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暮らしに咲くエクステリアでありたい。

庭先に咲く花を見るだけで、ふと心があたたまる。
街路樹に季節を感じるだけで、ふと心がおだやかになる。
豊かな自然に抱かれなくても、身近にある小さな自然にふれることで、人の心はやすらぐものです。
自然と調和し、環境と響きあい、人を心地よさへと誘いたい。
トーシンコーポレーションが創造するのは、
花のように暮らしにやすらぎやみずみずしさをあたえる、そんなエクステリアです。

TOSHIN EXTERIOR　
トーシン エクステリアとは
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54 ※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。

INDEX　
目次

 ポスト

un マルク un ブランシュ un アニー un クーヴル un デュオ un マルカート デュオ un タンブル UNITE
キャンバス

P86 P88 P89 P90 P92 P94 P96 P98

 宅配ボックス

ティーボックス
スリム ティーボックス ダブルボックスポスト コンボ ミドル コンボ ハーフ

P115 P116 P117 P118 P119

 照明

BH1010MINI-AN BR1760-AN BH1000-AN キャプテン レムニ ティンク ライリー ルーカス アンティカ

P82 P82 P82 P82 P82 P82 P83 P83 P83

ML-F12S ML-NF11W2 ML-F18W LGW46136ALE1 OG254428LD OG042173LD OG254604LD NEW MOON CROSS VIEW

P83 P83 P83 P83 P83 P83 P83 P83 P83

 門柱

un
ポルト140

un
フィノ350 un ニース240 un エントレ350 un エントレ500 un ムーン500 un ムージャン600 un ジュール650 トラッド350/500 UNITE

ログ

P26 P28 P30 P32 P34 P36 P38 P40 P42 P44

UNITE
スティック スティック170 ウッドスティック

170 サージ200 ネオスティック
170 ネオフェイス430 フェイス430 クワッド800 レジェール800 ノートル380

P46 P48 P50 P52 P54 P56 P58 P60 P62 P64

ハンディ350 チョイス ジュエリーモザイク icci
モンポール エレメントブロック テイル600 デュアル800 ハンディ800

P66 P68 P70 P72 P73 P74 P75 P76

 表札

un
シック140

un
シック100

UNITE
イーレベルワン

UNITE
ログ

UNITE
キャンバス

un
ガラスサイン

フラワーオブ
ライフ

カラーグラス
サイン エディ ガラスサイン クリアネス

サイン
アスリート

シリーズ（ガラス）

P122 P122 P123 P123 P124 P126 P127 P127 P128 P128 P129 P129

デコリア フシオン マルコ ミンク ヴィンウォール モクール グラスセント オドール モブル レシーナ un ジャビー un アジコ

P130 P130 P130 P131 P131 P131 P132 P132 P132 P133 P133 P134

un ヴィラ レイヤーステン
サイン エンブレSUS ステンレス

サイン シンプレート ステンレス
アイアンサインLED レイア un ダカーポ un フウロウ シルキー コラール オーシャン

P134 P135 P135 P136 P136 P136 P137 P137 P138 P138 P138 P139

UNITE
イーレベルワン マルカート ベイス マルカート エクリプス 

デコ マルカート エクリプス キット キットポロ マルカート アンフェア ソニア926シリーズ

P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108

ソニア905シリーズ スウィング トラッド ルーチェ フェイサスFF
（フラットタイプ） ビューポストスクエア® ユーロバッグ エヴリィポスト

P108 P109 P109 P110 P111 P111 P112 P112
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76 ※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。

INDEX　
目次

 水栓柱

un ポッシュ un フルール un ジーニー un ティーラ UNITE ログ UNITE トーレ エーゲ サガン

P162 P164 P166 P168 P170 P172 P174 P175

アーバンⅡ アーバンウッド ヴォーグ タクト コルム コルム ラスティ

P176 P177 P178 P179 P180 P181

 ガーデンパン

UNITE ログ ピッコロステン30 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

P182 P182 P182 P182 P182 P182 P182 P182

トレビ アーバン ウッド トレビ マルチ un フルール un ポッシュ 信楽

P182 P183 P183 P183 P183

 蛇口

コスタ モーヴ 横水栓十字ハンドル 胴長横水栓
スミレハンドル 二口横水栓MIX 不凍胴長横水栓 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

P184 P184 P184 P184 P184 P184 P184 P185 P185

ホースアダプター 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

P185 P185 P185 P185

 表札

マーヴェラス セイラ ルミノ グラニット
サイン レベルサイン コーナーサイン

ステン
コーナーサイン

リーフ
コーナーサイン

アロー
コーナーサイン

テラコッタ ラッシュサイン ステンレス
フレームサイン ミエル

P139 P139 P140 P140 P140 P141 P141 P141 P142 P142 P142 P143

ムク アスリート
シリーズ（ステンレス）

オーナメント
サイン

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

unオーナメント
サイン

icci KAWARA
シンプル

icci KAWARA
カモン

icci KAWARA
チャーム

icci KAWARA
ガラス アンフェア

P143 P143 P144 P145 P145 P145 P146 P146 P146 P147 P148

 トーシンプロポーザル

ブルックス400 ブルックス７８０ フープ フープ 
ドッグステイ UNITE フレーム ベースフェンス クレーン テーブル グランド エクディシス

ベンチ コールマン エレクター

P190 P191 P192 P193 P194 P195 P196 P196 P198 P200

トレビ マルチ キッチンガーデン ファンステップ テラスユニット オルトナ コロッサ 小便小僧 コルベッチオ コリント メモリアル
プランター

P202 P203 P204 P204 P205 P205 P205 P205 P207

 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 センタートレイ

P77 P77 P77 P77 P77

ポストプレート ステンレスプレート インターホンカバー ワンタッチ
ネームプレート T・ピラー ポストポールセット

シルバー

P113 P128 P150 P151 P77 P113

 ホースリール

ガーデンリールⅡ コンパクト
ガーデンリールⅡ

P186 P187
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複層左官材吹付け仕上げ
骨材によるザラついたマットな質感。コテ押さえのない、シンプルなイメージ。
どんなデザインにも合うスタンダードな仕上がり。細かな凹凸のある柚子肌調。

使用商品：
UNITE スティック P46

スティック170 P48

ウッドスティック170 P50

サージ200 P52

ネオスティック170 P54

ネオフェイス430 P56

フェイス430 P58

クワッド800 P60

レジェール800 P62

複層左官材ほうき掃き仕上げ
骨材によるザラついたマットな質感。細〜中太の横線状のテクスチャー。
細目のほうきを使用したシンプルな仕上がり。

使用商品：
チョイス P68

icci KAWARA モンポール P72

複層左官材砂岩調仕上げ
骨材によるザラついたマットな質感。インド砂岩をイメージした凹凸のある
デザイン。　

使用商品：
トラッド350/500 P42

複層左官材プロヴァンス仕上げ
骨材によるザラついたマットな質感。コテによりランダムに塗り付けら
れた模様は、南欧地方の建物の外壁をイメージした仕上がり。　

使用商品：
un ムージャン600 P38      

ハンディ350 P66

ジュエリーモザイク P70

エレメントブロック P73

テイル600 P74

デュアル800 P75

ハンディ800 P76

UNITE トーレ P172

ブルックス400/780 P190

アクリルシリコン樹脂塗装（柚子肌）
地球環境にやさしい水系塗料を使用。 仕上表面は滑らかな柚子肌に加
え、自然で落ち着いた艶が特長。

使用商品：
un ポルト140 P26

un フィノ350 P28

ノートル380 P64

アクリルシリコン樹脂塗装（艶消し）
マイクロパウダー技法を用いた艶消し塗料を使用。 素焼きのような落
ち着いた雰囲気の仕上がり。

使用商品：
un ポッシュ  P162

（新仕様）
ガーデンパン un ポッシュ  P183

（新仕様）

T・ピラー P77

トレビ マルチ P183

複層左官材トラバーチン風仕上げ
骨材によるザラついたマットな質感。ランダムに付けられたコテ押さえのな
い模様・陰影がトラバーチン（大理石）をイメージ。ランダムに動かしたコ
テがつくりだす大胆な仕上がり。　

使用商品：
un エントレ350 P32

un エントレ500 P34

un ムーン500 P36

un ジュール650 P40

un ティーラ P168

un ジーニー P166

SURFACE FINISH　
表面仕上げ / 塗装
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■ レッド（RD）

■ ブルー（BU）

■ オレンジ（OR）

アイボリー テラコッタアイボリー
（新仕様）

テラコッタ
（新仕様）

アクリルウレタン樹脂塗装
下地表面に主材で凹凸模様などを付けずに仕上げたスタンダードな塗装。
トーシン水栓柱で最も多く使用されている仕上方法。　

使用商品：
un ポッシュ P162

un フルール P164

ヴォーグ P178

エーゲ P174

サガン P175

アーバン Ⅱ P176

アーバンウッド P177

ポリウレタン樹脂塗装
耐摩耗性、耐候性に優れた塗料を使用。下地表面に主材で凹凸模様などを
付けずに仕上げたスタンダードな塗装。　

使用商品：
UNITE ログ P44

水栓柱 UNITE ログ P170

ガーデンパン UNITE ログ P182

コルム P180

ガーデンパン トレビ アーバン P182

ガーデンパン トレビ アーバンウッド P182

ガーデンパン トレビ フラット P182

ガーデンパン un フルール P183

ガーデンパン un ポッシュ P183

アクリルウレタン樹脂塗装（吹付タイル）
下地表面に主材で凹凸模様を付けたのち上塗りするため、ツブツブ感
のある手触り。

使用商品：
ガーデンパン トレビ リビエラ P182

ガーデンパン トレビ 丸 P182

ガーデンパン トレビ 角 P182

アクリルウレタン樹脂塗装（蛍光）
交通標識や看板などに用いられる蛍光塗料を使用。表面は少し凹凸模様の
付いた柚子肌調。　

使用商品：
UNITE パーキング ブロック フレーム P191

※実際の色味については、お問い合わせの上サンプル板をお取り寄せください。

水栓柱 un ポッシュ・ガーデンパン un ポッシュ仕上げ変更について
艶有り塗装から、 艶消し塗装に変更しました。

ポリウレタン樹脂塗装（吹付タイル）
耐摩耗性、耐候性に優れた塗料を使用。下地表面に主材で凹凸模様を付け
たのち上塗りするため、ツブツブ感のある手触り。　

使用商品：
フープ P192

フープ ドッグステイ P193

SURFACE FINISH　
表面仕上げ / 塗装
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クラフトマンシップが細部にまで宿る。

ALL IN ONE　
商品開発から製造まで

開発室の起こしたデザインを忠実に成型する技術があるからこそ生まれる、製品の数々。
そのひとつひとつに息づく職人たちの誇りとこだわりが、お客さまの満足につながります。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

創業67年の歴史に裏付けられた信頼
トーシンコーポレーションが事業を立ち上げたのは、

1952年。住設建材の製造、販売がはじまりです。以来、

流しや浴槽、プランターなどを提供し、着実に信頼を獲得

してきました。そして1975年、今日へとつづくGRC素材

を使った製品の製造を開始。長年にわたる経験が、信頼

と安心の品質を生んでいます。

開発、デザインから製造までの一貫体制
エクステリア製品の開発から製造まで一貫して手がけら

れるのが、トーシンコーポレーションの強みです。そのメ

リットは、製品づくりのすべての工程できめ細かな品質管

理を行えること。強度や耐久性などのテストや職人たちの

スキルと相まって、優れた製品をお届けできるのです。さ

らに工場で完成品をつくることにより、天候に左右されや

すい現場施工とくらべ、より優れたクオリティと工期短縮

を実現しています。

お客様の声に応え、カスタムオーダーにも対応
トーシンコーポレーションの取り組みのひとつに、お客様

の声に耳を傾けることがあります。製品開発につながるリ

アルなニーズを知ることはもとより、個別のお客様のカス

タムオーダーにも対応。エクステリアへの想いやこだわり

を、満足のいくかたちにすることをサポートしています。

エクステリアを通じ、その家に暮らすご家族ひとりひとり

を笑顔にしたい。これもまた、私たちが製品に託す想いの

ひとつです。

企画・デザイン 成型 検査 養生 加工 塗装・仕上げ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

スケッチ後の計画図作成
塗装前の仕上げ
GRCモルタルを型に流す
複層左官材を吹付ける
定着材を吹付ける
ミキシング
FRP型で自由な形状作成が可能
固まった GRCをきれいに整える
仕上げ・加工の準備
塗装前のガーデンパン

埼玉工場のスタッフ
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CUSTOM MADE　
カスタムメイド

既製品にほんのひと手間くわえることで、
よりイメージに近づけることができます。
トーシンコーポレーションが手がけるのは、既製品の製造・販売だけではありません。
お客様のリクエストに応える、カスタムメイド・特別注文も承っております。

■ 門柱特色一覧
標準色以外のカラーを下記一覧、または弊社ホームページからお選びいただけます。※番号は四国化成の色品番です。

〈トップ → エクステリア → カスタムメイド〉

 250-1  309

 258 142  250-4

 307 208

 036

 404-3

 113  109

 002

 264

 406

 215

240

標準色WH（ホワイト）

標準色IV（アイボリー）

 143

標準色BG（ベージュ）

 041

標準色GR（グレー）

 012

標準色BK（ブラック）

 247

標準色BR（ブラウン）

■ 水栓柱特色

お好みのカラーを日本塗料工業会の色見本からお選びいただけます。
費用につきましては、商品・注文数によって異なりますので別途お問い合わせください。

■ 門柱特色費用

門柱（水栓ユニット un ティーラ含む）の特色仕上げをご希望される場合、費用は下記の表をご参考にしてください（オーナメント部を除く）。

商品名
・サージ200
・チョイス200
・ネオスティック170
・スティック170
・ウッドスティック170
・ジュエリーモザイク
・un ムーン500
・un エントレ350/500
・un ムージャン600
・トラッド350/500
・クワッド800
・レジェール800
・デュアル800
・テイル600
・un ジュール650
・un ポルト140
・un フィノ350

ご注文数

1〜4

5〜9

10〜

1〜4

5〜9

10〜

1〜4

5〜9

10〜

・チョイス460
・ネオフェイス430
・フェイス430
・un ティーラ（水栓ユニット）

・un ニース240
・ノートル380

費用

本体価格 +  ¥ 8,000
本体価格 +  ¥ 5,000
本体価格 +  ¥ 2,000

本体価格 +  ¥ 10,000
本体価格 +  ¥ 6,000
本体価格 + ¥ 2,000

本体価格 +  ¥ 12,000
本体価格 +  ¥ 7,000
本体価格 +  ¥ 3,000

　　　　　別途お問い合わせ

前面にアルミ製フラットバーを追加したタイプ。レジェール800 前面にタイルを施したタイプ。
口金ポスト・笠木のカラーもそろえています。

レジェール800 
を土台として、オ
リジナルの装飾
をプラス。

さらに個性的な
デザインにも。

■ 門柱に貼物（タイル・石材など）

■ 門柱カスタムメイドのバリエーション

お好みのタイル・石材などを貼ることができます。
メーカー名・品番・レイアウトをご確認の上、ご要望をお伝えください。

ひとつの門柱をカスタムすることで、全く違うイメージになります。

ほかにも、
様々なアイディアで

特注の門柱を
デザイン・製造します。
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SPECIAL ORDERS　
特別注文

自社国内工場での開発・製造により、お客様のご要望を承って、
ご希望に沿った製品を実現することも可能です。
お客様のご要望から、図面をはじめ、素材の選定、
意匠、表面仕上げ、貼りもの、カラーなどのデザインをご提案をいたします。
詳細につきましては、お問い合わせください。

カラー
豊富なカラーバリエーションをご用意しています（P15参照）。

詳しくはWEB サイトでご覧ください。
〈トップ → エクステリア → カスタムメイド〉

表面仕上げ
仕上げによって製品の印象は大きくかわります（P8〜P11参照）。

意匠
表面に凹凸や波形、溝などの成形が施せます。
また開口などの意匠も取り入れることができます。

複層左官材
吹付け仕上げ

複層左官材
トラバーチン風仕上げ

複層左官材
砂岩調仕上げ

複層左官材
プロヴァンス仕上げ

複層左官材
ほうき掃き仕上げ

※FRPでは凹凸が深い意匠
には、 対応できません。

貼りもの
タイルや石材調仕上げ材などの貼り物もご指定いただけます。

アウトライン
製図を作成します。

■ タイル

■ 石材調仕上材（みかげ調）

■ 石材調仕上材（砂岩調） ■ ガラスブロック

素材
開発からオーダーしていただくことで、素材もお選びい
ただけます。

GRC
ガラス繊維とセメントに自然骨材を加えて成型する
Glassfiber Reinforced Cement（ガラス繊維強化
セメント）は、軽量で粘り強く、高い引
張り強度と曲げ強度を持つ堅牢な素
材です。トーシンでは、GRC ならでは
の特性を活かし、 自在性のあるデザ
インの造形物を造ることが可能です。

FRP
Fiberglass Reinforced Plastics（ガラス繊維強化プ
ラスチック）は、極細の糸状になったガラス繊維でプラス
チックを強化したものです。トーシンでは、このFRP素
材の特性をさらに活かし、板厚10mmのFRP製特殊ハ
ニカムパネルを開発しました。軽量化、高剛性を両立さ
せた商品は、現場での省力施工を可能にします。 

GRC・FRP の詳細はWEB サイトでご覧ください。
〈トップ → エクステリア → カスタムメイド〉

GRC 素材による制作例
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SPECIAL ORDER CASES　
特注事例集

子育て世代をターゲットにした住宅の機能門柱を開発し

てほしい。ある日、トーシンに舞い込んだのは、こんな具

体的なリクエスト。依頼主は、関東の住宅会社「ケイアイ

スター不動産株式会社」様でした。

子育て世代のご要望にお応えするため、機能に徹底して

こだわったデザインをご提供いただくことから開発がス

タート。何度も入念な打合せを行い、試作を重ねながら完

成にいたりました。この門柱には、子育て世代のライフス

タイルに配慮した機能が詰め込まれています。

●門柱背面の蛇口。植栽の水やり、洗車、手洗いな
どに便利です。

●大型化している郵便物にも対応できる、大容量ポ
スト。このポストは、前面パネルにメッセージボー
ドを貼ることも出来るようになっています。

●笠木を開けると収納スペースがあり、防災対策
グッズなどを入れておくことができます。

●建物と同じ壁材(サイディング)を使用。住宅の外
観との統一にも配慮し、美しい景観をつくります。

この門柱の開発・製造では、長年にわたり門柱・水栓柱・ポ

ストづくりを手がけてきたトーシンのノウハウが遺憾なく

発揮されています。

機能をつめこんだオリジナル門柱を住宅のアピールポイントに。

収納スペース

正面

背面の蛇口

トーシンは、ハウスメーカーなどとのコラボによる製品の開発・製造も手がけています。

社会の流れを見すえた商品開発。
住まいのあり方は時代によって変わるから、それに呼応す

るエクステリアをお届けしたい。それが、トーシンの製品

づくりに対するスタンスです。たとえば最近では、親世代

の介護や若い夫婦の子育てが大きな社会問題になってい

ます。この問題を解消するために、二世帯住宅を奨励す

る動きがあります。二世帯住宅は空き家問題の解消も見

込めることから、2015年、国土交通省は二世帯住宅を建

てた世帯に対し、一定の条件のもとで補助金の積み増し

を決定しました。

このような世の中の動きを踏まえ、ハウスメーカーでは二

世帯住宅の充実をはかっています。トーシンは、二世帯住

宅でのご要望の高い、表札とポストを世帯ごとに設置で

きる門柱をご提案。クライアントのご意見をいただきなが

ら製品開発に取り組みました。

求められるエクステリア商材を。
製品開発にあたり、ご依頼いただいたハウスメーカー様

の二世帯住宅をイメージしたシンプルモダン系の門柱を

デザイン。表札とポストを2つずつ設置する必要があるこ

とから、大型ワイド門柱となりました。そして大型化により

重量が増すことで施工現場の負担が重くならないよう、

FRP製特殊ハニカムパネルを使用。その結果、約30kg

という軽量ワイド門柱を実現しました。

時代のニーズが生んだ機能門柱

コンセプトからイメージしたスケッチ

住宅のイメージに合わせ、CGでデザインを確定

完成した“軽量ワイド門柱”



TOSHIN CORPORATION

2120

un STYLE　
アン スタイル

エクステリアだって、インテリアのようにかわいいモノがあればいいのに。
女性たちのそんな想いから、unシリーズは生まれました。
コンセプトとなるキーワードは、
“シンプル、さりげない、かわいい、エレガント”。
なによりも大切に表現したのは、女性のやわらかな感性です。
ガーデン&エクステリアの表情を、素敵に演出するunシリーズ。
こだわりのひとつを、住む人のお気に入りのひとつに。

門柱  un ポルト140 P26

どんな景観にも設置できるスリムボディに
木目調のシンプルなデザイン。

門柱  un ジュール 650 P40

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。

照明  ティンク P82

unの製品に合うアンティークなデザイン。
3色で展開しています。

水栓柱 un ジーニー P166

木目調の色は柔らかく、
素朴な印象のデザイン。

表札  un シック 140 P122

ショップ看板をイメージした横付
けタイプのシンプルサイン。

表札
オーナメントサイン P144

エレガントなラインが
魅力のオーナメントサイン。

ポスト 
un マルク P86

さりげない
こだわりが詰まった
かわいらしいポスト。

門柱
un フィノ350 P28

美しい曲線がフォルムの
シンプルな門柱には、
どこか不思議な
存在感があります。

ポスト
un タンブル P96

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。

水栓柱  un ポッシュ P162

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。

水栓柱 un フルール P164

口紅をモチーフに、女性らしさを存分に表現したスリムな水栓柱。

商品の情報詳細は unカタログ、
www.toshin-grc.co.jpでご覧いただけます。

instagram:un_by_toshin
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OUTDOOR STYLE　
ユナイト

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

神山 隆二
シルクスクリーンアーティスト
ペインター / イラストレーター
1972年、東京生まれ。90年代初
頭にグラフィック業界から衣服の世
界へ。その後ライブペイントを中心
に ARTの世界へ活動の場を移し、
国内外で壁画やシルクスクリーン作
品を残す。

instagram:ryuji_kamiyama

ゲルチョップ 
2000年に結成。モリカワ リョウタ、
オザワ テツヤ、タカハシ リョウヘイ、
3人の工作好きによって活動を続け
る 3D造形グループ。
www.gelchop.com

ペレグリン・デザイン・ファクトリー
外遊びや旅で使うための家具や道
具、雑貨の開発と販売を手がける
ブランドです。家の中から自然の中
まで。ウッド デッキやベランダから
フィールドへ。使 い方は自由です。

instagram:peregrine_furniture

神山隆二（Ryuji Kamiyama)

Yoshifumi Egawa

新倉孝雄（Takao Niikura)

Modern Twist Signs

アンベ リュウ （Ryu Ambe)

