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オンリーワンクラブ2018年カタログ
4つのステージから暮らしに「きらめき」をご提案いたします。

オンリーワン エクステリア・・・・P.4

エクステリア関連商品のなかでも、機能門柱、ポスト、表札、

照明器具などの住宅ファサードアイテムを中心に、市場に流通の

少ないニッチ商品の品揃えに特に力を入れています。また、

オリジナルのエクステリア商品の開発にも取り組んでおり、

個性的で高付加価値化された高品質なラインナップです。

オンリーワン マテリアル・・・・P.14

マテリアル、それは住まいを構成する非常にシンプルなエレメント

であり、同時に空間の雰囲気や印象を醸成する上で大きな役割を

担います。使うほどに住むほどに、素材の魅力や手技の温もりを

感じていただける理想の住まいづくりに、「愛着と誇りを育んで

いくマテリアル」をぜひお役立てください。

WEB 上でオンリーワンクラブ商品の情報がいつでも検索できて便利

な「オンリーワン商品検索サイト」。カタログだけでは表現しきれない

商品情報や、施工例、各種説明書などの情報が簡単に引き出せます。

カタログがなくても、パソコンやタブレット端末からいつでも、どこで

も商品の検索が可能です。業務の効率 UP や、サポートツールとして

是非ご活用ください。

知りたいを即解決する
強力サポートツール。

ONLY ONE PRODUCT 

S E A R C H

または、オンリーワンホームページから
● http://www.onlyoneclub.jp

ログインは専用 URL
● http://item.onlyoneclub.jp/onlyone/オンリーワン

商品検索サイト
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オンリーワンクラブでは、魅力的な暮らしの演出に役立つ各種カタログを展開しております。
2018 年のオンリーワンクラブは 4 つのカタログを発刊いたします。
これまで以上にオリジナリティ溢れた商品群で心地良い暮らしをご提案してまいります。

オンリーワン ガーデン・・・・P.26

庭空間を最大限に活用し、庭時間を楽しむ提案をテーマに、

アウトドア調理器、ガーデンシンク、ファニチャー等、庭時間を

より快適に過ごすための生活アイテムから、鉢、水栓柱、蛇口等

庭空間に彩りをそえる小物類まで豊富なラインナップでご紹介。

植栽プランツも掲載し、トータルなガーデンプランニングが可能

な１冊になっています。

オンリーワン スタイルエム・・・・P.34

「自分らしいスタイルづくり」をテーマとして、ロートアイアンや

ロートアルミなどの金属の質感を活かしたこれまでの商品ライン

ナップに、リビングや水回りアイテムなどを加え、住まいに

かかわる様々なゾーンで差別化が図れるオリジナル商品を掲載

しています。
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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

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。
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オンリーワン マテリアル

M12 ではより暮らしに密接した、実用的なマテリアルを豊富に取り揃えました。暮らしの領域を広げる多彩なウッドタイル

や、汚れが落ちるタイル、凍害に強い煉瓦や石材などオンリーワンでしか入手できないオリジナル新商品を多数掲載しています。

オンリーワン商材、大手アルミメーカー商材、植物などとのコーディネイトで、外構トータル提案ができるカタログ構成となって

おります。一般戸建て外構のみならず、商業空間、インテリア、建築、公共空間、保育園など、より広い分野にお使い頂けます。

より実用的に！暮らしに寄り添うマテリアルコーディネイト提案。

住まいに彩り、家族に歓び。
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住まいに彩り、家族に歓び。

お庭やアプローチの他、車両が乗り入れる駐車スペースにも
使用可能な重厚な 20mm 厚タイルを豊富に取り揃えました。
表情の異なる 3 シリーズから住まいに合わせてお選び頂けます。

