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SPECIAL 
EXTERIOR

いつもの場所で特別を。
ステイホーム時代の今だからこそ、お家をもっと素敵に特別に。そこにあるだけで、

雰囲気がパッと明るくなるポストや、建物との調和で美しくコーディネートされた

機能門柱など。オンリーワンクラブでは、いつもの場所や時間に豊かさや彩りを

与えるお洒落なアイテムを多数ご提案しています。何気無い暮らしのワンシーンも

家族との大切な思い出になる、そんな最高の住まい作りをしてみませんか。

思い出作
りも最高

の我が
家で !

ファサードアイテム（宅配ボックス・
機能門柱・機能ユニット）・手摺・門扉
ポスト・インターホンカバー・照明オンリーワンエクステリア
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モダンやナチュラルなどの現代住宅のスタイルに、和のエッセンスを加えることで生まれる

静寂や癒し、趣や情緒。「WA スタイル」それは自然と伝統への回帰であり、

どこか心安らぐ、懐かしさと新しさを兼ね備えたこれからの住まいのカタチです。

それは懐かしくて新しい、
心安らぐ住まいのカタチ。

S T Y L E
PRECIOUS TIME & SLOW LIFE  
BY ONLY ONE CLUB PRODUCTSWA

コンセプトムービー公開中。
オンリーワンクラブ新たな一押しスタイル、WA-STYLE の
コンセプトを動画でご紹介。掲載プランの詳細や魅力を
わかりやすく解説しています。是非ご確認ください。

動画はこちらから

※オンリーワンクラブ HP
  からもアクセスできます。

今年の一押しWA-STYLE

多様なスタイルにとけ込む、

日本人の心が求める和の美意識。

S T Y L E
PRECIOUS TIME & SLOW LIFE  
BY ONLY ONE CLUB PRODUCTS
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ワイドとスリム
から選べます。

エンティガ ▶ P.46

デザインと容量で選ぶ宅配BOX付き機能門柱。
宅配ボックス、ポスト、表札をコンパクトに納めた機能門柱。格子と再生木板の
デザインのほか、宅配ボックスの容量で選べるスリム、ワイドをご用意しました。

L 字の機能門柱がスマートな重厚感を生む。
見る角度で印象が変化する L 字型の機能門柱。片面は洗練された質感を印象付ける
1 枚もののステンレスプレート、もう片面は本体内の構成を見せたオープンデザイン。

スタンドがお洒落な口金ポスト付き宅配ボックス。
アシンメトリーなモダンスタンドが印象的な宅配ボックス。
宅配ボックスと口金ポストを一体化し、機能をコンパクトにまとめています。

宅配ボックスも
セット可能です。

宅配ボックス強化 1

Entiga 

Galette L-Pole ガレット 
▶ P.54

エルポール
▶ P.42

NEW NEW 

NEW 

お洒落な口金
ポスト付き。
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ファサードアイテム強化 1 機能門柱 / 機能ユニット
機能ウォール

狭小スペースにもスッキリおさまる
スマートな機能門柱アヴァンタイム。
どこから見ても美しいデザインはファサードでさりげない存在感を放ちます。
ダイヤル錠付きポストや LED 照明を標準装備しつつも、お求めやすい価格も魅力です。

二本の独立したフレーム支柱が奥行を生み出す。
ステンレスの質感が際立つヘアライン仕上げを施した支柱で、シンプルながら
高級感の漂う機能門柱。2 本の支柱が独立しているため、支柱同士を重ねたり、
大きく離したりと、お家の動線・シチュエーションに合わせて設置可能です。

シチュエーションによって

大きく離したレイアウトも可能。

FRECTO

AVANTIME

フレクト 
▶ P.68

アヴァンタイム
▶ P.70
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正面はスッキリ
スマートデザイン。

自由なレイアウト
が可能。

NEW 

NEW 

2021/E21



アール形状と木目が視覚的な
安心感を与えます。
背面の滑らかなアール形状と優しい
木目がお洒落な機能門柱。シャープさと
アールを融合させたフォルムに木目の
表情を加え、視覚的にも安心感のある、
落ち着いたファサードを演出します。