田中健太郎（Kentaro Tanaka）

UNITE パーキングブロック
フレーム

目に映えるカラーリングで、
無 機 的 な 駐 車 ス ペ ー ス に
ちょっとした遊び心を。 P194

水栓柱
UNITE ログ

UNITEの手にかかれば、 樹
木のモチーフもさながらオブ
ジェのよう。 P170

門柱
UNITE スティック

飾り気のないシンプルなデザ
インは、UNITEのテイストの
ひとつ。 P46

ポスト
UNITE イーレベルワン

アウトドアに映える、自由奔
放な空 気 感をまとうペイン
ティングアート。 P101

門柱
UNITE ログ

樹木をモチーフにリアルでは
ない表現に。新感覚のエコテ
イストが、ここに。 P44

表札
UNITE イーレベルワン

ペインティングアートが、 空
間を彩るワンポイントのアク
セントに。 P123

CANVAS シリーズ

6人のアーティストが描く表札と
ポストたち。

トーシン X ペレグリン
クレーン テーブル

好きなところに持ち運べば、
どこでも人が憩えるくつろぎ
の場所に。 P196 水栓柱

UNITE トーレ

さりげないアーステイストは、
たとえば自然にあふれるガー
デンにもしっくり。 P172

トーシン X ペレグリン
グランド エクディシス ベンチ

ゆったりサイズやアームレスト
のカップホルダーも、このベ
ンチの快適性能です。 P196

商品の情報詳細は UNITEカタログ、
www.toshin-grc.co.jp/uniteでご覧いただけます。

instagram:unite_by_toshin

UNITE SPECIAL THANKS

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

6人の
アーティスト
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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。
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スリムボディにヴィンテージ調の木目がアクセント。

     POLTO140　アン ポルト140

本体 EP-UN-PTl40-BR/ 照明（ティンク）/ 表札（un シック 140） / ポスト（un マルク）

どんな景観にもさり気なく設置できるシンプルなデザインが魅力。
スペースのない玄関先でもすっきりと演出できます。

 組合せ例

EP-UN-PT140-WH
（ホワイ卜）

EP-UN-PT140-GN
（グリーン）

EP-UN-PT140-BR
（ブラウン）

本体
・un ポルト140 ¥85,000
　
オプション
・照明（ティンク） ¥27,000
 P82  ML-F19-BK
・表札（un シック100） ¥11,000
 P122  FC-CC100-GR
・ポスト（ルーチェ） ¥30,000
 P110  PO-LUCE-WH
掲載商品セット価格 ¥153,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ポルト140 ¥85,000
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14WH
・表札（un シック140） ¥38,000
 P122  FC-CC140-R-NV
・ポスト（un マルク） ¥45,000
 P86  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-MK-GN（装飾パネル）
・ポストオプション  ¥5,600
 P113  PO-P-LOG
掲載商品セット価格 ¥201,100
※インターホンは別売り。

本体
・un ポルト140 ¥85,000
　
オプション
・照明（ティンク） ¥31,200
 P82  ML-F19-PL
・表札（un シック100） ¥11,000
 P122  FC-CC100-WH
・ポスト（un クーブル） ¥49,400
 P90  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-COV-WN（装飾パネル）
・ポストオプション  ¥5,600
 P113  PO-P-LOG
掲載商品セット価格 ¥182,200
※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）

un ポルト140
EP-UN-PT140-□□ 
本体価格 ¥85,000（税抜）

W160 x H1500（全高1800）x D160mm
29kg
本体・笠木 :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
木目部 :硬質発泡ウレタン樹脂製
　　　 /ウレタン塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、GN（グリーン）、
　BR（ブラウン）

WH（ホワイト）

標準色 木目部 バリエーション

WH（ホワイト） GN（グリーン） BR（ブラウン）

（ ）ログ用
ポストプレート （ ）ログ用

ポストプレート

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
※表札取付穴ピッチ：W80mm以下。

NEW
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     FINO350　アン フィノ350

本体 GW-UN-FN350-WH / 照明（ティンク）/ 表札（オーナメントサイン） / ポスト（un ブランシュ）

 組合せ例

曲線を描くデザインがやさしい。
ラウンドフォルムがシンプルデザインにアクセント。
凸凹のあるテクスチャーもやわらかな印象を演出します。

GW-UN-FN350-WH
（ホワイ卜）

GW-UN-FN350-BG
（べージュ）

本体
・un フィノ350 ¥87,000
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P８３  ML-Fl4WH
・表札（オーナメントサイン） ¥40,000
 P144  ND-TM-02-BR
・ポスト（un マルク） ¥45,000
 P86  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-MK-GN（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥199,500
※インターホンは別売り。

本体
・un フィノ350 ¥87,000
　
オプション
・照明（ティンク） ¥31,200
 P82  ML-F19-AN
・表札（ミンク） ¥24,500
 P131  TO-ES-43
・ポスト（un アニー） ¥49,400
 P89  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 ¥192,100
※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）

un フィノ350
GW-UN-FN350-□□ 
本体価格 ¥87,000（税抜）

W350 x H1600（全高1870）x D120mm
43kg
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）

GRC

WH（ホワイト）

BG（ベージュ）

標準色

ポスト
設置スペース

表札設置スペース
W260mm以下

表札の取付について
W260mm以下の表札
をお選びくだください。

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

NEW

規格外
送料
別料金
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コンパクトに南欧テイスト。

     NICE240　アン ニース240 

GW-UN-NICEBG-WH
（ベージュ）

GW-UN-NICEGN-WH
（グリーン）

本体
・un ニース240 ¥140,000
　
オプション
・照明（BH1000-AN） ¥26,800
 P82  ML-BH1000-AN
・表札（オーシャン） ¥28,000
 P139  TO-CAS-3
・ポスト（un クーヴル） ¥49,400
 P90  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 ¥244,200
※インターホンは別売り。

本体
・un ニース240 ¥140,000
　
オプション
・照明（BH1010MINI-AN） ¥24,600
 P82  ML-BH1010MINI-AN
・表札（un アジコ） ¥22,000
 P134  FC-AJ-130
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  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 ¥236,000
※インターホンは別売り。

un ニース240
GW-UN-NICE○○-WH 
本体価格 ¥140,000（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P8）
　　  /アクリルシリコン樹脂塗装
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）
※タイル部分の厚みは本体のサイズに含まれ

ておりません。

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）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

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。

 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。

FRP

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

※表札取り付け穴ピッチ：W185mm以下。インターホン取付部分：W185mm以下。
※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
※タイル部分照明取付不可。
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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。

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 ¥101,600
　
オプション
・照明（BR1760-AN） ¥31,800
 P82  ML-BR1760-AN
・表札（ミエル） ¥29,200
 P143  ND-ME-M5-BK
・ポスト（キット） ¥34,700
 P105  PO-KIT-BR
掲載商品セット価格 ¥197,300
※インターホンは別売り。
※表札（ミエル）は掲載例の価格です。

本体
・un エントレ350フラット ¥101,600
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14WH
・表札（un ガラスサイン） ¥25,600
 P126  ZR-MF
・ポスト（un アニー） ¥49,400
 P89  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 ¥204,100
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ350フラット ¥101,600
　
オプション
・照明（BH1000-AN） ¥26,800
 P82  ML-BH1000-AN
・表札（コーナーサイン/風見鶏） ¥24,500
 P142  TO-KA-9-TD-KZ-R
・ポスト（un デュオ） ¥49,400
 P92  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 ¥202,300
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ350ウェーブ ¥101,600
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（un ガラスサイン） ¥18,200
 P126  ZR-MG-MT
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-IV（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥196,700
※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 ¥101,600（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 ¥101,600（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）

本体 GW-UN-ENT350W-WH / 照明（アンティカ） / 表札（un ガラスサイン） / ポスト（un アニー）

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）

ENTRE350　
アン エントレ350

 組合せ例

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金
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un エントレ500フラット
GW-UN-ENT500F-□□ 
本体価格 ¥106,400（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 ¥106,400（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）

ENTRE500　
アン エントレ500

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 ¥106,400
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-SV
・表札（デコリア） ¥56,000
 P130  FC-DC-WH
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥48,400
 P104  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 ¥231,800
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500フラット ¥106,400
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（マーヴェラス） ¥69,000
 P139  GPM-741
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥63,800
 P94  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 ¥266,700
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500フラット ¥106,400
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（un フウロウ） ¥38,000
 P138  FC-FU170
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  PO-UN-KIT-WH（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-IV（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥217,100
※インターホンは別売り。

本体
・un エントレ500ウェーブ ¥106,400
　
オプション
・照明（レムニ） ¥26,000
 P82  ML-F16BK
・表札（フシオン） ¥46,000
 P130  FC-FU-L
・ポスト（un タンブル） ¥62,700
 P96  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 ¥241,100
※インターホンは別売り。

本体 GW-UN-ENT500F-WH / 照明（アンティカ） / 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）

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。

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）

 組合せ例

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥27,500（税抜）

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
価格 ¥8,700（税抜）

オプション

▲

P77

※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。

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金

耐荷重

 10kg
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MOON500　
アン ムーン500

飾る楽しさを門柱にプラス。

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 ¥102,800
　
オプション
・オーナメント（un ブランシュ デコ） ¥8,700
 P77  OP-GW-DC-BRA
・表札（オーナメントサイン/スタンド） ¥27,000
 P144  TO-IF-ST
・ポスト（un デュオ） ¥49,400
 P92  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 ¥187,900
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥102,800
　
オプション
・照明（BR1760-AN） ¥31,800
 P82  ML-BR1760-AN
・表札（オーナメントサイン） ¥40,000
 P144  ND-TM-02-BR
・ポスト（un アニー） ¥49,400
 P89  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 ¥224,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥102,800
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（un ダカーボ） ¥46,000
 P137  FC-DAC
・ポスト（un タンブル） ¥62,700
 P96  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 ¥239,000
※インターホンは別売り。

本体
・un ムーン500 ¥102,800
　
オプション
・照明（BR1760-AN） ¥31,800
 P82  ML-BR1760-AN
・表札（シルキー） ¥26,000
 P138  TO-CAS-1
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  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 ¥210,000
※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）

　

（税抜）

un ムーン500
GW-UN-MO500-□□ 
本体価格 ¥102,800（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。

本体 GW-UN-MO500-WH / 表札（un ヴィラ） / ポスト（un アニー）

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色

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。

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥27,500（税抜）

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
価格 ¥8,700（税抜）

オプション

▲

P77

 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。

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

耐荷重

 10kg
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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佇まいをイメージ。
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。

un ムージャン600
GW-UN-MJN600○○-WH 
本体価格 ¥175,000（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P16）
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 ¥175,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（ムク） ¥50,000
 P143  SS-MUK-○
・ポスト（un アニー） ¥49,400
 P89  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 ¥297,700
※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 ¥175,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（un オーナメントサイン/ウェーブ） ¥45,000
 P145  OS-WAV-BK
・ポスト（un クーヴル） ¥49,400
 P90  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 ¥292,700
※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 ¥175,000
　
オプション
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P145  OS-RD-BR
・ポスト（un タンブル） ¥62,700
 P96  PO-MR-NEX-WH（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-BU（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥282,700
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

 組合せ例

FRP

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

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※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。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合があります。
　インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

※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。
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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（アンティカ）/ 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風仕上げ。素朴な中にも住む人のセンスを感じさせる門柱です。

FRP

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 ¥207,600
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14WH
・表札（コラール） ¥30,000
 P138  TO-CAS-2-LB
・ポスト（un クーヴル） ¥49,400
 P90  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 ¥314,500
※インターホンは別売り。

本体
・un ジュール650 ¥207,600
　
オプション
・照明（レムニ） ¥26,000
 P82  ML-F16BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P145  OS-RD-BR
・ポスト（un タンブル） ¥62,700
 P96  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 ¥341,300
※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 ¥207,600（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P16）/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
　　　　　　　　　　ウッドシェルフ耐荷重：5kg
　　　　　　　　　　※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

ウッドシェルフは
ネジ止めなのでお
好みの場所に取付
可能です。

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

※環境によりサビが発生する場合があります。
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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佇まいが、住まいを優しく演出します。

TRAD350/500　
トラッド350/500

GW-TRD350
（アイボリー）

GW-TRD500
（アイボリー）

本体
・トラッド350 ¥91,600
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（レイア） ¥31,000
 P137  FC-LE-RIB
・ポスト（un アニー） ¥49,400
 P89  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 ¥199,500
※インターホンは別売り。

本体
・トラッド500 ¥95,800
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（マーヴェラス） ¥69,000
 P139  GPM-781
・ポスト（ユーロバッグ） ¥53,200
 P112  CTR2800MT
掲載商品セット価格 ¥241,300
※インターホンは別売り。

トラッド350
GW-TRD350 
本体価格 ¥91,600（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 ¥95,800（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。

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）

（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）

 組合せ例

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥27,500（税抜）

オプション

▲

P77

※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

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金

耐荷重

 10kg



照明
P 82

表札
P122

ポスト
P 86

45

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。44 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

木をモチーフにした、新感覚の造形美。
木のディテールをリアルに表現するのではなく、あえて象徴的に表現。
オブジェのような佇まいです。

本体 EP-UNITE-LOG-KH / 表札（UNITE ログ）

EP-UNITE-LOG-WH
（ホワイト）

EP-UNITE-LOG-KH
（カーキ）

EP-UNITE-LOG-GR
（グレー）

本体
・UNITE ログ ¥116,600
  　
オプション
・表札（UNITE ログ） ¥32,000
 P123  FC-UNITE-ON-BK
・ポスト（UNITE イーレベルワン） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（（カラーパネル）
  PO-UNITEP-EL1-BU（装飾パネル）

・ポストオプション  ¥5,600
 P113  PO-P-LOG
掲載商品セット価格 ¥223,600
※インターホンは別売り。

本体
・UNITE ログ ¥116,600
  　
オプション
・表札（UNITE ログ） ¥32,000
 P123  FC-UNITE-ON-KH
・ポスト（UNITE イーレベルワン） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-EL1-GN（装飾パネル）

・ポストオプション  ¥5,600
 P113  PO-P-LOG
掲載商品セット価格 ¥223,600
※インターホンは別売り。

本体
・UNITE ログ ¥116,600
  　
オプション
・表札（UNITE ログ） ¥32,000
 P123  FC-UNITE-ON-KH
・ポスト（UNITE イーレベルワン） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（（カラーパネル）
  PO-UNITEP-EL1-BK（装飾パネル）

・ポストオプション  ¥5,600
 P113  PO-P-LOG
掲載商品セット価格 ¥223,600
※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）

 組合せ例

LOG　
ユナイト　ログ

FRP

UNITE ログ
EP-UNITE-LOG-□□ 
本体価格 ¥116,600（税抜）

W200 x H1500（全高1800）x D140mm
5.0kg（本体のみ）
本体 :FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
オーナメントプレート:GRC製/ポリウレタン樹脂塗装
※ポストの取付には、ログ用ポストプレートが必要です。
※照明の設置はできません。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、GR（グレー）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

KH（カーキ）

標準色

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（ ）ログ用
ポストプレート （ ）ログ用

ポストプレート （ ）ログ用
ポストプレート

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※門灯の取付は出来ません。

意　匠
登録済
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STICK　
ユナイト　スティック

本体
・UNITE スティック ¥43,000
　
オプション
・表札（UNITE イーレベルワン） ¥28,700
 P123  FC-UNITE-EL1-BU
・ポスト（UNITE イーレベルワン） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-EL1-GN（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥141,100

本体
・UNITE スティック ¥43,000
　
オプション
・ポスト（マルカート アンフェア/鋼） ¥54,900
 P107  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-UNFAIRP-ME（前面パネル）

掲載商品セット価格 ¥97,900

本体
・UNITE スティック ¥43,000
　
オプション
・表札（UNITE イーレベルワン） ¥28,700
 P123  FC-UNITE-EL1-BK
・ポスト（UNITE イーレベルワン） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-EL1-RD（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥141,100

本体
・UNITE スティック ¥43,000
　
オプション
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-NT01
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P101  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-NT02（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥141,100

UNITE スティック
EP-UNITE-ST-□□ 
本体価格 ¥43,000（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
※照明・インターホンの設置はできません。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、
　GR（グレー）、BK（ブラック）

本体 EP-UNITE-ST-WH / ポスト（UNITE イーレベルワン）

EP-UNITE-ST-WH
（ホワイト）

EP-UNITE-ST-KH
（カーキ）

EP-UNITE-ST-GR
（グレー）

EP-UNITE-ST-BK
（ブラック）

WH（ホワイト）

GR（グレー）

KH（カーキ）

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）

60mm
薄型

 組合せ例

GRC

景観になじむアースカラーがさりげない。
インダストリアルイメージのシンプルなフォルム。
無骨でありながらモダンな印象を醸し出します。

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※門灯・インターホンの取付は出来ません。
※表札取付穴ピッチ：W130mm以下。

2020年 3月廃番

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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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

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 ¥63,600
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-WH
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-KR02
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P98  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-KR01（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥182,700
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥63,600
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-SV
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-EY01
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P98  PO-MR-BASD-BK（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-BR（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-EY01（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥182,700
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥63,600
　
オプション
・照明（ML-F12S） ¥26,800
 P83  ML-F12S
・表札（コーナーサイン ステン） ¥29,600
 P141  TO-KA-1-L
・ポスト（キット） ¥34,700
 P105  PO-KIT-BU
掲載商品セット価格 ¥154,700
※インターホンは別売り。

本体
・スティック170 ¥63,600
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-WH
・表札（モクール） ¥35,000
 P131  FC-MKL-DC
・ポスト（un クーヴル） ¥49,400
 P90  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 ¥169,000
※インターホンは別売り。

スティック170
EP-ST170-□□ 
本体価格 ¥63,600（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）

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

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）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

70mm
薄型

 組合せ例

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
※表札取付穴ピッチ：W130mm以下。
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Y-BK
（焼杉-ブラック）

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
・ウッドスティック170 ¥67,800
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-WH
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-NS01
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P99  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-NS01（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥186,900
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥67,800
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（ルミノ） ¥27,000
 P140  FC-LMN
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥63,800
 P94  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 ¥186,100
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥67,800
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-BK
・表札（レベルサイン） ¥18,000
 P140  LEV-BK
・ポスト（キットポロ） ¥34,700
 P106  PO-KIT-POLOD-BR
掲載商品セット価格 ¥141,500
※インターホンは別売り。

本体
・ウッドスティック170 ¥67,800
　
オプション
・照明（BR1760-AN） ¥31,800
 P82  ML-BR1760-AN
・表札（コーナーサイン リーフ） ¥31,500
 P141  TO-KA-2-L
・ポスト（un デュオ） ¥49,400
 P92  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 ¥180,500
※インターホンは別売り。

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） / ポストプレート

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 ¥67,800（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 表面図

　

（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

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
※表札取付穴ピッチ：W100mm以下。

※ポスト取付部分には、
木目装飾パネルは付
いていません。
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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（ルーカス） / 表札（クリアネスサイン） / ポスト（un マルカート デュオ）

GRC

GW-SUR200-BR
（ブラウン）

GW-SUR200-GRAN
（グラニット）

本体
・サージ200 ¥63,600
　
オプション
・照明（アンティカ） ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（ステンレスアイアンサイン ミニ） ¥21,000
 P145  TS-BR-C2-6S-BK
・ポスト（マルカート ベイス） ¥55,300
 P102  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 ¥167,400
※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 ¥63,600
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-BK
・表札（ルミノ） ¥27,000
 P140  FC-LMN
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  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 ¥161,000
※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 ¥63,600（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

GW-SUR200-WH
（ホワイト）

本体
・サージ200 ¥63,600
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-WH
・表札（クリアネスサイン） ¥16,500
 P1２９  CLE-135-PLN
・ポスト（unマルカート デュオ） ¥63,800
 P９４  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 ¥164,900
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　
（税抜）

　
　

（税抜）

 組合せ例

・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 

・コーナーサイン ステン

・コーナーサイン リーフ

・コーナーサイン アロー

・クリアネスサイン ・ルミノ

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

※取付可能なポストについては、P78 の門柱×ポスト取付
表をごらんください。

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに
照明器具の明かりが映込む場合があります。インターホン
の取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
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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（LED・ガラス表札含む）
・ネオスティック170 ¥126,300
 ガラス表札（ST:ストライプ）
　
オプション
・ポスト（キット） ¥34,700
 P105  PO-KIT-RD
掲載商品セット価格 ¥161,000
※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 ¥126,300
 ガラス表札（DT:ドット）
　
オプション
・ポスト（キットポロ） ¥34,700
 P106  PO-KIT-POLOD-BK
掲載商品セット価格 ¥161,000
※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 ¥126,300
 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
 P110  PO-LUCE-YE
掲載商品セット価格 ¥156,300
※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 ¥126,300
 ガラス表札（RG：リング）
　
オプション
・ポスト（un クーヴル） ¥49,400
 P90  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 ¥175,700
※インターホンは別売り。

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

ネオスティック170
EP-ST170NEO3-□□ 
本体価格 ¥126,300（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）

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P158の専用書体よりお選びください。※ガラス表札部分の文字色をホワイト・ブラッ
ク・クリアーから選択してください。※柄はクリアーのみとなります。※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。

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
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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）

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 ¥148,800
 ガラス表札（KZ:カゼ）
　
オプション
・ポスト（フェイサス） ¥68,100
 P111  CTCR2004MD
・ポストオプション ネオフェイス430専用 ¥8,400
 P113  PO-P-FCH　ポストプレート
・オプション（センタートレイ） ¥8,400
 P77  GW-FCCT
掲載商品セット価格 ¥233,700
※インターホンは別売り。
※ポストフェイサスの取付には、ポストプレート

が必要です。

本体（LED・ガラス表札含む）
・ネオフェイス430 ¥148,800
 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） ¥55,300
 P102  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 ¥204,100
※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 ¥148,800
 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） ¥108,000
 P107  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 ¥256,800
※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 ¥148,800
 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） ¥48,400
 P104  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 ¥197,200
※インターホンは別売り。

ネオフェイス430
GW-FC430NEO3-□□ 
本体価格 ¥148,800（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）

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）

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P159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。

専用オプション

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

センタートレイ
GW-FCCT 
価格 ¥8,400（税抜）

撮影協力：スペースガーデニング さいたま店

PL（プレーン）
ルシーダ（欧）

隷書（和）

KZ（カゼ）
金文体（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）

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、印象的な佇まいをつくります。

▲

P77

 組合せ例

65mm
薄型

GRC

（ ）

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

2020年 3月廃番

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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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
・フェイス430 ¥79,400
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-WH
・表札（エディー） ¥18,000
 P128  ZR-ED-PL
・ポスト（ビューポストスクエア®） ¥50,000
 P111  SQ-RS-L
・ポストオプション フェイス430専用 ¥8,400
 P113  PO-P-FCH　ポストプレート
掲載商品セット価格 ¥176,800
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥79,400
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-BK
・表札（モクール） ¥35,000
 P131  FC-MKL-DC
・ポスト（フェイサス） ¥68,100
 P111  CTCR2004MB
・ポストオプション フェイス430専用 ¥8,400
 P113  PO-P-FCH　ポストプレート
掲載商品セット価格 ¥211,900
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥79,400
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-SV
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-TK01
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P100  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-TK01（装飾パネル）

・オプション（センタートレイ） ¥8,400
 P77  GW-FCCT
掲載商品セット価格 ¥206,900
※インターホンは別売り。

本体
・フェイス430 ¥79,400
　
オプション
・照明（ML-NF11D2） ¥12,600
 P83  ML-NF11D2
・表札（un アジコ） ¥24,000
 P134  FC-AJ-150
・ポスト（マルカート エクリプス） ¥48,400
 P104  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 ¥164,400
※インターホンは別売り。