車両乗り入れ可能 ! 重厚な
20mm厚タイルシリーズ。

2.0BLOCK　  ブロック 2.0 ▶ P.24-29 Argo アルゴ ▶ P.30

長年使い込んだヴィンテージな自然石の風合いを 20mm 厚の
ポーセレンタイルで細部のディテールまで忠実に再現しました。

ガレージにも使用可能な 20mm 厚の頑強な石材調タイル。
600 角は庭の芝生に置くだけの施工方法も可能です。

20
mm厚

車

両乗
り入れも可能

。

NEW NEW 

NEW 

マンザーノモザイクは優れた強度と耐久性を誇る 20mm 厚の磁器舗装です。ランダムなアラビアン模様が足元の視覚的魅力を高めます。

Stone Flair® Manzano mosaic
ストーンフレア ® マンザーノモザイク ▶ P.32

注目
商品

経年劣化や風化、錆び、凍害など
自然石の弱点を全て克服。
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荒々しくワイルドな木目や繊細で優しい木目、褪せた色から発色の良いものまで。住まいのテイストや使用場所、
用途に合わせてお選び頂ける、オンリーワンクラブ厳選のウッドタイル 6 シリーズを取り揃えました。

暮らしの領域を広げるウッドタイル6 シリーズ。

Wood Tile
 Series

シャビーウッド ▶ P.46

ケベック ▶ P.42

コニファー   ▶ P.43

ストーンフレア ® エージド・マデラ  ▶ P.38 ウッドラスティック ▶ P.40

お庭で過ごす時間をもっと豊かに。

ウ
ッ
ド
タ
イ
ル
の
あ
る
暮
ら
し
。

NEW 

NEW 

NEW NEW 

シャビーな表情の人気商品。落ち着きのある自然な木目。

繊細な木目。
内外で選べる2タイプ。

ヴィンテージな木目。
重厚な20mm厚タイプ。 軽量で使い易いサイズ感。

リアルシェイズ ▶ P.48 

凹凸のあるワイルドな木目。
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NEW 

お掃除の手間が激減 !汚れてもすぐ落ちる驚異の機能！

擬似目地組み込みタイル。

ナノクリーンテクノロジー加工を施したアースエッジⅡは耐薬品性

に優れているため、付着した汚れが非常に落ちやすいタイルです。

また傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ね備えています。新築住宅や

商業施設など人が多く動く場所などでより効果を発揮します。	

超よごれ防止
機能付

Earth edge ⅡアースエッジⅡ ▶ P.94
ナノクリーンテクノロジー加工タイル

NEW 

rapiet mix ラピエミックス ▶ P.88

石畳の風合いを再現したランダムミックスタイル。予め擬似目地
を組み込んでいるため、施工性とデザイン性に優れています。
一枚のタイルに複数の模様がある特殊形状タイルで手軽に石畳
を敷いたようなゴージャスな雰囲気を演出します。

ファインクォーツ ▶ P.98エクサゴーノ ▶ P.102

大判六角形タイル。 大判の石英岩風タイル。

NEW NEW 

ラスティックギザ ▶ P.96 ラヴォス ▶ P.93

表面防汚機能。
汚れや傷がつきにくい。
砂岩・玄晶石風タイル。役物で統一感のある仕上げ。

NEW NEW 

注目
商品

注目
商品
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大人気のアルデコールフルートをより確実に、安全にリニューアル。
反射材として機能するエンドキャップと、大きな車輪も受け止める

頑丈な脚部に改良しました。これまで以上にセーフティで
スタイリッシュなカースペースを実現します。

高級感溢れる 12mm 厚の
選べるエンドキャップ 2 種。

flute
アルデコール フルート▶ P.426-429

より確実に、
安全に進化しました！

アルデコール カーストッパー C600 ▶ P.430

C600

NEW 

NEW 

ライフスタイルで
選べる全12色
（新色ダークブラウン）

車種のタイプを意識してデザインされた、様々な住空間にマッチする
アルミ鋳物製のカーストッパーC600タイプ。カラーは鋳物の風合いを活
かした５色の焼付塗装をご用意。砂型鋳物ならではの自由で立体的な
造形と優雅なデザインをお楽しみください。

注目
商品

ローレット

シンプル

ローレット

ハイグレードなC600に新色追加。

Information
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お子様の感性を豊かに育てる、「庭育」をテーマに遊びごころ
満載のキッズガーデンをご提案します。家族との距離が一番
近いお庭で健やかに子供の成長を見守りましょう。

庭育 ▶ P.316おすなばクッション ▶ P.318
デンマーク製のカラフルなロープと専用パーツを使って
お庭やエクステリアにわくわくする楽しさをプラスできます。
オリジナルの遊具やハンモック、境界フェンス、物干、梯子、
手摺等、アイディアと工夫次第で様々な使い方で可能です。

