
花を育てたり、庭でバーベキューをしたりと、おうち時間が定着してきた今、

その時間をより楽しむために、もっと暮らしに深く密着した過ごし方が求められています。

ガーデンリビングカタログは、さまざまなご要望にお応えできるよう、

作物を育て味わう喜びを届ける商品や、ガレージスペースをアレンジする楽しみを提供するグッズ、

手洗い習慣がより身につくアイテムなどを拡充。

家族の笑顔を育むアイテムを豊富に揃え、住まいをトータルにご提案します。
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GARDEN

インナーガレージにファニチャーやお気に入りの小物で飾る方が増えて
きています。ドラム缶の形をしたベンチをはじめ、まさに水道管のよう
な水栓柱、バケツのようなガーデンパン、グラフィカルなローテーブルな
どでガレージやお庭の一角を自分流の遊び場に演出してみませんか。

1. リアルパイプロック　P.046
2. ホールバケット　P.049
3. ドラム缶チェア　P.178
4. 彫り込みテーブル　P.180
5. オバケツ 70L・42L　P.202

Pick Up Item
1

2 4

3

5

●実際の商品と写真は異なる場合があります。●実際の商品と写真は異なる場合があります。 019G15018 G15
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・天然の無垢材のため色や木目、サイズにはバラツキがあります。
また、歪み、ヒビ、カビ等が発生する場合があります。

・柱の埋め込み部分は腐食防止の処置をしてください。
・強風または、それが予想される時は、破損および事故の原因と

なりますので、ご注意ください。

　　　　 品番：XR3-GG-1
OnlyOne価格：￥630,000
サイズ（mm）：［全体］W3,170×H2,400+埋め込み300×D3,310
 ［ガビオングリーンウォールユニット（片面仕様）］
 W340×H1,700×D40（線径φ4、網目75mm目）
　　重量（kg）：300 ／ 1セット

■ガーデンクロフトゲート

・組立式

※写真は一部仕様が異なります。

※写真は一部仕様が異なります。

※写真は一部仕様が異なります。

育てる、食べる楽しみがいっぱいのキッチンガーデンを実現する「ガーデンクロフトゲート」。
お庭の主役となるアーチと適度なサイズ感の菜園ボックスには国産ヒノキを使用。メッシュパネルでさらなる演出が可能です。

メッシュ付きのアーチに、つる性植物を這わせてお洒落に演出。
ガビオンメッシュパネルに、
つる性植物を這わせることで、
お洒落な緑のゲートに仕立て
ることもできます。

［本体］国産ヒノキ　仕上げ：合成樹脂塗料
［ガビオングリーンウォールユニット（片面仕様）］
亜鉛・アルミ合金メッキ鉄線

アーチ部

メッシュ部

ボックス部
3311 331
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ガーデンクロフトゲート

Garden Croft Gate 日本商品検索サイト参照 30日
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調理器・
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シンク

収納収納

散水用品散水用品

ガーデン　　
ファニチャー
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鉢鉢
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ガーデンパンガーデンパン

ガ
ー
デ
ン
ク
ロ
フ
ト
ゲ
ー
ト

ガ
ー
デ
ン
ク
ロ
フ
ト
ゲ
ー
ト

G
arden

G
arden

新
商
品

新
商
品

213G15212 G15
●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。
●実際の商品と写真は異なる場合があります。●各種施工要領・取扱い説明書はこちら●実際の商品と写真は異なる場合があります。●各種施工要領・取扱い説明書はこちら www.onlyoneclub.jpwww.onlyoneclub.jp

●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。
●実際の商品と写真は異なる場合があります。●各種施工要領・取扱い説明書はこちら●実際の商品と写真は異なる場合があります。●各種施工要領・取扱い説明書はこちら www.onlyoneclub.jpwww.onlyoneclub.jp

育てやすく扱いやすいサイズ感と
ウネ立て不要な手軽さが続けるポイント。

爽やかな香りと育てやすさが魅力。
「ローズマリー」

キッチンガーデン

みんなが思い浮かべるハーブの代名詞。
「ミント」

小さな黄色の花がかわいい。
「ディル」

羽のような葉っぱが可愛い。
「ローズゼラニウム」

広くなればその分、作物の世話が増えるので、適度な
サイズにすることがポイントになります。手を伸ばせば
奥まで届くサイズにしたり、通路を設けたりすることも
作業の負担を減らすことに繋がります。また、ボックス
状の囲いを利用してキッチンガーデンを作れば、菜園
のようなウネ立ての必要もなく地面より高くすることが
できるので根腐れ対策が行なえます。