PLUS WALL 
FUNCTION POLE  POST SET
プラスウォール機能門柱 ポストセット  ▶ P.76

安心感のあるアルミフレームにノイエキューブ ポスト
アウトブラックをセットしたシックな機能門柱。
オプションの専用 LED 照明や表札カタログ掲載の
ステップサインと合わせることで、一体感のある
ハイグレードなデザインが可能です。

コンパクト設計なので
狭小地にもおすすめ。

ノイエキューブ
アウトブラック。

PLUS WALL TYPE A 
プラスウォール タイプ A  ▶ P.113

SAVARIN サヴァラン
▶ P.74
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ファサードアイテム強化 2 機能門柱 / 機能ユニット
機能ウォール

NEW 

NEW 

NEW 
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安心安全のエバー材の機能ウォール。
美しい木目と優れた耐候性を誇る、エバー材を使用した
ウェルカムウォールを大胆リニューアル。
使いやすい基本型やアルミ材を組み込んだユニット型、
さらに目隠しにも最適なワイドタイプが新登場。

ウェルカム
ウォールワイド 

ウェルカムウォール
ユニット型  

ウェルカムウォール
基本型  
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WELCOME WALL
ウェルカムウォール P.94-98

W1200 は組立完成品、W1600、W2000 はノックダウン式ですが、
簡単に現場組立が可能です。（※組立完成品での出荷も可能です。別途お見積り） 

RENEWAL

ファサードアイテム強化 3 機能門柱 / 機能ユニット
機能ウォール

2021/E21



ナチュール ▶ P.72
フロストミルキーホワイトのフレームに化粧板とネームプレート、
LED 照明、人気ポストクレール ヌーヴォを組み合わせた
ナチュラルな雰囲気の機能門柱です。

アルステラ ▶ P.80
シンプルなフレーム構成のデザインにネームプレート、
口金ポストを組み込んだ抜け感のある機能ユニットです。
温かみのある木目の表情は様々な住宅スタイルに調和します。

Natule

ファサードアイテム強化 4 機能門柱 / 機能ユニット
機能ウォール

ARSTERRA 

アルミ機能門柱 オペラ ▶ P.78

よりスタイリッシュに進化したアルミ機能門柱オペラ。
ベース素材は軽くて丈夫なアルミ製なので施工性に優れています。
木目が心地良いモダンデザインが住まいを素敵に演出します。

ファミウス ▶ P.120
厚み 40 ｍｍとスリムな機能門柱ファミウスは、
直線基調のフォルムにサイドのシルバーラインが
際立つスタイリッシュなデザインです。

FAMIUS
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OPERA 

NEW NEW 

NEW RENEWAL
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チューブ ▶ P.184

パイプ型の機能ポール TUBE は優しい雰囲気の大きな R が
特徴のデザインです。狭小地にもコンパクトにおさまる
程よいサイズ感で、印象的なエントランスを演出します。

フィット トリム ▶ P.130

FIT 工法の技術を用いた門塀を使いやすいサイズに規格化しました。
丸く抜いた窓は、茶室の窓のようにそこから覗く景色に趣を感じさせます。

ノーベルスペース ウッド ▶ P.100

木目調をウォール一面にあしらった存在感抜群のナチュラルな
機能ウォールです。ファサードに必要な機能をシンプルに備えつつ、
どんな住まいにも調和する落ち着きのあるデザインに仕上げました。
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ファサードアイテム強化 5 機能門柱 / 機能ユニット
機能ウォール

NEW 

NEW 

NEW 

Apro Function Pole
エイプロ機能門柱 ▶ P.182
ハンドメイドで作る、ロートアイアンの
優美な曲線を活かした機能門柱エイプロ。

NEW 

FIT TRIM TUBE 

NOBEL 
SPACE WOOD 

2021/E21



GEOLA ジオーラ ▶ P.264

スタイリッシュでモダンなデザインの独立型ポストです。
豊富なカラーでカジュアルやアメリカンスタイルにも使えるプレーン、
ヘアラインがスタイリッシュなクールをご用意しました。

