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F i n o 3 5 0
フィノ 350
「上品な」という意味合いのあるフィノは、名前
の通り丸みのある凹凸とカーブしたフォルムで
も、すっきりとした表情で上品。小ぶりな照明
と女性らしいしなやかな表札を合わせることで
パリのカフェのような佇まいに毎日キュンとし
てしまう。

Recomend Post
ポストマルクは、毎日開けるのが待ち遠し
くなるようなカフェテイストなポスト。
エンボス加工と、おしゃれに見せてくれる
マットなスモーキーカラーがポイントで
す。小ぶりながらもしっかり A4 サイズも
入ります。

今日はどんな手紙が届くかな。
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un  is my favorite exterior and garden

木製ベンチに見えるのは実は中に収納が
できる優れもの。ガーデンアイテムをし
まっておいたり、ちょっとした椅子とし
て重宝します。（上）
上品な水栓柱を合わせることでトータル
に演出。2 口蛇口でホースを付けたまま
使用できてとても便利。おしゃれなホー
スリールでいつでも準備万端。（右）

Recomend Garden Item

Recomend Scene 
丸みのある優しい凹凸によって優しい表情に仕上がってい
るフィノ。
「我が家のおうちカフェへようこそ」と言ってしまいそうな
可愛らしさがあります。

おうちカフェへようこそ

機能性とデザイン性を兼ね備えたガーデンアイテム
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P o l t o 1 4 0
ポルト 140
華奢なフォルムにギュッと可愛らしさをつめこ
んだポルト。3 色から選べる木目本体に、表札
や照明、ポストを変えるだけで違うテイストに
なるのが魅力です。
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About Name P late

 Point of Post

Recomend Scene

余計なものがないシンプルなデザイン
でもかわいいのは、安っぽさのない上
品な大人のカラーを選んでいるから。

おすすめの un ポスト マルクは、色によって
全く違ったテイストを演出してくれます。
マットな質感と大人なスモーキーカラーがお
しゃれ。ホワイトで大人なカフェテイスト。
ブルーとグリーンはナチュラルなガーデン空
間やドアの色に合わせることができます。
もちろん他の un ポストを取り付けても OK。

ポルトはお好みに合わせて照明と表札の位置を変え
ることができます。横付けタイプの表札にすればま
るでお店の看板のよう。ホワイトのポストに、ダー
クな照明と表札を合わせれば、パリっぽい凛とした
雰囲気に。（左）ホワイトの照明とカラーのポスト
を合わせてアクセントにしてもナチュラルでかわい
く仕上がります。
（左ページ）

専用の表札は究極にシンプル
なのにかわいい

おすすめのポストは 3カラー。

憧れのショップ風エントランスに

木目は擦れた風合いで表現。
DIYのようなナチュラル感
があります。
カラーはホワイト、ブラウ
ン、グリーンから選べます。

WH（ホワイト）BR（ブラウン）GN（グリーン）
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窓の部分には敢えて照明をつけずに後ろから
植物や住宅が見えるようにしたり、小さな植
物や雑貨を飾って楽しむこともできます。
un の門柱だからできる形状なのです。

M o u g i n s 6 0 0
ムージャン 600
南欧プロヴァンスの雰囲気と、主張しすぎる
ことのないタイルが高級感とリゾート感を演
出して迎えてくれるムージャン。
くりぬかれた向こう側の景色とロマンティッ
クに映し出される夜の陰影に毎日心が奪われ
ます。

Recomend Scene
窓からみえる景色
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un  is my favorite exterior and garden

手書きのような書体や、こだわりの一文字書体で見せたい雰囲
気に変えられる表札は門柱の大事なアイテムのひとつです。
じっくりと選んでみてはいかがでしょう。

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げる
南欧の雰囲気漂うトラバーチン仕上
げと、3カラーから選べるタイルが
魅力です。