なんといっても香りが良く育てやすいのが特徴で
す。ローズマリーの爽やかな香りは、リフレッシュ
とリラックスの効果があると言われています。
活用法は、ローズマリーチンキを作って、お手製
の除菌スプレーとして利用できる他、ローズマリー
クッキーや、ローズマリーエキスを煮出し、お風呂
に入れる、剪定枝を利用したリースを飾るなど利用
用途が多いです。

ハーブと言えば、ミント！と皆さんが思い浮かべる
程、身近なハーブです。種類も多く、育てやすいの
が特徴です。
活用法は、モヒートミント（イエルバブエナミント）。
自家製の葉を使って、本格的なモヒートにして楽し
んでも良いですし、ミントの葉とスライスしたレモ
ンにお水や炭酸を入れてハーブウォーターとしてい
ただくのもおしゃれです。

ふわふわとした葉はフェンネルに似ています。耐寒
性一年草ですが、こぼれ種でよく増えます。夏に黄
色い小さな花が咲いた後、香りの良い種ができます。
活用法は、葉はお魚との相性が良く、サーモンな
どのお魚料理にディルはよく使われます。お客様を
招いた時の前菜としてのサーモンや生ハムのカナッ
ペの彩として利用しても良いです。

羽状に切れ込みの入った葉っぱが可愛らしいローズ
ゼラニウム。冬越しには3℃以上が必要と言われて
いますが、暖地ではモリモリに育ったゼラニウムの
葉が霜除けの役割をしてくれ、根を守ってくれます。
活用法は、昔からバラに似た香りを香水の原料や
化粧品に使ってきたようですが、お客様をおもてな
しする際の、クッキーやマカロンのお皿として使う
と、とても華やかなティータイムになります。

お庭の中で食用植物を育てるキッチンガーデン。本格的な野菜などを育てる家庭菜園
とは違い、プランターや庭の一角など自分にあった手頃な所からチャレンジできるのも
魅力です。お庭をステキに彩り、お料理などにも使いやすい「ハーブ」のなかから、代表
的で庭植えが簡単なハーブをご紹介いたします。

ガーデンクロフトゲート 

▲

P.212

ガーデンクロフトゲート 

▲

P.212

いちご一笑 

▲

P.215 ビリアン製杭 

▲

P.215

段々フェンス 

▲

P.215ルーフプランターベット 

▲

P.214

♥♥♥♥♥

Kitchen
Garden

育てやすく、利用しやすいハーブから。 菜園とは違う
手軽さがおすすめポイント。

アーチとセットになったユニットからスタンドタイプまで多彩にラインナップ。
オンリーワンクラブでは、アーチと囲いがセットになったユニットタイプから、屋上やバルコニースペースを活用できるボックスタイプ、土留板
として使えるフェンスタイプ、立ったまま作業ができるスタンドタイプなど様々なシーンにマッチするバリエーションを揃えています。

※写真は一部仕様が異なります。

※写真は一部仕様が異なります。

●実際の商品と写真は異なる場合があります。●実際の商品と写真は異なる場合があります。 211G15●実際の商品と写真は異なる場合があります。●実際の商品と写真は異なる場合があります。210 G15

おうちを遊び尽くすアイディア満載！

● 巻頭特集 （P.018 〜 023）

おうち時間の
楽しみ方を
ご提案

自分流に彩る
新アイテムを
拡充

カテゴリ
新設

G15 カタログでは、G14 に続きさらにおうち時間を楽しむ
ための具体例などを特集し、より共感やわくわくを盛り上げ
る一冊となっています。

● キッチンガーデン（P.212 〜 217）● 特集　キッチンガーデン（P.210 〜 211）

収穫を楽しむお庭アイテムを追加！キッチンガーデンのカテゴリを新設。

2022-G15オンリーワンガーデンリビング
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オンリーワン
オリジナル
デザイン