フェイス430
GW-FC430-□□ 
本体価格 ¥79,400（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）

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

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）

 
（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 ¥8,400（税抜）

▲

P77

 組合せ例

（ ） （ ）

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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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）

GW-QDG800M2-BK（前付けポストタイプ）
（ブラック）

GW-QDG800K2-GR（口金ポストタイプ）
（グレー）

本体（LED照明含む）
・クワッド800 ¥148,400
 （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
 P129  CLE-250-RIV
・ポスト（マルカート ベイス） ¥55,300
 P102  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 ¥221,700
※インターホンは別売り。

本体（LED照明含む）
・クワッド800 ¥148,400
 （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
 P145  TS-BR-G3-3M-DB
・ポスト（ソニア/ダイヤル鍵） ¥37,500
 P108  PO-R905-BA
掲載商品セット価格 ¥210,900
※インターホンは別売り。

クワッド800
GW-QDG800M2-□□（前付けポストタイプ）
GW-QDG800 K 2-□□（口金ポストタイプ）
本体価格 ¥148,400（税抜）

W840 x H1215（全高1515）x D140mm ８3kg（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 ： GRC製吹付け仕上げ
※□□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

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。

タイル バリエーション

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体 GW-QDG800M2-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）

RD（レッド） BU（ブルー）BK（ブラック）

 組合せ例

LED照明付

※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。

GRC

GR（グレー）

規格外
送料
別料金

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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前面装飾例

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） 

GW-LGR800L-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 ¥215,800
  　
オプション
・表札（クリアネスサイン） ¥18,000
 P1２９  CLE-250-RIV
・ポスト（ソニア/ダイヤル鍵） ¥42,000
 P108  PO-R905HL-WN
掲載商品セット価格 ¥275,800

本体（特注）
・レジェール800 参考価格  ¥186,000
 （アルミ製フラットバー装飾例）　

オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-SV
・表札（ガラスサイン） ¥18,500
 P128  ZR-BD-250
・ポスト（ソニア/ダイヤル鍵） ¥42,000
 P108  PO-R905HL-WN
掲載商品セット価格 参考価格  ¥267,500

レジェール800
GW-LGR800L-WH（LED照明付き笠木タイプ）
本体価格 ¥215,800（税抜）
W820 x H1500（全高1770）x D140（本体100）mm　31kg（本体のみ）

GW-LGR800-WH（LED照明無し笠木タイプ）
本体価格 ¥161,000（税抜）
W820 x H1500（全高1770）x D120（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P16）
　     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

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

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

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

FRP

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

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。

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金

特注
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NOTRE380　
ノートル380

本体 GW-NT380M-BI / 照明（ティンク） / 表札（un シック 140） / ポスト（スウィング） / 宅配ボックス（ティーボックス スリム）

 組合せ例

門柱に宅配ボックスを一体化。
門柱の下部に宅配ボックスを装備でき、留守中の小包の受け取りも安心。
時代のニーズに応える、未来を見すえた門柱です。

本体
・ノートル380 ¥200,000
　
オプション
・照明（BH1000-AN） ¥26,800
 P82  ML-BH1000-AN
・表札（un シック140） ¥38,000
 P122  FC-CC140-R-GR
・ポスト（ソニア T926ES） ¥38,500
 P108  PO-T926ES-WH
・宅配ボックス（ティーボックス スリム） ¥58,000
 P115  PO-TBOS-L-BG
掲載商品セット価格 ¥361,300
※インターホンは別売り。

本体
・ノートル380 ¥195,500
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（ミエル） ¥29,200
 P143  ND-ME-M5-BK
・ポスト（un タンブル） ¥62,700
 P96  PO-MR-NEX-BK（ポスト本体）
  PO-UN-TMBP-WN（装飾パネル）

・宅配ボックス（ティーボックス スリム） ¥58,000
 P115  PO-TBOS-L-BK
掲載商品セット価格 ¥368,700
※インターホンは別売り。

本体
・ノートル380 ¥188,000
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（UNITE ログ） ¥32,000
 P123  FC-UNITE-ON-BK
・ポスト（un ブランシュ） ¥49,400
 P88  PO-UN-KIT-BK（ポスト本体）
  PO-UN-BRA-GR（装飾パネル）

・宅配ボックス（ティーボックス スリム） ¥58,000
 P115  PO-TBOS-L-BG
掲載商品セット価格 ¥350,700
※インターホンは別売り。

本体
・ノートル380 ¥207,500
　
オプション
・照明（キャプテン） ¥23,300
 P82  ML-T100BK
・表札（un シック140） ¥38,000
 P122  FC-CC140-R-WH
・ポスト（ソニア T926） ¥38,500
 P108  PO-T926-BK
・宅配ボックス（ティーボックス スリム） ¥58,000
 P115  PO-TBOS-L-BK
掲載商品セット価格 ¥365,300
※インターホンは別売り。

GW-NT380K-WH
（ホワイト）

GW-NT380K-BI
（バイカラー）

GW-NT380M-WH
（ホワイト）

GW-NT380M-BI
（バイカラー）

　

（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）

（税抜）

（税抜）

WH（ホワイト）

標準色
ノートル380
GW-NT380K-WH（口金ポストタイプ）
本体価格 ¥200,000（税抜）

GW-NT380K-BI（口金ポストタイプ）
本体価格 ¥207,500（税抜）

GW-NT380M-WH（前付けポストタイプ）
本体価格 ¥188,000（税抜）

GW-NT380M-BI（前付けポストタイプ）
本体価格 ¥195,500（税抜）

W420 x H1500（全高1770）x D420mm 
16kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
/アクリルシリコン樹脂塗装
※□□には色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BI（バイカラー）

BI（バイカラー）

FRP

宅配ボックス取付けは左右どちらでも

ノートル380は、背面側にも正面同様に
部材の取付けが可能です。門柱の向きを
180度変えることで、宅配ボックスの取付け
位置を左側にすることもできます。

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらんください。
※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

NEW

規格外
送料
別料金
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本体 GW-HA350-WH / 照明（ML-NF11W2） / 表札（ミンク） / 宅配ボックス（ダブルボックスポスト）

 組合せ例

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

HANDY350　ハンディ350
FRP

GW-HA350-BK
（ブラック）

GW-HA350-GR
（グレー）

GW-HA350-WH
（ホワイト）

本体
・ハンディ350 ¥113,200
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-SV
・表札（ラッシュサインスリム） ¥30,000
 P142  TO-RS-GN
・宅配ボックス（ダブルボックスポスト） ¥86,800
 P117  PO-WBOX-R-WN
掲載商品セット価格 ¥251,000
※インターホンは別売り。

本体
・ハンディ350 ¥113,200
　
オプション
・照明（ライリー） ¥21,000
 P83  ML-F21-BK
・表札（オーナメントサイン） ¥40,000
 P144  ND-TM-01-HL
・宅配ボックス（ダブルボックスポスト） ¥86,800
 P117  PO-WBOX-R-BK
掲載商品セット価格 ¥261,000
※インターホンは別売り。

本体
・ハンディ350 ¥113,200
　
オプション
・照明（ML-NF11W2） ¥12,600
 P83  ML-NF11W2
・表札（セイラ） ¥35,500
 P139  TO-AS-65
・宅配ボックス（ダブルボックスポスト） ¥86,800
 P117  PO-WBOX-R-BK
掲載商品セット価格 ¥248,100
※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）

ポスト付きの宅配ボックス“W-BOX POST”（本カタログP.117を参照）専用の
幅350mmのスリムな門柱です。

宅配便に対応、スリムな門柱。 ハンディ350
GW-HA350-□□ 
本体価格 ¥113,200（税抜）

W350 x H1530（全高1800）x D150mm
10kg（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Ｐ16）
複層左官材吹付け仕上げ
※照明・インターホンの配線穴（CD 管）が既設さ

れています。
付属品  ダブルボックスポスト固定用受金具
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、ＧＲ（グレー）
※ダブルボックスポスト専用門柱。

標準色

WH（ホワイト）

BK（ブラック）

GR（グレー）

意　匠
登録済
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チョイス460 デュアル
GW-CH460DP-WH 
本体価格 ¥89,800（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
（Ｐ108）が専用です。

CHOICE　
チョイス

GRC

チョイス200
GW-CH200-□□ 
本体価格 ¥60,800（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 ¥89,800（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
※取付可能なポストについては、P78の門柱

×ポスト取付表をごらんください。

チョイス460 TB
GW-CH460TB 
本体価格 ¥112,000（税抜）

W460 x H1530（全高1800）x D120mm
65kg（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
※取付可能な宅配ボックスは、ティーボックス

(P116)、コンボ ハーフタイプ（P119）に
なります。ポストについては、P78の門柱×
ポスト取付表をごらんください。

WH（ホワイト） BR（ブラウン）

GR（グレー） BK（ブラック）

標準色

WH（ホワイト）

標準色

WH（ホワイト）

標準色

チョイス460 ウィンドウ
GW-CH460WIN 
本体価格 ¥98,000（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
※取付可能なポストについては、P78の門柱

×ポスト取付表をごらんください。

WH（ホワイト）

標準色

チョイス460 バーティカル
GW-CH460VP-WH 
本体価格 ¥89,800（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（Ｐ108）が専用です。

受注
生産

受注
生産

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金

規格外
送料
別料金

WH（ホワイト）

標準色

WH（ホワイト）

標準色

+ + =

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。

チョイス200 チョイス460 チョイス200 チョイス840

チョイス200と、チョイス460（各種）を組み合わせることが可能

チョイス460シン
プルの前面を重
厚に仕上げ、 宅
配ボックスを設置
可能にしました。

チョイス460 チョイス200 チョイス460+チョイス460 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460 シンプル
GW-CH460 
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。

GW-CH650WIN-GR
（グレー）

GW-CH650TB-GR
（グレー）

GW-CH460
（ホワイト）

GW-CH650-WH
（ホワイト）

本体
・チョイス460シンプル  ¥89,800（税抜）
　
オプション
・照明（LGW46136ALE1） ¥25,000
 P83  LGW46136ALE1
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P124  FC-UNITE-CA-AR02
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P100  PO-MR-BASD-WH（ポスト本体）
  PO-MR-EPSP-WH（カラーパネル）
  PO-UNITEP-CA-AR02（装飾パネル）

掲載商品セット価格 ¥212,900
※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。
　（赤い部分）

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。←    　　   650  　　       →

←    　460        →

←200→

本体
・チョイス200  ¥60,800（税抜）
・チョイス460 シンプル ¥89,800（税抜）
　
オプション
・照明（レムニ）  ¥26,000
 P82  ML-F16BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P145  OS-RD-BR
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥63,800
 P94  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  ¥285,400
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

本体
・チョイス200  ¥60,800（税抜）
・チョイス460 ウィンドウ ¥98,000（税抜）
　
オプション
・照明（ML-F18W）  ¥15,800
 P83  ML-F18W
・表札（ガラスサイン）  ¥18,500
 P128  ZR-BD-250
・ポスト（マルカート ベイス） ¥55,300
 P102  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  ¥248,400
※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）

チョイス200 チョイス460TB+

チョイス650 TB
GW-CH650TB-GR 
W650 x H1530（全高1800）x D190mm
102kg（本体のみ）[37 + 65kg]
※チョイス200とチョイス460TBを組みあわせ

た場合、10mmの重なりがあります。

本体
・チョイス200  ¥60,800（税抜）
・チョイス460 TB ¥112,000（税抜）
　
オプション
・照明（アンティカ）  ¥27,500
 P83  ML-F14BK
・表札（オーナメントサイン）  ¥28,500
 P144  TH-20-2
・ポスト（un マルカートデュオ） ¥63,800
 P94  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）

・宅配ボックス（コンボハーフ） ¥71,400
 P119  CTNR4030RMA
掲載商品セット価格  ¥364,000
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

2020 年 3月廃番

※インターホンの設置位置によって、インター
ホンカメラに照明器具の明かりが映込む場
合があります。インターホンの取扱説明書
を必ず確認してから取付けしてください。

規格外
送料
別料金



照明
P 82

表札
P122

ポスト
P 86

71

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。70 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

コンパクトなハンギングネーム。
より狭小地に対応できるよう
な取付パターンをご用意して
います。
W180 x H80 x D47mm
ネームシール仕様

照明は LEDを使用しています。
W100 x H104 x D100mm
電球色　100V

ポストが変更になりました。
前入れ・後出し
W100 x H390 x D353,5mm
投函口　W35 x H340mm

本体 EP-JEMS6-GR

JEWELRY MOSAIC　
ジュエリーモザイク

GRC

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。

シンプルにまとめた、キュートな門柱。 ジュエリーモザイク
EP-JEMS6-□□ 
本体価格 ¥93,800（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、単品販売はで

きません。あらかじめご了承ください。

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

GR（グレー）

※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。

EP-JEMS6-GR
（グレー）

EP-JEMS6-BG
（ベージュ）

本体（照明・表札・ポスト含む）
・ジュエリーモザイク ¥93,800
　
掲載商品セット価格 ¥93,800
※インターホンは別売り。

本体（照明・表札・ポスト含む）
・ジュエリーモザイク ¥93,800
　
掲載商品セット価格 ¥93,800
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

照明
LED

照明
LED

※照明・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。

NEWセット
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MON-POLE　
イッチ カワラ モンポール

GW-IKM460-WH
（ホワイト）

本体
・icci Kawara モンポール ¥126,000
  　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-BK
・表札（icci KAWARA ネームプレート カモン） ¥30,000
 P146  IT-17-IB-2-kamon
・インターホンカバー（icci KAWARA） ¥32,000
 P150  IT-17-IB-7-intercom
・ポスト（マルカート アンフェア/白金箔） ¥98,800
 P107  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 ¥307,800
※インターホンは別売り。

icci Kawara モンポール
GW-IKM460-WH
本体価格 ¥126,000（税抜）

W485 x H1520（全高1790）x D145mm　62kg（本体のみ）
本体 :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
笠木 :瓦製
タイル:瓦製

本体 GW-IKM460-WH / 照明（ルーカス） / 表札（icci KAWARA ネームプレート カワラガラス） / 
ポスト（マルカートエクリプス）/ インターホンカバー（icci KAWARA）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

WH（ホワイト）

標準色

GRC

※取付可能なポストについては、P78の門柱×ポスト取付表をごらん
ください。

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具
の明かりが映込む場合があります。インターホンの取扱説明書を必
ず確認してから取付けしてください。

icci
KAWARA

エレメントブロック
GW-EB800B-WH
GW-EB800W-BK
GW-EB800R-BK
本体価格 ¥189,000（税抜）

W820 x H1500（全高1770）x D120（本体110）mm　32kg（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P16）
　     複層左官材吹付け仕上げ
前面装飾：ウレタン樹脂製/ウレタン塗装、アルミ複合板（ウッド・ブリック）/塩ビシートアルミ複合板（ラスティ）
チャンネル材：アルミ製
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
※LED照明付き笠木タイプ参考画像はP63をご参照ください。

 組合せ例

標準色

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

GW-EB800B-WH-LED（LED照明付き笠木タイプ）
GW-EB800W-BK-LED（LED照明付き笠木タイプ）
GW-EB800R-BK-LED（LED照明付き笠木タイプ）
本体価格 ¥228,900（税抜）

W820 x H1500（全高1770）x D140（本体110）mm　33kg（本体のみ）
WH（ホワイト）

ELEMENT BLOCK　
エレメントブロック 
（LED照明付選択仕様） 

FRP

GW-EB800B-WH
（ブリック /ホワイト）

GW-EB800W-BK
（ウッド /ブラック）

GW-EB800R-BK
（ラスティ/ブラック）

本体
・エレメントブロック ¥189,000
  　
オプション
・照明（OG254604LD） ¥22,800
 P83  OG254604LD
・表札（ヴィンウォール） ¥24,000
 P131  TS-VW-WH
・ポスト（ソニア） ¥46,000
 P108  PO-PA905-SH
・インターホンカバー ¥22,000
 P150  TS-INT-WH
掲載商品セット価格 ¥303,800
※インターホンは別売り。

本体
・エレメントブロック ¥189,000
  　
オプション
・照明（OG254605LD） ¥22,800
 P83  OG254605LD
・表札（ヴィンウォール） ¥24,000
 P131  TS-VW-BK
・ポスト（ソニア） ¥46,000
 P108  PO-PA905-WG
・インターホンカバー ¥22,000
 P150  TS-INT-BK
掲載商品セット価格 ¥303,800
※インターホンは別売り。

本体
・エレメントブロック  ¥189,000
  　
オプション
・照明（OG254428LD） ¥29,800
 P83  OG254428LD
・表札（オドール） ¥26,000
 P132  TS-OD-BR
・ポスト（ソニア） ¥46,000
 P108  PO-PA905-RU
掲載商品セット価格  ¥290,800
※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）

2020年3月

廃番
2020年3月

廃番
規格外
送料
別料金
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GW-LGR-TAL600-BG
（ベージュ）

GW-LGR-TAL600-GR
（グレー）

GW-LGR-TAL600-BK
（ブラック）

TAIL600　テイル600 

本体
・テイル600 ¥196,000
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-WH
・表札（クリアネスサイン） ¥18,000
 P129  CLE-250-RIV
・ポスト（エヴリィポスト） ¥26,500
 P112  PO-EV-PW
掲載商品セット価格 ¥261,500
※インターホンは別売り。

本体
・テイル600 ¥196,000
　
オプション
・照明（レムニ） ¥26,000
 P82  ML-F16BK
・表札（un ダカーポ） ¥46,000
 P137  FC-DAC
・ポスト（エヴリィポスト） ¥26,500
 P112  PO-EV-PW
掲載商品セット価格 ¥2943,500
※インターホンは別売り。

本体
・テイル600 ¥196,000
　
オプション
・表札（マーヴェラス） ¥69,000
 P139  GPM-781
・ポスト（ダブルボックスポスト） ¥86,800
 P117  PO-WBOX-R-BK
・ポストオプション（専用スタンド） ¥34,400
 P117  PO-WBOX-ST-BK
掲載商品セット価格 ¥386,200
※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）

 組合せ例

テイル600
GW-LGR-TAL600-□□
本体価格 ¥196,000（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P16）
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

FRP

専用ポスト：エヴリィポスト
（P112）背面に取付ける仕様とな
ります。取り付けの向きは左右どち
らでも可能です。

独立ポスト：ダブルボックスポスト
（P117）専用スタンドで宅配ポス
トを設置できます。

規格外
送料
別料金

※インターホンの設置位置によって、
インターホンカメラに照明器具の
明かりが映込む場合があります。
インターホンの取扱説明書を必ず
確認してから取付けしてください。

埋込ポスト（ダイヤル錠）
左右逆向きでの取付けも対応可能です。色は黒のみ。

DUAL800　デュアル800（LED照明・ポスト付門柱） 

GW-LGR-DALS800-BG
（ベージュ）

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 ¥404,400
　
オプション
・表札（フシオン） ¥46,000
 P130  FC-FU-L
・表札（フシオン） ¥46,000
 P130  FC-FU-F
掲載商品セット価格 ¥496,400
※インターホンは別売り。

本体（LED照明・ポスト含む）
・デュアル800 ¥404,400
　
オプション
・表札（モクール） ¥35,000
 P131  FC-MKL-DC
・表札（モクール） ¥35,000
 P131  FC-MKL-MP
掲載商品セット価格 ¥474,400
※インターホンは別売り。

本体（LED照明・ポスト含む）
・デュアル800 ¥404,400
　
オプション
・表札（デコリア） ¥53,000
 P130  FC-DC-BK
・表札（デコリア） ¥56,000
 P130  FC-DC-WH
掲載商品セット価格 ¥513,400
※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）

 組合せ例

デュアル800
GW-LGR-DALS800-□□
本体価格 ¥404,400（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P16）
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

FRP

LED照明付

規格外
送料
別料金

※表札取付穴ピッチ：W220mm以下
※インターホンの設置位置によって、

インターホンカメラに照明器具の明
かりが映込む場合があります。イン
ターホンの取扱説明書を必ず確認し
てから取付けしてください。

2020年
3月廃番

2020年
3月廃番

2020年3月

廃番
2020年3月

廃番
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HANDY800　ハンディ800

GW-HA800-WH
（ホワイト）

本体
・ハンディ800 ¥161,800
　
オプション
・照明（ルーカス） ¥21,000
 P83  ML-F20-BK
・表札（オーナメントサイン） ¥26,000
 P144  TO-SP-61
・宅配ボックス（コンボF） ¥130,100
  CTCR2154MD
掲載商品セット価格 ¥338,900

本体 GW-HA800-WH / 照明（ルーカス） / 表札（オーナメントサイン） / 宅配ボックス（コンボ F）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

宅配便に対応、ワイドな門柱。
ポスト付きの宅配ボックス“COMBO-F”を装備。
幅820mmのワイドな門柱です。

ハンディ800
GW-HA800-WH 
本体価格 ¥161,800（税抜）

W820 x H1500（全高1770）x D120mm（本体：100）
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Ｐ16）
複層左官材吹付け仕上げ
付属品  コンボF固定用受金具

GW-HA800-L-WH（LED照明付き笠木タイプ）
本体価格 ¥201,600（税抜）

W820 x H1500（全高1770）x D140（本体100）mm　31kg（本体のみ）
※LED照明付き笠木タイプ参考画像はP63をご参照ください。

標準色

※インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照明器具の明かりが映込む場合が
　あります。インターホンの取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。

WH（ホワイト）

FRP

GW-FCCT
（センタートレイ）

T・ピラー用補修塗料

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）

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）

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

T・ピラー用
補修塗料
本体価格 ¥900（税抜） ホワイト/ベージュ

∅50 x H60mm

T・ピラー
DP-TPLEFN-□□（リーフ）
DP-TPCRTN-□□（クリスタ）
本体価格 ¥17,600（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。

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
本体価格 ¥27,500（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
※10kg以上の物は乗せないでください。

un ブランシュ デコ
OP-GW-DC-BRA
本体価格 ¥8,700（税抜）

W116 x H345 x D2.3mm
取付ピッチ：253mm
アルミ鋳物/黒艶消し塗装

un ティーラ追加フック
OP-SC-HOK2 2個セット
本体価格 ¥5,000（税抜）

W20 x H57 x D46mm
ステンレス/黒艶消し塗装

フェイス・ネオフェイス専用

センタートレイ
GW-FCCT
本体価格 ¥8,400（税抜）

W155 x H25 x D165mm
ステンレスヘアライン

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

耐荷重

 10kg

2020年3月

廃番

2020年3月

廃番

2020年3月

廃番
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UNITE
スティック

スティック
170

ウッド
スティック

170
サージ200

ネオ
スティック

170

ネオフェイス
430

フェイス
430

クワッド
800

（前付け）

ノートル
380

（前付け）

チョイス
460

シンプル

チョイス
460

ウィンドウ

チョイス
460
TB

icci
カワラ

モンポール

ポストポール
セット

P46 P48 P50 P52 P54 P56 P58 P60 P64 P68 P68 P68 P72 P113

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
フェイス・

ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× × × × ×
フェイス・

ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ポスト
プレート
A230

ポスト
プレート
A230

ポスト
プレート
A230

×
ポスト

プレート
A230

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○
フェイス・

ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ポスト
プレート
B330

ポスト
プレート
B330

ポスト
プレート
B330

×
ポスト

プレート
B330

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ × ○ ○ ○ ○ ×

ポスト
プレート
B330

ポスト
プレート
B330

ポスト
プレート
B330

×
ポスト

プレート
B330

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× × × × ×
フェイス・

ネオフェイス専用
ポストプレート

フェイス・
ネオフェイス専用
ポストプレート

○ × ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × × × ○ × ×

× × × × × × × × × × × ○ × ×

un
ポルト140

un
フィノ350

un
ニース240

un
エントレ

350

un
エントレ

500

un
ムーン500

un
ムージャン

600

un
ジュール

650

トラッド
350

トラッド
500

UNITE 
LOG

P26 P28 P30 P32 P34 P36 P38 P40 P42 P42 P44

unマルク P86

ログ用
ポスト

プレート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ログ用
ポスト

プレート

unブランシュ P88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

unアニー P89 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

unクーヴル P90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

unデュオ P92 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

un
マルカートデュオ P94 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

unタンブル P96 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UNITE　
キャンバス/

イーレベルワン
P98 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルカートベイス P102 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルカート
エクリプスデコ P103 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルカート
エクリプス P104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キット P105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キットポロ P106 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルカート
アンフェア P107 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スウィング P109 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