①オーナメントサイン
（ND-TM-01-HL）
￥40,000（税抜）

②オーナメントサイン
（OS-WAV-BR）
￥45,000（税抜）

③ムク
（SS-MUK）
￥5,000/1 文字（税抜）

④オーナメントサイン
（ND-TM-02-BR）
￥40,000（税抜）

⑤ミエル
（ND-ME-S5-BK：Sサイズ）
（ND-ME-M5-BK：Mサイズ）
￥7,300/1 文字（税抜）

BR（ブラウン） IV（アイボリー） BU（ブルー）

Recomend Name P late

B eautiful Night Scene

おすすめの表札

丁寧に貼られた内側のタイルは、照明がつく
ことで浮かびあがり、日中とは違う表情を見
せてくれます。 
（写真のタイルはブラウン）

ロマンチックに浮かび上がるタイル

1

２

３

４

５
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N i c e 2 4 0
ニース 240
マットな質感のタイルがナチュラル
テイストのニース。細身ながらもしっ
かりと存在感を見せてくれます。
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Recomend Name P late

Point of Nice

タイルの上に貼られる表札は形状が限られます
が、素材とデザインにこだわってお気に入りの門
柱に仕上げることができます。是非書体にもこだ
わってみてください。

ナチュラルなタイル門柱に対して水栓柱もナチュラル
テイストな木目の水栓柱にしてみるのも素敵です。
ホワイトとアイボリーの 2 色から選べます。
（写真は un ジーニー ホワイト）

タイルは王道のナチュラルテイ
ストなベージュと、隠れたアク
セントになってくれるグリーン
の 2 カラーから選べます。

さりげないアクセントになっているタイル
は女性が好きなアイテムの一つ。
光沢感のないナチュラルな質感にこだわり
を感じさせます。

おすすめの表札

大好きなタイルがアクセント

BG（ベージュ） GN（グリーン）

① un フウロウ（FC-FU170）
￥38,000（税抜）

② unアジコ（FC-AJ-130）
￥22,000（税抜）

③ un ヴィラ キー（FC-VI-KEY）
￥38,000（税抜）

④ un ガラスサイン リボン（ZR-RN）
￥25,600（税抜）

fu-ro

ajico

villa key
glass sign ribon Recomend Water Faucet

ナチュラルテイストな水栓柱ジーニー
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森に溶け込むようなウッドデザインのジュールは、素朴な雰囲
気のテラコッタ風水栓柱「un ポッシュ」との相性が抜群です。
まるで絵本に出てきそうな雰囲気です。

J o u r 6 5 0
ジュール 650
シャビー感のある木目が、アンティークテイスト溢
れるヨーロッパの古民家のようなイメージを演出し
てくれるジュール。
家の顔として存在感をしっかりとみせてくれます。
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un  is my favorite exterior and garden

Recomend Scene

Recomend Water Faucet

シャビーブルーはブラウンとはまた違っ
た表情をみせてくれます。フラワーポッ
トが置ける小さなウッドシェルフは、好
きな高さに取り付けられます。

木柱部分が左右選べ、更にウッドシェルフも好きな高
さに取り付けられ、季節に合わせたウェルカムフラ
ワーを飾って楽しめます。

おすすめの水栓柱ポッシュは、テラコッタのよ
うな風合いを再現。上部が植栽ポット用に穴
があいていて植物を入れることができるように
なっています。「例え小さなお庭でもグリーン
を楽しみたい」そんな気持ちを大切にした un
の水栓柱です。
カラーもテラコッタとアイボリーの 2 色から選
べます。（写真は un ポッシュ テラコッタ）

一目で可愛い！と思える門柱

おすすめの水栓柱

un のポストなら、門柱に合わせたカラーのポスト
も用意しています。アクセントに違うテイストの
ポストにしてみたり、同系色でまとまりのあるコー
ディネートにすることもできます。
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Recomend Name P late
&