COURIER POKKE 
クーリエ  ポッケ ▶ P.314
木の質感を再現した額縁の中には、漆喰の壁と造花を飾る可愛いポッケを
取り付けました。チュラルな雰囲気で可憐なエントランスを演出してください。

NEW NEW 

NEW 

独立ポスト/ 壁掛けポストの強化 1

Teddy テディ ▶ P.266

ポイントカラーの新聞受けがシンプルなポストのアクセントに。
どのようなテイストにも合わせやすく使いやすい、
スタンダードタイプの独立型ポストです。

取り出しやすい新聞受け付き、
シンプルな独立型ポスト。

ダイヤル錠
標準装備。

新聞受け付き。
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壁掛けポストの強化 2

Giappone
オーパス ジャポーネ

Grain
オーパス グレイン

Plain
オーパス プレーン

Cool
オーパス クール

OPASS オーパス

ダイヤル錠を見せないスッキリと美しいデザインのオーパス。
錆に強いステンレス製なので安心して長くお使い頂けます。
ロープライスながら優れた品質と機能性を備えています。

PURSUS パーサス

ダイヤル錠を見せないスッキリと美しいデザインのパーサス。
錆に強いステンレス製なので安心して長くお使い頂けます。
照明やインターホンカバー、表札とのコーディネートが可能です。

簡易ロック

ダイヤル錠

ダイヤル錠と簡易ロックの
使い分けが可能！
状況に応じてダイヤル錠と
つまみを回すだけの簡易ロックの
使い分けができます。

オーパスと同様の
新機構を採用。

Wagara  
パーサス ワガラ

Combi
パーサス コンビ

Grain
パーサス グレイン

D'ores
パーサス ドール

DECO
パーサス デコ

Cool
パーサス クール

Square
パーサス スクエア

Plain
パーサス プレーン

Rot
パーサス ロット

新機構を採用したパーサスシリーズ。
価格を抑えながら、デザインと機能は進化。

P.288-297

P.282-287

RENEWAL

NEW 

2021/E21
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壁掛けポストの強化 3

和の文
わのふみ ▶ P.320

丸窓から覗く、シャープな線で描かれた
和柄模様のプレートが印象的なポスト「和の文」。
パネルデザインをリニューアル。

RENEWAL

表札「輪 RIN」と
連動したデザイン展開。

ノアールシリーズの
表札・インターホンカバーと連動したデザイン展開。

梨地と光沢が織りなす清涼な輝き。漆のような高級感。

NEW ノイエキューブ  アウトブラック ▶ P.342

模様を引き立てるブラックの取手。

風や雷を抽象的に表現した和モダンポストです。
ノイエキューブシリーズでは唯一の黒い取手が特徴で、
個性的な模様をクールに引き締めています。

NoieCube 
OUTBLACK

NEW ノアール・ポスト ▶ P.334

特殊な研磨デザインが施されたステンレスを強く
美しい黒へ染め上げるという、職人達の巧みな
技術によって仕上げられたポストです

NOIR POST 

2021/E21
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モデルノシリーズ

モデルノS  縦型口金ポスト デコ モデルノX ライン

モデルノW  横型口金ポスト クール

モデルノ W  横型口金ポスト デコ

モデルノS  縦型口金ポスト グレイン

シンプルデザインの口金ポストモデルノシリーズがさらに進化。
洗練されたシンプルデザインとお求めやすい価格を実現。
ダイヤル錠標準装備のモデルノ共通ボックスを使用。
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口金ポストの強化 1

新デザインも
多数登場。

表札とのコンパクトな
コーディネート。

MODERNO SERIES

2B type  1B type  1B type  縦型

P.434-449

RENEWAL

RENEWAL

NEW 

NEW 

NEW 

人気のモデルノシリーズを大幅リニューアル。
価格を抑え、デザインは進化しました。

2021/E21



スタイリッシュな
ステンレスバーの取手。
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口金ポスト ラミナム

