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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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神山隆二（Ryuji Kamiyama)

東京生まれ。アーティスト。90 年代初頭、グラフィック業界
から衣服の世界へ。ブランド「FAMOUZ」として裏原宿で
の活動を 10 年間行う。活動後、路上から公共に至る場所に
てライブペイントを中心に東京での 2003 年初個展を皮切り
に、SF、LA、北欧などで展覧会を開催。近年は、国内での
展示を中心に国内外での壁画やショールーム、ウィンドウを描
き続けている。また、石川顕、JERRY 鵜飼と共に "ULTRA 
HEAVY " としての活動も行っている。
web:ryujikamiyama.com 
IG:ryuji_kamiyama 
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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-UNITEP-CA-KR01

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-UNITEP-CA-KR02

W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

ダイヤル錠

6人のアーティストによる
個性あふれる装飾パネル。
UNITE E/LEVEL1ポストの装飾パネルを６人のアーティストがデザイン。
｢UNITE CANVAS｣ は、玄関先をギャラリーにします。

NEW CANVAS　
ユナイト キャンバス
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W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

ダイヤル錠

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

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-UNITEP-CA-EY01

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-UNITEP-CA-EY02

Yoshifumi Egawa

Hombre Niñoディレクター、PLUS L by XLARGE ® デザ
イナー。1972年、東京・世田谷生まれ。15 歳よりプロスケー
ターとして活躍しながら、裏原ストリートカルチャーを牽引。ヘ
クティク、カーニバルを経て、現在に至る。老舗チーム“T19”
に所属。
http://www.hombrenino.com 

投函口

取出し口

仕様

UNITE キャンバス
本体・パネルセット価格 ¥69,400（税抜）
W361 x H355 x D133（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）

PO-UNITEP-CA-□□□□（装飾パネル）
アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（税抜）
※□□□□には装飾パネルの柄品番が入ります。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm
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W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

ダイヤル錠

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

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-UNITEP-CA-NT01

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-UNITEP-CA-NT02

NEW CANVAS　
ユナイト キャンバス

新倉孝雄（Takao Niikura）

1972 年東京・目黒区生まれ。
DIGINNER GALLERY 所属。
http://www.diginner.com/
RVCA A,N,P(Artist Network Program)
アドボケーター http://www.rvca.com/ 

投函口

取出し口

仕様

UNITE キャンバス
本体・パネルセット価格 ¥69,400（税抜）
W361 x H355 x D133（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）

PO-UNITEP-CA-□□□□（装飾パネル）
アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（税抜）
※□□□□には装飾パネルの柄品番が入ります。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm
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W100・210 xH215mm

前出し ポストポール

ダイヤル錠

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

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-UNITEP-CA-NS01

Modern Twist Signs

東京をベースにハンドペイント ( 手描き ) でサイン ( 看板 ) を
制作するサインペインター。サンフランシスコで最も歴史のあ
るサインショップ「New Bohemia Signs」にて修行した後
に帰国。近所の塗料店から大型の映画館まで、幅広く活動中。
IID 世田谷ものづくり学校内のスタジオで、初心者向けワーク
ショップ、海外ゲストワークショップなども行っている。
http://moderntwistsigns.com
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W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

ダイヤル錠

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

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-UNITEP-CA-AR01

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-UNITEP-CA-AR02

NEW CANVAS　
ユナイト キャンバス

アンベ リュウ（Ryu Ambe)

幼い頃から湘南茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MIND をコンセプ
トにコミカルやジョークをモチーフとした表現を得意とする。こ
れまでに CA4LA やジャーナルスタンダード、BYRD 等をはじ
めアパレルや多数のショップとコラボレートし、帽子、T シャツ、
パーカー、バッグ等を手がける。さらに、街の壁やショップのウィ
ンドウなどを通して作品を発表し続けている。

投函口

取出し口

仕様

UNITE キャンバス
本体・パネルセット価格 ¥69,400（税抜）
W361 x H355 x D133（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）

PO-UNITEP-CA-□□□□（装飾パネル）
アクリル製UVプリント
装飾パネル単体価格： ¥30,000（税抜）
※□□□□には装飾パネルの柄品番が入ります。

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm
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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-UNITEP-CA-TK01

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-UNITEP-CA-TK02

W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

ダイヤル錠

田中健太郎（Kentaro Tanaka)

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

「the first」(Bonpoint) がある。
http://www.kentarou-tanaka.jp 
instagram @kentaroutanaka
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ペインティングアートがポップな印象。
アウトドアエッセンスを取り入れた製品ライン“UNITE”のポスト。
目に映える4つのカラーをラインナップしています。

E/LEVEL1　
ユナイト イーレベルワン
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投函口

取出し口

仕様

UNITE イーレベルワン
本体・パネルセット価格 ¥69,400（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-UNITEP-EL1-□□（装飾パネル）
アクリル製UVプリント
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　BK（ブラック）、GN（グリーン）、BU（ブルー）、RD（レッド）

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

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-UNITEP-EL1-BK（ブラック）

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-UNITEP-EL1-GN（グリーン）

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-UNITEP-EL1-BU（ブルー）

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-UNITEP-EL1-RD（レッド）

W100・210 x H215mm

前 出し ポストポール

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。

ダイヤル錠

投函口サイズ：W329 x H38mm
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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 ¥48,400（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 x H215mm

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥55,300（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 x H215mm

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥34,700（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
仕様

W100・210 x H215mm ポストポール

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

取出し口

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥34,700（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/ポリエステル樹脂粉体塗装
カラーライン：塩ビシート貼り
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 x H215mm ポストポール

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W239 x H38mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。



96 取扱説明書・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト＞エクステリア＞取扱説明書・製品図

            DECO　
マルカート エクリプス デコ

MARCATO
ECLIPSE

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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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 x H215mm

マルカート エクリプス デコ
本体・パネルセット価格 ¥59,600（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（クリアー）

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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）

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

すっきりとしたデザインの中に、
匠の技が煌めく大容量のモダンポスト。
シンプルなフォルムでありながらも、
こだわりと個性を表現することができます。

MARCATO UNFAIR 　
マルカート アンフェア

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。

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

人々を虜にする、機能美が光る
一品です。

マルカート アンフェア
本体価格 ¥  98,800（税抜） ー金箔・白金箔
本体価格 ¥108,000（税抜） ー炭
本体価格 ¥  82,600（税抜） ー塗
本体価格 ¥  54,900（税抜） ー鋼
W361 x H355 x D128（ボックス厚100）mm  3.2kg（金箔・白金箔・塗）　
W364 x H355 x D128（ボックス厚100）mm  3.5kg（炭）
W361 x H355 x D130（ボックス厚100）mm  2.9kg（鋼）

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。

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。

PO-MR-UNFAIRP-SM（前面パネル：炭）
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

PO-MR-UNFAIRP-□□（前面パネル：塗）
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
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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）

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

超高級車の塗装を専
門に行うファクトリー
で、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。

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、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。

PO-MR-UNFAIRP-ME（前面パネル：鋼）
パネル：アルミ製縞鋼板/無塗装

ダイヤル錠 ポストスタンド←100または210mm→ 前 出し

投函口

取出し口

仕様

※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。

ダイヤル錠

受注生産
（納期：3週間）

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（ （

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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un マルカート デュオ
本体・パネルセット価格 ¥63,800（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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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 x H215mm ポストポール

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W329 x H38mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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un デュオ
本体・パネルセット価格 ¥49,400（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



103

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。※発注の際は必ず在庫と納期をご確認ください。

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

W100・210 x H215mmカギ付き

前 出し ポストポール

取出し口

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥49,400（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 x H215mm カギ付き

仕様

ポストポール

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥49,400（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 x H215mm