Water Faucet
ムーン専用のスタンドタイプのオーナメントサイン
を選べばおしゃれ度が UP すること間違いなし。モ
ノクロで大人っぽく決めたエントランスには、エレ
ガントな水栓柱フルールのフラワーがおすすめです。
門柱も水栓柱も草花をイメージしてより女性らしい
空間に。入口から全てが統一されます。

統一されているって美しい

ムーン 500専用スタンド表札
（TO-IF-ST）
￥27,000（税抜）
W400× H130 × D4.5mm
ウーステッド半艶黒色

M o o n 5 0 0
ム－ン
やわらかな曲線フォルムが女性らしいムーン。
表はシンプルですが、裏に回れば遊び心のある
エクステリア空間を演出できます。
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Recomend Item

Recomend Scene
un では可愛らしいオプションパーツをご用意し
ています。例えば表には小枝のデコレーション
でアクセント。ウッドトレイを使用すれば、好
きな小物を飾ったり植栽を飾ってガーデン空間
の一部として楽しめます。

もちろん照明をつけることもできます。
un では、小さめで可愛いデザインの照明を「un の
為にセレクト」しています。
誰かが帰って来た時に照明の明かりがついていたら、
ホッとしてくれるだろうな。そう、照明には人を癒
す力があるのです。un のポストや表札にもきっとワ
クワクできちゃいます。

オプションで私らしく

迷っているのにワクワクしちゃう！

殺風景になりがちな裏側も、ウッドトレイを取り付けることで
ガーデン空間の一部として飾ることができます。

アンティーク風な色合いが
ヨーロッパのような幻想的
なエントランスを演出して
くれます。

あたたかみのあるテイスト
のポストもあり、選ぶ楽し
みが広がります。

ウッドトレイ
（ND-TM-02-BR）
￥27,500（税抜）
屋外使用に強い、腐りにくく色褪
せしにくいアセチル化木材を使用
しています。

un ブランシュ デコ
（OP-GW-DC-BRA）
￥8,700（税抜）
アルミ鋳物製 /黒艶消し塗装

Option
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E n t r e 3 5 0

エントレ 350
小窓がついたすっきりとした南欧テイストの
エントレ 350。エレガントさの中にもかわい
らしさがのぞくサイズ感です。
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un  is my favorite exterior and garden

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げ
る南欧の雰囲気漂うトラバーチン
仕上げと、形状によって雰囲気が
違うデザインが魅力です。小さな
小窓に植栽を飾ればより印象的に。

照明のカラー 1つでも印象
が変わります。古色をつけ
ればアンティークに、ブラッ
クを選べば上品に、真鍮な
らエレガントに。

Another Form

Recomend Item 
&
  Water Faucet

高い耐朽性と UV 性能により塗装も長持ちする un
ティーラは、難しいことを考えずとも置くだけで
理想のガーデン空間を実現できます。
フックが付属で付いているので、好きな位置に掛
けて使用することができます。
※ウッドトレイはオプションです。

南欧テイストながらも細身のシルエットだから全体的
にきゅっとしていてかわいらしい印象。好みでウェー
ブの形状と、フラットの形状が選べます。

細身だからかわいい

ガーデンに回れば小さなおもてなし空間

un ティーラの木材は、
屋外使用でも腐りにく
く色褪せしにくいアセ
チル化木材を使用して
います。

un オリジナルのガラス表札は、文字色がゴールドかシ
ルバーから選べます。マットな質感なので上品な仕上が
りです。
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E n t r e 5 0 0
エントレ 500
奥行を感じさせるフォルムと、程よい幅感が優雅
なエントランスにしてくれるエントレ 500。
アンティークな雰囲気を出すのにぴったりです。



23

un  is my favorite exterior and garden

Recomend Scene

Recomend Water Faucet

Recomend Garden Item

流れるようなオーナメントサインはエレガント
なエントレ 500 にぴったり。幅広門柱なので、
マルカートデュオのような大きめなポストでも
違和感なく収まってくれます。しかもマルカー
トデュオならばダイヤル錠もついて安心です。