トラッドP20 P109 × ○ × ○
専用

スペーサー
セット

○ × ○ ○ ○ ×

トラッドP18 P109 × ○ × ○
専用

スペーサー
セット

○ × ○ ○ ○ ×

ルーチェ P110 ○ ○ ○ ○
専用

スペーサー
セット

○ ○ ○ ○ ○ ×

フェイサスFF
（フラット） P111 × ○ × ×

専用
スペーサー

セット
○ ○ ○ ○ ○ ×

ビューポスト
スクエア P111 × ○ × ×

専用
スペーサー

セット
○ ○ ○ ○ ○ ×

ユーロバック P112 × ○ × ○
専用

スペーサー
セット

○ ○ ○ ○ ○ ×

ティーボックス P116 × × × × × × × × × × ×

コンボ 
ハーフタイプ P119 × × × × × × × × × × ×

GATEPOLE x POST LIST
門柱・ポスト対応表
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Light
暮らしや人の心も照らしたい。

明かりが照らすのは、

暗がりだけなのではありません。

毎日の暮らしや人の心をも

明るく照らしてくれます。

たとえば薄暮に包まれる夕暮れ時、

玄関先にぽっと灯る明かりに心がなごむ。

たとえば帰宅が遅くなり家路を急ぐ夜、

灯台のように遠くに見える

玄関先の明かりにほっとする。

時にはやさしく、時にはあたたかく

照らしてくれる明かり。

そんな、照明が招き入れる

幸せな時間やシーンのひとつひとつに、

私たちは寄り添っていたいのです。



8382 ※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

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 ¥23,300（税抜）

∅119 x 175ｍｍ 1.6kg
真鍮黒色塗装仕上げ
クリヤーガラス 
電球型ＬＥＤ 5W（電球色）口径E26
100V CAPTAIN（キャプテン /ブラック）

（ブラック）

TINK（ティンク）

ML-BR1760-AN
定価 ¥31,800（税抜）

Ｗ136 x Ｈ170 x Ｄ190ｍｍ 1kg
真鍮古色仕上げ
くもりガラス 
電球型ＬＥＤ 4W（電球色）口径E17
100VBH1000-AN

LED

LED

ML-F16BK
定価 ¥26,000（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 
電球型ＬＥＤ 5W（電球色）口径E17
100V LEMNI（レムニ /ブラック）

LED

ML-BH1000-AN
定価 ¥26,800（税抜）

∅119 x 175ｍｍ 1.6kg
真鍮古色仕上げ
くもりガラス 
電球型ＬＥＤ 5W（電球色）口径E26
100V 

ML-F19-PL
定価 ¥31,200（税抜）

真鍮仕上げ

ML-F19-AN
定価 ¥31,200（税抜）

真鍮古色仕上げ

ML-F19-BK
定価 ¥27,000（税抜）

W130 x H124 x D172ｍｍ 1.4kg
真鍮黒色塗装仕上げ
くもりガラス
内蔵LEDユニット 1.4w（電球色）
100V

BR1760-AN

LED

LED

ML-BH1010MINI-AN
定価 ¥24,600（税抜）

∅88 x 133ｍｍ 0.8kg
真鍮古色仕上げ
くもりガラス 
電球型ＬＥＤ 2W（電球色）口径E17
100V BH1010MINI-AN

LED

ML-F14WH
定価 ¥27,500（税抜）

Ｗ100 x Ｈ163 x Ｄ127ｍｍ
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内蔵LEDユ
ニット1.2W（電球色）100V

（アンティカ /ホワイト）

LED

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
3.4W1灯
アクリルカバー（乳白）
100V

（ホワイト）

LED

ML-NF11S2
定価 ¥12,600（税抜）

Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
3.4W1灯
アクリルカバー（乳白）
100V

（シルバーメタリック）

LED

ML-NF11D2
定価 ¥12,600（税抜）

Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
3.4W1灯
アクリルカバー（乳白）
100V

ML-NF11P2
定価 ¥12,600（税抜）

Ｗ125 x Ｈ125 x Ｄ85ｍｍ
LED電球小型電球タイプ
3.4W1灯
アクリルカバー（乳白）
100V

（ダークブラウン） （プラチナメタリック）

LED LED

ML-NF10B
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ136 x Ｈ80 x Ｄ45ｍｍ 
0.3kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

ML-NF10W
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ136 x Ｈ80 x Ｄ45ｍｍ 
0.3kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

NEW MOON（ブラック） NEW MOON（ホワイト）

ML-NF10S
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ136 x Ｈ80 x Ｄ45ｍｍ 
0.3kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

NEW MOON（シルバー）

LGW46136ALE1
定価 ¥25,000（税抜）

Ｗ79 x Ｈ79 x Ｄ100ｍｍ
アルミダイカスト
100V
※調光器不可

OG254428LD
定価 ¥29,800（税抜）

Ｗ230 x Ｈ110 x Ｄ139ｍｍ
ステンレス
100V
※調光器不可

（ダークブラウンメタリック） （鉄錆色）

LED LED

OG042173LD
定価 ¥27,800（税抜）

Ｗ240 x Ｈ70 x Ｄ94ｍｍ
アルミダイカスト
100V
※調光器不可

（黒色サテン）

LED

ML-NF13BK
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ130 x Ｈ130 x Ｄ50ｍｍ 
0.5kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

ML-NF13WH
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ130 x Ｈ130 x Ｄ50ｍｍ 
0.5kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

CROSS VIEW（ブラック） CROSS VIEW（ホワイト）

LED LED

ML-NF13SV
定価 ¥24,800（税抜）

Ｗ130 x Ｈ130 x Ｄ50ｍｍ 
0.5kg　ステンレス
内蔵LEDユニット1.6W（電球色）
100V

CROSS VIEW（シルバー）

LED

ML-F18W
定価 ¥15,800（税抜）

Ｗ130 x Ｈ125 x Ｄ135ｍｍ
プラスチック
100V

ML-F18S
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）

ML-F18B
定価 ¥15,800（税抜）

Ｗ130 x Ｈ125 x Ｄ135ｍｍ
プラスチック
100V

（黒塗装）

LED LEDLED

LED LED

OG254604LD
定価 ¥22,800（税抜）

Ｗ134 x Ｈ192 x Ｄ111ｍｍ
アルミダイカスト､真鍮
100V
※調光器不可

OG254605LD
定価 ¥22,800（税抜）

Ｗ134 x Ｈ192 x Ｄ111ｍｍ
アルミダイカスト､真鍮
100V
※調光器不可

（オフホワイト） （チャコールグレー）

OG254606LD
定価 ¥22,800（税抜）

Ｗ134 x Ｈ192 x Ｄ111ｍｍ
アルミダイカスト､真鍮
100V
※調光器不可

（鉄錆色）

LED LEDLED

LED

ML-F21-WH（電球色 / マットホワイト）

ML-F21-SV（電球色 / アーバンシルバー）

ML-F21-BK（電球色 / マットブラック）

定価 ¥21,000（税抜）

Ｗ85 x Ｈ75 x Ｄ55ｍｍ 0.3kg
ステンレス　焼付塗装仕上げ
内蔵LEDユニット 0.5W（電球色）
100V

ML-F20-WH（電球色 / マットホワイト）

ML-F20-SV（電球色 / アーバンシルバー）

ML-F20-BK（電球色 / マットブラック）

定価 ¥21,000（税抜）

Ｗ113 x Ｈ75 x Ｄ56ｍｍ 0.3kg
ステンレス　焼付塗装仕上げ
内蔵LEDユニット 0.5W（電球色）
100V

2020年 3月廃番

（真鍮古色）

（真鍮） ML-F14BK
定価 ¥27,500（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 
内蔵LEDユニット1.2W（電球色）
100V

LED

Antica
（アンティカ /ブラック）

（マットホワイト） （マットホワイト）（マットブラック） （アーバンシルバー）

（アーバンシルバー） （マットブラック）

LED LED

RILEY（ライリー） LUCAS（ルーカス）

NEW

NEW

NEW
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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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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。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

un マルク
本体・パネルセット価格 ¥45,000（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-MK-□□（装飾パネル）
パネル：硬質発泡ウレタン
※□□には装飾パネルの色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BU（ブルー）、GN（グリーン）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-MK-GN（グリーン）

ポスト本体：PO-UN-KIT-WH（ホワイト）
装飾パネル：PO-UN-MK-BU（ブルー）

ポスト本体：PO-UN-KIT-BK（ブラック）
装飾パネル：PO-UN-MK-WH（ホワイト）

ポストポール前 出しW100・210 x H215mm

 ※ポストポール（P113）に取付可能です。

　　　　MARK 　
アン マルク

玄関先にリラックスムードを。
エンボス文字がさりげないこだわりを演出。
一般住宅はもちろんカフェなどのお店にもおすすめです。

つまみ付
シリンダー錠

投函口

取出し口

仕様

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

カギ付き

NEW



8988

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。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

ANNIE 　
アン アニー

漆喰と木の枝がモチーフの、
素朴なナチュラル感が魅力。

バスケットをイメージさせる
かわいらしさがポイント。

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。

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 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）

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

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 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）

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 投函口

取出し口 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 W100・210 x H215mmカギ付き

仕様 仕様

ポストポール ポストポール

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

左吊元・右ロック

投函口サイズ：W238 x H34mm

 ※ポストポール（P113）に取付可能です。 ※ポストポール（P113）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（P113）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）

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）

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-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-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-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-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-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）
※□□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）

投函口

DUO 　
アン デュオ

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（P113）に取付可能です。

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。

装飾パネル
カラーパネル ポスト本体
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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。

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-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-DUL-BK（リーフ/ブラック）

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）

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）

装飾パネル

カラーパネル ポスト本体

　　　　MARCATO DUO 　
アン マルカート デュオ

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（P113）に取付可能です。

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。
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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（シャビーブルー）、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-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-BU（シャビーブルー）

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 x H215mm

仕様

ポストポールダイヤル錠

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
（260 x 340 x 35mm）の
投函が可能です。

大型郵便物対応ポスト

投函口サイズ：W280 x H38mm

 ※ポストポール（P113）に取付可能です。

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。
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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

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

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 W100・210 x H215mm前 出し 前 出しポストポール ポストポール

 ※ポストポール（P113）に取付可能です。  ※ポストポール（P113）に取付可能です。

ダイヤル錠 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。

CANVAS　
ユナイト キャンバス

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

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： ¥21,000（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

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 

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 

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

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/ 
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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

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

CANVAS　
ユナイト キャンバス

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： ¥21,000（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

アンベ リュウ（Ryu Ambe)

田中健太郎（Kentaro Tanaka)

W100・210 x H215mm W100・210 x H215mm前 出し 前 出しポストポール ポストポール

 ※ポストポール（P113）に取付可能です。  ※ポストポール（P113）に取付可能です。

ダイヤル錠 ダイヤル錠

E/LEVEL1　
ユナイト イーレベルワン

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）

投函口サイズ：W329 x H38mm

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。

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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            DECO　
マルカート エクリプス デコ

MARCATO
ECLIPSE

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

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。

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（P113）に取付可能です。

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（P113）に取付可能です。

 使用例
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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（P113）に取付可能です。

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（P113）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 前 出し

投函口

取出し口

仕様

ダイヤル錠 ダイヤル錠W100・210 x H215mm W100・210 x H215mmポストポール 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（P113）に取付可能です。  ※ポストポール（P113）に取付可能です。

MARCATO UNFAIR 　
マルカート アンフェア

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）

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）

受注生産
（納期：3週間）

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（ （

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

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

2020年3月

廃番
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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

SONIA
 ソニア

SWING
 スウィング

スタイリッシュな縦型口金ポスト。 シンプルにこだわったデザイン。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 ¥37,500（税抜）

PO-R905HL-PI
（HL x パイン）

価格 ¥42,000（税抜）

R905926ESシリーズ

926シリーズ

R905 HL

PA905

PO-PA905-WG
（ウッドグレイン）

価格 ¥46,000（税抜）

PO-PA905-SH
（シャビー）

価格 ¥46,000（税抜）

PO-R905HL-WN
（HL x ウォールナット）
価格 ¥42,000（税抜）

PO-R905-BA
（バフ）

価格 ¥37,500（税抜）

PO-PA905-RU
（ラスティ）

価格 ¥46,000（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

スウィング
PO-SWNG-□□
W300 x H400 x D135mm　5.8kg
本体：ZAM 1.2t 粉体塗装
扉：ZAM 0.8t 粉体塗装（オフホワイト）
　 ZAM 0.8t 粉体塗装＋塩ビシート貼り
　（ウォールナット）
取手：SUS304 1.5t HL仕上げ
※□□にはパネルの色品番が入ります。
　WH（オフホワイト）、
　WN（ウォールナット）

PO-T926ES-WH
（ホワイト）

価格 ¥38,500（税抜）

PO-T926-BK
（ブラック）

価格 ¥38,500（税抜）

PO-T926ES-WN
（ウォールナット）

価格 ¥38,500（税抜）

TRAD
 トラッド

手作り感のアンティークデザイン。

P20
（コパリッドポスト）

価格 ¥55,000（税抜）

P18-H
（ノーヴルポスト シンプル/葉）

価格 ¥50,000（税抜）

P18-T
（ノーヴルポスト シンプル/手紙）

価格 ¥50,000（税抜）

W180 x H167mm

W80 x H180mm

W180 x H167mm

W180 x H135mm

ダイヤル錠 前 出しダイヤル錠

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

仕様仕様

投函口サイズ：W340 x H53mm 投函可能サイズ：W260 x H340 x D35mm投函口サイズ：W35 x H340mm

PO-SWNG-WH
（オフホワイト）

価格 ¥35,000（税抜）

PO-SWNG-WN
（ウォールナット）

価格 ¥39,000（税抜）

可動式
コンビネーションロック
3桁の暗証番号を
自由に設定変更で
きます。

T926ESシリーズ
PO-T926ES-□□
本体価格 ¥38,500（税抜）

W100 x H390 x D353.5mm　
4.1kg
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
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、WN（ウォールナット）

T926シリーズ
PO-T926-BK
本体価格 ¥38,500（税抜）

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
口金部：SUS304 アクリル焼付塗装

NEW

NEW

上 出し
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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。

PO-LUCE-RD
（レッド）

PO-LUCE-WH
（ホワイト）

PO-LUCE-YE
（イエロー）

PO-LUCE-SV
（シルバー）

PO-LUCE-BU
（ブルー）

PO-LUCE-BG
（ベージュ）

PO-LUCE-GN
（グリーン）

PO-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。

FASUS FF
 フェイサス（フラットタイプ）

前面のパネル次第でクールにもナチュラルにも。

CTCR2000S
（パネル：アルミヘアライン）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2002S
（パネル：ガラス調）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2003WS
（パネル：漆喰ホワイト）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2001S
（パネル：アルミパンチング）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2003R
（パネル：ビビッドレッド）

価格 ¥56,600（税抜）

CTCR2003D
（パネル：ネイビーブルー）

価格 ¥56,600（税抜）

CTCR2003SC
（パネル：ステンシルバー）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2003Y
（パネル：ダンディライアン）

価格 ¥56,600（税抜）

CTCR2003TB
（パネル：鋳鉄ブラック）

価格 ¥68,100（税抜）

CTCR2003MA
（パネル：エイジングブラウン）

価格 ¥68,100（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 ¥68,100（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 ¥68,100（税抜）

（ ）

W250 x H140mm ダイヤル錠 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

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：W340 x H30mm 投函口サイズ：W333 x H38mm

VIEW POST SQUARE®
 ビューポストスクエア®

モダンでクールな透明感のあるデザイン。

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）

W170 x H215mm ダイヤル錠 前 出し

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
※□□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
住友林業（株）の
登録商標です。

受注
生産
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EVERY POST
 エヴリィポスト

飽きのこないデザインポスト。

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 ダイヤル錠

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。

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

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

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。

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

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 ベイス
・マルカート エクリプス デコ
・マルカート エクリプス
・キット
・キットポロ
・マルカート アンフェア

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

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。

ログ用

ログ用ポストプレート
PO-P-LOG
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

P78

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

EUROBAG
 ユーロバッグ

トラベルバッグがモチーフ。

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）

W250 x H140mm

ダイヤル錠 前 出し

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 ¥53,200（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

投函口サイズ：W380 x H38mm

2020年3月

廃番
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選べるアイテム

宅配ボックス

前 出し

投入側仕様
ティーボックス スリム
PO-TBOS-R-□□（右吊元タイプ）

PO-TBOS-L-□□（左吊元タイプ）

本体価格 ¥58,000（税抜）

W290 x H390 x D343mm 6.8kg
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
※□□には本体の色品番が入ります。
　BG（ベージュ）、WN（ウォールナット）、BK（ブラック）

PO-TBOS-L-BK
（左吊元・ブラック）

PO-TBOS-L-BG
（左吊元・ベージュ）

PO-TBOS-L-WN
（左吊元・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

T-BOX SLIM 　
ティーボックス スリム

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。
大切な荷物を、再配達することなくスムーズに受け取れます。

ノートル380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。

W233 ×H332 ×D298mm 
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。

投入可能サイズ：W233 × H332 × D298mm

NEW

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。



投入側仕様

取出し側仕様

取付け方法
専用スタンドか壁埋込用補助のどちらかが必要になります。
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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
※□□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。

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
※□□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。

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。

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460TB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。

投入可能サイズ：W333 × H332 × D175mm

ポスト投入可能サイズ：W35 × H340mm
宅配ボックス投入可能サイズ：W255 × H332 × D140mm

宅配ボックス
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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。※発注の際は必ず在庫と納期をご確認ください。※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。

CTNR4030RMA
（エイジングブラウン）

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 ¥83,500（税抜）

W390×H590×D457.5mm 14.3kg
※□□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 ¥95,600（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 ¥25,400（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
ミドルタイプ・
ハーフタイプ 用ポール
本体価格 ¥38,700（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 ¥71,400（税抜）

W390 x H590 x D225　9.5kg
本体：ZAM※ 高耐食溶融めっき鋼板
※□□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）

COMBO 　
コンボ

投入側仕様（右吊元）

宅配ボックス

標準色 標準色

WS
（漆喰ホワイト）

WS
（漆喰ホワイト）

MA
（エイジングブラウン）

MA
（エイジングブラウン）

SC
（ステンシルバー）

SC
（ステンシルバー）

TB
（鋳鉄ブラック）

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。

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。

■ コンボミドル・ハーフの荷物受け取り・取り出し方法

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 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。

※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。

後出し
（右吊元）

前出し
（右吊元）



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。



※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。

NEW

NEW
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書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-CC140-L-WH（ホワイト）

書体：プラザ（欧）
FC-CC100-WH（ホワイト）

書体：欧文金文体（欧）
FC-CC140-R-NV（ネイビー）

書体：アメリカーナ（欧）
FC-CC100-NV（ネイビー）

書体：ヘルクラウン（欧）
FC-CC140-L-GR（グレー）

書体：金文体（和）/欧文金文体（欧）
FC-CC100-GR（グレー）

アウトドアテイストと遊び心にあふれる、“UNITE”シリーズ。

ショップ看板をイメージしたスクエアサイン。
マットな仕上げがよりすっきりとした印象に。

un シック140の雰囲気を残しつつ、キュッとコンパクトに。

un CHIC140

un CHIC100

un シック140  アクリル  ステンレス

FC-CC140-L - □□
FC-CC140-R- □□
本体価格 ¥38,000（税抜）

W155 x H140 x D15mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具
※□□には色品番が入ります。

un シック100 アクリル  
FC-CC100- □□
本体価格 ¥11,000（税抜）

W100 x H100 x D6mm
・ボルト金具（１点止め）
※□□には色品番が入ります。

専用書体
P154

専用書体
P154

専用書体
P155

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 アクリル  
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
P159

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）

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P155

RL



※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。 125124

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 アクリル  
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
・ボルト金具
※□□には色品番が入ります。

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

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/ 

抽象的なペイントが洗練された美しさを表現。

ポップなキャラクターが楽しさを演出。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。

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 

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 

ワンポイントとしてあしらった動植物がアクセント。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 

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-NS01

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

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-AR01

書体：オクティンプリゾンフリー（欧）
FC-UNITE-CA-AR02

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

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

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。

書体：79FONT（欧）
FC-UNITE-CA-EY01

専用書体
P154

専用書体
P155



※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。 127126

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）   

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。

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）

un GLASS SIGN FLOWER OF LIFE LARGE FLOWER

COLOR GLASS SIGN

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。

専用書体
P158

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

オプションプレート

書体：金文体（和）/丸ゴシック（欧）
ZR-LF-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：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）

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
P158

お花のモチーフをちりばめた、ガラス表札。

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）

あなたの心を癒してくれるガラスと光の演出。

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
※□□には色品番が入ります。

専用書体
P157

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）/クラフト体（和）
TS-PGS-4-54（グリーン）



※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。 129128

EDDY

GLASS SIGN

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。

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。

専用書体
P158

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）

種類の豊富なデザインで「オンリーワン」を演出。

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。

専用書体
P158

ステンレスプレート付サイン

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

オプションプレート

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
※□□□には柄品番が入ります。
※文字はブラックのみとなります。

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。
※文字はブラックのみとなります。

専用書体
P159

CLEANNESS SIGN

ATHLETE SERIES GLASS

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
※□□には柄品番が入ります。
　BB（野球）、GO（ゴルフ）、SC（サッカー）
※文字はホワイト・ブラックより選択可。

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）

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
P154

専用書体
P155

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



※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。

NEW
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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。 

　 P151

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）

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。

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

ガラスと真鍮が織りなすアンティークな雰囲気。

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。
※文字色変更可能。

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）

DECOLIA

FUSION

アルミのシャープさと、やわらかなデザインの融合。

MINK

MARCO

セラミック製で高い耐久性を備えた高貴な質感。

ミンク アルミ鋳物  
TO-ES-43
本体価格 ¥24,500（税抜）

約W130 x H50 x D10mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具

専用書体
P156

書体：クラフト体（和）/クラフト体（欧）
TS-VW-WH（木調ホワイト）

書体：なごみ体（和）/なごみ体（欧）
TS-VW-BK（木調ブラック）

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。

専用書体
P157

木目調のプレートに手書き風の文字がやさしい。

VIN WALL

MOKOOL

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：細隷書（和）/オプティマ（欧）
FC-MKL-MP（メープル）