仕様

ポストポール

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥62,700（税抜）
W350x H425 x D163（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）
※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-UN-TMBP-□□（装飾パネル）
硬質発砲ウレタン製/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
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　WN（ウォールナット）、BU（シャビー）、WH（ホワイト）

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）

投函口

取出し口

TIMBRE　
アン タンブル

仕様

ダイヤル錠
3桁の暗証番号を
自由に設定変更
できます。

投函口サイズ：W280 x H38mm
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ポスト本体：PO-MR-NEX-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-TMBP-WH（ホワイト）

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

前 出しW100・210 x H215mm ポストポールダイヤル錠

日本郵便規格の大型郵便物
（260 x 340 x 35mm）の
投函が可能です。

大型郵便物対応ポスト

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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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 ¥49,400（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

COUVRE　
アン クーヴル

W100・210 x H215mm

仕様

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

ポストポール

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）

取出し口

 ※ポストポール（P109）に取付可能です。
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フェイス430・ネオフェイス430専用

カーブス プレーン専用

UNITE ログ専用

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。

カーブス プレーンにクオールを取付ける専用ポストプレートです。

門柱UNITE ログへのポスト取付け時に、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 ¥5,600（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 ¥8,400（税抜）

W260 x H15 x D40mm
取付穴ピッチ：0〜200mm
sus304.2B/無塗装

カーブス プレーン専用
ポストプレート
PO-P-CUV600-QAL
本体価格 ¥32,000（税抜）

W125 x H382 x D17（T3）mm
sus304.2B/無塗装
※クオール専用

UNITE ログ専用
ポストプレート
PO-P-UNITELOG
本体価格 ¥5,600（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

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 ¥27,800（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
・UNITE キャンバス
・UNITE イーレベルワン
・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
・マルカート エクリプス デコ

・un マルカート デュオ
・un デュオ
・un ブランシュ
・un アニー
・un タンブル
・un クーヴル
・マルカート アンフェア

スティック170シリーズ専用

ポストプレートが必用な門柱は、「門柱・ポスト対応表」をご参照ください。

※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、UNITEイーレベルワン、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（フラット/ ウェーブ）]

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、「専用スペーサーセット（本体価格 ￥１，５００）」が別途必要と
なりますのでご注意下さい。

P80

ポストプレートB330
PO-P-STH-B330
本体価格 ¥5,600（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
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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。

PO-R905-BK
（ブラック）

価格 ¥36,500（税抜）

PO-R905HL-PI
（HL x パイン）

価格 ¥41,000（税抜）

R905

R905 HL

PA905

PO-PA905-WG
（ウッドグレイン）

価格 ¥45,000（税抜）

PO-PA905-SH
（シャビー）

価格 ¥45,000（税抜）

PO-R905HL-WN
（HL x ウォールナット）
価格 ¥41,000（税抜）

PO-R905-BA
（バフ）

価格 ¥36,500（税抜）

PO-PA905-RU
（ラスティ）

価格 ¥45,000（税抜）

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 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・取手：アルミ押出型材カチオン塗装・塩ビ

シート貼/真ちゅう

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（税抜）

T926R
（レッド）

価格 ¥38,500（税抜）

T926ES-P
（パイン）

価格 ¥38,500（税抜）

T926B
（ブラック）

価格 ¥38,500（税抜）

T926ES-WN
（ウォールナット）

価格 ¥38,500（税抜）

投函口サイズ：W340 x H53mm投函口サイズ：W340 x H35mm
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EUROBAG
 ユーロバッグ

TRAD
 トラッド

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。

CTR2800MT
（赤錆色サテン調）

P20
（コパリッドポスト）

価格 ¥55,000（税抜）

CTR2800TB
（鋳鉄ブラック色玉吹き） P18-H

（ノーヴルポスト シンプル/葉）
価格 ¥50,000（税抜）

CTR2800WS
（漆喰ホワイト色玉吹き） P18-T

（ノーヴルポスト シンプル/手紙）
価格 ¥50,000（税抜）

W180 x H167mm

W180 x H167mm

W180 x H135mm

W250 x H140mm

ダイヤル錠 前 出し

ダイヤル錠 前 出し

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
W310 x H430 x D150mm
約4.0kg
本体：鉄

ユーロバッグ
CTR2800MT（赤錆色サテン調）

CTR2800TB（鋳鉄ブラック色玉吹き）

CTR2800WS（漆喰ホワイト色玉吹き）

本体価格 ¥49,300（税抜）

W450 x H327 x D177mm
約6.2kg
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

投函口サイズ：W380 x H38mm
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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。

W80 x H150mm

ZAM®は、日新製鋼が世界で初めて
工業生産に成功した溶融亜鉛ーア
ルミニウムーマグネシウム合金めっ
き鋼板です。マグネシウムとアルミ
ニウムの効果により、優れた耐食
性、耐疵付き性を実現しています。

投函口サイズ：W340 x H30mm
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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（税抜）

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（税抜）

CTCR2003WS
（パネル：漆喰ホワイト）

価格 ¥63,100（税抜）

CTCR2001S
（パネル：アルミパンチング）

価格 ¥63,100（税抜）

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（税抜）

CTCR2003D
（パネル：ネイビーブルー）

価格 ¥52,400（税抜）

CTCR2003SC
（パネル：ステンシルバー）

価格 ¥63,100（税抜）

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（税抜）

CTCR2003TB
（パネル：鋳鉄ブラック）

価格 ¥63,100（税抜）

CTCR2003MA
（パネル：エイジングブラウン）

価格 ¥63,100（税抜）

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（税抜）

（ ）
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（税抜）

（ ）

W250 x H140mm W250 x H140mm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
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
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、節や木目の異なるものが混ざります。また、経年劣化
による割れ、退色などやカビ、汚れなどのおそれがあります。

投函口サイズ：W333 x H38mm 投函口サイズ：W333 x H38mm
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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。優れた耐食性、耐疵付き性を実現した縦型ポスト。

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 x H215mmW120 x H200mm 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
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 ¥50,000（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

投函口サイズ：W39 x H294mm
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EVERY POST
 エヴリィポスト

QUAL
 クオール

飽きのこないデザインポスト。 大型郵便物対応ポスト。

PO-EV-HY
（ハッピーイエロー）
価格 ¥26,500（税抜）

PO-EV-BS
（ブライトシルバー）
価格 ¥26,500（税抜）

PO-EV-MB
（モダンブラック）

価格 ¥26,500（税抜）

PO-EV-PW
（ピュアホワイト）

価格 ¥26,500（税抜）

PO-EV-BB
（ビターブラウン）

価格 ¥26,500（税抜）

PO-EV-SB
（スイートブルー）

価格 ¥29,500（税抜）

W160 x H260mm W170 x H215mmダイヤル錠 ダイヤル錠 前 出し

エヴリィポスト
PO-EV-□□
W340 x H400 x D135mm　
4.2kg
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。

クオール
KS-MAB1-LK-□□
本体価格 ¥49,500（税抜）

W450 x H450 x D165mm　10.3kg
本体：高耐食性溶融めっき鋼板 0.8t
　　　粉体塗装
枠：ABS樹脂/低温焼付塗装
※品番の□にはカラー品番が入ります。
　WW（ホワイト x ホワイト）、
　LM（ライトグレー x メタリックシルバー）、
　LB（ライトグレー x ブラック）、
　WR（ホワイト x レッド）