門柱のオーナメントサインと Duo ポストに合わ
せてアンティークな雰囲気を出すならアイアン
風の飾りがついたフルールがおすすめです。

フタを開ければ収納ができるブルックスは、
玄関先や庭先に置いてもおしゃれです。色々
と収納してすっきりとした空間を保てます。
ちょっとした荷物置きとして使用したり、庭
仕事に疲れたらほっと一息休憩したり。

おすすめの表札とポスト

おすすめの水栓柱

おもてなしの収納ベンチ

ステンドグラスをイメージしてデザイ
ンされたデュオシリーズは、背面パネ
ルと装飾パネルの色を選ぶことによっ
て違った印象を見せてくれます。
マルカートデュオならば大きくて大容
量、ダイヤル錠も付いているので機能
性も抜群です。

飾りは錆にくいアルミ製でア
クセントになり一つのガーデ
ンアイテムとしてしっかりと
存在感を示してくれます。
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Gate  Wall & Gate Pole

WH（ホワイト）

本体カラー

IV（アイボリー）

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

本体カラー

WH（ホワイト）

IV（アイボリー）

本体カラー

BU（シャビーブルー）

WN（ウォールナット）

木目カラー

BG（ベージュ）

GN（グリーン）

タイルカラー

WH（ホワイト）

本体カラー

BG（ベージュ）

タイルカラー

IV（アイボリー）

BR（ブラウン）

BU（ブルー）

木目カラー

WH（ホワイト）

BR（ブラウン）

GN（グリーン）

可愛らしい住宅にも合うよう女性の
感性が生かされたデザイン門柱

WH（ホワイト）
参考セット価格￥199,500（税抜）

BG（ベージュ）
参考セット価格￥236,000（税抜）

BU（シャビーブルー）
参考セット価格￥322,500（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥224,000（税抜）

BR（ブラウン）
参考セット価格￥182,200（税抜）

BR（ブラウン）
参考セット価格￥312,100（税抜）

WH（ホワイト）
参考セット価格￥212,000（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥204,100（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥233,100（税抜）

WH（ホワイト）
参考セット価格￥217,100（税抜）

＊□□には色品番が入ります。
＊参考価格は全てインターホン別途・税抜の料金となります。セットにより金額が変動致します。

un フィノ 350
GW-UN-FN350- □□
本体価格￥87,000（税抜）
W350× H1600× D120mm
本体カラー：WH（ホワイト）BG（ベージュ）
GRC製

un ムージャン600
GW-UN-MJN600○○ -WH
本体価格￥175,000（税抜）
W600× H1550× D170mm
本体カラー：ホワイト
FRP製

un ポルト 140
EP-UN-PT140- □□
本体価格￥85,000（税抜）
W160×H1500×D160mm
本体カラー：ホワイト
GRC、硬質発砲ウレタン製

un ニース 240
GW-UN-NICE○○ -WH
本体価格￥140,000（税抜）
W240×H1400×D240mm
本体カラー：ホワイト
FRP、GRC製

un ジュール650
GW-UN-JUR650○○ -WH
本体価格￥207,600（税抜）
W670× H1500× D170mm
本体カラー：ホワイト
FRP、GRC、ウレタン樹脂製

un ムーン 500
GW-UN-MO500- □□
本体価格￥102,800（税抜）
W500× H1500× D100mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC製

un エントレ350 ウェーブ /フラット
GW-UN-ENT350W/F- □□
本体価格￥101,600（税抜）
W370× H1530× D170mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC製

un エントレ500 ウェーブ /フラット
GW-UN-ENT500W/F- □□
本体価格￥106,400（税抜）
W520× H1430× D170mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC製
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un  is my favorite exterior and garden

