体価格 ¥10,000（税抜）
W300×H250xD450mm   17kg

割石肌（グレー）

御影石調（グレー）
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TOSHIN
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※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

AQUATOWER　
アクアタワー

GRCTERRACE UNIT　
テラスユニット

PE

暮らしの幅を広げる、
簡単施工のテラスユニット。
割石肌の踏み面が無機質になりがちな
テラス周りに高級感と味わいを実現します。

ガーデンにもエコ発想。
恵みの雨が水源です。
雨水を最大で約200ℓも収容できる貯留タンク。
節水対策のほか災害時の非常用水としても。

雨水貯留タンク

アクアタワー
013969-00
本体価格 ¥42,000（税抜）
W550（蛇口含む） x H1530 x D500mm
12.6kg（本体のみ）
材質 : 高分子ポリエチレン
付属品  分流器・大キャップ・ドレンキャップ
・金属製蛇口付きキャップ・ホース1m
・チェーン・ホースバンド・フック・ビス
・施行説明書

アクアタワーの特長
・貯水量を150Lと200L 仕様に変更が可能。
・分流器で降り始めの雨をカットします。
・丸60mm、丸55mm、角60mmの、さまざまな縦樋に
マッチします。
・150Lで使用する場合は50kg の水が底部に貯まる低
重心設計。また、付属のチェーンで外壁に固定することに
より、転倒防止になります。
・水漏れや破損、耐久性を考慮し、樹脂製コックではなく、
金属製の蛇口を採用。
・デザインに優れた縦型のスリム形状。場所もとりません。

高強度
高耐久

スリム
形状

転倒防止
チェーン

災害時の
備えに

テラスユニット
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
割石肌/塗装仕上げ

TUS-1007 
本体価格 ¥22,000（税抜）
W1000×H150xD700mm   40kg ※接合面以外には、割石調の

　テクスチャーが入ります。
TUS-1007 x 2
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FOR PET OWNERS　
ペットの飼い主の方へ

愛するペットは、かけがえのない家族の一員。
ペットを想う気持ちをかたちにしました。

 フープ ドッグステイ
EXF-FUPU-DOG-□□ 
本体価格 ¥42,000（税抜）
W750×H400xD330mm   42kg
本体： GRC（ガラス繊維強化セメント）製　
付属品  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）
　OR（オレンジ）、RD（レッド）
　GN（グリーン）

WH（ホワイト） OR（オレンジ） RD（レッド）

BK（ブラック） GN（グリーン）

受注色
受注
生産

GRC

GRC

フープに専用金具（カラビナ）を取り付けたタイプで、
犬のリードをつなぐことができ、
愛犬と一緒にくつろげる
ベンチになります。

 FU-PU
DOG STAY　

フープ ドッグステイ

お散歩の後の足洗い場などに
お使いいただけるガーデンパン。

ガーデンパン  トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□ 
本体価格 ¥39,600（税抜）
本体： W850×H60xD450mm   19kg
すのこ： W580×H24×D357　1.5kg
本体： GRC（ガラス繊維強化セメント）製　
　　　アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ： 高熱乾燥木材
付属品  排水用目皿・ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。
※樹脂製の排水口がついています。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）

WH（ホワイト）

BG（ベージュ）

標準色

TREVI MULTI　
トレビ マルチ

本体 GPT-MLTGS-WH /水栓柱（エーゲ/特注）/ 蛇口（シャワーホースセット・横水栓十字ハンドル）P148    
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TOSHIN
P r o p o s a l

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

MEMORIAL
PLANTER

あたらしい供養のかたち

いままでずっと家族としてともに時をすごし、

楽しい思い出や、笑顔をたくさんくれたペット。

そんな大切なペットが安らかに眠る場所を

お花でいっぱいにしてみませんか。

毎日、水やりのたびに楽しかった時間を思い出し、

その優しい光に包まれた場所は、

きっと心を癒やしてくれるはず。

メモリアルプランターは、

そんな供養のかたちを提案します。

メモリアルプランター
MEM-PLS-MT□□-WH
本体価格 ¥19,800（税抜）
W300 x H420 x D300mm　5kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
容量：下部18ℓ・上部10ℓ
標準セット：メモリアルボックス（下部）
　　　　　プランター（上部）
※□□にはタイルの色品番が入ります。
　PK（ピンク）、GN（グリーン）