2 種類のサイズと 3 色のカラーの組み合せで、住まいのお庭に可愛いオリジナルの
お砂場がつくれます。固くない、衝撃吸収性を兼ね備えた安全安心な機能商品です。

遊べて楽しいキッズガーデン。

NEW 

NEW 

「庭育」をテーマにキッズガーデンをご提案。

 ストンプ ▶ P.326-329

勝手口や掃き出し窓などの段差をスムーズに解消しながら、収納

機能を兼ね備えた多機能ステップです。設置するだけの簡単施工

なので工事の必要もなく経済的です。収納部は園芸用品やペット
用品、防災用品なども納まる大容量タイプ。自然石調の2色と
ポップなカラータイプ5色で提案の幅がさらに広がりました。

勝手口やお庭の段差解消に ! 収納付きステップ。
ステンシルで 遊べるカラータイプも新登場。

チェッカープレートがお洒落なストンプ。

NEW 
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コンクリート製品の強化
優雅な曲線階段が作れるラウンドステップや、定番の
ラウンドキャップのカラーリニューアル。大人気のJCAP
に門柱タイプなど、コンクリート製品を強化しました。

ラウンドステップ 「コンクリートステップ」 ▶ P.292
ラウンドキャップ▶ P.446

J キャップ▶ P.448

難しい曲線階段が簡単に施工できる様に設計されたコンクリート
製の装飾用ステップです。流麗で存在感のあるステップは、住ま
いをエレガントな気品に満ちた空間に装います。

定番のラウンドキャップのカラーを見直し、
より住まいに溶け込みやすい 3 色にリニューアルしました。
ラウンドステップとのコーディネイトが可能です。

門柱タイプ
新登場

人気の JCAP に門柱タイプが新登場。  車止めオンリースリーパーエッジなどとのコーディネイト可能です。

ROUND STEP

NEW 

NEW 

注目
商品

カラーリニューアル ! エレガントなコンクリートステップ。

Information
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人気のハーヴェストブラウンに大判のソリッドタイプをご用意しました。
住まいをダイナミックに演出しながらも、アースカラーが緑に溶け込みます。

VISTA STONE
ヴィスタストーン ▶ P.251

インド南部で産出される白御影石。特殊な伝統工法により厚70	〜 90mm	の
全面割り肌敷石を採り出しており、表面には黒い雲母の筋状の縞模様が付き
ます。

Harvest 
Brown 
Solid

ハーヴェストブラウン ソリッド ▶ P.231

ステップに使える大判石材を豊富に取り揃えました。
自然石ならではの優しい表情で住まいのファサードや
お庭をナチュラルでダイナミックに演出してくれます。

ステップに使える大判石材の紹介

Stone Step

NEW 

Jaminn Sand
大谷石 積石五十石 ▶ P.160

大谷石とは栃木県宇都宮市大谷町付近一帯からしか採掘されない世界的に
も稀少な自然石。ナチュラルで迫力のあるステップにお勧めです。

置くだけで階段の蹴上げに使えるジャミンサンド	ステップス。インド砂岩
特有の割れ肌面が柔らかで落ち着きある表情のジャミンサンドシリーズ。

ジャミンサンド ステップス ▶ P.219

NEW 
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利便性に優れた輸入石材を豊富にラインナップ。

フランス、ブルゴーニュ地方の石灰岩です。割肌の表面は滑
りにくく凍結に強いのが特徴です。EUでの凍結融解テスト
(NF	EN12371) をクリアしており寒冷地でも安心してお使
い頂けます。

Bourgone  ブルゴーニュ ▶ P.206 

NEW 

ピンク・グレー・イエロー・オレンジの鮮やかな色調が魅力です。
硬質で吸水率が低い為、比較的汚れやカビの付着が抑えられます。

Zaza Hard Quartz 
ザザ・ハードクォーツ ▶ P.205

カビや汚れが
付着しにくい

凍害に強い
石灰岩

Travertine トラバーチン ▶ P.223

NEW 

NEW 

古代ローマ建築にも使用されたトルコ産のトラバーチンを
ドラム加工し柔らかな表情に仕上げました。夏の高温下でも
御影石ほど石焼けしないのが特徴です。

MOSAIC 
モザイク ▶ P.229

石英岩と粘板岩を使いやすく
シート状に仕上げました。
自然石特有の優しい風合いで
壁面や床面にモザイクの可愛
いアクセントを与えてくれます。

NEW 

良質なトルコ産大理石。

石英岩風タイルのファインクォーツと
組み合せることで変化を与えられます。

Information
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Craft Ledge 
クラフトレッジ ▶ P.266