オンリーワン
オリジナル
デザイン

遊び心をくすぐる、アメリカンヴィンテージなドラム缶チェア。
ドラム缶をリユースして個性豊かに仕上げました。

■アイアンレッグベンチ 

▲

P.179

■ユラリーノ TM シリーズ 

▲

P.189 ■アウトドア薪ストーブ エモ 

▲

P.195 ■ウッドアートデコ 

▲

P.205

■彫り込みテーブル 

▲

P.180

■ドラム缶チェア　

▲

P.178

インナーガレージにファニチャーやお気に入りの小物で飾る方が増えてきています。
ドラム缶の形をしたベンチをはじめ、グラフィカルなローテーブルなどでガレージや
お庭の一角を自分流の遊び場に演出してみませんか。

おうち時間にユニークをプラスする
個性的なアイテムが登場。

個性あふれる
異形鉄筋

堅くて重い南洋材のハードウッドを座面に、異形鉄筋を脚として利用した
アイアンレッグベンチ。素材感を生かしたシンプルなデザインは、様々な
テイストにマッチします。

天板に彫り込み加工を施した個性的なテーブル。
オンリーワンキャンプオリジナルの天板デザインで、
アウトドアシーンを賑やかにします。

2022-G15オンリーワンガーデンリビング
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おうち時間が増えてお庭で花や植物を育てる方が増えています。せっかく手間を掛けるのならば、
お花と一緒にハーブや野菜など食べられる植物も育てるキッチンガーデンを始めてみませんか。

育てる、飾る、食べる。
楽しみがいっぱいキッチンガーデン。

■いちご一笑　

▲

P.215

■ルーフプランターベット　

▲

P.214 ■段々フェンス　

▲

P.215

■ガーデンクロフトゲート　

▲

P.212

■キューブ 3 連プランター　

▲

P.217 ■ビリアン製杭　

▲

P.215

サイズ
バリエーション

あり

高耐久性能の
安心素材
ビリアン材

※写真は一部仕様が異なります。

その他にも、
ビリアン製アイテムを
ご用意しています。

キッチンガーデン
♥

Kitchen
Garden

屋上やバルコニースペースに緑化シーンを演出するパネル＆プランターべット。
床面に敷くだけの簡単設置です。

段々花壇やキッチンガーデンなどの土留め板としてナチュラルな装いを
演出できます。

お庭の主役となるアーチと適度なサイズ感の菜園
ボックスには国産ヒノキを使用。メッシュパネルで
さらなる演出が可能です。

2022-G15オンリーワンガーデンリビング
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大人気、コンクリート調左官仕上げのコンクリートファニチャーシリーズが新登場。
セメントの質感を持ちながらも、樹脂素材で仕上げているため、アウトドア
向けに水に強い特性を発揮。アウトドアキッチンとアウトドアテーブルをライン
ナップしています。

無機質な素材感が魅力の
コンクリート調デザイン
シリーズが新登場。

アジャスターで
高さ調整可能

耐荷重
200kg で
ベンチにも

■コンクリートファニチャー　アウトドアテーブル　

▲

P.248■コンクリートファニチャー　アウトドアキッチン　

▲

P.226

2022-G15オンリーワンガーデンリビング
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表情豊かなタイル張りガーデンパンや、お庭がグレードアップする、石目調のガーデンシンク。
オシャレ・便利なお庭づくりから公共施設まで、様々なシーンに多彩なラインナップでお応えします。

インダストリアルテイストの水栓柱など、
こだわりのアイテムが新登場。

力強い
直線デザイン

浅型タイプ
新登場

選べる
4色展開

こだわりの
ステンレス製

シックな
シルバー
ブラック色

■ラギッド　

▲

P.044 ■ロビバ　

▲

P.152

タイルの手作りの味わい
が魅力のガーデンパンに、
お 庭 で 多 用 途に活 躍 す
る浅 型タイプが 新 登 場。 
タイル張り水栓柱とお好
きな組み合わせで、個性
的なコーディネートができ
ます。

■タイル張り四角浅型
　

▲

P.140

■ベベル　

▲

P.050

むき出しの水道管をイメージした、長い吐水口と大きめのハンドルが特徴の水栓柱。
個性的なのに使いやすく、どこかぬくもりのある水栓柱です。

シンプルなデザインとシックなカラーが魅力の水受けパン。
組み合わせ次第で個性的な水まわり空間を実現できます。

■リアルパイプロック　

▲

P.046
吐水部の先までステンレス管にこだわり抜いた水栓柱が新登場。
ストレート型止水栓のバルブハンドルで、さらに武骨さを強調しました。

GRC 素材を生かし、グレーカラーでシンプルにまとめた水栓柱とガーデンパン。
単色でありながら、面取りした形状がコントラストを生み、様々な表情を魅せてくれます。

2022-G15オンリーワンガーデンリビング
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LIVING