上部がプランターになっている
骨つぼ収納箱なので、
いつも近くでお花を供えて、
供養していただくことができます。

骨つぼ収納部（排水穴付き）

骨つぼ収納可能数は
3寸…5口　3.5寸…5口
4寸…4口   　5寸…2口

プランター部（排水穴付き）

10ℓの容量で 9cmの苗ポッ
トがちょうど9個入ります。

モニュメントタイプ

お庭に埋めて供養
していただくタイプ
もございます。

メモリアルプランター

容量：18ℓ

容量：10ℓ

（グリーン）（ピンク）

FRP



164 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

そのこだわりを貫け。
ビジネスのステージを果敢に闘い続ける者たちへの贈り物「UNFAIR」。

日本のトップ技術と最高ランクのマテリアルを惜しみなく投入し、

高い表現力によって具現化したクオリティは、

その佇まいそのものが一服のオアシスとなり得ることでしょう。

「金」「艶」「炭」「塗」「鋼」。5つのテーマを冠したモダンで洗練されたシリーズは、

オーナーの優越さらには他者の羨望を誘う、名品と呼ぶにふさわしいシリーズです。

本物を見極める目を持つ大人たちのための「UNFAIR」。

外観の美しさだけでなく、他の追随を許さないプレミアムな安らぎをお約束します。
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166 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

GW-UNFAIR220AU-BK
（金箔 /ブラック）

本体
・アンフェアゲート220 ¥125,000
　
オプション
・照明（クロスビュー） ¥21,600
 P67  ML-F13BK
・表札（アンフェア/炭） ¥58,000
 P168  UF-SM-GL
・ポスト（マルカート アンフェア/白金箔） ¥80,000
 P167  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
   PO-MR-UNFAIRP-PT（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥284,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

※ポストの取付は、ポストプレートが必要な場合があります。詳細は、P88に記載しております。
※カメラ付きインターホンは照明から150mm以上離して設置してください。

アンフェアゲート220
GW-UNFAIR220○○-BK 
本体価格 ¥125,000（税抜）
W220 x H1600（全高1900）x D75mm
41kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材吹付け仕上げ
背面パネル ： SUS304
ガラス ： 高透過ガラス・箔貼付け加工
フットライト ： LEDバー x 2（12v）
※○○にはオーナメントパネルの色品番が入ります。
　AU（金箔）、PT（白金箔）
※箔の貼合わせ部につなぎ目があります。

BK（ブラック）

標準色

オーナメントパネル点灯時

GW-UNFAIR220PT-BK
（白金箔 /ブラック）

本体
・アンフェアゲート220 ¥125,000
　
オプション
・照明（NEW MOON） ¥21,600
 P67  ML-F10B
・表札（un アジコ） ¥24,000
 P106  FC-AJ-150
・ポスト（マルカート アンフェア/金箔） ¥80,000
 P167  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
   PO-MR-UNFAIRP-AU（前面パネル）
掲載商品セット価格 ¥250,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

GOLD　
金 

威信をかけた至宝の伝統美「金沢箔」。
金閣寺などに使われている箔と同様のものを使用。
金沢箔ならではの風格が漂います。
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※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。
※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。※免責事項については、P175をご参照ください。

SC-UNFAIR-VG4-AU 
（金箔）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-PT 
（白金箔）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

受注生産
（納期 ： 30日間）

水栓柱  アンフェア ヴォーグ（金）
SC-UNFAIR-VG4-□□ （本体:ブラック）
本体価格 ¥96,000（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm
11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:アルミ製
パネル仕様:［金］本金箔平押し加工/トップコート
　　　　　［白金箔］プラチナ箔加工/トップコート
※□□にはパネルの色品番が入ります。
　AU（金箔）、PT（白金箔）
※全製品自社空圧試験済
※箔の貼合わせ部につなぎ目があります。

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK
（ブラック）

前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-PT
（白金箔）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK
（ブラック）

前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-AU
（金箔）

マルカート アンフェア（金）
本体価格 ¥80,000（税抜） 
W361 x H355 x D128（ボックス厚100）mm  3.2kg

PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
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。
※仕様についてはP74をご参照ください。

PO-MR-UNFAIRP-AU（前面パネル：金箔）
パネル：ステンレス製
部材（ローレットネジ・ワッシャー・ナット）：ステンレス製
仕上げ：箔平押し加工
仕様：本金箔平押し、トップコート