仕様

前 出し

右左、差入れの
選択が可能。

輸 入 品

投函口サイズ：W25 x H332mm

盗難配慮機構（意匠登録済）
大型郵便物を受け取ることができ、独
自のフラップ構造により抜き取り行為に
対して威力を発揮します。

届いたモノを守る設計
フラップ（投入口）の開閉角度は閉め忘
れに配慮した設計です。また、雨水の浸
入を防ぐ防滴構造も備えています。

KS-MAB1-LK-LM
（ライトグレー x メタリックシルバー）

KS-MAB1-LK-WW
（ホワイト x ホワイト）

KS-MAB1-LK-LB
（ライトグレー x ブラック）

KS-MAB1-LK-LBD
（ライトグレー x ボルドー）

 ※防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。

W350 ×H370 ×D35mm 
まで受け取りができます。

投函可能郵便 最大サイズ
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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

宅配ボックス

Delivery Box
そろそろ、宅配ボックスのある住まいへ。

新しいニーズが生まれれば、

住まいに求められるスペックも変わるもの。

たとえば、家を留守にしているときに

宅配便の荷物を受け取れるようにすることも、

住まいのスペックのひとつと考えたいものです。

これからの時代、宅配ボックスは

留守がちなお宅に欠かすことのできないアイテム。

時間的な制約というストレスから解放し、

暮らしを便利に、快適にしてくれることでしょう。

住まいのたたずまいに合わせて、

設置場所の空間的なゆとりに合わせて、

あるいは荷物のサイズに合わせて。

ご家族それぞれのご要望にお応えできるように、

さまざまなタイプをご用意しています。
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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
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前 出し

投入側仕様
ティーボックス
PO-TBOX02-R□□（右吊元タイプ）

PO-TBOX02-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 1.2 t/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-TBOX02-RDW
（右吊元・デザインウッド）

PO-TBOX02-RWN
（右吊元・ウォールナット）

PO-TBOX02-RPI
（右吊元・パイン）

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

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。

チョイス650取付けイメージ

ZAM®は、日新製鋼が
世界で初めて工業生
産に成功した溶融亜
鉛ーアルミニウムーマ
グネシウム合金めっき
鋼板です。マグネシウ
ムとアルミニウムの効
果により、優れた耐食
性、耐疵付き性を実現
しています。

W333 ×H332 ×D175mm 
10kgまで受け取りができます。

受取り可能荷物 最大サイズ

W200 x H200mm

※錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品では
ありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



投入側仕様

取出し側仕様
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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 ¥86,800（税抜）

W290 x H390 x D365mm 13.8kg
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（フラップ0.6t）
　　　　塩ビシート貼
投入扉：SUS304 1.2t/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。
　BK（レザーブラック）、WN（ウォールナット）、
　BR（錆茶）

専用スタンド
本体価格 ¥34,400（税抜）

PO-WBOX-ST-□□
W100 x H810（全高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 ¥15,400（税抜）

PO-WBOX-PL
W250x H100x D100mm　1.0kg
本体：SUS304 2.0t HL仕上げ
適応壁厚：100～160

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）
宅配ポスト 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

背面
※投入口が左吊元の場合、取出し口は右吊元になります。

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

推奨

髙耐食性
高耐疵付き性

W-BOX POST 　
ダブルボックスポスト

BK（レザーブラック）

WN（ウォールナット）

BR（錆茶）

カラー・テクスチャー

W255 ×H332 ×D140mm 
10kgまで受け取りができます。

受取り可能荷物最大サイズ

ZAM®は、日新製鋼が世界で初めて
工業生産に成功した溶融亜鉛ーアル
ミニウムーマグネシウム合金めっき鋼
板です。マグネシウムとアルミニウム
の効果により、優れた耐食性、耐疵付
き性を実現しています。

※錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品では
ありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

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。



120 ※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。※発注の際は必ず在庫と納期をご確認ください。

CTNR4021LTB
（鋳鉄ブラック）

前 出し

コンボ　ミドルタイプ
CTNR4020R□□（前出し・右吊元）

CTNR4020L□□（前出し・左吊元）

本体価格 ¥77,300（税抜）

W390×H590×D457.5mm 14.3kg
※品番の□□にはカラー品番が入ります。
　WS（漆喰ホワイト）、SC（ステンシルバー）、
　MA（エイジングブラウン）、TB（鋳鉄ブラック）
※壁掛けはできません。
本体：ZAM※ 高耐食溶融めっき鋼板

CTNR4021R□□（後出し右吊元）

CTNR4021L□□（後出し左吊元）

本体価格 ¥88,500（税抜）

W390×H590×D460.5mm 14.3kg

ミドルタイプ用 据え置き施工用ベース
本体価格 ¥23,500（税抜）

CTNR8120TB
W370 x H110 x D360mm
ベース材質：SUS304
鋳鉄ブラック色

（ステンシルバー）　　　　　　　（鋳鉄ブラック）　
宅配ポスト CTNR4020RSC /施工用ベース CTNR8120TB 

コンボミドルタイプを、
据え置き設置する為の
施工用台座です。

オプション

COMBO 　
コンボ

投入側仕様（右吊元）

宅配ボックス

標準色

WS
（漆喰ホワイト）

MA
（エイジングブラウン）

SC
（ステンシルバー）

TB
（鋳鉄ブラック）

ZAM®は、日新製鋼が世界で初めて工
業生産に成功した溶融亜鉛ーアルミ
ニウムーマグネシウム合金めっき鋼板
です。マグネシウムとアルミニウムの
効果により、優れた耐食性、耐疵付き
性を実現しています。

ネット通販のショッピングで多い
小型の宅配物の受け取りに便利。
通信販売やネットショッピングでの小型の荷物の受け取りに最適。
スペースに合わせてサイズをお選びいただけます。

W340 ×H500 ×D360mm 
20kgまで受け取りができます。

受取り可能荷物最大サイズ

後 出しカギ付き

※錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品では
ありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
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CTNR4030RMA
（エイジングブラウン）

ミドルタイプ・
ハーフタイプ 用ポール
本体価格 ¥35,800（税抜）

CTNR8220CS
ポール材質：アルミ形材
クールシルバー色
※ポール：GL上高さ1290mm（全長1590mm）

　（ステンシルバー）　　　　　（クールシルバー）
宅配ポスト CTNR4030RSC /ポール CTNR8220CS 

コンボ専用ポール。
2 台設置も可能です。

オプション

投入側仕様（右吊元）

宅配ボックス

コンボ　ハーフタイプ
CTNR4030R□□（前出し・右吊元）

CTNR4030L□□（前出し・左吊元）

本体価格 ¥66,100（税抜）

W390 x H590 x D225　9.5kg
本体：ZAM※ 高耐食溶融めっき鋼板
※品番の□□にはカラー品番が入ります。
　WS（漆喰ホワイト）、SC（ステンシルバー）、
　MA（エイジングブラウン）、TB（鋳鉄ブラック）
※埋め込み・据置きはできません。 ※後出しは対応していません。
※RC、サイディング（外装材）以外は取り付けできません。
※RCへの施工の場合は、カールPCプラグ（φ7×35）、サイディング（外装材）への施工の
　場合は中空用アンカー（ボードプラグ）が必要です。（現場手配）

標準色

WS
（漆喰ホワイト）

MA
（エイジングブラウン）

SC
（ステンシルバー）

TB
（鋳鉄ブラック）

W340 ×H500 ×D170mm 
10kgまで受け取りができます。

受取り可能荷物最大サイズ

荷物の配達 荷物の取り出し

「開ける」ボタンを押して扉を開け、
荷物を入れます。

「使用中（赤色）」表示の場
合、付属の専用キーでシリ
ンダー錠※3を回し、扉を
開けます。

伝票を差込み、「なつ印」※1・2
ボタンを押し、伝票を取り出せば
配達完了です。

扉の内側の施錠レバーを下げ、扉
を閉めれば施錠状態になります。

荷物を取り出し、扉を閉めます。「使
用中（赤色）」の表示が「受け取り
できます（緑色）」に戻っているか
確認します。

1 2 3 1 2

※ 1 印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。[ シヤチハタ製 / ネーム 9]
※ 2 押印は荷物 1 つに対し、1 回となります。
※ 3 シリンダー錠の操作は前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉になります。

