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オンリーワン エクステリア

素敵ライフはエクステリアから。

注目
スタイル
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昨年は、イメージカラーをブラウン＆ブラックとするヴィンテージ感の強い男っぽいスタイルでアメリカ東海岸を思わせる「ブルックリンテイスト」。

今年は、ウェアハウススタイルⅡとして「カリフォルニアテイスト」を特集しました。イメージカラーはホワイト＆ブルー。西海岸の開放的な空気を

感じさせ、爽やかでお洒落な雰囲気に仕上がることから一般住宅にも取り入れ易いスタイルです。

W a r e h o u s e  S t y l e Ⅱ

たとえば、サファーズハウスプラン。

西海岸の風を感じさせる、爽やかなカラーと

洗いざらしのデニムのようなお洒落なイメージ。

簡単施工で設置でき、色々なアイテム
が取付け可能なフリーウォールを中心に
したプランニング。

ノーラン▶ P.189

アッシュ▶ P.448

エンブレム▶ P.442

D- ポスト▶ P.318

現場で穴あけ加工が可能。
3 種類のカラーをご用意。

デニム風の新色を追加。

埋込み仕様のアイテムもセット可能！
自由自在のフレキシブルウォール。

ラ
フ
に
暮
ら
し
を
セ
ン
ス
ア
ッ
プ
。
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カリフォルニアスタイルにピッタリな新商品を取り揃えました。

ラフな雰囲気のアイテムが住まいに自由な風を届けます。

ハイビポスト  グランスタンド▶ P.187
ドイツの老舗総合装飾金物加工メーカー 
ハイビ社の大容量のスタンドタイプ。

アベニュー▶ P.109
カジュアルスタイルの機能門柱に
爽やかなホワイトが登場。

カリフォルニアスタイル ジュート▶ P.204
麻袋をイメージし、ステンシル文字を大胆にデザ
インした 4 タイプを揃えました。

ヘリンボーンウォール ▶ P.62
天然木をヘリンボーン貼りで仕上げたウォールを高低差を付けて
配置することで空間に動きを与えながら上品にまとめます。

注目
商品

注目
商品
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注目
商品

カリフォルニアの空と海、太陽を思わせる鮮やかなカラー

でエントランスにお洒落なワンポイント。

真鍮製ポーチライト ▶ P.600
屋外の軒下で使用可能な防滴型の
ペンダントランプ。フックを使用
してチェーンの長さが調節できます。

ニューポート▶ P.441
カリフォルニアの海沿いの街にある道路標識をモチーフにデザインしました。

ウエストコースト▶ P.446
西海岸カリフォルニアをイメージした
お洒落なプレート風表札。

カリフォルニア▶ P.443
アメリカ西海岸の明るい陽射しや青い海の開放的な雰囲気をイメージ。

リベルタ▶ P.444
人工大理石で象った遊びゴコロ溢れるデザインはサーファーズハウスにピッタリ。

サーフボード ▶ P.440
玄関先にはサーフボード。そんな西海岸のライフスタイルをデザインしました。

注目
商品
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Depo デポ

木調仕上げがエントランスに馴染む大容量の宅配ボックス。受け取る荷物の大き
さに合わせてミニタイプとの二段使いもできます。機能門柱にポスト・表札付き
インターホンカバー・宅配ボックスをセットした一体型もご用意しています。

P.40

プラスフレーム機能門柱ポスト＆デポセット▶P.42

Verita Evoluta
ヴェリータエボルタ

オールブラックのネロはスタイリッシュ、オールホワイトのビアンコはお洒落な
印象。それぞれフェンスユニットとの組合せも可能でファサードの選択肢が拡が
ります。和にも洋にも調和するお洒落なウッディタイプもご用意しています。

P.44

ネット通販の普及によって多くの宅配物が届くようになり、不在でも安全確実にお荷物

が受け取れる宅配ボックスは暮らしに必要不可欠なアイテムになりつつあります。大き

な荷物も入る大型ボックス、複数の荷物が受け取れる 2 段タイプ、機能門柱一体型など、

ファサードのスペースやライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

現代の暮らしが求める安心のかたち。

宅配ボックス

ライフスタイルに合わせて機能をセレクト。 2 段になって複数の荷物が受け取れます。

ポスト一体型

多機能
2段型

大容量
多彩なパネル

デザイン

注目
商品
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Lead PANEL WALL
フリーウォール　リード パネルウォール

