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CHOICE　
チョイス

GRC

+ + =

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

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

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

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



照明
P 75

表札
P124

ポスト
P 82

受注
生産
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G a t e p o s t

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

チョイス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、P81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

(P118)、コンボ ハーフタイプ（P121）にな
ります。ポストについては、P81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、P81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（Ｐ110）が専用です。

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

規格外
送料
別料金

WH（ホワイト）

標準色

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
（Ｐ110）が専用です。

WH（ホワイト）

標準色

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

チョイス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-CH460
（ホワイト）

GW-CH650-WH
（ホワイト）

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
 P76  ML-F18W
・表札（ガラスサイン）  ¥18,500
 P136  ZR-BD-250
・ポスト（マルカート ベイス） ¥55,300
 P93  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。

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
 P76  LGW46136ALE1
・表札（UNITE キャンバス） ¥28,700
 P127  FC-UNITE-CA-AR02
・ポスト（UNITE キャンバス） ¥69,400
 P88  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）  ¥35,200
 P75  ML-F16BK
・表札（un オーナメントサイン/ラウンド） ¥45,000
 P155  OS-RD-BR
・ポスト（un マルカート デュオ） ¥63,800
 P100  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  ¥294,600
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 組合せ例

CHOICE　
チョイス

GRC

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

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

　

（税抜）



照明
P 75

表札
P124

ポスト
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G a t e p o s t

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

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

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。

チョイス840 デュアル
GW-CH650DP-BR
GW-CH200-BR 
W840 x H1530（全高1800）x D190mm
136kg（本体のみ）[37 + 62 +37kg]
※チョイス200を2本とチョイス460を組みあわ

せた場合、20mmの重なりがあります。

GW-CH650DP-BR
（ブラウン）

GW-CH200-BR
（ブラウン）

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）  ¥43,600
 P76  ML-F14BK
・表札（オーナメントサイン）  ¥28,500
 P154  TH-20-2
・ポスト（un マルカートデュオ） ¥63,800
 P100  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） ¥66,100
 P121  CTNR4030RMA
掲載商品セット価格  ¥374,800
※インターホンは別売り。

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

本体
・チョイス200  ¥60,800（税抜）
・チョイス460 デュアル ¥89,800（税抜）
・チョイス200  ¥60,800（税抜）
　
オプション
・照明（クロスビュー）  ¥24,800
 P76  ML-F13WH
・照明（クロスビュー）  ¥24,800
 P76  ML-F13WH
・表札（レイア）  ¥31,000
 P145  FC-LE-LEW
・表札（レイア）  ¥31,000
 P145  FC-LE-LEB
・ポスト（ソニア）  ¥36,000
 P110  T926H
・ポスト（ソニア）  ¥36,000
 P110  T926H
掲載商品セット価格  ¥395,000

　

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

 
（税抜）

（税抜）

（税抜）

宅配ボックスの重量に
耐えられるよう強度を
アップしました。

※取付可能なポストについては、P81 の門柱×ポスト取付表を
ご覧ください。

※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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