PO-MR-UNFAIRP-PT（前面パネル：白金箔）
パネル：ステンレス製
部材（ローレットネジ・ワッシャー・ナット）：ステンレス製
仕上げ：箔平押し加工
仕様：プラチナ箔、トップコート
※箔の貼合わせ部につなぎ目があります。

書体：金文体（和）
UF-AU-GL（金箔）

書体：ドラコニアン（欧）/隷書（和）
UF-PT-GL（白金箔）

VG4（ブラック）

標準色（水栓柱本体）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン）

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-BK
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm  
2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
付属品  ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（金箔） ¥96,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥127,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（白金箔） ¥96,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥127,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

表札  アンフェア（金） 
UF-□□-GL
本体価格 ¥48,000（税抜）
W150 x H150 x D19mm
取付ピッチ ： W120mm　・取付ボルト
高透過ガラス：ジュエリー用のショーケースにも

使用され、正確に色調を再現できます。
※□□にはプレートの品番が入ります。
　AU（金箔）、PT（白金箔） 
※文字はホワイト・ブラック・シルバーより選択可。
※箔の貼合わせ部につなぎ目があります。

受注生産
（納期：2～3週間）

意　匠
登録済

専用書体

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

GROHE水栓は世界で認められた品質の
高い蛇口です。日本のエクステリア業界で
は当社が初めて採用。GROHE蛇口の最大
の良さは、癒しやデザイン性、品質はもちろ
ん世界中のホテルなどで使用されている実
績による信頼性です。



168 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

表札  アンフェア（炭） 
UF-SM-GL
本体価格 ¥58,000（税抜）
W150 x H150 x D19mm
取付ピッチ ： W120mm　・取付ボルト
高透過ガラス：ジュエリー用のショーケースにも

使用され、正確に色調を再現できます。
※文字はホワイト・ブラック・シルバーより選択可。
※UVカットクリアコート済。

CARBON　
炭 

先端的な機能素材として重宝される「カーボン」。
見た目の美しさも含めてワンランク上の物を求める人 を々虜にしています。
機能美が光る一品です。

受注生産
（納期：2～3週間）

意　匠
登録済

書体：ドラコニアン（欧）/隷書（和）
UF-SM-GL

書体：ティーサイン（欧）/細隷書（和）
UF-SM-GL

マルカート アンフェア（炭）
本体価格 ¥88,000（税抜） 
W364 x H355 x D128（ボックス厚100）mm  3.5kg

PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
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。
※仕様についてはP74をご参照ください。

PO-MR-UNFAIRP-SM（前面パネル）
パネル：ステンレス製
部材（ローレットネジ・ワッシャー・ナット）：ステンレス製
仕上げ：カーボン加工
仕様：カーボン繊維(綾織)ハンドレイアップ、トップコート

専用書体

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-SM（炭）

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

※カーボンは目の美しい綾織を使用。



169
※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。
※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。※免責事項については、P175をご参照ください。

表札  アンフェア（艶） 
UF-TY-GL
本体価格 ¥78,000（税抜）
W150 x H150 x D19mm
取付ピッチ ： W120mm　・取付ボルト
高透過ガラス：ジュエリー用のショーケースにも

使用され、正確に色調を再現できます。
※文字はホワイト・ブラック・シルバーより選択可。
※持ち込みデータによるオリジナルの場合は
　別途お見積りとなります。

LUSTER　
艶 

全面にSwarovski®Crystalsを使用。
加工は高度な技術を持つ熟練職人が、
国内屈指の指定工場にて行います。
贅を極めた輝きです。

MADE WITH 
Swarovski®Crystals

専用書体
書体：持ち込みデータによるオリジナル

UF-TY-GL
書体：欧文金文体（欧）/細隷書（和）

UF-TY-GL

受注生産
（納期：2～3週間）

意　匠
登録済

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（炭） ¥112,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥143,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

SC-UNFAIR-VG4-SM （炭）
GPT-NVGG-BK （ブラック）

受注生産
（納期 ： 30日間）

水栓柱  アンフェア ヴォーグ（炭）
SC-UNFAIR-VG4-SM （本体:ブラック）
本体価格 ¥112,000（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm
11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:アルミ製/カーボン繊維（綾織）ハンドレイアップ トップコート
※全製品自社空圧試験済

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

VG4（ブラック）

標準色（水栓柱本体）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン）

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-BK
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm  
2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
付属品  ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