口金ポスト 木目タイプ

クールなモダンフェイスシャインが新登場。
様々なシーンで使い勝手の良い口金ポストシリーズが更に充実しました。
シンプルフェイスだから、表札との組み合わせもスッキリまとまります。
人気の木目調やラミナムの他、クールフェイスのシャインが新登場。

ステンレスバーの取手付き。
大人気口金ポストを使い易くリニューアル！

口金ポストの強化 2

CAPPOST
SERIES

RENEWAL

RENEWAL

口金ポスト シャイン NEW 

口金
ポストシリーズ

インターホンの位置決めに
最適な表札ステップサイン。

ラミナムシリーズ
新色カパナ。

P.450-457

2021/E21



照明器具の強化 1

E21-14

EXTERIOR 
2021/E21

Primo Series

ポールライトスリム　床面照射タイプ ポールライト スクエアスリム
床面照射タイプ

プリモ ルーチェプリモ ポールライト スクエアスリム プリモ ポールライトスリム ルミナスガラスタイプ プリモ ギャレット

優しく灯る、	スリムなポールライト。 P.500-519

ガーデンライト 
プリモシリーズ選べるデザイン、選べる光量。

プリモライトシリーズが更に充実しました。
プリモガーデンライトはポールサイズφ 45、50 角と他にはないスリムな
デザインが魅力です。0.3W・1W・2W の光量をお住まいに合わせて選べるので、
優しい灯りや印象的なライトアップまで幅広く対応可能です。

床面照射タイプが新登場。
天面プレートによって照射範囲を変え、ポールの根元部分を
ほんのり照らすことができます。従来の上を照らすタイプとは
異なり、植栽周りを照らしたり、通路灯としてもお使い頂けます。
※ 床面照射の検証結果はデータ提出可能です。

NEW 

NEW NEW 

NEW 

施工事例も
わかりやすく刷新。



照明器具の強化 2
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StepLine LED 
ステップライン LED ▶ P.522

踏んでも大丈夫。境界を魅せるライティング。
ドット感無しの均一な面発光と明るさを演出。乳白色のポリウレタン樹脂
カバーが水・塩水・紫外線を防ぎ、さらに IK10（耐衝撃性）検査済み。

スタンド式（モンステラ・バッカス）門灯 小鳥付き ▶ P.568

アイアンの特徴を活かしたデザインが美しい表情を見せる街灯シリーズ。
柔らかな灯りでアンティークやレトロ調のオシャレな空間を演出してくれます。

H1455の小振りな
ガーデンライト。

Sailan サイラン ▶ P.566

GRC（ガラス繊維強化セメント）製の柱を木目調に成形した、
ナチュラルテイストのスタンドライトです。

ボトル門灯（さかな・ねこ）▶ P.545

ドット感無しの
均一な面発光。

GRC製の
ナチュラルなスタンド。

NEW NEW 

NEW 

NEW 

2021/E21
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インターホンカバー / 手摺

Colote インターホンカバー  コローテ ▶ P.478

シンプルデザインでスッキリとインターホンをドレスアップします。
ポストや照明に対応するカラーコーディネートをお楽しみ頂けます。

Grata インターホンカバー  グラータ ▶ P.479

木目の横貼り、縦貼りが選べるインターホンカバー。ポストや照明に
対応するカラーコーディネートをお楽しみ頂けます。

NEW NEW 

NOIR IC ノアール・インターホンカバー ▶ P.486

ファサードを彩る、優美で贅沢な「黒」。
見る角度によって意匠や黒色の深みが違って見える、ブラックステンレスを全面に
いかしたインターホンカバー。ポストと合わせて、高級感のある贅沢なファサードに。

NEW 

Rustic Line ラスティックライン ▶ P.196

コストを抑えたスリムなナチュラル系手摺。
アルマイトKC の支柱を再生木板で挟み込んだ優しい木目の
ナチュラル系手摺です。溶接レスで傾斜角 39° まで対応可能です。
デザインはもちろんコストパフォーマンスにも優れています。

NEW 

傾斜角39°	まで
対応可能。
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