ボーダー形状の石英岩を一体化したダイナミックなパネル型石材。
本物の石だけが醸し出すナチュラルで重厚な壁面を演出します。

Rustic Sand Wall 
ラスティックサンドウォール ▶ P.220

柔らかで落ち着きあるインド砂岩の内外壁用貼り材です。
手割りの表情際立つランダムで不揃いな壁面を演出します。

Moderno Stack モデルノスタック ▶ P.258

砂岩や粘板岩の色調豊かな割肌の自然石貼り材です。門柱や塀に取り入れることで、自然な風合いが心地良い、高級感溢れる空間を演出してくれます。

NEW NEW 

低価格
￥900/ 枚

低価格
￥960/ 枚
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インターロッキングや石材などの舗装材料を施工する際、傾斜地などは通常の目地砂
珪砂を使用すると雨水などにより目地砂の流出が起こります。ハード目地砂は散水後、
数時間で硬化するため目地砂の流出を防止します。ほうきではき込み後、散水するだ
けの簡単施工で、翌日には開放できます。硬化する目地は雑草抑制効果も期待できます。

HARD JOINT
ハード目地（目地材） ▶ P.585 NEW 

散水後、数時間で
硬化します。

（乾燥時間 24時間）
固まる目地砂で流出防止 !
簡単施工で翌日開放、防草効果も抜群。

ご希望寸法（1m 以上）にてカット対応できる、アルミチェーン
やステンレスチェーン、チューブチェーンや各種金具を豊富
に取り揃えました。金具 1 個から発注可能です。

NEW チェーン・金具 ▶ P.552-557

注目
商品

Information
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ランドストーンペブルは丸みを帯びた天然石を個別にソートし
手作業で 300 角サイズのネット張りに仕上げた商品です。
継ぎ目のない完璧なシームレス空間をつくることができます。

Land Stone
Pebble 
ランドストーンペブル ▶ P.466

NEW NEW 

NEW NEW 

EU とオランダの国内基準に基づいて、
凍結融解テストをクリアしている凍害に強い煉瓦です。

Cova Brick コバブリック ▶ P.139

英国ウェールズの建築物として、１００年前後を経た古煉瓦です。
サイズは重厚でダイナミック、歴史と時代を感じる商品です

England Old Brick 英国古煉瓦 ▶ P.138

厚みのあるダイナミックな煉瓦です。
ヘリンボーンが映える
凍害に強い煉瓦です。

粉体自体にカラーがついているので、混練りしたブロック
アートⅡのしごき塗りのみで下塗材の必要がなく、同じ材料
の上塗りでパターン付けが可能です。わずか2工程の簡単
施工で工期を短縮でき、下塗材や着色材をカットすることで
低価格が実現しました。

BLOCK ART Ⅱ ブロックアートⅡ ▶ P.498

低価格
簡単施工



オンリーワン ガーデン
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「GARDEN」と「PLANTS」で
ガーデンライフをトータルに提案。
庭空間を最大限に活用し、庭時間を楽しむ暮らしの提案をテーマに、アウトドア調理器・ガーデンシンク・ファニチャーなど

より快適に過ごすための生活アイテムから、鉢・水栓柱・蛇口など庭空間に彩りをそえる小物類まで豊富なラインナップで紹介。

植栽プランツも掲載し、トータルなガーデンプランニングが可能な１冊になっています。

PLANTS

ページ
99

新商品

アイテム
146

Information
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お庭での料理が
さらに楽しく さらに美味しく！ ！
ピザ窯や燻製窯、さらにはプロも使用する本格的 BBQ グリルも登場し、