GROHE水栓は世界で認められた品質の
高い蛇口です。日本のエクステリア業界で
は当社が初めて採用。GROHE蛇口の最大
の良さは、癒しやデザイン性、品質はもちろ
ん世界中のホテルなどで使用されている実
績による信頼性です。



170 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

表札  アンフェア（塗） 
UF-□□-GL
本体価格 ¥48,000（税抜）
W150 x H150 x D19mm
取付ピッチ ： W120mm　・取付ボルト
高透過ガラス：ジュエリー用のショーケースにも使用され、

正確に色調を再現できます。
※□□には本体の色品番が入ります。
　GD、BK、WH、BU、RD、OR、YE、GN
※文字はホワイト・ブラック・シルバーより選択可。
※特殊カラー・多色塗りは、別途お見積りになります。

PAINTED　
塗 

マルカート アンフェア（塗）
本体価格 ¥66,000（税抜） 
W361 x H355 x D128（ボックス厚100）mm
3.2kg

PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
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。
※仕様についてはP74をご参照ください。

PO-MR-UNFAIRP-□□（前面パネル）
パネル：ステンレス製
部材（ローレットネジ・ワッシャー・ナット）：ステンレス製
仕上げ：ウレタン樹脂塗装、ポリウレタン樹脂クリヤー仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　GD、BK、WH、BU、RD、OR、YE、GN

日本の熟練の職人が、個別のカラーコードに
合わせた調色を行い、7～ 10 層のペイントで仕上げます。
貴方だけの逸品をお楽しみ下さい。

書体：デザイン隷書体（和）/ナプチャルスクリプト（欧）
UF-RD-GL

書体：金文体（和）
UF-OR-GL

受注生産
（納期：2～3週間）

受注生産
（納期：3週間）

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

専用書体

ご希望のカラーにペイントいたします。
車種と自動車用カラーコード・カラー名を
ご指定ください。不明な場合は、ディーラー
などにご確認ください。

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK
（ブラック）

前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-RD
（イタリアンレッドソリッド）

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK
（ブラック）

前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-OR
（バレンシアオレンジパール）

GD 
プレミアム
ベージュメタリック（ （

標準色

BK 
ギャラクシー
ブラックメタリック（ （

WH 
プラチナム
ホワイトパール（ （

BU 
カリビアン
ブルーソリッド（ （

RD
イタリアン
レッドソリッド（ （

OR 
バレンシア
オレンジパール（ （

YE
レーシング
イエローソリッド（ （

GN 
トリノ
グリーンパール（ （



GD （プレミアムベージュメタリック）

BK （ギャラクシーブラックメタリック） 

WH （プラチナムホワイトパール）

BU （カリビアンブルーソリッド）

171
※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。
※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。※免責事項については、P175をご参照ください。

SC-UNFAIR-VG4-GD
（プレミアムベージュメタリック）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-WH
（プラチナムホワイトパール）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

SC-UNFAIR-VG4-BK
（ギャラクシーブラックメタリック）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-BU
（カリビアンブルーソリッド）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

VG4（ブラック）

標準色（水栓柱本体）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン）

水栓柱  アンフェア ヴォーグ（塗）
SC-UNFAIR-VG4-□□ （本体:ブラック）
本体価格 ¥58,000（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm　11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:アルミ製/ウレタン樹脂塗装/ポリウレタン樹脂クリヤー仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　GD、BK、WH、BU、RD、OR、YE、GN
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-BK
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm  2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
付属品  ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

GROHE水栓は世界で認めら
れた品質の高い蛇口です。日
本のエクステリア業界では当
社が初めて採用。GROHE蛇
口の最大の良さは、癒しやデ
ザイン性、品質はもちろん世
界中のホテルなどで使用され
ている実績による信頼性です。



172 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

本体 SC-UNFAIR-VG4-OR（水栓柱） / 蛇口 （コスタ）

譲れぬ趣味を持つ然るべき方へ、
自分だけのクールな逸品を。
冴えわたる匠の技、印象的な色づかいに息づくのは、
アンフェアブランドならではのこだわり。



OR （バレンシアオレンジパール）

RD （イタリアンレッドソリッド）

GN （トリノグリーンパール）

YE （レーシングイエローソリッド）

173
※手作りのため、模様が写真と異なる場合があります。※商品によって気泡などが混ざる場合があります。※表札は製品の特性上、特注品扱いとなりますのでご返品はできかねます。
※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP147に記載しております。※免責事項については、P175をご参照ください。