P o s t

un マルク
PO-UN-MK- □□
定価￥45,000（税抜）
W305× H378× D140（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
アルミ、硬質発砲ウレタン製

GN（グリーン） BU（ブルー）

WH（ホワイト）

PO-UN-KIT-BK
PO-UN-MK-WH

un タンブル
PO-UN-TMBP- □□
定価￥62,700（税抜）
W350× H425× D163（ボックス厚140）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
アルミ、硬質発砲ウレタン製
＊ダイヤル錠

WH（ホワイト） BU（シャビ―ブルー）

WN（ウォールナット）

PO-MR-NEX-BK
PO-UN-TMBP-WN

un クーヴル
PO-UN-COV- □□
定価￥49,400（税抜）
W305× H380× D170（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
アルミ、硬質発砲ウレタン、アルミ鋳物製

un ブランシュ
PO-UN-BRA- □□
定価￥49,400（税抜）
W304× H378× D155（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
アルミ、硬質発砲ウレタン、アルミ鋳物製

WN（ウォールナット）BU（シャビーブルー） GR（グレー）

IV（アイボリー）

PO-UN-KIT-WH
PO-UN-BRA-IV

PI（パイン）

PO-UN-KIT-WH
PO-UN-COV-PI

un アニー
PO-UN-ANI- □□
定価￥49,400（税抜）
W305× H378× D140（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
アルミ、硬質発砲ウレタン製

un デュオ
PO-UN-DU○ - □□
定価￥49,400（税抜）
W305× H380× D138（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
パネルカラー：WH（オフホワイト）BR（ブラウン）
アルミ、スチール製

BR（ブラウン） X-BK（クロス /ブラック） G-WH（ローリエ /ホワイト）

L-BK（リーフ /ブラック）

PO-UN-KIT-BK
PO-KITP-BR
PO-UN-DUL-BK

IV（アイボリー）

PO-UN-KIT-WH
PO-UN-ANI-IV

un マルカートデュオ
PO-UN-MR-DU○ - □□
定価￥63,800（税抜）
W361× H355× D138（ボックス厚100）mm
本体カラー：BK（ブラック）、WH（ホワイト）
パネルカラー：WH（オフホワイト）BR（ブラウン）
アルミ、スチール製
＊ダイヤル錠

L-WH（リーフ /ホワイト） G-BK（ローリエ /ブラック） G-WH（ローリエ /ホワイト）

L-BK（リーフ /ブラック）

PO-MR-BASD-BK
PO-MR-EPSP-BR
PO-UN-MR-DUL-BK

自然やインテリア雑貨からインスピレーションを
受けてデザインされた unのポスト

＊□□には色品番、○には飾り品番が入ります。
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un ガラスサイン マーガレット
ZR-MG- □□
定価￥18,200（税抜）
W130× H130× D6mm
カラー：MT（ミルクティ）MK（ミルク）
書体カラー：ゴールドまたはシルバー
ガラス製

un ガラスサイン わたげ
ZR-WG- □□
定価￥18,200（税抜）
W130× H130× D6mm
カラー：MT（ミルクティ）MK（ミルク）
書体カラー：ゴールドまたはシルバー
ガラス製

un ガラスサイン プレーン
ZR-PL- □□
定価￥18,200（税抜）
W130× H130× D6mm
カラー：MT（ミルクティ）MK（ミルク）
書体カラー：ゴールドまたはシルバー
ガラス製

un ガラスサイン リボン
ZR-RN
定価￥25,600（税抜）
W130× H130× D9mm
書体カラー：ゴールドまたはシルバー
ガラス製

レイア リボン
FC-LE- □□□
定価￥31,000（税抜）
約W144×H144×D8mm（タイルサイズ）
カラー：RIW（ホワイト）RIB（ブラウン）
ステンレス、セラミックタイル製