ZAM®は、日新製鋼が世界で初めて工
業生産に成功した溶融亜鉛ーアルミ
ニウムーマグネシウム合金めっき鋼板
です。マグネシウムとアルミニウムの
効果により、優れた耐食性、耐疵付き
性を実現しています。

■ コンボミドル・ハーフの荷物受け取り・取り出し方法

前 出しカギ付き

※錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品では
ありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
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COMBO-F 　
コンボ-エフ

ポスト&宅配ボックスをひとつに。
郵便物と宅配物を1台で受け取れる、宅配ボックス&ポスト。
上段が郵便ポスト、下段が宅配ボックスと個別で受け取れる1台 2役です。
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CTCR2150S
（パネル：アルミヘアライン）

価格 ¥120,500（税別）

CTCR2151S
（パネル：アルミパンチング）

価格 ¥120,500（税別）

CTCR2153SC※1
（パネル：ステンシルバー）

価格 ¥109,800（税別）

CTCR2153R
（パネル：ビビッドレッド）

価格 ¥120,500（税別）

CTCR2153Y
（パネル：ダンディライアン）

価格 ¥120,500（税別）

CTCR2153WS※1
（パネル：漆喰ホワイト）

価格 ¥109,800（税別）

CTCR2153D
（パネル：ネイビーブルー）

価格 ¥120,500（税別）

CTCR2153TB※1
（パネル：鋳鉄ブラック）

価格 ¥109,800（税別）

CTCR2154MD※2
パネル：ウッド、クリアガラス調

　チークブラウン

価格 ¥120,500（税別）

（ ）
CTCR2154MB※2

パネル：ウッド、クリアガラス調
　エボニーブラウン

価格 ¥120,500（税別）

（ ）

※1玉吹き塗装ですので、一
品一品色合いが異なりま
す。（並べてご使用の場合
はご注意ください。）

※2 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。

CTCR2153MA※1
（パネル：エイジングブラウン）

価格 ¥109,800（税別）

コンボ-F
W385（本体）・390（前面パネル）× H385 × D455mm
10.6kg

本体：SGCC鋼板
上パネル： アルミ形材（アルミヘアライン）
前パネル： アルミ板（鋳鉄ブラック・ステンシルバー・

漆喰ホワイト・エイジングブラウン）
A S A 樹 脂 /アクリル 焼 付 玉 吹き塗 装 

（チークブラウン・エボニーブラウン）
アクリル 板 /ウエスタンレッドシダー

（ ビ ビッドレッド・ダンディライアン・
ネイビーブルー色）

郵便ポスト

宅配ボックス

仕様

ポスト
[ダイヤル錠]
※番号の変更はで

きません。

宅配ボックス
[シリンダー錠]
※付属の専用シリ

ンダー錠です。

荷物の配達 荷物の取り出し

「開ける」ボタンを押して扉を開け、
荷物を入れます。

「使用中（赤色）」表示の場
合、付属の専用キーでシリ
ンダー錠※ 3 を回し、扉を
開けます。

伝票を差込み、「なつ印」※1・2
ボタンを押し、伝票を取り出せば
配達完了です。

扉の内側の施錠レバーを左へスラ
イドさせ、扉を閉めれば施錠状態
になります。

荷物を取り出し、扉を閉めます。
「使用中（赤色）」の表示が「受け
取りできます（緑色）」に戻ってい
るか確認します。

1 2 3 1 2

※ 1 印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。[ シヤチハタ製 / ネーム 9]
※ 2 押印は荷物 1 つに対し、1 回となります。
※ 3 シリンダー錠の操作は後扉になります。

W260 ×H35 ×D340mm 
まで受け取りができます。

投函可能郵便 最大サイズ

W300 ×H180 ×D340mm 
10kgまで受け取りができます。

受取り可能荷物 最大サイズ

※錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品では
ありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

ダイヤル錠 後 出しカギ付き



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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6人のアーティストが
表札をキャンバスにデザイン。

UNITE キャンバス  
FC-UNITE-CA- □□□□
本体価格 ¥28,700（税抜）

W150 x H150 x D5mm
取付ピッチ ： W120mm・取付ビス
※□□には色品番が入ります。

専用書体
P162

アクリル製

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-KR01

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-KR02

オリジナルキャラクターがポップな印象。神山隆二（Ryuji Kamiyama)

東京生まれ。アーティスト。90 年代
初頭、グラフィック業界から衣服の世
界へ。ブランド「FAMOUZ」として
裏原宿での活動を 10 年間行う。活
動後、路上から公共に至る場所にてラ
イブペイントを中心に東京での 2003
年初個展を皮切りに、SF、LA、 北
欧などで展覧会を開催。近年は、国
内での展示を中心に国内外での壁画
やショールーム、ウィンドウを描き続
けている。また、 石川顕、JERRY
鵜飼と共に "ULTRA HEAVY " とし
ての活動も行っている。
web:ryujikamiyama.com 
IG:ryuji_kamiyama 

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-EY01

FC-UNITE-CA-EY02

※QRコードには、お客様の情報を入れる
ことができます。

ペイントとQRコード、斬新な発想をデザイン。Yoshifumi Egawa
Hombre Niñoディレクター、PLUS 
L by XLARGE ® デザイナー。
1972年、東京・世田谷生まれ。15 
歳よりプロスケーターとして活躍しな
がら、裏原ストリートカルチャーを牽
引。ヘクティク、カーニバルを経て、
現在に至る。老舗チーム“T19”に所属。
http://www.hombrenino.com 
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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。

Modern Twist Signs
東京をベースにハンドペイント ( 手描
き ) でサイン ( 看板 ) を制作するサイ
ンペインター。サンフランシスコで最
も歴史のあるサインショップ「New 
Bohemia Signs」にて修行した後に
帰国。近所の塗料店から大型の映画
館まで、幅広く活動中。IID 世田谷も
のづくり学校内のスタジオで、初心者
向けワークショップ、海外ゲストワー
クショップなども行っている。
http://moderntwistsigns.com

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-NS01

手描きのオリジナルフォントがポイント。

新倉孝雄（Takao Niikura)

1972 年東京・目黒区生まれ。
DIGINNER GALLERY 所属。
http://www.diginner.com/
RVCA A,N,P(Artist Network Program)
アドボケーター http://www.rvca.com/ 

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-NT01

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-NT02

抽象的なペイントが洗練された美しさを表現。

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-AR01

ポップなキャラクターが楽しさを演出。

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-AR02

アンベ リュウ （Ryu Ambe)

幼 い 頃 から 湘 南 茅 ヶ崎 で 育 つ。
CHILDISH MIND をコンセプトにコミ
カルやジョークをモチーフとした表現
を得意とする。これまでに CA4LA や
ジャーナルスタンダード、BYRD 等を
はじめアパレルや多数のショップとコ
ラボレートし、帽子、T シャツ、パー
カー、バッグ等を手がける。さらに、
街の壁やショップのウィンドウなどを通
して作品を発表し続けている。

田中健太郎（Kentaro Tanaka）

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

書体：新てん書体（和）
FC-UNITE-CA-TK01

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-TK02

ワンポイントとしてあしらった動植物がアクセント。

N a m e
P l a t e
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アウトドアテイストと遊び心にあふれる、“UNITE”シリーズ。

FC-UNITE-EL1-RD（UNITE イーレベルワン）
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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：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-EL1-BK（ブラック）