SC-UNFAIR-VG4-RD 
（イタリアンレッドソリッド）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-YE 
（レーシングイエローソリッド）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-OR 
（バレンシアオレンジパール）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

SC-UNFAIR-VG4-GN 
（トリノグリーンパール）

GPT-NVGG-BK （ブラック）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・水栓柱 アンフェア ヴォーグ（塗） ¥58,000

・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥19,400

　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥12,300
 P148  JA-GRH-COSTA-L
・掲載商品セット価格 ¥89,700

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

VG4（ブラック）

標準色（水栓柱本体）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン）

水栓柱  アンフェア ヴォーグ（塗）
SC-UNFAIR-VG4-□□ （本体:ブラック）
本体価格 ¥58,000（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm　11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:アルミ製/ウレタン樹脂塗装/ポリウレタン樹脂クリヤー仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
　GD、BK、WH、BU、RD、OR、YE、GN
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-BK
本体価格 ¥19,400（税抜）
W470 x H100 x D455mm  2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
付属品  ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

GROHE水栓は世界で認めら
れた品質の高い蛇口です。日
本のエクステリア業界では当
社が初めて採用。GROHE蛇
口の最大の良さは癒し、デザ
イン性、品質はもちろん世界
中のホテルなどで使用されて
いる実績による信頼性です。



174 ※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

METAL　
鋼 

書体：ニューセンチュリー（欧）
UF-ME-GL（鋼）

そこにあるだけで比類なき存在感を醸し出すメタル。
硬派を語るその輝きは、まさにこだわりあるオーナーの個性の輝き。
質実剛健、無骨にして洒脱を是とするオトコの世界がここに。

マルカート アンフェア（鋼）
本体価格 ¥42,000（税抜） 
W361 x H355 x D130（ボックス厚100）mm
2.9kg

PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
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。
※仕様についてはP74をご参照ください。

PO-MR-UNFAIRP-ME（前面パネル）
パネル：アルミ製縞鋼板/無塗装

ポスト本体：PO-MR-BASD-BK（ブラック）
前面パネル：PO-MR-UNFAIRP-ME（鋼）

表札  アンフェア（鋼） 
UF-ME-GL
本体価格 ¥38,000（税抜）
W150 x H150 x D19mm
取付ピッチ ： W120mm　・取付ボルト
高透過ガラス：ジュエリー用のショーケースにも

使用され、正確に色調を再現できます。
※文字はホワイト・ブラック・シルバーより選択可。
※本製品は素材感を特徴とした商品です。
　縞鋼板の特性上、表面に「擦りキズ」「色ムラ」が
　生じる場合がございます。

専用書体

受注生産
（納期：2～3週間）

意　匠
登録済

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

アンフェア製品に関するweb情報

携帯電話・
スマートホンは
こちらから

取扱説明図
製品図

動画A 動画B



175

水栓柱水漏れ保証について

■ 対象商品
水栓柱本体内の配管

■ 保証内容
取扱説明書、施工説明書またはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に水栓柱
本体内の配管から水漏れが発生し、かつ当社製造に起因する不具合に関し、無償交換させていただきます。
施工に関する不具合が生じた場合は、施工業者までお問い合わせください。
    

■ 保証期間
施工業者よりの商品の引き渡し日※から起算して２年間。
※商品の引き渡し日とは、新築注文住宅に関わる工事の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲
　住宅（建売住宅）に関わる工事の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。
　新築以外の住宅に関わる工事の場合には、商品の施工完了日とします。

■ 免責事項
保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。

 1） 寒冷地における凍結防止対策を行っていない事から生じた不具合
 2） 冬期の凍結によって生じた配管の破損による不具合
 3） 現場にて施工された蛇口取り付け部のシール処理及び配管接続部の接着剤塗布不良から生じた不具合
 4） 製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合（最高使用圧力は1.0MPaです。）
 5） 天災その他の不可抗力 （暴風、暴雨、洪水、高潮、地震・その他の振動による揺れ、地盤沈下、落雷、火災など）
  による不具合又は これらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 6） 実用化されている技術では予測する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
 7） 引き渡し後の使用上の誤り、不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 8） お客様自身の加工・取付け・修理・改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
 9） 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 10） 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

注意事項

■蛇口・配水管内の水の凍結により、破損の恐れがあります。地域、気候に応じた凍結防止対策を行って
ください。
■掲載商品には、一部ホース接続水栓を取付けている商品もございます。




