Free Wall

現場で穴あけ加工が可能で簡単施工の門塀。
ステンレスのフレームに 3 種類のカラーをご用意。

埋込み仕様のアイテムもセット可能！
自由自在のフレキシブルウォール。

P.54 P.56

モダンなエキスパンドのウォールにお好きな
アイテムを取付けられます。

天然木をヘリンボーン貼りで
仕上げたウォール。連結して
フェンスのようにも使えます。

FREE CHOICE  
MODE-E

Herringbone 
Wall

フリーチョイス  モード E ヘリンボーンウォール

WELCOME 
WALL S
ウェルカム ウォール S

ロングセラーアイテム「ウェルカムウォール」
が使いやすいスリムサイズで登場。

P.60 P.58

工期の短縮や職人さんの作業軽減に、簡単施工のオンリーワンフリーウォール。柱では限られていた用途もぐんと拡がり様々なプランニング
が可能です。取付アイテムも埋込み仕様や大型のポスト、重量のある表札や照明など、選択肢が増えてさらに自由度が増しました。

フリーウォール

注目
商品

P.62
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Locker Merry
メリー  ロッカー

壁付け対応タイプもあるのでお家の
シーンにあわせてお選びください。

ロッカーのような
工業的デザインのポスト。

爽やかボディの
大容量独立型ポスト。

P.184 P.198

無駄を一切省いたデザインは、コンパクト
で個性を保ちつつ主張しすぎず、幅広い外構
デザインにお使いいただけます。

ノイエキューブ ブロックウッド
Noie Cube  BROCK WOOD

リアルな木調パネルは木のピースをパズル

のように組合せてデザインし樹脂で再現し

ています。塗料を拭き取ったり削ったりし

ながら何度も塗り重ねるヴィンテージ仕上

げで、それぞれが一点物と言っても良いほ

どの味わいある個性的な表情をみせます。

ヴィンテージ塗装で仕上げた、木のパッチワーク。

P.280

クーリエ  ストリーク

COURIER STREAK 
軽量化したコンパクトな本体ボックスに、豊富なパネル

デザインで人気のポスト、クーリエに新デザインが登場。

縞鋼板モチーフの男前ポスト。

P.210

注目
商品

注目
商品

機能とデザインに注目の新型ポスト。
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注目
商品

イービックEBIC

LED を搭載した省エネタイプでシンプルな形状はあくまで脇役に徹します。

2 サイズ、3 色をご用意していますので、様々なコーディネートが楽しめます。

シンプルデザインで
表札を引き立てるモダンなLEDライト。

P.612

BRASS PORCH LIGHT
真鍮製ポーチライト

Wall Mount Light  Modern
ウォールマウントライト モダン

P.614 P.601

新
しん し が ら き

信楽のあかり

ウォールライト ラウンドタイプ

Wall Light 
Round Type  

板ガラスを挟み込んだシンプルな形状の

ウォールライト。おしゃれでスタイリッシュ

なラウンドタイプはアールを描く優しい形

状から LED の光が優しく照らします。

お庭の灯台
センサー内蔵で自動点灯。
灯台のようにお庭を見守ります。

P.610 P.656

個性的なデザイン照明。

シンプルでモダン。
インダストリアルな
雰囲気をまとうフォルム。
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ステンレスプレートの陰影で文字を表現する、これまでに無い画期的な究極の立体表札。

Cross クロスGlow グロー

ステンレスの板が何層にも折り重なって文字を表現する重厚感漂う表札。

自動車のグリルのような表札は見る角度によってメタルの陰影が変化します。

二層の重なりで一つの文字を描き出すクロス。

正面から見ると切り文字表札ですが、角度によって様々な表情が生まれます。

P.515

鋳物技術の特性「立体的で自由な造形」を取り入れ、

わずかに膨らんだ表面に金属の光沢感と高級感溢れる質感を表現。

アートピースのような重厚な存在感をお楽しみください。

往年のアメリカ大陸横断鉄道の客室にかかっていた

サインプレートをモチーフにデザイン。アンティーク

なデザインが醸し出すクラシカルで上質な旅の雰囲

気がお客様へのおもてなしの心を表現しています。

軽量で耐久性に優れエクステリアにぴったりの素材、アルミニウム。
一点一点鋳造して創り出す、こだわりの表札。

P.439 P.516

こだわりの金属系表札。

注目
商品

Stainless

Aluminum Casting

PALETTE 
パレット

Railway 
レイルウェイ
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Kurimano クリマーノCLINE クライン

シャビー風の木目調タイルをベースに、エイジン

グ加工した真鍮を組み合わせました。ゆったりと

した横幅のある大きさなので、表札としてだけで

なくお店の看板としてもお使いいただけます。

P.422 P.496

P.464 Trank トランク

游雅 ゆうが

和玄 わげん

筆文字作家・小林圓先生のオリジナル筆文字

「円游隷」が形を変えて登場。侘び寂びを感じる

表面加工と筆遣いまでも表現したレーザーカット

文字で世界に一つの表札を作り上げています。

銅と真鍮を熟練の職人達が丁寧に磨き上げ
和の心を表す表札に仕上げました。

和の趣き溢れる筆文字を、力強く表現。

P.546

P.547

スタイルに特化した表札。

注目
商品

Japanese modern

Shabby chic

Urban&Modern ミニマムでシンプル。スタイリッシュなデザインが都会的で洗練された雰囲気です。