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

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

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

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

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

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-EL1-RD（レッド）

UNITE E/LEVEL1

UNITE LOG

ペインティングアートが印象的な表札。

オーナメントスタイルのステンレス製表札。

UNITE イーレベルワン  
FC-UNITE-EL1- □□
本体価格 ¥28,700（税抜）

W150 x H150 x D5mm
取付ピッチ ： W120mm
・取付ビス
※□□には色品番が入ります。

UNITE ログ  ステンレス

FC-UNITE-ON- □□
本体価格 ¥32,000（税抜）

W260 x H38 x D2mm（錆茶）
取付ピッチ ： W70mm
付属品   スタッドボルト2本
※□□には色品番が入ります。
※最大文字数アルファベット9文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

専用書体
P167

専用書体
P162

アクリル製

N a m e
P l a t e
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icci KAWARA NAMEPLATE SIMPLE

icci KAWARA NAMEPLATE KAMON

瓦の風合いが美しいシンプルなデザイン。

家紋やエンブレムを入れたい方におすすめ。

icci KAWARA
ネームプレート シンプル   陶器

IT-17-IB-1-smooth
本体価格 ¥22,000（税抜）

W150 x H150 x D10mm
※接着剤にて取付けになります。
※納期1〜1ヶ月半

icci KAWARA
ネームプレート カモン   陶器

IT-17-IB-2-kamon
本体価格 ¥30,000（税抜）

W150 x H150 x D15mm
※接着剤にて取付けになります。
※寒冷地不可
※家紋をご指定ください。
※納期1〜1ヶ月半

icci KAWARA
ネームプレート チャーム   陶器

IT-17-IB-3- □
本体価格 ¥30,000（税抜）

W150 x H150 x D15mm
※□には柄品番が入ります。
※接着剤にて取付けになります。
※納期1〜1ヶ月半

専用書体
P167

専用書体
P167

専用書体
P167

書体：隷書（和）/マイアンドラ（欧）
IT-17-IB-2-kamon

書体：隷書（和）/マイアンドラ（欧）
IT-17-IB-3-shippo

書体：楷書（和）/ドラゴン（欧）
IT-17-IB-1-smooth

IT-17-IB-3-kasa
（隠れ笠）

IT-17-IB-3-kinno
（金嚢）

IT-17-IB-3-mino
（隠れ蓑）

IT-17-IB-3-shippo
（七宝）

IT-17-IB-3-choji
（丁子）

IT-17-IB-3-hundo
（分銅）

IT-17-IB-3-hoju
（宝珠）

IT-17-IB-3-tsutsu
（筒守）

IT-17-IB-3-kozuchi
（打ち出の小槌）

チャーム（宝づくし）パターン

家紋・チャームをご注文の際には、発注フォームに
家紋名または図柄をご指定ください。
版下確認後、製作いたします。

瓦のいぶし銀をエクステリアに落とし込んだ、“icci”シリーズ。
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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。

icci KAWARA NAMEPLATE GLASS

伝統的な文様パターンをガラスプレートでカバー。

icci KAWARA
ネームプレート カワラガラス 陶器  ガラス

IT-17-IB-4- □
本体価格 ¥40,000（税抜）

W150 x H150 x D約50mm
取付ピッチ ： W120mm
・取付ビス
※□には柄品番が入ります。
※納期1〜1ヶ月半

専用書体
P167

書体：金文（和）/フーツラ（欧）
IT-17-IB-4-kusa

IT-17-IB-4-kusa
（唐草）

IT-17-IB-4-saya
（紗綾型）

IT-17-IB-4-kiku
（菊菱）

IT-17-IB-4-kumo
（瑞雲）

IT-17-IB-4-hishi
（入子菱）

IT-17-IB-4-nami
（青海波）

デザインパターン

◆唐
から

草
くさ

つる草が四方八方に伸びてからみあい、どこまでも伸びていく
ツタの様子はまさに生命力の象徴。一族の繁栄や長寿を意味す
る縁起のよい文様。

◆菊
きく

菱
びし

不老不死・延命長寿・無病息災・邪気払いの意味があり、そこか
ら精神・気力の充実、安定、気高さ、落ち着きと、心身の充実
を表す文様。

◆入
いれ

子
こ

菱
びし

ヒシと呼ばれる水生植物に由来する菱模様。ヒシは繁殖力が強
いことから転じて子孫繁栄、無病息災の意味が込められた縁起
のよい文様。

◆紗
さ

綾
や

型
がた

卍は功徳円満を表し、長く伸ばした卍は「富貴不断頭 (富貴が途
絶えない )」や、「不断長久 (絶えることなく長く続く )」という
意味がある。家の繁栄や長寿を願う縁起の良い文様。

◆瑞
ずい

雲
うん

瑞雲とはめでたいことの前兆として現れる雲。雲は雨を呼ぶこ
とから実りと豊穣を表し、良き事を呼び寄せ運気上昇の意味の
ある縁起のよい文様。

◆青
せい

海
がい

波
は

無限に広がる波の文様に未来永劫の願いと、人々の平穏や幸
せが途切れることなく続くことを願い、無限の幸せを意味する
縁起の良い文様。

●金
きん

嚢
のう

財宝を入れる袋・巾着袋。

●分
ふん

銅
どう

秤で金の重さを量るのに使うおもり。富の象徴。

●七
しっ

宝
ぽう

法華経でいうところのこの世の７つの宝。

●筒
つつ

守
宝巻はありがたいお経が書かれたもの、巻軸は秘伝
などを記したもの。それらを入れる筒。

◆宝尽くし

吉祥文様のひとつで、宝物を集めた文様。描かれる宝物は、如意宝珠、宝やく(かぎ )、打ち出の小槌、金嚢、隠れ蓑、
隠れ笠、丁子、宝剣、宝輪、法螺など。福徳を招く文様として喜ばれ、祝儀の着物や帯などによく用いられる。

●隠
かく

れ笠
かさ

・隠
かく

れ蓑
みの

危険な事物から姿を隠し守ってくれる。「保元物語」
では「笠や蓑をかぶると姿が見えなくなる」と表現さ
れている。隠れ笠は男性の文様。隠れ蓑は女性の文様。

● 丁
ちょう

子
じ

平安時代、絹等と共に日本にもたらされた。夫婦円満・
健康・長寿。

●宝
ほう

珠
じゅ

何でも意のままに願いを叶える宝。「如
にょ

意
い

宝
ほう

珠
じゅ

」と呼
ばれる。丸くて先がとがっており、その先端と両側か
ら火焔が燃え上がっている。
　　　　　　　　　
●打ち出の小

こ

槌
づち

願いを叶えてくれる。敵を討つ。

まもり

N a m e
P l a t e
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書体：クラフト（和）/クラフト体（欧）
TS-VW-WH（木調ホワイト）

書体：丸フォーク体（和）/丸フォーク（欧）
TS-GS-BK（ヴィンテージブラック）

書体：なごみ体（和）/なごみ体（欧）
TS-VW-BK（木調ブラック）

書体：丸フォーク体（和）/丸フォーク（欧）
TS-GS-BR（ヴィンテージブラウン）

VIN WALL

GLASS SENT

木目調のプレートに手書き風の文字がやさしい。

風合いのあるヴィンテージ調が、重厚な雰囲気を演出。

ヴィンウォール   ステンレス ステンレス

TS-VW- □□
本体価格 ¥24,000（税抜）

W147 x H147 x D7mm
・スタッド金具 x 1本
※□□には柄品番が入ります。
※最大文字数11文字
※文字はホワイト・ブラックより選択可。

グラスセント  アクリル  ステンレス  
TS-GS- □□
本体価格 ¥26,000（税抜）

W150 x H150 x D26mm
取付ピッチ ： W120mm
・ボルト金具 x 4本
※□□には柄品番が入ります。
※最大文字数11文字
※文字はホワイト・ブラックより選択可。

