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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