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。

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。
※□□には色品番が入ります。
※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。
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書体：丸フォークR（欧）
TO-ES-43

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

書体：ドラコニアン（欧）
FC-MA-BK



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

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

書体：さやか明朝（和）/シルフ（欧）
TO-AS-39

風合いのあるヴィンテージ調が重厚な雰囲気を演出。

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。

専用書体
P157

GLASS SENT

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。

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。
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書体：金文体（和）/プラザ（欧）
FC-MB

木目調のアクリル板＆ステンレス製オーナメント。

ODOR

MOBBLE

書体：隷書体（和）
TS-OD-GR（木調グレー）

書体：フーツラ体（欧）
TS-OD-BR（木調ブラウン）

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。

専用書体
P157

un JABBY

書体：プレゼント（欧）
FC-JB

点灯時

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。

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）

やさしい色合いと上質な木目調。

RESINA

レシーナ アクリル  ステンレス

TO-AS-39
本体価格 ¥30,500（税抜）

W160 x H160 x D22mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具

専用書体
P156

DCトランス15W
FC-TR-15
価格 ¥14,000（税抜）

W75 x H188 x D58mm
約0.46kg
15W（最大許容W数：10.5W）
本体色：アッシュゴールド
照度センサー/タイマー機能付き
センサー：日没点灯/明け方消灯
タイマー：日没点灯後
　　　　1〜10時間後消灯
最大2分岐可能
プラグコード長：0.5m

推奨オプション

12Vトランス

AC100V
防雨コンセント

保護管

※必ずコンセントでの設置をお願いいたします。
※ 12V商品を 100Vに直接つなげると LEDが破損します。
※施工の際は必ず製品付属の取扱説明書に従って施工してくだ

さい。取扱説明書の内容とは異なった施工、取扱いによって
故障した場合、保証の対象外となる場合がございます。

・コードは必ず保護管（市販）に通し、地中に埋設することをお薦
めいたします。

・12Vトランスは、地面から最低30cm以上の冠水しない場所、
軒下などの雨が直接かからない壁面、風通しの良い場所、直
接日光を受けない場所に設置してください。

※ LEDは明るさや発光色に多少バラつきがあります。
※施工費は含まれておりません。
※ホタルスイッチなどを使用した回路では使用しないでください。

LEDが消えない場合があります。

操作モニター

ワンタッチ端子で
簡単配線

照度センサー ＋ タイマー内蔵

※タイマー 10時間は「0」と表示されます。

照度センサー 

切り替えスイッチ 

タイマー
（h）

1〜10
A
F

：点灯時間
：深夜点灯
：常時点灯

DCトランス15W
専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155



※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。
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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。
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※□□には柄品番が入ります。

専用書体
P154

書体：チャーム（欧）
FC-VI-KEY

書体：ハンドスクリプト（欧）
FC-VI-RA

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

※ワンタッチネームプレート仕様は、FC-AJ-150のみに対応。

un AJICO LAYER STAINLESS SIGN  

絵画風なエッセンスを取り入れた陶板の表札。

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。
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有田焼と真鍮が醸し出す手づくり感が魅力。

un VILLA

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
P153

専用取付金具

※レイヤーステンサイン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）

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。

EMBLE SUS

書体：オールドマン（欧）

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。

専用書体
P159

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P155



※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。 137136

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

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。 空やガーデニングをモチーフとしたアートな表札。

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。

専用書体
P157

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。

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。

LED付きステンレス製オーナメント表札。

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）書体：オプティマ（欧）　FC-LEDI-BR

STAINLESS SIGN LEIA

un  Da capo

SIMPLATE

STAINLESS IRON SIGN LED

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。

　 P151

※□□には色柄品番が入ります。

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）

書体：ヘルクラウン
FC-DAC

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。

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）

DCトランス15W
FC-TR-15
価格 ¥14,000（税抜）

W75 x H188 x D58mm
約0.46kg
15W（最大許容W数：10.5W）
本体色：アッシュゴールド
照度センサー/タイマー機能付き
センサー：日没点灯/明け方消灯
タイマー：日没点灯後
　　　　1〜10時間後消灯
最大2分岐可能
プラグコード長：0.5m

推奨オプション

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

専用書体
P154

専用書体
P155

詳細説明
P133
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※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。
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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。

書体：クラシコ
TO-CAS-1（流木風白色塗装）

書体：専用書体
TO-CAS-3

書体：モエ
TO-CAS-2-LB（流木風塗装/レイクブルー）

書体：モエ
TO-CAS-2-OW（流木風塗装/オフホワイト）

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）

約W180 x H90 x D26mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具

専用書体
P156

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）

約W190 x H68 x D14mm
取付ピッチ ： W100mm
・ボルト金具

コラール   ステンレス アルミ鋳物  ステンレス

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）

約W355 x H92 x D25mm
取付ピッチ ： W300mm
・ボルト金具

専用書体
P156

書体：アンソニー（欧）
FC-FU170

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
P154

手紙の封をとじるシーリングワックスがモチーフ。

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。

un FU-RO

SILKY

CHORAL

海を感じさせる、ナチュラルテイスト。

透き通る光と色のシンフォニー。

OSEAN

MARVELOUS

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：カフリッシュS（欧）
TO-AS-65

書体：ティーサイン（欧）
GPM-781（モノクローム）

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。

上質な木目調のぬくもり。

SEIRA

セイラ アクリル  ステンレス

TO-AS-65
本体価格 ¥35,500（税抜）

W215 x H90 x D20mm
取付ピッチ ： W130mm
・ボルト金具

専用書体
P156

専用書体
P154

専用書体
P155
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書体：アバンテ（欧）
FC-LMN

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）

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
P156

小ぶりながら存在感のあるサイン。

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。

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

専用書体
P154

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。

　 P151

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。

LUMINO

LEVEL SIGN

GRANITE SIGN

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

ステンレス製のシャープなコーナーサイン。

リーフの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 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
・ボルト金具
※□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
・ボルト金具
※□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 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
・ボルト金具
※□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
P156

専用書体
P156

専用書体
P156

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）

CORNER SIGN STAIN

CORNER SIGN LEAF

CORNER SIGN ARROW

専用書体
P154

専用書体
P155
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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）

森を感じさせる、落ち着いたコーナーサイン。

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
・ボルト金具
※□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
P156

R（右コーナー）L（左コーナー）

CORNER SIGN TERRA COTTA

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。
※環境により、サビが発生する場合があります。

MIEL

葉や枝をあしらった切り抜きフォントが印象的。

書体：ミエル（欧）
ND-ME-M5-BK

専用書体
P153

壁や門柱にアクセントをつける、切り文字タイプの表札。

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。

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。

MUKU

人気のスポーツをモチーフにしたデザイン表札。

ATHLETE SERIES STAINLESS

書体：アメリカーナ （欧）
FC-ATI-BB（野球）

書体：アバンテ（欧）
FC-ATI-SC（サッカー）

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：プラザ（欧）
FC-ATI-GO（ゴルフ）

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：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）

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。

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
P156

専用書体
P156

RUSH SIGN

STAINLESS FRAME SIGN

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

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。

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）

※文字はホワイト・ダークブラウンより選択可。

専用書体
P157

書体：フリッツ体（欧）
TS-SLR-2E2-53

専用書体
P154

専用書体
P155
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ORNAMENT SIGN

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。

ワイドな門柱に映える、アイアン製のオーナメント表札。

専用書体
P152

ND-TM-01-□□（ストレートタイプ）  

本体価格 ¥40,000（税抜）

W310 x H98mm
※□□には色品番が入ります。
※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。

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
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
※□□には色品番が入ります。
※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。

書体：手書き文字
ND-TM-02-BR

TO-IS-73    

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    

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    

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 　　　書体：フリーハンド（欧）

書体：TH-20-4（欧）

TH-20-2    

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    

本体価格 ¥26,000（税抜）

W410 x H120mm
ウーステッド半ツヤ黒色

TY-01    

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） 

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（P36掲載）専用となります。

TH-20-1    

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    

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 

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） 

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

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）

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。

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
P157

ステンレス製で錆びない、オーナメントスタイルの表札。

STAINLESS IRON SIGN

STAINLESS IRON SIGN MINI

書体：なごみ体（和）
TS-BR-A2-9M-BK（ブラック）

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）

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。

専用書体
P157

書体：なごみ体（和）
TS-BR-A3-9M-DB（ダークブラウン）

森を感じさせる、落ち着いたコーナーサイン。
un オーナメントサイン  真 鍮
取付ピッチ ： 250mm
・ボルト金具
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
P153



※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。 147146

伝統的な文様パターンをガラスプレートでカバー。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 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。
※寒冷地不可
※納期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ヶ月半〜

専用書体
P159

専用書体
P159

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）

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

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。

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。
※寒冷地不可
※納期1ヶ月半〜

専用書体
P159

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。
※寒冷地不可
※納期1ヶ月半〜

専用書体
P159

◆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
る縁起の良い文様。

◆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
の良い文様。

◆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
ある縁起の良い文様。

◆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

icci KAWARA NAMEPLATE SIMPLE icci KAWARA NAMEPLATE GLASS

icci KAWARA NAMEPLATE KAMON / CHARM



※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。 149148

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  

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  

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。
※□□には色品番が入ります。
　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

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。

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

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

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）

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（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

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
　生じる場合があります。

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。

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。

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。

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。

UNFAIR UNFAIR

他の追随を許さないプレミアムな表札。
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専用書体
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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。 151150

専用書体
P157

専用書体
P153

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）/Helvetica（欧） 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
・ボルト金具

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

陶器

ステンレス ステンレス

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・柄の品番が入ります。

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）

P131 P137 P130 P140 P132

「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）

P134

FC-AJ-150-ELM

¥26,000

ヴィラ

P134

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。

INTERPHONE COVER



オーナメントサイン
P144

【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。

153152

un オーナメント
P145

Giddyup Std

 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
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

オーナメントサイン
P144

 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
P144

オーナメントサイン
P144

 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。

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
P135

インターホンカバー
P150

ミエル
P143

N a m e
P l a t e



【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。

FONT　
書体

155154

 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
P130

un フウロウ
P138

un ヴィラ
P134

un アジコ
P134

アスリートシリーズ
（ガラス）

P129

デコリア
P130

モクール
P131

un ダカーポ
P137

un ジャビー
P133

ルミノ
P140

UNFAIR
P148

レイア
P137

UNITE
イーレベルワン

P123

UNITE
キャンバス

P124

マルコ
P130

シンプレート
P136

グラニットサイン
P140

アスリートシリーズ
（ステンレス）

P143

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

ステンレス
アイアンサインLED

P136

 un シック140/
un シック100

P122

表札シミュレーションで、
完成後のかたちを
イメージできます !

表札シミュレーションは、
面倒なアプリのインストールが不要。
いますぐお試しいただけます。

スマホ
タブレット
対応

シミュレーション
対応表札は、P154記載
商品のみとなります。

— 表札シミュレーション非対応品 —

— 表札シミュレーション対応品 —

※unヴィラ、ステンレスアイアンサインLED、unダカーポ、unフウロウは、表札シミュレーションに対応していません。

文字レイアウトのデザインを
リアルにイメージ確認が出来ます

発注の際に
手間がかかる
レイアウト確認も
不要なのネ

簡単 早い

インターネットにてシミュレーションが可能です。

http://sign-simulation.net/toshin
シュミレーション

ＱＲコード

選べる

モブル
P132



FONT　
書体

※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
P127

ステンレスサイン
P136

ステンレス
フレームサイン

P142

ステンレス
アイアンサイン

P145

インターホンカバー
P150

 隷書体  クラフト体（和）  なごみ体  金文体

 丸フォーク体（和）

新れい書

丸フォーク

さやか明朝

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

 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（欧） 金文体

 隷書体 まめ吉体  丸フォーク体（欧）

★

★

★

★

★

★

★

★

★

 ザフ体  ロゴ体

ヴィンウォール
P131

オドール
P132

グラスセント
P132

157156

【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。

 サーペンタイン モエ

レベルサイン
P140

ミンク
P131

レシーナ
P133

セイラ
P139

ラッシュサイン
P142

シルキー
P138

コラール
P138

コーナーサイン テラコッタ
P142

 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 さやか明朝R シルフ

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 ルーシダH

コーナーサイン ステン
P141

コーナーサイン リーフ
P141

コーナーサイン アロー
P141

N a m e
P l a t e



※ 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
P123

159158

FONT　
書体

 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

★

★

★ ★ ★

 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
P54

 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
P126

ガラスサイン
P128

フラワーオブライフ
ラージフラワー

P127

エディー
P128

N a m e
P l a t e

クリアネスサイン
P129

ネオフェイス
P57

 オールドマン

エンブレSUS
P135

icci KAWARA
P146



Water Faucet Pillar



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

163162

SC-UN-POCM-IV （アイボリー） SC-UN-POCM-TC （テラコッタ）

本体
・水栓柱 un ポッシュ ¥30,000（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）  
 P184  JA-K13-E
・ガーデンパン un ポッシュ ¥17,000（税抜）
 P183  GPT-UN-POCMG-IV
掲載商品セット価格 ¥53,500（税抜）

本体
・水栓柱 un ポッシュ ¥30,000（税抜）
　
オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P185  JA-G102-B
・ガーデンパン un ポッシュ ¥17,000（税抜）
 P183  GPT-UN-POCMG-TC
掲載商品セット価格 ¥63,300（税抜）

POCHE　
アン ポッシュ

水栓柱  un ポッシュ
SC-UN-POCM-□□
本体価格 ¥30,000（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
アクリルシリコン樹脂塗装
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
寒冷地不可

水栓柱  

un ポッシュ
SC-UN-POC-□□
本体価格 ¥30,000（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
寒冷地不可

ガーデンパン

un ポッシュ
GPT-UN-POCMG-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）

W450 x H150 x D400mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
※□□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。

ガーデンパン

un ポッシュ
GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥17,000（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）

IV（アイボリー）

TC（テラコッタ）

TC（テラコッタ）

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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

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-IV （アイボリー）

SC-UN-POC-TC （テラコッタ）

マット塗装仕上げ
人気のポッシュがマット塗装で

マイナーチェンジ！
より落ち着いた仕上がりに。

本体 SC-UN-POCM-IV（水栓柱）・GPT-UN-POCMG-IV（ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル・ホース接続水栓十字ハンドル）

NEW

2020年3月

廃番

2020年3月

廃番

GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

水栓柱  un フルール
SC-UN-FLUS-○-BK
本体価格 ¥42,200（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
寒冷地不可

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。

ガーデンパン

un フルール
GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥17,000（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

FLEUR　
アン フルール

GRC

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

付属品

化粧プラグ

165164

SC-UN-FLUS-L-BK （リーフ/ブラック）SC-UN-FLUS-F-BK （フラワー/ブラック）

本体
・水栓柱 un フルール ¥42,200（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P184  JA-K13-ME
・ガーデンパン un フルール ¥17,000（税抜）
 P183  GPT-UN-FLUG-WH
掲載商品セット価格 ¥66,800（税抜）

本体
・水栓柱 un フルール ¥42,200（税抜）

オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P185  JA-G102-B
・ガーデンパン un フルール ¥17,000（税抜）
 P183  GPT-UN-FLUG-WH
掲載商品セット価格 ¥75,500（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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

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・ホース接続水栓十字ハンドル）

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

167166

水栓柱  un ジーニー
SC-UN-GEN-□□
本体価格 ¥30,000（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
寒冷地不可

SC-UN-GEN-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 un ジーニー ¥30,000（税抜）

オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-DN13-SE
・ガーデンパン トレビ　リビエラ ¥17,000（税抜）

 P182  GPT-RVG-WH
掲載商品セット価格 ¥55,700（税抜）

本体
・水栓柱 un ジーニー ¥30,000（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
 P184  JA-K13-E
・ガーデンパン トレビ　リビエラ ¥17,000（税抜）

 P182  GPT-RVG-IV
掲載商品セット価格 ¥53,500（税抜）

GENIE アン ジーニー

SC-UN-GEN-IV （アイボリー）

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

標準色
素朴な印象とシンプルなフォルムが魅力。
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。

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

本体 SC-UN-GEN-WH（水栓柱）・GPT-RVG-WH（ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル ）

木目部

・ unジーニーとトレビリビエラは、それぞれ塗装
方法が違うため全く同じ色ではございません。
予めご了承ください。

GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

付属のフックは
好きな位置に
掛けることができます。

TI-LA　
アン ティーラ

標準色

GRC

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

169168

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

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

SC-UN-TLS-WH
（ホワイト）

SC-UN-TLS-IV
（アイボリー）

水栓ユニット  un ティーラ
SC-UN-TLS-□□ 
本体価格 ¥113,200（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
寒冷地不可

un ティーラ
追加フック（2個セット）
OP-SC-HOK2
価格 ¥5,000（税抜）

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
価格 ¥27,500（税抜）

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。

オプション

▲

P77付属品

化粧プラグ
WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

本体
・水栓ユニット un ティーラ ¥113,200（税抜）
　
オプション
・オプション（ウッドトレイ） ¥27,500（税抜）
 P77  OP-GW-TR1
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-DN13-SE
・蛇口（ホース接続水栓スミレハンドル） ¥10,300（税抜）
 P185  JA-G102-SB
・ガーデンパン（トレビ リビエラ） ¥17,000（税抜）
 P182  GPT-RVG-WH
掲載商品セット価格 ¥176,700（税抜）

本体
・水栓ユニット un ティーラ ¥113,200（税抜）
　
オプション
・オプション（ウッドトレイ） ¥27,500（税抜）
 P77  OP-GW-TR1
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P184  JA-K13-ME
・蛇口（シャワーホースセット） ¥17,400（税抜）
 P184  JA-SHS-M
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P185  JA-G102-M
・ガーデンパン（トレビ マルチ） ¥45,800（税抜）
 P183  GPT-MLTGS-BG
掲載商品セット価格 ¥219,100（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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

・ unティーラとトレビリビエラ及びトレビマルチは、それぞれ塗装方法が違う
ため全く同じ色ではございません。

・ 木部は、個体差により色合いが違う場合があります。予めご了承ください。

耐荷重

 10kg

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

171170

LOG　
ユナイト　ログ

木をモチーフに象徴的な表現に。 水栓柱  UNITE ログ
SC-UNITE-LOG-□□ 
本体価格 ¥106,000（税抜）

W495 x H1100（全高1300）x D193mm
4kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）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）、KH（カーキ）、GR（グレー）
※全製品自社空圧試験済
寒冷地不可

ガーデンパン  UNITE ログ
GPT-UNITE-LOG-WH
本体価格 ¥23,200（税抜）

W545 x H80 x D360mm　12kg
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。

本体 SC-UNITE-LOG-KH（水栓柱）・GPT-UNITE-LOG-WH（ガーデンパン） / 蛇口（コスタ）

木のディテールではなく、あえてすっきりとしたデザインに。
オブジェのようなたたずまいは、さまざまなガーデンにしっくりとなじみます。

WH（ホワイト）

標準色 標準色

WH（ホワイト）

GR（グレー）

KH（カーキ）

本体
・水栓柱 UNITE ログ ¥106,000（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P184  JA-K13-ME
・ガーデンパン UNITE ログ  ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥136,800（税抜）

本体
・水栓柱 UNITE ログ ¥106,000（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
 P184  JA-K13-E
・ガーデンパン UNITE ログ  ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥135,900（税抜）

本体
・水栓柱 UNITE ログ ¥106,000（税抜）
　
オプション
・蛇口（二口横水栓MIX） ¥12,900（税抜）
 P184  JA-FBD13-HIB-DB
・ガーデンパン UNITE ログ  ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥142,100（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P183に記載しております。
※免責事項については、P211 をご参照ください。

意　匠
登録済

SC-UNITE-LOG-GR （グレー）SC-UNITE-LOG-WH （ホワイト） SC-UNITE-LOG-KH （カーキ）

FRP

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

173172

TORRE ユナイト トーレ

さりげないアースカラーもラインナップ。
TORRE（トーレ）とは、イタリア語で塔という意味。
モニュメントを意識したすっきりとしたデザインは、さまざまな空間にフィットします。

水栓柱  UNITE トーレ
SC-UNITE-TORRE-□□ 
本体価格 ¥31,600（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/
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）、KH（カーキ）、GR（グレー）、
　BK（ブラック）
※全製品自社空圧試験済
寒冷地不可

WH（ホワイト）

GR（グレー）

KH（カーキ）

BK（ブラック）

標準色

SC-UNITE-TORRE-KH
（カーキ）

SC-UNITE-TORRE-WH
（ホワイト）

SC-UNITE-TORRE-BK
（ブラック）

SC-UNITE-TORRE-GR
（グレー）

本体
・水栓柱 UNITE トーレ ¥31,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥13,000（税抜）
 P184  JA-GRH-COSTA-S
・ガーデンパン（UNITE ログ） ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥67,800（税抜）

本体
・水栓柱 UNITE トーレ ¥31,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（コスタ） ¥13,500（税抜）
 P184  JA-GRH-COSTA-L
・ガーデンパン（UNITE ログ） ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥68,300（税抜）

本体
・水栓柱 UNITE トーレ ¥31,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-MAUVE
・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥22,600（税抜）
 P182  GPT-SUS30-PIC
掲載商品セット価格 ¥62,900（税抜）

本体
・水栓柱 UNITE トーレ ¥31,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P184  JA-K13-ME
・ガーデンパン（UNITE ログ） ¥23,200（税抜）
 P182  GPT-UNITE-LOG-WH
掲載商品セット価格 ¥62,400（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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

本体 SC-UNITE-TORRE-BK（水栓柱）・GPT-UNITE-LOG-WH（ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル）

GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

自然な風合いの角形タイプ。 砂岩模様が上品な丸形タイプ。
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。

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。

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

175174

AEGEAN　
エーゲ SAGAN　

サガン

SC-AG-IV （アイボリー） SC-SAG-IV （アイボリー）

本体
・水栓柱 エーゲ ¥23,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
 P184  JA-K13-E
・ガーデンパン（トレビ フラット） ¥18,400（税抜）
 P182  GPT-FLG-IV
掲載商品セット価格 ¥48,100（税抜）

本体
・水栓柱 サガン ¥23,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
 P184  JA-K13-E
・ガーデンパン（トレビ リビエラ） ¥17,000（税抜）
 P182  GPT-RVG-IV
掲載商品セット価格 ¥46,700（税抜）

水栓柱  エーゲ
SC-AG-IV
本体価格 ¥23,200（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
寒冷地不可

水栓柱  サガン  

SC-SAG-IV
本体価格 ¥23,200（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
寒冷地不可

IV（アイボリー）

標準色

IV（アイボリー）

標準色

本体 SC-AG-IV （水栓柱）・GPT-KG-IV（ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル） 本体 SC-SAG-IV（水栓柱）・GPT-MG-IV（ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル）

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

GRC GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

177176

URBAN 　
アーバンⅡ

水栓柱  アーバンⅡ 
SC-UB2M-WH（1口タイプ）
本体価格 ¥23,200（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 ¥27,800（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
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 ¥18,800（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。

SC-WW-BC （バーチ）

本体
・水栓柱 アーバンウッド ¥32,400（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
 P184  JA-K13-E
・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P185  JA-G102-B
・ガーデンパン トレビ アーバンウッド  ¥23,800（税抜）
 P182  GPT-WG-BC
掲載商品セット価格 ¥70,300（税抜）