専用書体
P165

専用書体
P165
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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：隷書体（和）
TS-OD-GR（木調グレー）

書体：バスカーB（欧）
TO-RS-YE（イエロー）

書体：フルリー（欧）
TO-RL-YE（イエロー）

書体：フーツラ体（欧）
TS-OD-BR（木調ブラウン）

書体：ユニバース（欧）
TO-RS-GN（グリーン）

書体：インパクト（欧）
TO-RL-GN（グリーン）

ODOR

RUSH SIGN

木目調のアクリル板＆ステンレス製オーナメント。

ナンバープレートのようなデザインが個性的。
※文字と枠は、微妙な塗装ムラが味わいとなっております。
　商品の特性としてご了承ください。

オドール  アクリル  ステンレス   
TS-OD- □□
本体価格 ¥26,000（税抜）

W150 x H150 x D16mm
・M4-L30ボルト x 1本
※□□には色品番が入ります。
※最大文字数11文字
※文字はホワイト・ブラックより選択可。

ラッシュサインスリム  アルミ鋳物  
TO-RS- □□
本体価格 ¥30,000（税抜）

W277 x H70 x D11mm
取付ピッチ ： W200mm
・ボルト金具
※□□には色品番が入ります。

ラッシュサインラージ  アルミ鋳物   
TO-RL- □□
本体価格 ¥32,000（税抜）

W298 x H147 x D9mm
取付ピッチ ： W160mm
・ボルト金具
※□□には色品番が入ります。

専用書体
P165

専用書体
P164

専用書体
P164

N a m e
P l a t e
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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
P137

専用書体
P166

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
P166

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
P166

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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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

ガラス素材ならではの透明感とあたたかみ。

専用書体
P166

オプション
プレート
P137

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：ドラゴン（欧）/隷書体（和）
ZR-ED-BU（ブルー）

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：ザック（欧）/行書体（和）
ZR-ED-TB（ティールブルー）

EDDY	 ZERO DESIGN 

種類の豊富なデザインで「オンリーワン」を演出。

専用書体
P166

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
P165

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：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
P162

DECOLIA

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 P134  ・ ガラスサイン P136

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 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。

専用書体
P167

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
P162

書体：チャーム（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
P162

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）

ATHLETE SERIES GLASS  

人気のスポーツをモチーフにしたデザイン表札。

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）

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
P162

N a m e
P l a t e
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書体：クラシコ
TO-CAS-1（流木風白色塗装）

書体：モエ
TO-CAS-2-LB（流木風塗装/レイクブルー）

書体：クラシコ
TO-CAS-2-OW（流木風塗装/オフホワイト）

SILKY

CHORAL

木のテクスチャーをモダンにアレンジ。

流木をモチーフに手づくり感をプラス。

シルキー   ステンレス アルミ鋳物

TO-CAS-1
本体価格 ¥26,000（税抜）

W180 x H90 x D26mm
取付ピッチ ： W100mm

コラール   ステンレス アルミ鋳物

TO-CAS-2-LB（レイクブルー）

TO-CAS-2-OW（オフホワイト）

本体価格 ¥30,000（税抜）

W355 x H92 x D25mm
取付ピッチ ： W300mm

専用書体
P164

専用書体
P164
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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：専用書体
TO-CAS-3

書体：モノタイプ（欧）
TO-KA-9-KZ-R（風見鶏）

書体：モノタイプ（欧）
TO-KA-9-TD-L（灯台）

OSEAN

CORNER SIGN TERRA COTTA

海を感じさせる、ナチュラルテイスト。

森を感じさせる、落ち着いたコーナーサイン。

オーシャン   ステンレス アルミ鋳物

TO-CAS-3
本体価格 ¥28,000（税抜）

W190 x H68 x D14mm
取付ピッチ ： W100mm

コーナーサイン テラコッタンレス タイル

TO-KA-9-KZ-□（風見鶏）

TO-KA-9-TD-□（灯台）

本体価格 ¥24,500（税抜）

W227 x H60 x D75mm
取付ピッチ ： W140mm
※□にはコーナー品番が入ります。
　L（左コーナー）、R（右コーナー）

専用書体
P164

専用書体
P164

R（右コーナー）L（左コーナー）

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 ： W100mm
・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 ： W100mm
・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別途台座をご注文ください。

　 P159

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
P162

専用書体
P162
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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 ： W158mm
・ボルト金具
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

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
※別途トランスが必要
※文字切抜き
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

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
P162

専用書体
P162

un JABBY 

un  Da capo 

PLT-MN  ミニトランス

定価 ¥7,200（税抜）

Ｗ29 x Ｈ116 x Ｄ21ｍｍ
12V
※PSE承認済

推奨オプション

N a m e
P l a t e
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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）
取付ピッチ ： W100mm

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。
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

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別途台座をご注文ください。

　 P159

※□□には柄品番が入ります。

専用書体
P162

書体：アンソニー（欧）
FC-FU170

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。

有田焼と真鍮が醸し出す手づくり感が魅力。

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）
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

専用書体
P162

un FU-RO 

un VILLA  
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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 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別途台座をご注文ください。

　 P159

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
P162

絵画風なエッセンスを取り入れた陶板の表札。

※ワンタッチネームプレート仕様は、FC-AJ-150のみに対応。

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W100mm
・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別途台座をご注文ください。

　 P159

※□□には柄品番が入ります。

専用書体
P162

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）

N a m e
P l a t e

un AJICO 
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書体：アバンテ（欧）
FC-LMN

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 ： W100mm
・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
P162

LUMINO  

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W100mm
・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別途台座をご注文ください。 

　 P159

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
P162
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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：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：クラシコ（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
P164

小ぶりながら存在感のあるサイン。

書体：プレゼント（欧）
FC-GT-LG（ラージ）

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 ： W100mm
・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別途台座をご注文ください。

　 P159

専用書体
P162

黒みかげとステンレスの融合。

※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 

N a m e
P l a t e
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書体：センチュリーG
TO-KA-1-L

書体：新れい書（和）/メッセンジャー（欧）
TO-KA-2-L

書体：サーペンタイン
TO-KA-8-R

CORNER SIGN STAIN

CORNER SIGN LEAF

CORNER SIGN ARROW

ステンレス製のシャープなコーナーサイン。

リーフをモチーフがやさしいコーナーサイン。

フレームで矢印を表現したコーナーサイン。

コーナーサイン ステン ステンレス ステンレス

TO-KA-1- □
本体価格 ¥29,600（税抜）

W170 x H50 x D65mm
取付ピッチ ： W90mm
※□にはコーナー品番が入ります。
　L（左コーナー）、R（右コーナー）

コーナーサイン リーフ  ステンレス ステンレス

TO-KA-2- □
本体価格 ¥31,500（税抜）

W170 x H90 x D65mm
取付ピッチ ： W90mm
※□にはコーナー品番が入ります。
　L（左コーナー）、R（右コーナー）

コーナーサイン アロー ステンレス ステンレス

TO-KA-8- □
本体価格 ¥24,800（税抜）

W170 x H70 x D65mm
取付ピッチ ： W90mm
※□にはコーナー品番が入ります。
　L（左コーナー）、R（右コーナー）

専用書体
P164

専用書体
P164

専用書体
P164

R（右コーナー）L（左コーナー）

R（右コーナー）L（左コーナー）

R（右コーナー）L（左コーナー）
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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。

LAYER STAINLESS SIGN   

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-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：明朝体（和）/OPTIMUM（欧）