レイア リーフ
FC-LE- □□□
定価￥31,000（税抜）
約W144×H144×D8mm（タイルサイズ）
カラー：LEW（ホワイト）LEB（ブラウン）
ステンレス、セラミックタイル製

un ガラスサイン ミルフィーユ
ZR-MF
定価￥25,600（税抜）
W130× H130× D9mm
書体カラー：ゴールドまたはシルバー
ガラス製

un シック 100
FC-CC100- □□
定価￥11,000（税抜）
W100× H100× D6mm
カラー：WH（ホワイト）GR（グレー）NV（ネイビー）
アクリル製

un シック 140
FC-CC140- ○ - □□
定価￥38,000（税抜）
W155× H140× D15mm
カラー：WH（ホワイト）GR（グレー）NV（ネイビー）
＊○にはR（右）または L（左）
ステンレス、アクリル製

ミンク
TO-ES-43
定価￥24,500（税抜）
W130× H50× D10mm
アルミ鋳物製

レシーナ
TO-AS-39
定価￥30,500（税抜）
W160× H160× D22mm
アクリル、ステンレス製

un フウロウ
FC-FU170
定価￥38,000（税抜）
約W170× H120× D23mm
アルミ、真鍮製

un ヴィラ キー
FC-VI-KEY
定価￥38,000（税抜）
約W160× H150× D12mm（プレート部）
＋D3mm（アイアン部分）
陶器 注※ 1、真鍮製

un アジコ 130
FC-AJ-130
定価￥22,000（税抜）
約W130× H130× D12mm
陶器製 注※ 1

un アジコ 150
FC-AJ-150
定価￥24,000（税抜）
約W150× H150× D12mm
陶器製 注※ 1

un ヴィラ レース
FC-VI-RA
定価￥38,000（税抜）
約W170× H150× D12mm（プレート部）
＋D3mm（アイアン部分）
陶器 注※ 1、真鍮製

Name P late  &  Light

3 カラー

2カラー

2カラー 2カラー

2カラー 2カラー

3カラー

※ 1焼物の為、焼ムラ・色柄の変化や焼物特有の伸縮がございます。
＊□□には色品番が入ります。
＊表札については、カラー、書体、素材の特徴をよくご確認ください。

エクステリアの顔になる表札は
素材感を生かしてアクセントに

GR（グレー）

MT（ミルクティ）

RIW（ホワイト） LEB（ブラウン）

MT（ミルクティ）MK（ミルク）

WH（ホワイト）
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オーナメントサイン ストレート
ND-TM-01- □□
定価￥40,000（税抜）
W310× H98mm
カラー：HL（ヘアライン）OW（オフホワイト）
BK（マットブラック）BR（ブラウン）
NV（ネイビー）VB（ヴィンテージブラック）
ステンレス製

オーナメントサイン ラウンド
ND-TM-02- □□
定価￥40,000（税抜）
W261× H96mm
カラー：HL（ヘアライン）OW（オフホワイト）
BK（マットブラック）BR（ブラウン）
NV（ネイビー）VB（ヴィンテージブラック）
ステンレス製

un オーナメントサイン ラウンド
OS-RD-BR- □□
定価￥45,000（税抜）
W350× H110mm
カラー：BR（ブラウン）BK（ブラック）
真鍮製

オーナメントサイン
TO-IF-SD
定価￥24,000（税抜）
W370× H80× D4.5mm
ウーステッド半ツヤ黒色
アイアン製

un オーナメントサイン ウェーブ
OS-WAV-BR- □□
定価￥45,000（税抜）
W350× H80mm
カラー：BR（ブラウン）BK（ブラック）
真鍮製

オーナメントサイン アーチ
TO-IF-AR
定価￥24,000（税抜）
W373× H105× D4.5mm
ウーステッド半ツヤ黒色
アイアン製

ミエル
ND-ME-S5-BK（Sサイズ）
ND-ME-M5-BK（Mサイズ）
定価￥7,300/１文字（税抜）
Sサイズ：約 50mm角
Mサイズ：約60mm角
スチール製
＊書体はミエル（大文字）一種類のみとなります。