SC-WW-DS （ダークセピア）

水栓柱  アーバンウッド
SC-WW-□□
本体価格 ¥32,400（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
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 ¥23,800（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。

SC-UB2M-WH （ホワイト）

本体
・水栓柱 アーバンⅡ （1口タイプ） ¥23,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥7,600（税抜）
 P184  JA-K13-ME
・ガーデンパン トレビ アーバン  ¥18,800（税抜）
 P182  GPT-UBMG-WH
掲載商品セット価格 ¥49,600（税抜）

付属品

化粧プラグ
BC（パーチ）

DS（ダークセピア）

標準色意　匠
登録済

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

URBAN WOOD　
アーバンウッド

お庭にうるおいを。 お庭にぬくもりを。
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。

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。

本体 SC-WUB2M-WH  （水栓柱）・GPT-UBMG-WH （ガーデンパン） /
 蛇口（横水栓十字ハンドル・ホース接続水栓十字ハンドル）

本体 SC-WW-DS  （水栓柱）・GPT-WG-DS （ガーデンパン） / 蛇口（横水栓十字ハンドル）
撮影協力：スペースガーデニング さいたま店

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

GRC GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

WH（ホワイト）

BK（ブラック）

標準色（ガーデンパン）

VG3（ホワイト）

WH（ホワイト）

SVM（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）

※水栓柱・ガーデンパンには、それぞれ2ヶ所の固定用の穴があります。

179178

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。

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 ¥33,600（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
寒冷地不可

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥22,600（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。

SC-VG4-WH （ブラック/ホワイト）

本体
・水栓柱 ヴォーグ ¥33,600（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-MAUVE
・ガーデンパン NEW ヴォーグ ¥22,600（税抜）
 P182  GPT-NVGG-BK
掲載商品セット価格 ¥64,900（税抜）

SC-VG4-SVM （ブラック/シルバー）

SC-VG3-BR（ホワイト/ブラウン）

SC-VG3-RD （ホワイト/レッド）

本体
・水栓柱 タクト 100 ¥46,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-MAUVE
・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥22,600（税抜）
 P190  GPT-SUS30-PIC
掲載商品セット価格 　¥77,500（税抜）

SC-TAC100-GN （グリーン）

本体
・水栓柱 タクト100 ¥46,200（税抜）

オプション
・蛇口（二口横水栓MIX） ¥12,900（税抜）
 P184  JA-FBD13-HIM-DB
掲載商品セット価格 ¥59,100（税抜）

TACT　
タクト

寒冷地向けの水栓柱が
スタイルアップしました。
本体上部が360°自在回転。
取り回しが便利です。

水栓柱  タクト100
SC-TAC100-□□
本体価格 ¥46,200（税抜）

∅60 x H707（全高1107）mm
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）
※全製品自社水圧試験済
寒冷地用不凍水栓柱

水栓柱  タクト120
SC-TAC120-□□
本体価格 ¥52,000（税抜）

∅60 x H707（全高1307）mm
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）
※全製品自社水圧試験済
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。

アルミVOGUE　
ヴォーグ

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

GRC

W a t e r
F a u c e t

P i l l e r



※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・製品図はこちらから▶トーシンコーポレーションWEBサイト

ガーデンパン
P 182

蛇口
P 184

181180

COLUMN RUSTY　
コルムラスティ

水栓柱  コルムラスティ
SC-CM11-F-□□ 
本体価格 ¥29,000（税抜）

φ６2*Ｈ900（全高1100）
1.4kg（本体のみ）
外装管：アルミ製/塩ビシート貼付け
給水管：HIVP13
トップキップ：ABS 樹脂製クロムメッキ
※□□には本体の色品番が入ります。
　LB（ライトブラウン）、DB（ダークブラウン）
※全製品自社空圧試験済
寒冷地不可

LB（ライトブラウン）

DB（ダークブラウン）

標準色

本体
・水栓柱 コルムラスティ ¥29,000（税抜）

オプション
・蛇口（コスタ） ¥10,700（税抜）
 P184  JA-GRH-COSTA
掲載商品セット価格 ¥39,700（税抜）

SC-CM11-F-LB
（ライトブラウン）

SC-CM11-F-DB
（ダークブラウン）

時間の流れを感じさせる
エイジングを表現。
風合いを大切にした味わいのある
ガーデンにおすすめです。

ガーデンを彩るのに、
飾りはいらない。
シンプルでスマートなフォルムで
多彩なカラーバリエーションは、
ガーデンを楽しく演出する。

アルミCOLUMN　
コルム

標準色

水栓柱

コルム
SC-CM11-□□
本体価格 ¥27,200（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
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

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）

本体
・水栓柱 コルム ¥27,200（税抜）
　
オプション
・蛇口（モーヴ） ¥8,700（税抜）
 P184  JA-MAUVE
掲載商品セット価格 ¥35,900（税抜）

本体 SC-CM11-WH  （水栓柱）・GPT-UN-FLUG-WH （ガーデンパン） / 蛇口（モーヴ） 本体 SC-CM11-F-DB  （水栓柱）・GPT-SUS30-PIC （ガーデンパン） / 蛇口（コスタ）

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

※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P183に記載しております。
※免責事項については、P211をご参照ください。

W a t e r
F a u c e t

P i l l e rアルミ



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 ※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。

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

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

BU（藍）

GN（緑）

BR（渦茶）

YE（黄）

WH（白）

183182

ガーデンパン

UNITE ログ　
GPT-UNITE-LOG
本体価格 ¥23,200（税抜）

W545 x H80 x D360mm　12kg
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

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥22,600（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

ガーデンパン

ピッコロステン30　
GPT-SUS30-PIC
本体価格 ¥22,600（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）

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。

GARDENPAN　
ガーデンパン

ガーデンパン

トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□
本体価格 ¥45,800（税抜）

本体： W850×H60xD450mm  19kg
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

un フルール
GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥17,000（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-POCMG-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）

W450 x H150 x D400mm　8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
※□□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 ポッシュ
GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥17,000（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

信楽45
GPS-45-□□
本体価格 ¥24,800（税抜）

W450 x H125 x D430mm　8kg　
陶器
※□□には本体の色番号が入ります。
　BU（藍）、GN（緑）、BR（渦茶）
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

色の発色には濃淡などの個体差があります。
あらかじめご了承ください。

寒冷地
不可

ガーデンパン

信楽40
GPS-40-□□
本体価格 ¥22,800（税抜）

W430 x H120 x D400mm　6kg
陶器
※□□には本体の色番号が入ります。
　WH（白）、YE（黄）
付属品  ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。色

の発色には濃淡などの個体差があります。あら
かじめご了承ください。

寒冷地
不可

陶器 陶器

GRC GRCGRCGRC

ガーデンパン

トレビ リビエラ
GPT-RVG-□□
本体価格 ¥17,000（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。

ガーデンパン

トレビ フラット
GPT-FLG-IV
本体価格 ¥18,400（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 ¥17,000（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。
※設置の際には蛇口からの吐水位置を現物にて

ご確認下さい。

ガーデンパン

トレビ 丸　　
GPT-MG-IV
本体価格 ¥17,000（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 アーバン
GPT-UBMG-WH
本体価格 ¥18,800（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 ¥23,800（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。

GRCGRCGRC

GRC

GRC

GRC

FRPステンレスGRC

TC（テラコッタ）

IV（アイボリー）IV（アイボリー）

TC（テラコッタ）
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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 ※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 ¥900（税抜）

ホースアダプター （真鍮）
JA-DB203B
本体価格 ¥900（税抜）

ホースジョイントニップル 
（シルバー）
JA-HV204M 
本体価格 ¥1,300（税抜）

泡沫アダプター （メッキ）
JA-DB206M
本体価格 ¥1,000（税抜）

ホースジョイントニップル
（ゴールド）
JA-HV204B 
本体価格 ¥1,300（税抜）

泡沫アダプター （真鍮）
JA-DB206B
本体価格 ¥1,000（税抜）

GROHE	 蛇口

TOSHIN Faucet series	 蛇口

 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。

意匠性の高いトーシンの蛇口シリーズ。 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 ¥7,600（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 ¥7,600（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 ¥10,300（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 ¥10,300（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、P211 をご参照ください。

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。

ホースアダプター （メッキ）
JA-GRHM 
本体価格 ¥1,700（税抜）

コスタ専用

※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。

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

付属品 付属品 付属品

H

G½

PJ½
H

D

D

蛇口 補助蛇口

使用時 使用時 使用時

コスタ取り付け可能水栓柱
・UNITE ログ
・UNITE トーレ
・un フルール

・ヴォーグ
・コルム
・コルムラスティ

コスタ 化粧プレート S・L
コスタ 化粧プレート S・L
コスタ 化粧プレート S・L

コスタ 化粧プレート L・L
コスタ 
コスタ 

P180

P178

P181

P172

P170

P164
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コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA
本体価格 ¥10,700（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

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA-S
本体価格 ¥13,000（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 ¥13,500（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

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 ＞ 水栓柱＞ 蛇口＞コスタ

モーヴ  （メッキ）
JA-MAUVE 
本体価格 ¥8,700（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 　　
　　　

横水栓
十字ハンドル （メッキ鋳肌）
JA-K13-ME
本体価格 ¥7,600（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 ¥6,500（税抜）

∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま  

胴長横水栓
スミレハンドル （鋳肌）
JA-DN13-SE
本体価格 ¥8,700（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   　　　　　　　      

二口横水栓MIX
 （メッキ）
JA-FBD13-HIM-DB 
本体価格 ¥12,900（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-DB
本体価格 ¥12,900（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

シャワーホースセット 
（メッキ）
JA-SHS-M（メッキ）
本体価格 ¥17,400（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

不凍胴長横水栓
（メッキ）
JA-DN13T-M
本体価格 ¥10,200（税抜）

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま（SMA形状記憶合金バネ） 

凍結防止

不凍胴長横水栓
（鋳肌）
JA-DN13T-E
本体価格 ¥9,500（税抜）

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま（SMA形状記憶合金バネ） 
　　　　　

凍結防止
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適合蛇口サイズ
外径14〜20mm

長さ：30m
内径：12mm

適合蛇口サイズ
外径14〜20mm

長さ：20m
内径：7.5mm
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手を汚さずにホースをきれいに巻きとれ、
日差しからホースを守るカバーが特徴のホースリールです。

細いホースを巻いた、コンパクトなホースリールです。
コンパクトながらも本格的な水撒きができます。

本体 JA-VSTFK012 本体 JA-VCBNG019

GARDEN REELS 　
ガーデンリールⅡ（30m） GARDEN REELS 　

ガーデンリールⅡ（20m）

COMPACT
コンパクト

ノズルは、手元で水量調整できま
す。レバーの握り具合で簡単に連続
通水・止水が可能です。

ノズルは、手元で水量調整できま
す。レバーの握り具合で簡単に連続
通水・止水が可能です。

ガーデンリールⅡ
JA-VSTFK0□□ 
本体価格 ¥18,000（税抜）

W282 x H430 x D410mm　約7kg
ホース：アンティークゴールド
ホースの長さ:30m（蛇口側2.0m）
適合蛇口サイズ:外径14mm〜20mm
※□□には本体の色品番が入ります。
　09（グリーン）、12（ブラウン）
付属品  蛇口ニップル、コネクター 

コンパクト
ガーデンリールⅡ
JA-VCBNG0□□ 
本体価格 ¥12,000（税抜）

W168 x H302 x D343mm　3.4kg
ホース：ブラウン
ホースの長さ:20m（蛇口側2.0m）
適合蛇口サイズ:外径14mm〜20mm
※□□には本体の色品番が入ります。
　19（グリーン）、12（ブラウン）
付属品  蛇口ニップル、コネクター 

JA-VSTFK009
（グリーン）

JA-VCBNG019
（グリーン）

JA-VSTFK012
（ブラウン）

JA-VCBNG020
（ブラウン）

オプション オプション

3分岐蛇口 
ニップル
JA-VTYGG001 
価格 ¥4,000（税抜）

3分岐蛇口 
ニップル
JA-VTYGG001 
価格 ¥4,000（税抜）

ロングノズルBK
JA-VCBNG009 
価格 ¥4,000（税抜）

ロングノズルBK
JA-VCBNG009 
価格 ¥4,000（税抜）

コネクター
JA-XGZ0120 
価格 ¥800（税抜）

スリムコネクター
XGZ0135 
価格 ¥600（税抜）

カバーは塗装仕上げ
自動車塗装にも使用している高級
塗料（JIS0205-1987）を使用。

シャワーノズルを外して、
そのまま取付可能です。

シャワーノズルを外して、
そのまま取付可能です。

ガーデンリールをそのま
ま取付可能です。単体の
ホースを取り付ける場合
は、別途コネクターが必
要になります。

ガーデンリールをそのま
ま取付可能です。単体の
ホースを取り付ける場合
は、別途コネクターが必
要になります。

商品動画 商品動画

NEW

NEW

コンパクト
ガーデンリールⅡ ホース
JA-XGZ0138 （ブラウン）

本体価格 ¥1,250（税抜）

内径：7.5mm
長さ：5m

JA-XGZ0139 （ブラウン）

本体価格 ¥2,500（税抜）

内径：7.5mm
長さ：10m

ガーデンリールⅡ ホース
JA-VTYGG26 （アンティークゴールド）

JA-XGZ0123 （ブラウン）

本体価格 ¥3,000（税抜）

内径：12mm
長さ：10m

JA-VTYGG027 （アンティークゴールド）

JA-XGZ0124 （ブラウン）

本体価格 ¥6,000（税抜）

内径：12mm
長さ：20m
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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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BROOKS400　
ブルックス400

　 BROOKS780　
ブルックス780

　GRC GRC

防災グッズなどを収納できるベンチ。
幅が約780mmとワイドなので、さまざまものの収納に。
玄関先や庭先に設置しておくと便利です。

本体 SB-BR780-KH本体 SB-BR400-SB

収納スペースにもなる便利なベンチ。
防災グッズやお子様の遊び用具、掃除用具などの収納に。
ちょっと腰を下ろせるベンチにもなるので便利です。

座板の開閉はソフトクローズダンパー仕様なので、
座板が閉まる際は、手を離してもゆっくり閉じるので
安心です。市販の折りたたみ式宅配ボックスや、防
災グッズなどを収納すると便利です。

座板の開閉はソフトクローズダンパー仕様なので、
座板が閉まる際は、手を離してもゆっくり閉じるので
安心です。

水切り穴に防犯チェーンを通し、宅配ボックスを固定
することができます。

ブルックス780
SB-BR780-□□	
本体価格	¥59,900（税抜）

W800×H395xD360mm   27kg（本体のみ）
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製
　　 /複層左官材吹付け仕上げ
座板：FRP製ポリウレタン樹脂塗装
※□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、
　SB（サックスブルー）

ブルックス400
SB-BR400-□□	
本体価格	¥52,400（税抜）

W420×H445xD410mm   23kg（本体のみ）
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製
　　 /複層左官材吹付け仕上げ
座板：FRP製ポリウレタン樹脂塗装
※□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、
　SB（サックスブルー）

WH（ホワイト）WH（ホワイト）

KH（カーキ）KH（カーキ）

標準色標準色

SB（サックスブルー）SB（サックスブルー）

SB-BR400-WH SB-BR780-WHSB-BR400-KH SB-BR780-KHSB-BR400-SB SB-BR780-SB

防水仕様ではございません。
隙間から雨水が入る場合もございます。
あらかじめご了承ください。

防水仕様ではございません。
隙間から雨水が入る場合もございます。
あらかじめご了承ください。
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TOSHIN
P r o p o s a l
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FUPU　
フープ FUPU DOGSTAY　

フープ ドッグステイ

本体 EXF-FUPU-KH 本体 EXF-FUPU-DOG-SB

フープ
EXF-FUPU-□□	
本体価格	¥39,800（税抜）

W750×H400xD330mm   42kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
/ポリウレタン樹脂塗装　
付属品  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、KH（カーキ）、
　BG（ベージュ）、SB（サックスブルー）

WH（ホワイト） WH（ホワイト）

KH（カーキ） KH（カーキ）

BK（ブラック） BK（ブラック）BG（ベージュ） BG（ベージュ）

標準色 標準色

SB（サックスブルー） SB（サックスブルー）

ベンチにもなるプランター。
幅450mmのプラ鉢が入るので植え替えがカンタン。
標準装備の座板を置けばベンチに早変わり。

EXF-FUPU-WH EXF-FUPU-DOG-WH

EXF-FUPU-KH EXF-FUPU-DOG-KH

EXF-FUPU-SB EXF-FUPU-DOG-SB

EXF-FUPU-BG EXF-FUPU-DOG-BG

EXF-FUPU-BK EXF-FUPU-DOG-BK

	フープ	ドッグステイ
EXF-FUPU-DOG-□□	
本体価格	¥47,200（税抜）

W750×H400xD330mm　42kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
/ポリウレタン樹脂塗装　
付属品  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、BG（ベージュ）、
　KH（カーキ）、SB（サックスブルー）

受注
生産

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。

GRC GRC
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駐車スペースにアクセントを。
人の注意を引いたり、空間にアクセントを生んだり。
目を引くカラーリングがポイント。

FRAME　
ユナイト パーキングブロック フレーム

PARKING
BLOCK

本体 CS-UNITE-PB-RD 

標準色

UNITE	
パーキングブロック	フレーム
CS-UNITE-PB-□□	
本体価格	¥20,000（税抜）

本体： W795×H130xD195mm   21kg
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。
　RD（レッド）、BU（ブルー）、OR（オレンジ）
付属品  アンカーボルト（W3/8 x L100mm x 2本）

RD（レッド）

OR（オレンジ）

BU（ブルー）

CS-UNITE-PB-RD CS-UNITE-PB-BU CS-UNITE-PB-OR

※実際の色味については、お問い合わせの上サンプル板をお取り寄せください。

GRC
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テーブル UNIPF-CRTABLE / ベンチ UNIPF-GEBENCH-BG

庭でもテラスでも、どこでも憩いの場へ。
家族や仲間でランチやティータイム、バーベキューなどを楽しむときなどに。
どこにでも持ち運べる、折り畳み可能なベンチ&テーブルです。

BENCH　
クレーン テーブル/グランド エクディシス ベンチTABLE/

グランド	エクディシス	ベンチ
UNIPF-GEBENCH-□□	
本体価格	¥23,000（税抜）

設置時サイズ：H740×W1190×D550mm 約6kg
座面高さ：約370mm

（背もたれ高さ約450mm、座面有効幅：1000mm 座面
奥行き450mm）
収納時サイズ：H700×W1190×D100mm
耐荷重：約140kg (片側：約70kg)
フレーム：アルミ（シルバー）／座面：ポリエステル／アーム
レスト：タモ材（日本製）
※□□には色番号が入ります。
　BG（ベージュ）、OG（オリーブグリーン）

クレーン	テーブル
UNIPF-CRTABLE
本体価格	¥31,000（税抜）

設置時サイズ：H650×W670×D67mm 
約5.7kg
収納時サイズ：H700×周囲450mm
耐荷重：約20kg
脚部：アルミ、樹脂／天板：タモ材（日本製）

BG（ベージュ）

OG（オリーブグリーン）

標準色

グランド	エクディシス	ベンチ

ペレグリン・ファニチャーとの Wネーム商品です。アーム部分の
構造をより強固にしたシルバーフレームを採用し、座り心地の向
上と同時に、北海道で手作りしたタモ材のアームレストをボルト・
ナットでの固定に改良し、安定した強度を実現。また特徴として、
アームレストに便利なカップホルダーほか、UNITEオリジナルの
焼印、背もたれの裏にはオリジナルのスタンプが施されています。

クレーン	テーブル

軽くて丈夫なアルミ製の脚と、北海道で手作りした丈夫なタモ材
の天板を組み合わせたテーブルです。天然木素材のため、ひと
つずつ木目の表情が違うのも特徴で、天然オイル仕上げ。2～ 4
人で使うのにちょうど良いサイズ感で、アウトドアで椅子に腰掛
けて使いやすい高さです。マジックテープで簡単に固定でき、丸
めて筒状にしてコンパクトに収納出来ます。専用の収納袋付き。

UNIPF-GEBENCH-BG
（ベージュ）

UNIPF-CRTABLE

CRANE
GR AND
ECDYSIS
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TENTS & SHADES
SLEEPING BAGS & MATTRESS
FURNITURE
COOLERS & JUGS
COOKING & HEATING
LIGHTING
OUTDOOR ACCESSORIES

WATER RECREATION
BACKPACKS
LICENSED PRODUCTS

マスターシリーズ
強雨、強風、高温、多湿……自然は時として、キャンパーに過酷な
環境を作り出します。そうした環境を克服するものが “本物 ” と呼ばれ
るにふさわしい道具となります。コールマンの長い歴史のなかで蓄積
されたノウハウと日本のアウトドアシーンに対する研究によって、より
快適に、よりヘビーデューティに、最高の素材・機能を追求したコー
ルマンのフラッグシップモデル。それが、「マスターシリーズ ®」です。

インディゴレーベル
アウトドアとインドアのボーダーレスなスタイル。それが今、我々の
周りで起こっているムーブメントです。仲間や家族といつでもどこでも
楽しみをシェアできる……そんな “マイスタイル ” を描ける愛すべきア
イテムが求められています。INDIGO LABEL は、ボーダーレスで多様
化するライフスタイルの中に、楽しさや豊かさを提案していくレーベ
ルです。

夏休み	CAMP

BBQ

PICNIC

スタイルを遊ぼう

焚き火	CAMP

COMPACT	STYLE

トンネル2	ルームハウス	
/LDX＋
日光を90％以上ブロックする遮
光生地を採用。テント内が真っ暗
になるので、朝までぐっすり寝ら
れる。またテント内の温度上昇も
抑えられ、夏でも涼しく快適。

インスタント
バイザーシェード/M	＋
太陽の光を90％以上ブロックし
て、シェード内の温度上昇を抑え
る遮光生地を採用したシェード。
風に強いひさし型のフォルムな
ので、急な強風でも安心。

スクリーンIG	シェード
風に強いクロスポール構造を採
用したピクニックシェード。フル
オープン・フルクローズが可能
で、接触した虫をノックダウン※ 
するメッシュ生地を採用。

ツーウェイ	
キャプテンチェア
ベーシックスタイルとロースタイ
ル、2 通りの高さで使えるモデ
ル。安定感のある座り心地なが
ら、スリムにたためるので持ち運
びも楽にできる。

クールスパイダー®プロ/L
焼き網の高さを4 段階に調節で
きるので、食材に合わせた火加減
が簡単。また引き出し式ロストル
の採用で、炭の継ぎ足しや灰の処
理が楽にできて使いやすい。

レジャーシート
インナーにフォーム材を採用した、
やわらかい座り心地のレジャー
シート。裏面防水加工で地面か
らの湿気を通さない。表面は起
毛素材なので肌触りも抜群。

パワーハウス®	
LP	ツーバーナーストーブⅡ
最大火力約3500kcal/h×2 の
高火力ながら、スリムにたためて
持ち運びが楽にできるLP ガス
式ツーバーナー。耐風性に優れ、
安心して野外料理を楽しめる。