アウトドア料理のメニューの幅が広がります。また、様々な素材やデザインの

ガーデンキッチン、ガーデンシンクもご用意しており、どんなお庭にもマッチ。

調理をサポートする数々のアイテムも多数掲載しています。

庫内温度分布幅を極力少なくするため様々な工夫が凝らされ

ており、食材調理にムラが出にくい設計で炙り焼き、ロースト、

蒸焼き、スモークなど様々な調理ができます。

クローズキッチンのように壁を背にして置くタイプ1と、オープンキッチンのように

壁から離れた所に独立して設置ができるタイプ 2をご用意。

プロも使用する
本格的 BBQ グリルが登場。

オープンキッチンとしても使える
モダンなガーデンキッチン。

持ち運び可能。

背面

■  携帯用 LP ガスグリル ポータシェフ 320（P.024）

タイプ 1
（ステンレス未研磨）

タイプ 2　ブラックストーン
（樹脂フィルム仕上げ）

タイプ 2　ホワイトストーン　
（樹脂フィルム仕上げ）

■ 設置用小型 LP ガスグリル モナーク 320（P.025）

■ ルッソ（P.038）

■ 設置用中型 LP ガスグリル
　 ソーバーン 90（P.026）
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わが家のこだわりを表現できる
個性的なファニチャー。
機能性はもちろん、デザインにこだわった個性豊かなガーデンファニチャー。

お庭のイメージをガラッと変えることができるおしゃれなチェア＆テーブルを

様々なタイプでご用意しています。
■ シアトルベンチ２（P.059）

■ ピアッツァ 1・2 ／トリア 70（P.059） ■ ガーデンファニチャー カジト（P.060） ■ ウッデンビーチチェアー（P.061）

座面がテーブルに変わるウッドタイプのベンチ。

クラシック・モダン両空間にフィットする昔懐かしい
フォルムにトレンドカラーを組み合わせています。

ハンモックのような圧迫感がなく、宙に浮いたよう
な感覚でリラックスできます。

ビーチ感覚でくつろぎたい、爽やかなキャンバス
地のチェアーです。

イタリア COLOS ブランドの
新商品。

洗練されたマリンテイストな
リラックスチェア。

様 な々シーンで活躍する
ウッドチェアー。

Information



29

アーバンライフを
緑・野菜で楽しむ。
ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決。

バックサックは、土と水と空気の理想的な割合を保持し、地植えの植物に

近いコンディションを保つことができます。

フレキシブルなデザインは、特に都会でガーデニングを楽しむ方に最適な

プロダクトです。

バックサック	クラシックシリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100％
リサイクル可能なジオテキスタイル（護岸工事用の堤防などに使う
強力な合成繊維）を使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植え
のような理想的な環境を創り出します。

バックサック	カラーシリーズは、フランス
セルジュ・フェラーリ社独自製法のテキス
タイル「バティライン」を使用し、その優れ
た機能性は、世界中のインドア・アウトドア
ファニチャーで採用されています。
高強度・通気性・耐候性・軽量性・耐炎性・
メンテナンス性に優れています。