書体：楷書体（和）/Century Gothic（欧）

TH-013 
本体価格 ¥35,000（税抜）

W150 x H150 x D11mm 
ヘアライン＋鏡面仕上げ
※エッチング加工

TH-012
本体価格 ¥32,000（税抜）

W150 x H150 x D11mm
ヘアライン＋鏡面仕上げ
※エッチング加工

書体：明朝体（和）/OPTIMUM（欧）

書体：金文体（和）/Century Gothic（欧）

ステンレス ステンレス

ステンレス

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

書体：OPTIMUM（欧）/明朝体（和）

ステンレス ステンレス

専用書体
P161

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。

取付金具本体
（本体側）

内部金具
（壁側）

N a m e
P l a t e
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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別途台座をご注文ください。

　 P159

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
P162

専用書体
P162

書体：金文体（和）/プラザ（欧）
FC-MB

TWINCIL 

MOBBLE 

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
・書体は一種類のみとなります。
※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。
※接着剤にて取付けになります。

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
P167
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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：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
P165

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 ： W100mm　・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
P162

STAINLESS IRON SIGN LED  

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
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字 2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

LED付きステンレス製オーナメント表札。

専用書体
P162

書体：オプティマ（欧）　FC-LEDI-BR

PLT-MN  ミニトランス

定価 ¥7,200（税抜）

Ｗ29 x Ｈ116 x Ｄ21ｍｍ
12V
※PSE承認済

推奨オプション

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  

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
※ブラックは、品番の◯に2、□□にBKが入ります。
　ダークブラウンは、品番の◯に3、□□にDBが入ります。
※ビス取付
※最大文字数アルファベット約 12文字まで。漢字約 4文字まで。

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
※ブラックは、品番の◯に2、□□にBKが入ります。
　ダークブラウンは、品番の◯に3、□□にDBが入ります。
・ボルト金具
※最大文字数アルファベット約 12文字まで。漢字約 4文字まで。

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。

専用書体
P165

専用書体
P165

書体：なごみ体（和）
TS-BR-A3-9M-DB（ダークブラウン）
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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。

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）
※最大文字数アルファベット9文字まで。漢字2文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

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
P162

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
P165

STAINLESS FRAME SIGN 

N a m e
P l a t e
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ORNAMENT SIGN 

ワイドな門柱に映える、アイアン製のオーナメント表札。

オーナメントサイン
※デザインにより幅が変わります。
※取付ピッチはお名前の文字数によって変わります。

専用書体
P160

ND-TM-01-□□（ストレートタイプ）  

本体価格 ¥40,000（税抜）

W310 x H98mm
※□□には色の品番が入ります。

ND-TM-01-□□（ストレートタイプ）/ND-TM-02-□□（ラウンドタイプ）の色品番

書体：手書き文字（欧）
ND-TM-01-HL

ND-TM-02-□□（ラウンドタイプ）  

本体価格 ¥40,000（税抜）

W261 x H96mm
※□□には色の品番が入ります。

書体：手書き文字（欧）
ND-TM-02-BR

un ムーン 500 専用  

TO-IS-73  アイアン   

本体価格 ¥33,000（税抜）

W260 x H130mm
ウーステッド半ツヤ黒色
※文字数と画数毎に金額が変わります。

レイアウトは作家の手書き原稿です。レイアウト作成
にお時間をいただきます。

TO-IS-6  アイアン   

本体価格 ¥40,000（税抜）

W450 x H230mm
ウーステッド半ツヤ黒色

TH-20-4  アイアン   

本体価格 ¥28,500（税抜）

W375 x H115mm
マットブラックサテン仕上げ
※サイズ変更可能

書体：楽漢専用（和） 　　　書体：フリーハンド（欧）

書体：TH-20-4（欧）

TH-20-2  アイアン   

本体価格 ¥28,500（税抜）

W360 x H125mm
マットブラックサテン仕上げ
※サイズ変更可能

TO-SP-61  アイアン   

本体価格 ¥26,000（税抜）

W410 x H120mm
ウーステッド半ツヤ黒色

TY-01  アイアン   

本体価格 ¥45,000（税抜）

W390 x H152mm
鋼板・黒つや消し塗装
※最大文字数アルファベット6文字まで。

TO-IF-ST（スタンド） アイアン
本体価格 ¥27,000（税抜）

W400 x H130 x D4.5mm 
ウーステッド半ツヤ黒色
※この商品はun ムーン500（P46掲載）専用となります。

TH-20-1  アイアン   

本体価格 ¥28,500（税抜）

W375 x H105mm
マットブラックサテン仕上げ
※サイズ変更可能

TH-20-3  アイアン   

本体価格 ¥28,500（税抜）

W375 x H115mm
マットブラックサテン仕上げ
※サイズ変更可能

TO-IF-SD アイアン
本体価格 ¥24,000（税抜）

W370 x H80 x D4.5mm
ウーステッド半ツヤ黒色
※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。

TO-IF-AR（アーチ） アイアン
本体価格 ¥24,000（税抜）

W373 x H105 x D4.5mm
ウーステッド半ツヤ黒色
※書体は自然なつながりになる筆記体がお勧めです。

書体：TH-20-2（欧）

書体：ブロック体（欧）

書体：Tenmpus sans（欧）

書体：スラング（欧）

書体：TH-20-1（欧） 書体：TH-20-3（欧）

書体：ダイヤ（欧）

書体：スラング（欧）

HL
（ヘアライン）

OW
（オフホワイト）

BK
（マットブラック）

VB
（ヴィンテージブラック）

BR
（ブラウン）

NV
（ネイビー）

ステンレス ステンレス
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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 オーナメントサイン　　　  真 鍮
取付ピッチ ： 250mm
レーザーカットたたき仕上げ（文字）
※文字数により、サイズがかわります。
※最大文字数アルファベット9文字まで。

（最大文字数をこえる場合は別途お見積）

un ORNAMENT SIGN 

OS-RD-□□（ラウンドタイプ） 真 鍮
本体価格 ¥45,000（税抜）

W350 x H110mm
※□□には色の品番が入ります。
　BR（ブラウン）、BK（ブラック）

OS-WAV-□□（ウェーブタイプ） 真 鍮
本体価格 ¥45,000（税抜）

W350 x H80mm
※□□には色の品番が入ります。
　BR（ブラウン）、BK（ブラック）

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

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

P161

MIEL  

MUKU  

葉や枝をあしらった切り抜きフォントが印象的。

壁や門柱にアクセントをつける、切り文字タイプの表札。

ミエル スチール  
ND-ME-S5-BK（Sサイズ：約50mm角）
ND-ME-M5-BK（Mサイズ：約60mm角）
本体価格 ¥7,300/1文字（税抜）

・ボルト金具 
※書体はミエル（大文字）一種類のみになります。
※本体の裏側に取付用のボルト2本（M3 x L40）が溶接されてい

ます。

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。

書体：miel （欧）
ND-ME-M5-BK

専用書体
P161

N a m e
P l a t e
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UNFAIR

他の追随を許さないプレミアムをお約束します。

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）

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

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
P162

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。

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

人々を虜にする、機能美が光る
一品です。

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。

受注生産
（納期：2〜3週間）

意　匠
登録済

専用書体
P162

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

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。

専用書体
P162

受注生産
（納期：2〜3週間）

意　匠
登録済

MADE WITH 
Swarovski®Crystals

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

Swarovski®Crystals
を全面に使用。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。
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UNFAIR

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

高透過ガラス  + プレミアムプレート  

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。

受注生産
（納期：2〜3週間）

専用書体
P162

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（ （

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

超高級車の塗装を専
門に行うファクトリー
で、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。

書体：ニューセンチュリー（欧）
UF-ME-GL（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
P162

受注生産
（納期：2〜3週間）

意　匠
登録済

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、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。

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。

N a m e
P l a t e
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INTERPHONE COVER 