ポリライト48QT
食材がたっぷり入る容量45L の
クーラー。保冷力は約3 日間と
高い性能を誇る。カップホルダー
が付いたフタは、汚れを拭き取り
やすいイージークリーントップを
採用。

ナチュラルモザイクTM
ミニテーブルプラス
軽くて持ち運びに便利な、コンパ
クトサイズのミニテーブル。天板
には汚れを拭き取りやすいメラミ
ン加工と抗菌加工が施されてい
るので、いつでも清潔に使える。

リラックスフォールディングベンチ
大人2 人がゆったり座れる折りたたみ式
ベンチ。座面には適度な張りがあって、長
時間座っていても疲れにくいので、焚き
火はもちろん、ロースタイルのダイニング
にも最適。

ナチュラルウッド	ロールテーブル/65
天板に天然木の風合いを活かしたナチュ
ラルなテーブル。高さを約40 ／70cm 
の2 段階に調節できる。天板はロール
式、脚部は収束式なので、コンパクトに収
納することが可能。

ステンレス	ファイアープレイスⅢ
ファイアープレイス	テーブル
空気の流れをつくりやすい井げた状の構造を採用した焚
き火台と、それを囲むようにファイアープレイステーブルを
セットすれば、囲炉裏のような快適な空間を作り出せる。

エクスカーションティピー	/
325	＋	スタートパッケージ
太陽の光を90％以上ブロックする生地を採用したティピー
型テントに、インナーシートとグランドシートを付属したセッ
ト。室内は真っ暗で朝までぐっすり寝られる。

各アイテム毎に発注数が異なります。
単品での取扱も可能です。
各営業所へお問い合わせ願います。

ダッチオーブンSF	10インチ
あらかじめシーズニングが行われてい
るので、すぐに調理が始められる手軽な
ダッチオーブン。10 インチサイズは、ガ
ソリンツーバーナーでも焚き火でも調理
がしやすいサイズ。

ヘキサタープ/MDX＋
光の透過を抑え、タープ下の温度上昇を
軽減する遮光生地を採用。サイドウォー
ル付きで3 方向の日差しもしっかりとブ
ロックするので、涼しく快適に過ごせる。

夏休みの思い出は、豊かな自然とちょっとの失敗、
そして、子どもの笑顔がつくってくれた

BBQとは、おいしい料理を食べる時間。
仲間との弾む会話を味わう時間。

「そうだ、外ごはんしよう！」と決めたとき、
それが“ピクニック日和”。

お気に入りのアウトドアスタイルが、
かけがえのない思い出を作り出す

焚き火の炎は、心を穏やかにしてくれる。
そして、仲間との絆を深くしてくれる。

キャンプの荷物が小さくなったぶん、
好奇心を大きく持って出かけよう。

キャンプが、社会を豊かにする。
コールマンは、本気でそう信じている。
どことなく満たされない今、
キャンプは、人と人を強くつなげるから。
家族や仲間との距離がぐっと縮まり、
忘れていた感情や感覚がどっと溢れる。
そして、人と人の隙間に温かな火が灯る。

灯そう。 コールマンは、そんな人の間を照らす灯火でありたい。
灯そう、目に見えない絆を。
灯そう、失いかけた感性を。
灯そう、忘れがちな遊び心を。
灯そう、ほの暗い日本を。
灯そう、コールマン。

Coleman	総合カタログ

TEAM	SPORTS
青空の下に仲間が集まり、明るい声が聞こえれば、
そこはいつだってアウトドア。

パーティーシェードDX/360	＋
強い太陽の光を90％以上遮り、
涼しい日陰を作り出す自立型
シェード。高さを3 段階で調節で
き、風をはらまないトップベンチ
レーション装備。360 × 360cm
で大人数でもゆったりすごせる。

アウトドアワゴン
たくさんの荷物を一度に運べる、
耐荷重約100kg の簡単収束型
ワゴン。タイヤが大型なので、整
備されていない道でもスムーズ
に運ぶことができる。

三折ベンチ
軽量で高強度な角型アルミフ
レームを採用した折りたたみ式
ベンチ。3 つに折りたたむことが
できるのでコンパクトになり、持
ち運ぶ際もかさばらない。

Coleman	Web
オンラインカタログをはじめ、店舗情報や
商品情報、ギアの選び方、アウトドアでの楽
しみ方などの情報を随時更新しています。
http://www.coleman.co.jp

Coleman	公式アプリ
オンラインカタログが便利です！



カタログに記載されている組合わせは、
全て屋外使用が可能です。
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ERECTA　
エレクター

HVM1824VS1
本体価格	¥18,400（税抜）

W600 ｘ D450 ｘ H800mm
仕様：ワイヤーシェルフ

HVW1824VS1
本体価格	¥30,800（税抜）

W1165 ｘ D450 ｘ H1000（700）mm
仕様：ワイヤーシェルフ

HVL1848VS1
本体価格	¥16,400（税抜）

W1200 ｘ D450 ｘ H450mm
仕様：ワイヤーシェルフ

HVM1836VS2
本体価格	¥16,800（税抜）

W900 ｘ D450 ｘ H800mm
仕様：ワイヤーシェルフ

HVM1836VS3
本体価格	¥21,500（税抜）

W900 ｘ D450 ｘ H800mm
仕様：ワイヤーシェルフ

HVH1848VS1
本体価格	¥33,600（税抜）

W1200 ｘ D450 ｘ H1600mm
仕様：ワイヤーシェルフ

DIY的に組み立てる男前インダストリアルインテリア。

ライフスタイルを自由に表現しよう。
耐荷重

135kg

容量
53ℓ

容量
75.7ℓ

ココも

ココも

全部で

540kg!!

ラウンド	ブルートコンテナ
RM1779734UTBK（本体:ブラック）
本体価格	¥9,200（税抜）

RMF2620UT□□（本体）
本体価格	¥9,200（税抜）

∅495 ｘ H581mm
※□□には色品番が入ります。
　WT（ホワイト）、GY（グレー）、

RMF261960□□（フタ）
本体価格	¥3,200（税抜）

∅505 ｘ H32mm
※□□には色品番が入ります。
　WT（ホワイト）、GY（グレー）、BK（ブラック）

WT（ホワイト）

GY（グレー）

BK（ブラック）

標準色

50年の歴史を

築いたブランドで

アウトドアリビングを楽しむ。

ガレージや屋外への

使用も可能。

ブルート	トートボックス
RMFG9S3000□□H（浅型53ℓ）
本体価格	¥9,000（税抜）

W708 ｘ D441 ｘ H271mm
※□□には色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、GR（グレー）

RMFG9S3100□□H（深型75.7ℓ）
本体価格	¥11,000（税抜）

W708 ｘ D441 ｘ H384mm
※□□には色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、GR（グレー）

NEW

※トーシンコーポレーション エレクター別冊カタログもございます。
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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	¥31,400（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	¥36,000（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。

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）P192    

ガーデンパン		トレビ	マルチ
GPT-MLTGS-□□	
本体価格	¥45,800（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	 ¥45,800

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。

※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P191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

　

（税抜）

TREVI MULTI　
トレビ マルチ

GRC

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。

本体 GPT-MLTGS-WH



205

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。204

重さと設置しやすさを改善

構造を改良し、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。

TERRACE UNIT　
テラスユニット

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。

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	¥23,200（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

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。

FUN STEP　
ファンステップ

置くだけ設置のステップに収納機能をプラス。

ファンステップ
KSBF-8058（踊り場）	
本体価格	¥30,400（税抜）

W800×H400xD580mm   43kg
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製/御影石調仕上げ
天板：9㎏/5本、リサイクル樹脂、ダークグレー
※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	¥11,600（税抜）

W300×H200xD580mm   15kg

標準色

GRC

御影石調（グレー）

GRC

ORNAMENT　
オーナメント

ガーデンを華麗に演出するイタリア製オーナメント。

オルトナ	コロッサ
OC2009
本体価格	¥320,000（税抜）

φ750×Ｈ1160mm　130kg（本体のみ）
材質：大理石・セメント
原産国：イタリア
付属品  ポンプセット
循環式噴水
※設置現場での施工組立工事が必要となります。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。
※製品の特性上、若干の個体差があります。商品の欠けなどは風合いを出すためであり、不良品ではございません。

小便小僧
SK0130
本体価格	¥37,000（税抜）

H620mm・ベース150×150mm  15kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
※水を出す施工は可能ですが製品にポンプ等の付属品は一切含まれておりません。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。

コルベッチオ
KB1205
本体価格	¥90,000（税抜）

W400×H750×D300mm  29kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
蛇口付壁泉／非循環式
※設置現場での施工組立工事が必要となります。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。
※ポンプ、配管部材等は含まれておりません。現場の仕様に合わせて適切な施工をしてください。

コリント
CR0066
本体価格	¥55,000（税抜）

W470×H440×D470mm  47kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。

エイジングがより大胆に強調された仕上げが特徴です。
古代から時を刻んだ遺跡の様な風合いをお楽しみ下さい。

コリント式の柱頭を模したガーデンオブジェ。
石像のほか鉢の台座としてもお使いいただけます。
アンティ―ク処理などイタリアの工房の手技が冴えます。

ベルギーの首都ブリュッセルの
シンボルともなっている小便小僧の噴水。
「ジュリアン坊や」の愛称で親しまれています。

壁泉と呼ばれる、壁に取り付けるタイプの噴水。
本体はもちろん蛇口にいたるまで装飾性が高く、
ヨーロピアンテイストの気品が色濃く漂います。

【ストーン製品について】
粒状の白色大理石と白色セメントの混合物を主原料とし製作されております。最終の仕上げ段階においてアンティーク処理を施すことにより立体感が生まれ、景観に一層調和をもたらすエイジングの技術が
製品の特長となっております。ストーン製品は全てイタリアから直輸入しておりますので在庫切れの場合は納期にお時間をいただく場合がございます。
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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。206

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。

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 ¥20,800（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。

メモリアルプランター

容量：18ℓ

容量：10ℓ

GN（グリーン）PK（ピンク）

	フープ	ドッグステイ
EXF-FUPU-DOG-□□	
本体価格	¥47,200（税抜）

W750×H400xD330mm　42kg（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  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、BG（ベージュ）、
　KH（カーキ）、SB（サックスブルー）

受注
生産

FRP

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。

 FUPU
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	¥45,800（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）P192    

WH（ホワイト）

KH（カーキ）

BK（ブラック） BG（ベージュ）

標準色

SB（サックスブルー）

2020年3月

廃番
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Corporate Profile　
企業の横顔 Notes　

お読みください

T O S H I Nの歩み GRC・FRP・その他商品お取り扱いのご注意
塗装着色商品・樹脂系商品（天然木部材含む）は、経年変化による

「色あせ」などが起こる場合がありますので予めご了承ください。
白華現象（エフロレッセンスについて）：製品表面やタイル目地部
分に白い綿状の物質が沈着する「白華現象」は、季節や気候など
の設置現場の条件により部分的に起こり得ます。 これはセメント
製品独特の現象ですが、製品の異常や欠陥ではありません。製品
の性能に問題はありません。（GRC製品及び一部の FRP製品）
表面の汚れ落としで金属タワシや金属ヘラなど硬質素材の使用
はお避けください。
酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。洗浄には中性洗剤を
ご使用ください。
商品の設置環境（気温差、寒冷地、海岸付近など）や自然現象な
どに起因する不具合は、不良品の対象外となります。
　
塗装面に養生テープ等の粘着物を貼付けますと、粘着物を剥
がす際に塗膜剝れが生じる原因となりますので、お止めくだ
さい。
インターホンの設置位置によって、インターホンカメラに照
明器具の明かりが映り込む場合があります。インターホンの
取扱説明書を必ず確認してから取付けしてください。
　

＊ 白華が発生した場合の対応
1.ナイロンブラシ等で軽くこすり、白華を落とします。
2.製品の白華部分に散水し、水を充分吸収させます。
3.市販の白華除去剤を取り扱い手順に従ってご使用ください。
　注意事項
  ・ 植木、花等に白華除去剤をかけないでください。枯れる恐れが

あります。
  ・ 作業中はマスク、ゴム手袋を使用してください。
  ・ 皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
  ・ その他、各商品に記載の注意事項に従ってください。

納入・返品・商品の不具合についてのご注意
商品納入時のお願い
納入時には必ず荷受者様が必要です。（重量物の場合2人以上）
納品は「車上渡し」となります。事前に荷受方法をご相談ください。
時間指定はできません。
商品到着時、直ちに「傷・カケ・塗装の剥がれ等」が無いかをご確
認ください。
商品の不具合に関する対応について
商品開梱時に不良があった場合、担当者にご連絡ください。状況
確認を行い、対応させていただきます。弊社では商品の不具合に
関しまして、下記の規定を設けております。万全を期して出荷対
応させていただいておりますが、ご協力をお願いいたします。

【保証規定】
商品到着時より14日以内にご連絡いただいた商品に限り、
対象とさせていただきます。到着後14日以上経過した場合、
不良商品としての扱いが出来なくなります。
商品納入場所より移動された場合の物理的破損等は不良商品の
対象になりませんので、納入時の商品確認をお願いいたします。
商品確認の為、入荷時の梱包状態のままご返品ください。

会社概要

C S R・環境活動

1952
1968

1975

1983

1992

1993

2001

社 名
所 在 地
設 立
資 本 金
代 表 者
加入団体

埼玉工場屋上
トーシンコーポレーション埼玉工場では、これからの環境を
配慮し、クリーンエネルギー（太陽光発電）を利用したもの作りを
しています。

2004

2010

2014

2017

カタログご利用上のご注意
在庫品・受注生産品
商品には受注生産品（アイコン表示）があります。受注生産品に
つきましては、発注の際、必ず納期をご確認ください。
受注生産品以外につきましても時期により欠品の場合がございま
す。発注の際は在庫と納期をご確認ください。
P84～119ページのポスト・宅配ボックスにつきましては、発注の
際に必ず在庫と納期をご確認ください。
仕様
製品の仕様・内容・価格につきましては、予告なしに変更する場合
があります。
カタログ表示の寸法・重量は多少の誤差があります。
掲載商品写真の「色」は、印刷の関係上、実物とは異なる場合が
あります。
自然な風合いを出すため「表面テクスチャーの起伏」や「仕上げ」
「塗装色の濃淡」は 商品により個体差があります。
当社ＧＲＣ製品は製法上、表面に気泡痕が生ずる場合があり
ます。
門柱へ取り付けている器具の位置はあくまでも一例です。使用さ
れる器具の性能を保証するものではございません。施工の際には
ご使用になる環境や器具の組合せについてそれぞれの取扱い説
明書を確認した上でご使用ください。
本カタログに掲載の情報・写真などの取扱いについて
当社ではカタログ及びチラシ・パンフレット、WEB サイトを含む
データ全てについて、いかなる場合も無断で転載、複製、加工す
ることを禁止しています。

会社設立。
パーライトコンクリート製「東神プランター」の製造・販売
を開始。
GRC（ガラス繊維強化セメント）製プランターを開発、
製造。
全てのコンクリート製品を軽量で耐久性抜群な「GRC」製
に切替。
屋上緑化システム「TLC（トーシン・ランドスケープ・コンテ
ナ）」の発売を開始。
水やり省力化装置（商標名プラスウォーター）付プラン
ターを開発、販売を開始。
キッチンステップ（乾式勝手口ポーチ）を発売。意匠性向
上と省施工を兼ねた商品として、現在も販売中。

株式会社 トーシンコーポレーション
〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13
昭和27年3月25日
1億円
代表取締役 　杉本 達也

（公財）都市緑化機構
 日本GRC工業会
※2019年10月現在

カスタムエクステリアシリーズ（CES）発売。コーラルス
トーンを活用し、アメリカンポストを採用した南欧風ゲート
ウォールやエントランスポール、立水栓を発売し、本格的
にエクステリアメーカーとしてスタート。
エクステリア商品「ｕｎ」ブランド樹立。女性視点から生ま
れた、女性のための製品として、新たにラインナップ。
インテリア・エクステリア商品「UNFAIR」ブランド樹立。

「本物を見極める目をもつ大人たちのために」をコンセプ
トに男性視点から生まれた製品としてラインナップ。
エクステリア・ガーデンをより自由に楽しむ「UNITE」ブラ
ンド樹立。アーティスト神山隆二にデザインを依頼。アウト
ドア・エッセンスのあるインテリアからガーデンにいたるま
でボーダーレスに使えるアイテムを厳選。

本社　緑のカーテン
トーシンコーポレーション本社では、「緑のカーテン」を設置し、地
球温暖化対策、ヒートアイランド現象緩和に貢献しています。

■
・

・

・

・

■
・

・

・

・

■
・

・

・

■
・

・

・

・

・

・

■
・

国土交通省認定 NM-8313
当社GRC素材は「ガラス繊維混入セメント板」として、国土交
通省認可不燃認定を取得している安全商品です。
アスベスト不使用。

不燃

・

・

・

・

・

・

・

梱包材が無い場合は対象外となります。
設置・施工された商品は不良商品の対象になりません。必ず
施工前にご連絡ください。
寒冷地域に設置された場合、凍害によるカケ・破損は不良商
品の対象にはなりませんのでご了承ください。
代替商品対応時の注意
代替商品にて対応させていただく場合、基本的に弊社指定の
運送業者にて返送を行います。お客様のご都合による返品は
ご遠慮ください。
お客様のご都合で返品される場合について
返品可能日数は、商品到着時より14日以内にご連絡いただ
き、21日以内に弊社に到着した分までを対象とさせていただ
きます。
返品商品は弊社到着後に査定を行った後、返金いたします。
弊社からお送りした運賃及び梱包費は返金の対象になりませ
ん。また、良品であっても再塗装等を行う為、全額の返金には
なりませんのでご了承ください。
査定の時点で商品に傷・カケ・塗装の剥がれ等を確認した場
合、修理費分を査定から引かせていただきます。
返却時に発生する弊社への運賃はお客様でのご負担となり
ます。
交換について
交換においての返却商品については、上記「返品について」
と同様の処置にて対応させていただきます。
返却・交換不可品について
受注品・特注品は返却・交換不可の対象となります。

・

・

●

・

●

・

・

・

・

・

●

・

●

・



211210

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）
	 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

商品保証について

■	保証者	 ■	保証の対象者
株式会社トーシンコーポレーション	 　	当該商品の所有者

■ 対象商品
トーシンコーポレーションブランドで販売しているエクステリア商品
①GRC・ＦＲＰ製エクステリア製品
②電装部品、ポスト等

■ 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、保証期間内に不具合が発生し、
かつ当社が認定したものに関し、製品および部品の無償提供、または無償での修理や交換をさせていただきます。

■ 保証期間
①GRC・FRP製エクステリア製品：商品の引き渡し日※から起算して２年間。
②電装部品、ポスト等：商品の引き渡し日※から起算して1年間。（取扱説明書に保証期間記載あるものは記載年数とする）
※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）	当社の手配によらない第三者の加工・組立・施工・管理・メンテナンスなどに起因する不具合
	　　　　（中性洗剤以外の使用による変色や劣化、工事中の養生不良による変色や劣化など）
	 2）	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
	 3）	製品の経年劣化（セメント製品の乾燥収縮によるクラックや外気温の繰り返しによるひび割れ、使用に伴う消耗・
	 	摩擦など）、又はこれらに伴うさび・カビ、又はその他の不具合
	 4）	製品周辺の自然現象や住環境に起因する結露・凍害・腐食・風化又はその他の不具合
　　　　（白華現象、塩害による腐食・さび、もらいさび、異常な低温・高温・多湿による不具合など）
	 5）	経年で発生する表面の汚れや黒ずみ（雨垂れ、コケ、カビなど）
	 6）	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
	 	また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
	 7）	電気機器における異常電圧、指定外の電圧・周波数での使用に起因する不具合
	 8）	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
	 9）	犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物に起因する不具合
	 10）	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
	 11）	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
	 12）	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
	 13）	犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※塗膜の経年劣化による変色、消耗品（電球など）は保証対象外とします。
※保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。
※本内容は、日本国内においてのみ有効です。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、最寄りの当社営業所へお問合せください。

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。

上記に関するお問い合わせは、株式会社トーシンコーポレーションの各営業所、または取扱店にご相談ください。
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INDEX　
索引

FC-DAC un ダカーポ P137

FC-DC-BK デコリア（黒塗装） P130

FC-DC-WH デコリア（白塗装） P130

FC-FU-□ フシオン P130

FC-FU170 un フウロウ P138

FC-GT-LG グラニットサイン P140

FC-GT-LG-ELM グラニットサイン　ワンタッチネームプレート仕様 P140

FC-GT-SM グラニットサイン P140

FC-JB un ジャビー P133

FC-LE-□□□ レイア P137

FC-LE-□□□-ELM レイア　ワンタッチネームプレート仕様 P137

FC-LEDI-BR ステンレスアイアンサインLED P136

FC-LMN ルミノ P140

FC-MA-BK マルコ P130

FC-MA-BK-ELM マルコ　ワンタッチネームプレート仕様 P130

FC-MB モブル P132

FC-MB-ELM モブル　ワンタッチネームプレート仕様 P132

FC-MKL-□□ モクール P131

FC-MKL-□□-ELM モクール　ワンタッチネームプレート仕様 P131

FC-SP1-□□ シンプレート P136

FC-SP2-□□ シンプレート P136

FC-TR-15　 DCトランス 15W P133・136

FC-UNITE-CA-□□□□ UNITE キャンバス P124

FC-UNITE-EL1-□□ UNITE イーレベルワン P123

FC-UNITE-ON-□□ UNITE ログ P123

FC-VI-KEY un ヴィラ（キー） P134

FC-VI-RA un ヴィラ（レース） P134

FC-VI-□□□-ELM un ヴィラ　ワンタッチネームプレート仕様 P134

G

GPM-□□□ マーヴェラス P139

GPS-40-□□ 信楽40 P183

GPS-45-□□ 信楽45 P183

GPT-FLG-IV トレビ フラット　 P182

GPT-KG-IV トレビ 角 P182

GPT-MG-IV トレビ 丸　 P182

GPT-MLTGS-□□ トレ ビマルチ P202・206

GPT-NVGG-□□ ＮＥＷ ウ ォ゙ーグ P182

GPT-RVG-□□ トレビ リビエラ　 P182

GPT-SUS30-PIC ピッコロステン３０ P182

GPT-UBMG-WH トレビ アーバン P182

GPT-UN-FLUG-WH un フルール　 P183

GPT-UNITE-LOG ＵＮＩＴＥ　ログ P182

GPT-UN-POCG-□□ un ポッシュ P183

GPT-UN-POCMG-□□ un ポッシュ P183

GPT-WG-□□ トレビ アーバンウッド P182

GW-CH200-□□ チョイス２００ P68

GW-CH460 チョイス４６０　シンプル P68

GW-CH460DP-WH チョイス４６０　デュアル P68

GW-CH460TB チョイス４６0　TB P68

GW-CH460VP-WH チョイス４６０　バーティカル P68

GW-CH460WIN チョイス４６０　ウィンドウ P68

GW-CH650-□□ チョイス６５０　シンプル P68

GW-CH650TB-□□ チョイス650　TB P68

GW-CH650WIN-□□ チョイス６５０　ウィンドウ P68

GW-EB800B-WH エレメントブロック P73

JA-FBD13-HIB-DB 二口横水栓MIX(研磨） P184

JA-FBD13-HIM-DB 二口横水栓MIX(メッキ） P184

JA-G102-B ホース接続水栓十字ハンドル（研磨） P185

JA-G102-M ホース接続水栓十字ハンドル（メッキ） P185

JA-G102-SB ホース接続水栓スミレハンドル（研磨） P185

JA-G102-SM ホース接続水栓スミレハンドル（メッキ） P185

JA-GRH-COSTA コスタ P184

JA-GRH-COSTA-L コスタ P184

JA-GRH-COSTA-S コスタ P184

JA-GRHM ホースアダプター（メッキ）コスタ専用 P185

JA-HV204B ホースジョイントニップル（ゴールド） P185

JA-HV204M ホースジョイントニップル（シルバー） P185

JA-K13-E 横水栓十字ハンドル（鋳肌） P184

JA-K13-ME 横水栓十字ハンドル（メッキ鋳肌） P184

JA-MAUVE モーヴ P184

JA-SHS-M シャワーホースセット P184

JA-VCBNG0□□ コンパクトガーデンリールⅡ P187

JA-VCBNG009 ロングノズルBK P186

JA-VSTFK0□□ ガーデンリールⅡ P186

JA-VTYGG001 3分岐蛇口ニップル P186

JA-VTYGG026 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ｱﾝﾃｨｰｸｺﾞｰﾙﾄﾞ10m P186