Handwashing Handwashing at the Entranceat the Entrance

外出先から家に帰ってきたら、まずは手洗いを
行う生活習慣が定着してきた今、玄関ですぐに
手洗いができたらというニーズが高まってきて
います。しかし、単純に手洗い場を設けても玄
関が狭くなり使い勝手を損ねるため、限られた
スペースでいかに手洗い場を設けるかが重要に
なってきます。
オンリーワンクラブでは、適度なサイズ感の
手洗器や水栓、カウンターなど多彩に揃え、
玄関にマッチする手洗い場のご要望にお応え
します。

限られた玄関スペースでは出幅のサイズがポイントに
なってきます。オンリーワンクラブでは、出幅を抑えた
コンパクトサイズを中心に揃えているので、イメージに
合ったアイテムをお選びいただけます。

寒い日は温かいお湯で手洗いしたいものです。玄関の
限られたスペースでも邪魔になりにくい省スペース設計
の「ユリカモメ 混合栓（P.407）」をラインナップ。クロー
ム、ブロンズ、ブラスの3色からお選びいただけます。

レバー操作が不要な非接触で操作できる自動水栓を
セットした「ハンドウォッシュユニット（P.362）」が新しく
ラインナップ。収納ボックス一体タイプと壁付タイプの
2タイプよりお選びいただけます。

お客様をお迎えする玄関なので、インテリアアイテムを
選ぶように、手洗器のデザインやカラーにもこだわり
が求められます、オンリーワンクラブでは、多彩な
デザインとカラーバリエーションを揃えています。

手についた泡を洗い流したあとに、水を止めるにはレ
バーに触れなくてはいけません。オンリーワンクラブ
では、レバーが手洗器の上にくるものや、レバーを
上下で操作できるものなども揃えています。

ボックスに収めたり隠すことの多い給排水管。その
ため手洗い場が大きくなったり、シューズボックスとの
取り合いが悪くなったりしてしまいます。オンリーワン
クラブでは、デザイン性を持たせた給排水管をライン
ナップ。見せる配管をご提案いたします。

帰宅して、まずは手洗い。
新しい生活習慣にマッチする
手洗い場をつくりませんか。

玄関での手洗い選び
6つのおすすめポイント

単水栓 立豆栓  P.406
手洗器 クレセント  P.370
手洗カウンターセット  P.397
置型手洗器固定金具  P.397
接続用銅管 P.399
理科型ストレート止水栓（床給水）P.399
Sトラップ排水金具付  25mm  P.399

スペースを邪魔しないサイズ

省スペース設計の混合栓

非接触で扱える自動水栓

3

2

1

3

4

4

5

5

6

6

室内で映えるデザインとカラー

水栓はレバー選びも重要

隠さず見せる給排水管

新習慣を
もっと
快適に。

●実際の商品と写真は異なる場合があります。●実際の商品と写真は異なる場合があります。 357G15356 G15

02ONLY 
ONE 
SET

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
ステンレスアートポット 【レター】 MK4-SAP-3 ¥34,500 ×1 P.364
サスアートカウンター FG4-SAC1 ¥52,000 ×1 P.391
ムク 洗面フレームA SU4-1006S ¥46,000 ×1 P.393
シングルレバー混合栓ブロンズ IB4-E414012 ¥71,500 ×1 P.407
理科型ストレート止水栓（床給水）ブロンズ IB4-EP17182 ¥19,800 ×2 P.406
32mmSトラップ S＝600 MK4-S32 ¥  7,800 ×1 P.364
ムク ミラーA SU4-1008S ¥55,000 ×1 P.393

組み合わせ合計価格：￥306,400

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
信楽焼手洗鉢 φ220 置型 艶黒 MZ4-1041WB ¥18,500 ×1 P.376
天然石カウンターステラブルー JX4-C085 ¥60,000 ×1 P.403
シェルフブラケットセット JX4-974CM ¥15,200 ×1 P.403
コンスタンティン 単水栓 ブラス IB4-E322019 ¥28,600 ×1 P.406
理科型ストレート止水栓（床給水）ブラス IB4-EP17189 ¥15,950 ×1 P.406
接続用銅管 IB4-EP17150 ¥  3,080 ×1 P.406
置型手洗器固定金具 IB4-EP17250 ¥  3,850 ×1 P.383
Sトラップ排水金具付 25mm ブラス IB4-EP17119 ¥15,400 ×1 P.406
Q TOWEL RING DJ4-SH515P ¥  9,000 ×1 P.418
MULTI HANGER DJ4-HH515P ¥  3,800 ×1 P.418