ムク
SS-MUK
定価￥5,000/１文字（税抜）
H60mm
スチール製
＊書体はゴシック（大文字）一種類のみ。
＊４文字以上から。

ティンク  ブラック
ML-F19-BK
定価￥27,000（税抜）
W130× H124× D172mm
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

ティンク  真鍮古色
ML-F19-AN
定価￥31,200（税抜）
真鍮古色仕上げ

ティンク  真鍮
ML-F19-PL
定価￥31,200（税抜）
真鍮仕上げ

キャプテン
ML-T100BK
定価￥23,300（税抜）
Φ 119× H175mm
真鍮黒色塗装仕上げ
クリアーガラス
電球型 LED 5W（電球色）
口径 E26/100V

BR1760-AN
ML-BR1760-AN
定価￥31,800（税抜）
W136× H170× D190mm
真鍮古色仕上げ
くもりガラス
電球型 LED 4W（電球色）
口径 E17/100V

レムニ
ML-F16BK
定価￥26,000（税抜）
W120× H180× D160mm
真鍮黒色塗装仕上げ
クリアーガラス
電球型 LED 5W（電球色）
口径 E17/100V

アンティカ ブラック
ML-F14BK
定価￥27,500（税抜）
W100× H163× 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
ML-F14WH
定価￥27,500（税抜）

BH1010MINI-AN
ML-BH1010MINI-AN
定価￥24,600（税抜）
Φ 88× H133mm
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

BH1000-AN
ML-BH1000-AN
定価￥26,800（税抜）
Φ 119× H175mm
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

Name P late  &  Light
あたたかな雰囲気を醸し出してくれる unの為の

小さなアンティーク風照明たち

照　明

2 カラー

6カラー 6カラー

2カラー

HL（ヘアライン） BR（ブラウン） BR（ブラウン） BK（ブラック）
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ガーデンパン　un フルール
GPT-UN-FLUG-WH
定価￥17,000（税抜）
Φ 400× H180mm
本体カラー：ホワイト
GRC製

ガーデンパン　トレビリビエラ
GPT-RVG- □□
定価￥17,000（税抜）
Φ 450× H150× D400mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC製

ガーデンパン　un ポッシュ
GPT-UN-POCMG- □□
定価￥17,000（税抜）
Φ 450× H150× D400mm
本体カラー：TC（テラコッタ）IV（アイボリー）
GRC製

ガーデンパン　トレビマルチ
GPT-MLTGS- □□
定価￥45,800（税抜）
W850× H60× D450mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC、アセチル化木材製

水栓柱　un フルール
SC-UN-FLUS- ○ -BK
本体価格￥42,200（税抜）
Φ 84× H740mm
本体カラー：ホワイト
飾り：F（フラワー）L（リーフ）
GRC、アルミ製

水栓柱　un ジーニー
SC-UN-GEN- □□
本体価格￥30,000（税抜）
W200× H700× D110mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC、ウレタン製

水栓柱　un ポッシュ
SC-UN-POCM- □□
本体価格￥30,000（税抜）
Φ 140× H730mm
本体カラー：TC（テラコッタ）IV（アイボリー）
GRC製

F（フラワー）
参考セット価格￥75,500（税抜）

WH（ホワイト）
参考セット価格￥55,700（税抜）

L（リーフ）
参考セット価格￥66,800（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥53,500（税抜）

TC（テラコッタ）
参考セット価格￥63,300（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥53,500（税抜）

Water Faucet  P illar

＊□□には色品番、○には飾り品番が入ります。
＊水栓柱は全て寒冷地ではご利用になれません。
＊全てのガーデンパンに排水用目皿とゴム栓が付属していますが、ガーデンパンは水を溜める仕様にはなっておりません。