JA-VTYGG027 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ｱﾝﾃｨｰｸｺﾞｰﾙﾄﾞ　20m P186

JA-XGZ0120 コネクター P186

JA-XGZ0123 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ﾌﾞﾗｳﾝ　10m　 P186

JA-XGZ0124 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ﾌﾞﾗｳﾝ　20m　 P186

JA-XGZ0138 ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ﾌﾞﾗｳﾝ5m　 P187

JA-XGZ0139 ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｰﾙⅡﾎｰｽ　ﾌﾞﾗｳﾝ　10m P187

K

KB1205 コルベッチオ P205

KGN-9050 キッチンガーデン P203

KGN-9090 キッチンガーデン P203

KSBF-8058 ファンステップ（踊り場） P204

KSUF-3058 ファンステップ（ステップ） P204

L

LEV-□□ レベルサイン P140

LGW46136ALE1 LGW46136ALE1（ダークブラウンメタリック） P83

M

MEM-PLS-MT□□-WH メモリアルプランター P207

ML-BH1000-AN BH1000-AN P82

ML-BH1010MINI-AN BH1010MINI-AN P82

ML-BR1760-AN BR1760-AN P82

ML-F12B ML-F12B(ブラック） P83

ML-F12S ML-F12S（ダークシルバー） P83

ML-F14BK アンティカ（ブラック） P83

ML-F14WH アンティカ（ホワイト） P83

ML-F16BK レムニ P82

ML-F18B ML-F18B（黒塗装） P83

ML-F18S ML-F18S（ウォームシルバー塗装） P83

ML-F18W ML-F18W（白塗装） P83

ML-F19-AN ティンク (真鍮古色） P82

ML-F19-BK ティンク (ブラック） P82

ML-F19-PL ティンク（真鍮） P82

ML-F20-BK ルーカス（マットブラック） P83

ML-F20-SV ルーカス（アーバンシルバー） P83

ML-F20-WH ルーカス（マットホワイト） P83

C

CLE-135-□□□ クリアネスサイン P129

CLE-250-□□□ クリアネスサイン P129

CR0066 コリント P205

CS-UNITE-PB-□□ ＵＮＩＴＥ　パーキングブロック　フレーム P194

CTCR2000S フェイサスFF　フラットタイプ（アルミヘアライン） P111

CTCR2001S フェイサスFF　フラットタイプ（アルミパンチング） P111

CTCR2002S フェイサスFF　フラットタイプ（ガラス調） P111

CTCR2003D フェイサスFF　フラットタイプ（ネイビーブルー） P111

CTCR2003MA フェイサスFF　フラットタイプ（エイジングブラウン） P111

CTCR2003R フェイサスFF　フラットタイプ（ビビッドレッド） P111

CTCR2003SC フェイサスFF　フラットタイプ（ステンレスシルバー） P111

CTCR2003TB フェイサスFF　フラットタイプ（鋳鉄ブラック） P111

CTCR2003WS フェイサスFF　フラットタイプ（漆喰ホワイト） P111

CTCR2003Y フェイサスFF　フラットタイプ（ダンディライアン） P111

CTCR2004MB フェイサスFF　フラットタイプ（エボニーブラウン） P111

CTCR2004MD フェイサスFF　フラットタイプ（チークブラウン） P111

CTNR4020L□□ コンボ ミドルタイプ（前出し・左吊元） P118

CTNR4020R□□ コンボ ミドルタイプ（前出し・右吊元） P118

CTNR4021L□□ コンボ ミドルタイプ（後出し・左吊元） P118

CTNR4021R□□ コンボ ミドルタイプ（後出し・右吊元） P118

CTNR4030L□□ コンボ ハーフタイプ（後出し・左吊元） P119

CTNR4030R□□ コンボ ハーフタイプ（前出し・右吊元） P119

CTR2800MT ユーロバッグ（赤錆色サテン調） P112

CTR2800TB ユーロバッグ（鋳鉄ﾌﾞﾗｯｸ色玉吹き） P112

CTR2800WS ユーロバッグ（漆喰ホワイト色玉吹き） P112

D

DP-TPCRTN-□□ Ｔ・ピラー　クリスタ P77

DP-TPLEFN-□□ Ｔ・ピラー　リーフ P77

E

EMSUS-150 エンブレSUS　フォント P135

EP-JEMS6-□□ ジュエリーモザイク P70

EP-ST170-□□ スティック１７０ P48

EP-ST170NEO3-□□ ネオスティック１７０ P54

EP-ST170WDA-WH ウッドスティック１７０ P50

EP-ST170WDY-BK ウッドスティック１７０ P50

EP-ST170WDY-WH ウッドスティック１７０ P50

EP-UNITE-LOG-□□ ＵＮＩＴＥ　ログ P44

EP-UNITE-ST-□□ ＵＮＩＴＥ　スティック P46

EP-UN-PT140-□□ un ポルト140 P26

EXF-FUPU-□□ フープ P192

EXF-FUPU-DOG-□□ フープ　ドッグステイ P193・206

F

FC-AJ-130 un アジコ P134

FC-AJ-150 un アジコ P134

FC-AJ-150-ELM un アジコ　ワンタッチネームプレート仕様 P134

FC-ATG-□□ アスリートシリーズ（ガラス） P129

FC-ATI-□□ アスリートシリーズ（ステンレス） P143

FC-CC100-□□ un シック100 P122

FC-CC140-L-□□ un シック140 P122

FC-CC140-R-□□ un シック140 P122

GW-EB800B-WH-LED エレメントブロック(ＬＥＤ付） P73

GW-EB800R-BK エレメントブロック P73

GW-EB800R-BK-LED エレメントブロック(ＬＥＤ付） P73

GW-EB800W-BK エレメントブロック P73

GW-EB800W-BK-LED エレメントブロック(ＬＥＤ付） P73

GW-FC430-□□ フェイス４３０ P58

GW-FC430NEO3-□□ ネオフェイス４３０ P56

GW-FCCT センタートレイ P77

GW-HA350-□□ ハンディ３５０　 P66

GW-HA800-L-WH ハンディ８００　（ＬＥＤ付） P76

GW-HA800-WH ハンディ８００　 P76

GW-IKM460-WH ｉｃｃｉ　Ｋａｗａｒａ　モンポール P72

GW-LGR800-L-WH レジェール８００（ＬＥＤ付） P62

GW-LGR800-WH レジェール８００ P62

GW-LGR-DALS800-□□ デュアル８００　 P75

GW-LGR-TAL600-□□ テイル６００ P74

GW-NT380K-WH ノートル380（口金ポストタイプ） P64

GW-NT380K-BI ノートル380（口金ポストタイプ） P64

GW-NT380M-BI ノートル380（前付ポストタイプ） P64

GW-NT380M-WH ノートル380（前付ポストタイプ） P64

GW-QDG800M2-□□ クワッド８００（前付けポスト） P60

GW-QDG800K2-□□ クワッド８００（口金ポスト） P60

GW-SUR200-□□ サージ２００ P52

GW-TRD350 トラッド３５０ P42

GW-TRD500 トラッド５００ P42

GW-UN-ENT350F-□□ un エントレ３５０フラット　 P32

GW-UN-ENT350W-□□ un エントレ３５０ウェーブ P32

GW-UN-ENT500F-□□ un エントレ５００フラット　 P34

GW-UN-ENT500W-□□ un エントレ５００ウェーブ P34

GW-UN-FN350-□□ un フィノ P28

GW-UN-JUR650〇〇-WH un ジュール６５０ P40

GW-UN-MJN600〇〇-WH un ムージャン６００ P38

GW-UN-MO500-□□ un ムーン５００ P36

GW-UN-NICE〇〇-WH un ニース２４０ P30

H

HVH1848VS1 エレクター P201

HVL1848VS1 エレクター P201

HVM1824VS1 エレクター P201

HVM1836VS2 エレクター P201

HVM1836VS3 エレクター P201

HVW1824VS1 エレクター P201

I

IT-17-IB-1-smooth icci KAWARA ネームプレート シンプル P146

IT-17-IB-2-kamon icci KAWARA ネームプレート カモン P146

IT-17-IB-3-□ icci KAWARA ネームプレート チャーム P146

IT-17-IB-4-□ icci KAWARAネームプレート カワラガラス P147

IT-17-IB-7-intercom インターホンカバー P150

J

JA-DB203B ホースアダプター（真鍮） P185

JA-DB203M ホースアダプター（メッキ） P185

JA-DB206B 泡沫アダプター（真鍮） P185

JA-DB206M 泡沫アダプター（メッキ） P185

JA-DN13-SE 胴長横水栓スミレハンドル（鋳肌） P184

JA-DN13T-E 不凍胴長横水栓（鋳肌） P184

JA-DN13T-M 不凍胴長横水栓（メッキ） P184
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ML-F21-BK ライリー（マットブラック） P83

ML-F21-SV ライリー（アーバンシルバー） P83

ML-F21-WH ライリー（マットホワイト） P83

ML-NF10B ニュームーン（ブラック） P83

ML-NF10S ニュームーン（シルバー） P83

ML-NF10W ニュームーン（ホワイト） P83

ML-NF11D2 ML-NF11D2（ダークブラウン） P83

ML-NF11P2 ML-NF11P2（プラチナメタリック） P83

ML-NF11S2 ML-NF11S2（シルバーメタリック） P83

ML-NF11W2 ML-NF11W2（ホワイト） P83

ML-NF13BK クロスビュー（ブラック） P83

ML-NF13SV クロスビュー（シルバー） P83

ML-NF13WH クロスビュー（ホワイト） P83

ML-T100BK キャプテン P82

N

ND-ME-M5-BK ミエル（M） P143

ND-ME-S5-BK ミエル（S） P143

ND-TM-01-□□ オーナメントサイン P144

ND-TM-02-□□ オーナメントサイン P144

NP-OT-ELM ワンタッチネームプレート（台座） P151

NP-SUS150 エンブレSUS　スクエア P135

NP-SUS200 エンブレSUS　ボーダー P135

O

OC2009 オルトナ　コロッサ P205

OG042173LD OG042173LD（黒色サテン） P83

OG254428LD OG254428LD（鉄錆色） P83

OG254604LD OG254604LD（オフホワイト） P83

OG254605LD OG254605LD（チャコールグレー） P83

OG254606LD OG254606LD（鉄錆色） P83

OP-GW-DC-BRA un ブランシュデコ P77

OP-GW-TR1 ウッドトレイ P77

OP-SC-HOK2 un ティーラ追加フック P77

OS-RD-□□ un オーナメントサイン P145

OS-WAV-□□ un オーナメントサイン P145

P

P18-H トラッド（ノーヴルポストシンプル/葉） P109

P18-T トラッド（ノーヴルポストシンプル/手紙） P109

P20 トラッド（コパリッドポスト） P109

PO-926ES-WH ソニア926ESシリーズ（ホワイト） P108

PO-EV-□□ エヴリィポスト P112

PO-KIT-□□ キット（左吊元） P105

PO-KITP-□□ un デュオ　パネル P92

PO-KIT-POLOD-□□ キットポロ P106

PO-KITR-□□ キット（右吊元） P105

PO-LUCE-BG ルーチェ（ベージュ） P110

PO-LUCE-BR ルーチェ（ブラウン） P110

PO-LUCE-BU ルーチェ（ブルー） P110

PO-LUCE-GN ルーチェ（グリーン） P110

PO-LUCE-RD ルーチェ（レッド） P110

PO-LUCE-SV ルーチェ（シルバー） P110

PO-LUCE-WH ルーチェ（ホワイト） P110

PO-LUCE-YE ルーチェ（イエロー） P110

PO-MR-BASD-□□ un マルカートデュオ　本体 P94

PO-MR-BASD-□□ ＵＮＩＴＥ　キャンバス　本体 P98

PO-MR-BASD-□□ マルカートベイス 本体 P102

PO-MR-BASD-□□ マルカートエクリプス 本体 P104

PO-MR-BASD-BK UNFAIR　マルカートアンフェア（金）　本体 P107

PO-MR-BASD-BK UNFAIR　マルカートアンフェア（炭）　本体 P107

PO-MR-BASD-BK UNFAIR　マルカートアンフェア（白金）　本体 P107

PO-MR-BASD-BK UNFAIR　マルカートアンフェア（鋼）　本体 P107

PO-MR-BASD-BK UNFAIR　マルカートアンフェア（塗）　本体 P107

PO-MR-BASD-WH ＵＮＩＴＥ　イーレベルワン　本体 P101

PO-MR-BASD-WH マルカート エクリプスデコ　本体 P103

PO-MR-BASP-□□ マルカートベイス パネル P102

PO-MR-EPSDP-CL マルカート エクリプスデコ　装飾パネル P103

PO-MR-EPSP-□□ un マルカートデュオ　パネル P94

PO-MR-EPSP-□□ ＵＮＩＴＥ　キャンバス　パネル P98

PO-MR-EPSP-□□ マルカートエクリプス　パネル P104

PO-MR-EPSP-WH ＵＮＩＴＥ　イーレベルワン　パネル P101

PO-MR-EPSP-WH マルカート エクリプスデコ　パネル P103

PO-MR-NEX-□□ un タンブル　本体 P96

PO-MR-UNFAIRP-□□ UNFAIR マルカートアンフェア（塗） 装飾パネル P107

PO-MR-UNFAIRP-AU UNFAIR マルカートアンフェア（金） 装飾パネル P107

PO-MR-UNFAIRP-ME UNFAIR マルカートアンフェア（鋼） 装飾パネル P107

PO-MR-UNFAIRP-PT UNFAIR マルカートアンフェア（白金） 装飾パネル P107

PO-MR-UNFAIRP-SM UNFAIR マルカートアンフェア（炭）　装飾パネル P107

PO-PA905-RU ソニアPA905シリーズ（ラスティ） P108

PO-PA905-SH ソニアPA905シリーズ（シャビー） P108

PO-PA905-WG ソニアPA905シリーズ（ウッドグレイン） P108

PO-P-FCH フェイス４３０・ネオフェイス430 専用ポストプレート P113

PO-P-LOG ログ用　ポストプレート P113

PO-P-STH-A230 ポストプレートA230 P113

PO-P-STH-B330 ポストプレートB330 P113

PO-P-SWAPS-SV ポストポールセットシルバー P113

PO-R905-BA ソニアR905シリーズ（バフ） P108

PO-R905-BK ソニアR905シリーズ（ブラック） P108

PO-R905HL-PI ソニアR905HLシリーズ（HL×パイン） P108

PO-R905HL-WN ソニアR905HLシリーズ（HL×ウォールナット） P108

PO-SWNG-□□ スウィング P109

PO-T926-BK ソニア926シリーズ（ブラック） P108

PO-TBOS-L-□□ ティーボックススリム（左吊元） P115

PO-TBOS-R-□□ ティーボックススリム（右吊元） P115

PO-TBOX02-L□□ ティーボックス（左吊元） P116

PO-TBOX02-R□□ ティーボックス（右吊元） P116

PO-UN-ANI-□□ un アニー　装飾パネル P89

PO-UＮ-BRA-□□ un ブランシュ　装飾パネル P88

PO-UN-COV-□□ un クーヴル　装飾パネル P90

PO-UN-DU〇-□□ un デュオ　装飾パネル P92

PO-UNITEP-CA-□□□□ ＵＮＩＴＥ　キャンバス　装飾パネル P98

PO-UNITEP-EL1-□□ ＵＮＩＴＥ　イーレベルワン 装飾パネル P101

PO-UN-KIT〇-□□ un マルク　本体 P86

PO-UN-KIT〇-□□ un ブランシュ　本体 P88

PO-UN-KIT〇-□□ un アニー　本体 P89

PO-UN-KIT〇-□□ un デュオ　本体 P92

PO-UN-KIT〇-WH un クーヴル　本体 P90

PO-UN-MK-□□ un マルク　装飾パネル P86

PO-UN-MR-DU〇-□□ un マルカートデュオ　装飾パネル P94

PO-UN-TMBP-□□ un タンブル　装飾パネル P96

PO-WBOX-L-□□ ダブルボックスポスト（左吊元） P117

PO-WBOX-R-□□ ダブルボックスポスト（右吊元） P117

R

RM1779734UTBK ラウンド　ブルートコンテナ（本体/ブラック） P200

RMF261960 ラウンド　ブルートコンテナ（フタ） P200

RMF2620UT□□ ラウンド　ブルートコンテナ（本体） P200

RMFG9S3000□□H ブルート　トートボックス P200

RMFG9S3100□□H ブルート　トートボックス P200

S

SB-BR400－□□ ブルックス　400 P190

SB-BR780-□□ ブルックス　780 P191

SC-AG-IV エーゲ P174

SC-CM11-□□ コルム P180

SC-CM11-F-□□ コルムラスティ P181

SC-SAG-IV サガン P175

SC-TAC100-□□ タクト１００ P179

SC-TAC120-□□ タクト１２０ P179

SC-UB2M-WH アーバンⅡ P176

SC-UN-FLUS-〇-BK un フルール P164

SC-UN-GEN-□□ un ジーニー P166

SC-UNITE-LOG-□□ ＵＮＩＴＥ　ログ P170

SC-UNITE-TORRE-□□ ＵＮＩＴＥ　トーレ P172

SC-UN-POC-□□ un ポッシュ　 P162

SC-UN-POCM-□□ un ポッシュ　 P162

SC-UN-TLS-□□ un ティーラ P168

SC-VG3-□□ ウ ォ゙ーグ（ホワイト） P178

SC-VG4-□□ ウ ォ゙ーグ（ブラック） P178

SC-WUB2M-WH アーバンⅡ（２口タイプ） P176

SC-WW-□□ アーバンウッド P177

SK0130 小便小僧 P205

SQ-□□-L ビューポストスクエア（左吊元） P111

SQ-□□-R ビューポストスクエア（右吊元） P111

SS-MUK-〇 ムク P143

T

T926ES-WN ソニア926ESシリーズ（ウォールナット） P108

TH-012 レイヤーステンサイン P135

TH-013 レイヤーステンサイン P135

TH-017-T レイヤーステンサイン P135

TH-017-Y レイヤーステンサイン P135

TH-019 レイヤーステンサイン P135

TH-20-1 オーナメントサイン P144

TH-20-2 オーナメントサイン P144

TH-20-3 オーナメントサイン P144

TH-20-4 オーナメントサイン P144

TH-IC-B インターホンカバー P150

TH-IC-W インターホンカバー P150

TO-AS-39 レシーナ P133

TO-AS-65 セイラ P139

TO-CAS-1 シルキー P138

TO-CAS-2-LB コラール（レイクブルー） P138

TO-CAS-2-OW コラール（オフホワイト） P138

TO-CAS-3 オーシャン P139

TO-ES-43 ミンク P131

TO-IF-AR オーナメントサイン P144

TO-IF-SD オーナメントサイン P144

TO-IF-ST オーナメントサイン P144

TO-IS-6 オーナメントサイン P144

TO-IS-73 オーナメントサイン P144

TO-KA-1-□ コーナーサイン　ステン P141

TO-KA-2-□ コーナーサイン　リーフ P141

TO-KA-8-□ コーナーサイン　アロー P141

TO-KA-9-KZ-□ コーナーサイン（風見鶏） P142

TO-KA-9-TD-□ コーナーサイン（灯台） P142

TO-RL-□□ ラッシュサインラージ P142

TO-RS-□□ ラッシュサインスリム P142

TO-SP-61 オーナメントサイン P144

TS-BR-A〇-9M-□□ ステンレスアイアンサイン P145

TS-BR-B〇-1S-□□ ステンレスアイアンサイン　ミニ P145

TS-BR-B〇-5M-□□ ステンレスアイアンサイン P145

TS-BR-C〇-6S-□□ ステンレスアイアンサイン　ミニ P145

TS-BR-C〇-8M-□□ ステンレスアイアンサイン P145

TS-BR-G〇-3M-□□ ステンレスアイアンサイン P145

TS-GS-□□ グラスセント P132

TS-INT-BK インターホンカバー P150

TS-INT-OD1-51 インターホンカバー P150

TS-INT-OD1-52 インターホンカバー P150

TS-INT-OD1-53 インターホンカバー P150

TS-INT-WH インターホンカバー P150

TS-OD-□□ オドール P132

TS-PGS-□-□ カラーグラスサイン P127

TS-SLR-2C3-52 ステンレスフレームサイン P142

TS-SLR-2E2-53 ステンレスフレームサイン P142

TS-SLR-3B2-51 ステンレスフレームサイン P142

TS-SSS-□□ ステンレスサイン P136

TS-SSY-□□ ステンレスサイン P136

TS-VW-□□ ヴィンウォール P131

TUS-1007 テラスユニット P204

TY-01 オーナメントサイン P144

U

UF-□□-GL アンフェア（金） P148

UF-□□-GL アンフェア（塗） P149

UF-ME-GL アンフェア（鋼） P149

UF-SM-GL アンフェア（炭） P148

UF-TY-GL アンフェア（艶） P148

UNIBF-1810 UNITE　ベースフェンス P195

UNIBF-CL UNITE ベースフェンス専用クランプセット P195

UNIBF-STA1 UNITE ベースフェンススタンド P195

UNIPF-CRTABLE クレーン　テーブル P196

UNIPF-GEBENCH-□□ グランド　エクディシス　ベンチ P197

Z

ZR-BD-250 ガラスサイン　ボーダー250 P128

ZR-ED-□□ エディ P128

ZR-LF-□□ フラワーオブライフ　ラージフラワー P127

ZR-MF un ガラスサイン　ミルフィーユ P126

ZR-MG-MK un ガラスサイン　マーガレット（ミルク） P126

ZR-MG-MT un ガラスサイン　マーガレット（ミルクティ） P126

ZR-PL-MK un ガラスサイン　プレーン（ミルク） P126

ZR-PL-MT un ガラスサイン　プレーン（ミルクティ） P126

ZR-RN un ガラスサイン　リボン P126

ZR-SQ-150 ガラスサイン　スクエア150 P128

ZR-WG-MK un ガラスサイン　わたげ（ミルク） P126

ZR-WG-MT un ガラスサイン　わたげ（ミルクティ） P126