組み合わせ合計価格：￥173,380

01ONLY 
ONE 
SET

アンティークレンガの壁とくすんだ色合いのオーク材の床で「ブルックリンスタ
イル」に仕立てた空間に、ステンレスの手洗器とコンクリート調カウンターの素
材感がアクセントを効かせつつ、さらにブルックリンスタイルの様相を高めてい
ます。
また、存在感を抑えたアイアン製のカウンターフレームにすることで、全体の印
象のバランスを図ったセットにしています。

チャコールグレーの壁とヘリンボーン柄の床に、石材カウンターや真鍮製の金物
を組み合わせ「ハードモダンテイスト」に。ダークトーンの壁と床に、手洗器や
石材、真鍮それぞれが持つ独特の輝きがいっそう際立ち、個性的な空間にまと
まりを感じさせます。
従来、隠したくなる給排水管も、細部のあしらいや素材感にもこだわったものを使
用することで「見せる配管」を実現しています。

レンガ壁にアクセントを効かせる、ステンレスとコンクリートの素材感。 ダークトーンに際立つ、石材と真鍮の輝き。

●掲載商品の各種施工要領・取扱い説明書は「オンリーワンクラブホームページ  www.onlyoneclub.jp」をご覧ください。●実際の商品と写真は異なる場合があります。
●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。〈一部商品は送料込み（沖縄・離島の送料は都度ご確認ください。）〉

●掲載商品の各種施工要領・取扱い説明書は「オンリーワンクラブホームページ  www.onlyoneclub.jp」をご覧ください。●実際の商品と写真は異なる場合があります。
●オンリーワン価格には、消費税、施工費、送料は含まれておりません。〈一部商品は送料込み（沖縄・離島の送料は都度ご確認ください。）〉

●写真は、商品の組み合わせイメージをご確認頂くための参考商品です。※施工の際には、現場でのご確認・ご対応をお願い致します。●写真は、商品の組み合わせイメージをご確認頂くための参考商品です。※施工の際には、現場でのご確認・ご対応をお願い致します。
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水まわりアイテムを拡充。
新しいオンリーワンセットをご提案します。

● 特集　新習慣をもっと快適に（P.356 〜 357）

● オンリーワンセット（P.346 〜 354）

住まいの壁面にアクセントを添えるデザインモザイクタイルが新登場。
■ピクトモザイク　

▲

P.430

カテゴリ
新設

住まいの壁面にアクセントを添えるデザイン
モザイクタイル「ピクトモザイク」。
インパクトのあるデザインから、ボタニカル
パターンまで多彩なバリエーションをご用意
しています。

手洗いスペース
アイテムを
強化

手洗器から
アクセサリーまで
ワンストップ

手洗器からアクセサリーまで揃えた、
オリジナリティあふれる7 つのコーディ
ネートセットをご提案します。
これらのセットをベースに手洗器や水
栓を組み替えて、オリジナルコーディ
ネートをお楽しみいただけます。
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こだわりの水まわりアイテムで、
手洗い習慣をもっとステキに、快適に。

コンクリート調
×

ステンレス
自動水栓

インダストリアル
デザイン

シンプル&
機能的

手洗器・水栓

■外付給水ユニット　

▲

P.395
■スタンドユニット MR　

▲

P.373

■サスアートポット　

▲

P.364
■サスアートカウンター　

▲
P.390

■ハンドウォッシュユニット　

▲

P.362

■洗面器　ハイバック　

▲

P.367 ■水栓　

▲

P.407 〜

■洗面器　M スクエア　

▲

P.365 ■クレヨン 手洗器　

▲

P.366

アートな模様を施したステンレス製の洗面器と、
コンクリートや銅のリアルなテクスチャーを再現
した天板カウンターが新登場。

壁への水跳ねに配慮したバックパネルや小物
置きとして使えるシェルフなど、シンプルで使い
やすいデザイン設計が施されています。

2022-G15オンリーワンガーデンリビング

G15-8

GARDEN&LIVING