ガーデン生活を潤してくれるデザイン水栓柱

オプション

水栓柱ユニット　un ティーラ
SC-UN-TLS- □□
本体価格￥113,200（税抜）
W890× H800× D119mm
本体カラー：WH（ホワイト）IV（アイボリー）
GRC、アセチル化木材製
※付属品：フック2個、化粧プラグ1個

un ティーラ追加フック
OP-SC-HOK2
定価￥5,000（税抜）
W20× H57× D46mm
ステンレス /黒艶消し塗装

シャワーホースセット（メッキ）
JA-SHS-M
定価￥17,400（税抜）
ホース 1ｍ

ウッドトレイ
OP-GW-TR1
定価￥27,500（税抜）
W470× H112× D156mm
木部：アセチル化木材
金具：ステンレス /黒艶消し塗装

WH（ホワイト )
参考セット価格￥176,700（税抜）

IV（アイボリー）
参考セット価格￥219,100（税抜）

IV（アイボリー）

TC（テラコッタ）

WH（ホワイト） WH（ホワイト）

IV（アイボリー） IV（アイボリー）
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Faucet &  Garden Item

横水栓　十字ハンドル（メッキ鋳肌）
JA-K13-ME
定価￥7,600（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D80× H84mm
＊固定こま

コンパクトガーデンリールⅡ
JA-VCBNG0□□
定価￥12,000（税抜）
W168× H302× D343mm
本体カラー：20（ブラウン）19（グリーン）
ホース色ブラウン（長さ20m）
＊適合蛇口サイズ：14～ 20mm

ブルックス400
SR-BR400- □□
定価￥52,400（税抜）
W420× H445× D410mm
カラー：WH（ホワイト）KH（カーキ）
GRC、FRP製

ブルックス780
SR-BR780- □□
定価￥59,900（税抜）
W800× H395× D360mm
カラー：WH（ホワイト）KH（カーキ）
GRC、FRP製

ガーデンリールⅡ 
JA-VSTFK0□□
定価￥18,000（税抜）
W282× H430× D410mm
本体カラー：12（ブラウン）09（グリーン）
ホース色アンティークゴールド（長さ30m）
＊適合蛇口サイズ：14～ 20mm

ホース接続水栓
スミレハンドル（研磨）
JA-G102-SB
定価￥10,300（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D78× H44mm
＊固定こま

ホースアダプター
（メッキ）
JA-DB203M
定価￥900（税抜）

ホースアダプター
（真鍮）
JA-DB203B
定価￥900（税抜）

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

泡沫アダプター
（メッキ）
JA-DB206M
定価￥1,000（税抜）

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

泡沫アダプター
（真鍮）
JA-DB206B
定価￥1,000（税抜）

ホース接続水栓 
十字ハンドル（研磨）
JA-G102-B
定価￥7,600（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D76× H44mm
＊固定こま

ホース接続水栓
十字ハンドル（メッキ）
JA-G102-M
定価￥7,600（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D76× H44mm
＊固定こま

横水栓　十字ハンドル（鋳肌）
JA-K13-E
定価￥6,500（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D80× H84mm
＊固定こま

ホース接続水栓 
スミレハンドル（メッキ）
JA-G102-SM
定価￥10,300（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D78× H44mm
＊固定こま

胴長横水栓　スミレハンドル（鋳肌）
JA-DN13-SE
定価￥8,700（税抜）
Φ 13（給水口内径）/D93× H105.5mm
＊固定こま

＊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（ろうしょう）が出て、重厚な風合が味わえます。素材の特徴としてお楽しみくだい。

小さな部分にもこだわりたい蛇口シリーズとガーデンアイテム

ガーデンアイテム

シャワーホースセット（メッキ）
JA-SHS-M
定価￥17,400（税抜）
ホース 1ｍ

20（ブラウン）

WH（ホワイト）

WH（ホワイト）KH（カーキ）

KH（カーキ）

12（ブラウン）

19（グリーン） 09（グリーン）
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