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商品の詳細は、オンリーワンクラブカタログやサイトでご覧ください！商品の詳細は、オンリーワンクラブカタログやサイトでご覧ください！

https:// item.onlyoneclub.jp/

商品の詳細スペックや施工事例、
各種説明書を引き出せます。

https://www.onlyoneclub.jp/m14

最新カタログがご覧いただけます。
掲載ページにすぐアクセス。

デジタル
カタログ

商品検索
サ  イ  ト

おすすめ！資材特集！！
おすすめ！資材特集！！

便利！
お助け！

Slim Wide

段差解消
簡単施工で

収納機能
大容量の

園芸用品や子供の遊び道具も
らくらく収納！！
緊急時の備え 
防災用品の収納にも。

雨の日も安心の
ノンスリップ仕様です。

●  グレーチング本体の取外しが容易なのでお手入れも楽にできます。
●  片持ち式で建物に触れることなく設置できます。
●  お好みの長さに！ 301 〜 599mm の間で 1mm ごとに対応します。

床下換気を確保しながらテラスと室内をつなぐ。

室内と同じ高さで

タイル貼りが可能！

● 受け金具一体型の埋め込み式グレーチング。
● 床下換気を確保しながらテラスと室内をつなぎます。
● お好みの長さに！ 301 〜 1500mm の間で 1mm ごとに対応します。

スラブコネクター ▶ P.420

ティーライン（見切り材） ▶ P.93

ストンプ ▶ P.416

スラブサポータープラス ▶ P.422

ワイド 300
品番：KS2-C1413　
価格：¥11,000

スリム 300
品番：KS2-C1411　
価格：¥8,000

ワイド 600
品番：KS2-C1414　
価格：¥14,000

ストレート L 300
品番：KS2-C1553　
価格：¥4,500

L 600
品番：KS2-C1552　
価格：¥6,000

L 900
品番：KS2-C1551　
価格：¥8,000コーナー

品番：KS2-C1554　
価格：¥10,000

MINI タイプ
自然石調（グラニット）
品番：FL2-STMKA　
価格：¥66,000

標準タイプ  
自然石調（アーバングレー）
品番：FL2-STPMB　
価格：¥68,000

出隅タイプ
品番：MH2-TLD15　
価格：¥9,950/ 本

出隅端部用キャップ
品番：NH2-TLDT　
価格：¥1,850/ 個

スリム 600
品番：KS2-C1412　
価格：¥11,000

オーダー
可能

1㎜
単位で

テラス に！

おすすめ資材

門 塀 に！

おすすめ資材

勝手口 に！

おすすめ資材

タイルと組み合わせる新しいステンレスパーツ。
タイルの小口部分にステンレスパーツを設置することで、
デザイン性を高めながら小口を覆うことができます。

詳細は、オンリーワンクラブ会員 
までお問い合わせください。

QR コードから会員情報が確認できます。▶

オンリーワンクラブマテリアルカタログから
おすすめ商品、お得な情報をお届けします。

詳細は、
マテリアルM14
カタログを
ご覧ください。

ポップなカラー
やステンシルも！



ペイブリーフロア ▶ P.554

ペイブリーアート ▶ P.556

さなげ：NX2-PF002 鹿島金華：NX2-PF003 ライトピンク：NX2-PF016

淡路：NX2-PF006 アースイエロー：NX2-PF011 サングレー：NX2-PF012

シルバーホワイト：NX2-PF015ライトグリーン：NX2-PF014

ペイブリーフロア 
※ 1㎡セット品
価格：¥11,800/㎡　

天然石の玉砂利を

特殊ウレタン樹脂で施工する、

人にも環境にもやさしい舗装材。

ペットバージョン 
ゴールデンレトリバー　
品番：NX2-PA609  価格：¥35,000

天然石の

ワンポイント

エンブレム！

New
簡単！ 綺麗！

おすすめ！
              舗装アイテム！おすすめ！
             舗装アイテム！

舗 装 材

おすすめ資材

仕上げ材

おすすめ資材

施工性にすぐれた

ユニットタイプのボードが新登場！！

天然木の自然な木目を忠実に再現した
軽量コンクリート製枕木オンリースリーパー
は、腐食の心配がなく耐久性に優れています。

組み合わせることで、住まいにマッチした塗装楽しめます。
曲面やパターンが描けるコテ塗り材だから幅広い表現が可能。
アプローチや駐車場の他、公共施設や公園など幅広くお使い
いただけます。

肉球（黒）（２枚入り）
品番：NX2-PA907
価格：¥12,000

スター
品番：NX2-PA912
価格：¥8,000

段違い 3 連　コクタン　
（約 300×約 600 × 40）
品番：FC2-SLB106CK 
価格：¥4,500/ 本

段違い 2 連　オーク
（約約 300×約 600 × 40）
品番：FC2-SLB156CO  
価格：¥4,500/ 本

ストーンレター
品番：NX2-PA915　
OnlyOne 価格：¥3,000/文字

フロアに
アート

天然石で

　● インサート + ボード（長さ揃い）施工時

　● Color variation

ボード（長さ揃い）を使用する場合は差し込み口長さ 305mm を
上部にして、埋め込み深さ 200 〜 225mm 程度をお勧めします。

オンリースリーパー・インサート
品番：FC2-SLIN □　
OnlyOne 価格：¥4,400/ 本
※ 品番の□にはカラー記号
    K（コクタン）・O（オーク）・
    W（ホワイトウッド）が入ります。

K
（コクタン）

O
（オーク）

W
（ホワイトウッド）

古木枕木

軽量
コンクリート

長さ揃い 3 連　コクタン　
品番：FC2-SLB106BK 
価格：¥4,500/ 本

長さ揃い 2 連　オーク
品番：FC2-SLB156BO  
価格：¥4,500/ 本

CAT シルエット 1  
品番：NX2-PA918
価格：¥14,000

オプション（文字入れ）　
愛犬の名前が入ります。

（アルファベットのみ）
品番：NX2-PA801　
価格：¥1,000/1 文字　　

オンリースリーパー ▶ P.140

古木風の花壇ユニット
「インサート」で簡単施工！