■ バックサック ポット カラー　3ℓ、10ℓ、25ℓ、50ℓ、100ℓ（P.119）

■ バックサック ジョイント クラシック　10ℓ（P.118）

■ バックサック ポット クラシック
　 3ℓ、10ℓ、25ℓ、50ℓ、100ℓ（P.118）

■ バックサック 
　 ガーデン クラシック　8ℓ（P.118）

■ バックサック バックスクエア
     クラシック 125ℓ（P.118）

■ バックサック バックロング 
     クラシック 70ℓ、110ℓ（P.118）

BACSAC CLASSIC

BACSAC COLOR

5タイプ
×

6カラー

7タイプ
×

1カラー
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Information

ジラーレ モチーフに、
チェックが新登場。
直径わずか 3.4cm のスリムボディが魅力のジラーレに、

ジラーレ モチーフ チェックとして、市松チェック柄が

新たに加わりました。

理想のお庭を作るための選択肢が、さらに広がります。

ブラックは白い市松模様が和モダンな大人の雰囲気を、アクセント

のレッドやブルーが映えるホワイトは、どこか懐かしいアメリカン・

ヴィンテージ風の空間を演出します。

カラーバリエーションが充実の「ジラーレ／ジラーレW／ジラーレ

S」、パステルカラーとストライプが爽やかな「ジラーレ	モチーフ	ス

トライプ／ジラーレ	モチーフW	ストライプ」など、選ぶ楽しみがいっ

ぱいのシリーズです。

コンパクトなフォルムはそのままに、使い勝手の良さにこだわりました。

ペットのシャワーはもちろん、水回りの「あったらいいな」に応える便利

なアイテムです。

和モダンにも、
アメリカン・ヴィンテージ風にも演出。

その他ジラーレシリーズも
たっぷり掲載！

シャワータイプも新登場。

■ジラーレ モチーフ W チェック（P.180）

■ ジラーレ シャワー W（ P.196）

カラーバリエーション

バニラ＆レッド

カラーバリエーション

バニラ

マットブラック

ヘアライン

ターコイズブルー

マスタード

ダークブラウン

ワインレッド

ネイビー

ブライトレッド

レモンイエロー

バニラ＆ブルー スミイロ＆バニラ
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暮らしにゆとりが生まれるミニハウス。
収納としても、ちょっとした書斎としても活用できるミニハウス。

存在感ある佇まいはお庭のフォーカルポイントにもなり、

単なる物置ではなく家族に嬉しい空間になるでしょう。

METALICA + Green house

NYの街角にあるような、ブルックリンスタイルのモダンな
ミニハウスです。

ブラックメタルのシャープな外観。

MEMORIES for kids&pets

子どもやペットも喜ぶ、かわいいミニハウスです。

ポップでカラフルな色使い。

■ メモリーズ フォ－キッズ＆ペット（P.085）

■ メタリカ ＋グリーンハウス（P.084）



Information
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屋外でも使えるバケツ。

シャープな装い、
スタンドタイプのガーデンパン。

オバケツはサビの原因になる

熔接を行わず、職人の手作業

で一つひとつ仕上げている

ので丈夫で長持ち。

シンクの底まで 250mm と深い仕様になっているので、ワインや飲み物などを

冷やすクーラーボックスのような

使い方もおすすめです。

どんなシチュエーションでも大活躍する、耐久性が自慢のたらい型バケツ。

■ カラーオバケツ 42L キャスター付き（P.167）

■  たらい 7.5L（P.167）■  オバケツ キャスター付き（P.166）

■  蛇口 別途：ジラーレ W スワンネック（P.197）

■ シュトラール（P.244）
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Entrance. Border. Main Garden. Veranda. Utility.Purpose&Enjoy Garden Life for Plants

■ ブリーゼ ホンコンヤマボウシ（P.299） ■ カラー ピンクのアナベル（P.330）

アイコンやイラストでまとめてある

ので知りたい情報が見やすくなって

います。

開花カレンダーも便利です。

植えたいエリアによってお選びいただけるセットアップ

をご提案いたします。

●エントランス　●ボーダー花壇　●メインガーデン
●パティオ・ベランダ・ドライエリア
●浴室前・ユーティリティ前

●長尺ツル性植物　●美しいシリーズ　●個性派植物
●大株シリーズ　●グランドカバー／コケ
●トピアリー　●インドアグリーン

植えたいスペースに最適の樹形を選ぶことも可能。

お気に入りの一本を見つけていただけます。

必要な情報を集約。

エリアで選べるセットプランツ。

シーンで選べる単品プランツ。

季節を彩る、オンリーワン
オリジナルプランツ。
お庭に欠かせない季節の花々や植栽が「ガーデンカタログ G-11」に

追加されました。目的に合わせて選びやすくなっています。

お家まわりの植物はもちろん、観葉植物も豊富に掲載。

ガーデンライフを豊かにする様々なアイテムがこの一冊で完成します。

SET-UP

SINGLE
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オンリーワン スタイルエム

STYLE

リビング系
水まわり商材が加わり

「STYLE-M+」は
さらに進化します。

ロートアイアン、ロートアルミ、ステンレスなど住まいを彩るアイテムを揃えてきた STYLE-M+ は、

さらに、住まい手それぞれが求めるスタイルづくりに応えるため、インテリアや水まわりアイテムを加えました。

昔も今も未来も変わらぬ価値と、変わりゆくライフスタイルに呼応する価値。

そのどちらの価値も併せ持ち、住まい手それぞれの夢を叶えること。

STYLE-M+ は、オリジナリティあふれる空間づくりを追求し、室内から屋外まで、新たな住まいのスタイルをご提案いたします。

オリジナリティあふれる商品を、4 つのエリア分類して掲載。
● エクステリアアイテム ● アーキアイテム ● リビングアイテム ● ショップサイン

Information
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水まわり商材ページをより見やすく、より選びやすく刷新。