専用書体
P165

専用書体
P161

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-BK   
（インターホンカバー/木調ブラック） 

本体価格 ¥22,000（税抜）

W130 x H160 x D2mm
取付ピッチ ： W110 x H140mm
ボルト金具

TH-IC-B   
（インターホンカバー/3分艶梨地ブラック） 

本体価格 ¥58,000（税抜）

W380 x H160mm
取付ピッチ ： サイズにより変わります。
・L型金具（表札正面からビスが見えません）
※お名前を入れる事ができます。

ご希望のレイアウト・サイズで製作できます。
子機位置を右側に移動する事ができます。

TH-IC-W   
（インターホンカバー/3分艶梨地ホワイト） 

本体価格 ¥58,000（税抜）

W380 x H160mm
取付ピッチ ： サイズにより変わります。
・L型金具（表札正面からビスが見えません）
※お名前を入れる事ができます。

ご希望のレイアウト・サイズで製作できます。
子機位置を右側に移動する事ができます。

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 ： W130 x H160mm
ステンレス・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：筆文字（和） 書体：筆記体（欧）

書体：フーツラ体（欧）/なごみ体（和）

TS-INT-WH   
（インターホンカバー/木調ホワイト）  

本体価格 ¥22,000（税抜）

W130 x H160 x D2mm
取付ピッチ ： W110 x H140mm
ボルト金具

icci KAWARA
IT-17-IB-7-intercom   

（インターホンカバー）  

本体価格 ¥32,000（税抜）

W140 x H170 x D10mm
取付ピッチ ： W114 x H140mm

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 ： W130 x H160mm
ステンレス・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 ： W130 x H160mm
ステンレス・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

ステンレス

ステンレス

瓦

ステンレス ステンレス
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後付けできるネームプレート。
時間をかけてこだわりの表札を。

ワンタッチネームプレート（台座）     
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。

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。

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。

※すべて本体価格（税抜）です
※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。
※□□には色の品番が入ります。

ONETOUCH NAME PLATE 

ステンレス

■ワンタッチネームプレート対応表札

ワンタッチネームプレート（台座）

モクール モブルレイア マルコ グラニットサイン
（GT- LGのみ）

P142 P145 P146 P147 P150

「専用台座」を門柱や壁に取り付けておくことで、
後から届いた表札を誰でも簡単に取り付けることができます。
★外構の施工日に関わらず、お客様にゆっくりと表札をお選びいただけます。

ワンタッチネームプレート仕様の表札は、書体・デザインなどを、インターネット上でシュミレーションして完成した状態をご覧いただけます。

http://sign-simulation.net/toshin

FC- MKL-□□-ELM
¥37,000

アジコ
（FC-AJ-150のみ）

P145

FC-AJ-150-ELM
¥26,000

ヴィラ

P144

FC-VI-□□□-ELM
 ¥40,000

FC-LE-□□□-ELM
¥33,000

FC-MA-BK-ELM
¥20,000

FC-GT-LG-ELM
 ¥25,000

FC-MB-ELM
¥49,000

※表札を差し込み、取り付けた後に、表札の取り外し・付け直し・交換はでき
ません。専用工具にて台座ごと外してください。

※ワンタッチネームプレート対応表札は下記をご参照ください。



オーナメントサイン
P154
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 フリーハンド   楽漢専用  

 手描き文字  

 手描き文字  

 TH-20-4

 TH-20-3

 Tenmpus sans

 フルリー

 ダイヤ

 ブロック体

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

 スラング

FONT　
書体

 TO-IS-6専用書体

 ND-TM-01専用書体

 ND-TM-02専用書体

 TO-IS-73

 TO-SP-61専用書体

 TH-20-4専用書体

 TH-20-3専用書体

 TY-01専用書体

 TH-20-1

 TH-20-2

オーナメントサイン
P154

オーナメントサイン
P154

 TH-20-1専用書体

 TH-20-2専用書体

※こちらの書体は作家の手書き原稿になります。

※こちらの書体は作家の手書き原稿になります。

※こちらの書体は作家の手書き原稿になります。



【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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un オーナメント
P155

ミエル
P155

Giddyup Std

ミエル

 明朝体  隷書体  金文体

 筆文字 楷書体

 OPTIMUM

 Arial Black

 筆記体

 BOOKMAN

 Century Gothic

 Cool

 Helvetica

レイヤーステンサイン
P149

インターホンカバー
P158

N a m e
P l a t e



FONT　
書体
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 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

 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

 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 オクティンプリゾンフリー

 ラフチャンセリー  フリスキー  79FONT

マーヴェラス
P139

フシオン
P138

un フウロウ
P144

un ヴィラ
P144

un アジコ
P145

アスリートシリーズ
（ガラス）

P139

デコリア
P137

モクール
P142

un ダカーポ
P143

un ジャビー
P143

アルミク
P142

ルミノ
P146

ツインシル
P150

UNFAIR
P156

モブル
P150

レイア
P145

UNITE
イーレベルワン

P129

UNITE
キャンバス

P126

マルコ
P146

シンプレート
P151

グラニットサイン
P147

アスリートシリーズ
（ステンレス）

P153

ステンレス
アイアンサインLED

P151



【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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インターネットにてレイアウトシミュレーションが可能

▲

http://sign-simulation.net/toshin

N a m e
P l a t e

 楷書

 金文体

 京まどか

 隷書 古印体

 丸ゴシック

 デザイン隷書

 流隷体

 明朝体

 クラフト体

 草書

 細隷書

 新てん書体



FONT　
書体

新れい書

丸フォーク体

新細丸ゴ

太楷書

ほん明朝

新行楷書

新ゴ

金文体

新細ゴ

京円

新丸ゴ

クラフト墨

164

 サーペンタイン モエ

レベルサイン
P147

ラッシュサイン
P133

シルキー
P140

コラール
P140

オーシャン
P141

コーナーサイン テラコッタ
P141

コーナーサイン ステン
P148

コーナーサイン リーフ
P148

コーナーサイン アロー
P148

 センチュリーG （センチュリーゴシック）

 フリーハンド  メッセンジャー ニュース

新丸ゴR 新細ゴR トロント

カフリッシュS プレジデント オプチマ

 クラシコ 新ゴR トロントIT

新行楷書R

モノタイプ

丸フォークR 京円R

 フルリー  バスカーB ベンガット

 インパクト  ユニバース ルシーダH



※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）は、★のある書体のみになります。

カラーグラスサイン
P137

ステンレスサイン
P151

ステンレス
フレームサイン

P153

ステンレス
アイアンサイン

P152

インターホンカバー
P158

 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

 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

 明朝体

 クラフト体 金文体

 隷書体 まめ吉体  丸フォーク

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 ザフ体  ロゴ体

ヴィンウォール
P132

オドール
P133

グラスセント
P132

165

【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。

N a m e
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FONT　
書体

 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
P64

 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
P134

エディー
P136

ガラスサイン
P136

フラワーオブライフ
ラージフラワー

P135

フラワーオブライフ
スモールフラワー

P135



※ icci Kawara は、★のある書体のみになります。

【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。

 オクティンプリゾンフリー

UNITE ログ
P129

167

 楷書

 金文

 ゴシック  明朝

 行書  丸ゴシック

 隷書

 京円

 さむらい

 ロゴ

★

★★★

★

★

★

 コミック MS/Bold  ブックマンオールド  ブラッシュ  ルシーダ

 ヴァーダナ

 プレジデント

 インパクト

 フーツラ

 マイアンドラ

 ドラゴン

 ヘルベチカ

★

★

★ ★ ★

N a m e
P l a t e

クリアネスサイン
P138

ネオフェイス
P60

 オールドマン

エンブレSUS
P150

icci KAWARA
P130
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