アイテムの組み合わせや商品情報を分かりやすく整理。

商品のサイズ感が分かるようにオンリーワンセットとして手洗器からアクセサリーまで
コーディネート例を掲載。組み替えできる商品を併記してアレンジも可能です。

● オンリーワンセット紹介（P.154 〜163）

● オンリーワンセット適合ユニット表（P.164 〜167） ●手洗器ページ（P.190 〜 225）

アレンジできる
組み合わせ

サイズ感が
分かる写真

組み合わせ
を把握

情報を
見やすく整理
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●手洗器 グローブ（P.201）

リビングやサニタリーへ
広がるラインナップ
STYLE-M+は、これまでリビングカテゴリーとして好評を
頂いている水まわりアイテム等にオリジナルのカウンター
を始め、手洗器や水栓を充実させてラインナップに加えま
した。リビングやサニタリーなどさまざまな室内シーンを
彩る個性的なアイテムをご提案します。

スタイルらしい水まわり商材を大幅拡充！

サニタリーに最適なオリジナルカウンターを多数そろえました。

●ウォッシュスタンド手洗いカウンター（P.172）
●ムク ブラケット（P.184）

●タイリスト手洗カウンター
　Style is Guitar（P.174）

●マーブルカウンター（P.177） ●手洗カウンターユニット
　ベーシック（P.181）

注目
商品

Living item

●ウォッシュスタンド（P.170）

●手洗いカウンターユニット（P.172）

●手洗いカウンターユニット（P.172）

●手洗器（壁付型） スミマル（P.200）

●単水栓 立方寸（P.228）

●単水栓 ハンク（P.228）

●ムクタオルバー C400
　（P.248）

●クスノキカウンター（P.176）

アイアンブラケットを
組み合わせ

エレキギターをイメージした
こだわりの仕上げ

人工大理石を使用した
コーナーカウンター

樹種を刷新した
定番カウンター

Information
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売り込み機会を広げる新ジャンルの商材を追加。

トイレや洗面所などの狭小スペースにちょうど良い
小ぶりなサイズのペンダントライトです。

お好みの天板を組み合わせるテーブルや
カウンター用の鉄脚が新登場。

耐久性に優れたアルミニウムの美しさとスクロールな
どの装飾をあしらったデザイン性の高い玄関ドアです。

アイアン部材と国産無垢材で構成した
ローパーティション。

3灯を組み合わせ
ダイニングに…

1灯をトイレや
洗面スペースに…

RooM in RooMTetsuashi

Hearty
Aluminum Door

Small Pendant
Mini Pendant
●スモールペンダント（P.238）
●ミニペンダント（P.239）

●鉄脚（P.148） ●ルームインルーム ローパーテーション（P.100）

●ハーティーアルミドア（P.112）

注目
商品

注目
商品

注目
商品

注目
商品
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門扉に、門袖を付けたデザインや壁面直付けデザイン、ハイHなモダンデザインなどを加え、デザインタイプをさらに充実させました。

門扉に付加価値を付ける、電気錠や特注仕様の事例を掲載！！

ロートアイアン門扉のデザインをさらに強化。

●クロニクル（P.47） ●グラビティ（P.41）

●クロニクル（P.48）

●電気錠仕様説明ページ（P.36） ●門扉特注事例紹介ページ（P.38）

●クロニクル（P.49） ●クロニクル（P.49） ●グラビティ（P.41）

注目
商品

Gate

Information
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四角を重ねたデザインが目を引く屋外手摺スタルディ クァド。側面に鎚目を施しシャープさを
際立たせています。組み合わせにより、シンメトリーにもアシンメトリーにもアレンジが可能です。

スクエアデザインが目を引く「Sturdy Quad」登場。

住まいから店舗まで、建物を彩る特色のある商材をご提案！

Sturdy Quad
●スタルディ クァド（P.60）

●ロートアイアン手摺 + アイアン階段　特注事例（P.131）

●クロニクル ドア装飾（P.114）

●ブラケット（P.184） ●サインプレート（P.260）

注目
商品

ロートアイアン手摺に
アイアン階段を組み合わせた
差別化できる特注事例を掲載！

ドアを優美にデコレーションする
ロートアイアン装飾

リーズナブルなショップサインインテリアのアクセントに
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