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株式会社 府利    ヴェリータ エボルタ ウッディ  E22/P.62  フェンスユニット  E22/P.253

本カタログ掲載商品の詳細はエクステリアカタログ E22 をご参照ください。オンリーワンクラブ HP よりデジタルカタログが閲覧できます。

2 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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届く、受け取るをもっと便利にする宅配ボックス。

使い易くもさりげなく個性を印象づける機能門柱。

どちらも住まいの顔としての存在感を見せながら、

毎日の暮らしを美しく快適に演出してくれます。

デザインや価格はもちろん、家族のライフスタイルに

合わせて住まいのピッタリをお選びください。

宅配ボックス派？機能門柱派？
住まいのピッタリを選ぼう。 D
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DELIVERY 
BOX&
FUNCTION 
POLE  live a good life

3実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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クラシスホーム株式会社   ブリーゼ  E22/P.50  

4 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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時間指定や再配達問題を解消する、宅配ボックス。
非対面でいつでも、どこにいてもスムーズに荷物の
受け取りができるので、お家時間が増える現代の
ライフスタイルを快適にサポートしてくれます。

ファサードに必要な機能を集約した機能門柱は、
ローコストでお住まいを華やかに演出できます。
アイテム数やデザインも豊富で、住宅スタイルや
敷地条件、ご予算に合わせお選びいただけます。

DELIVERY BOX

FUNCTION POLE

P.06

P.26

宅配ボックスで
もっと便利に。

機能門柱で
素敵に美しく。
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カーメル  E22/P.84  ビリーブロス  E22/P.92  

ウッドプラスフレーム機能門柱 ポスト＆デポセット  E22/P.70  エルポール  E22/P.66

5実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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DELIVERY
BOX FUNCTION

POLE & UNIT

宅配ボックス

時間指定の手間や再配達を解消！
時代が求めるマストアイテム。

ステイホームが常識となった昨今の暮らしにおいて、

スマートフォンやタブレット一つで簡単にお買い物が

できるインターネット通販は生活に不可欠なものです。

拡大する宅配需要に伴い、今最もホットなアイテムが

そう「宅配ボックス」です。社会問題にもなった再配達の

解消や、「非対面」での受け取りが可能な宅配ボックスは、

現代のライフスタイルを快適にサポートする必需品と

してその価値を急激に高めています。
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6 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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マカロン＆デポセット  E22/P.74　フリーチョイスポール  E22/P.194

7実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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宅配ボックス
変わる暮らし。

宅配ボックスを設置すると、荷受けが驚くほど快適になります。
再配達を解消し、非対面でいつでも、どこにいても受け取りが
できるので、時間を有効に使うことができます。
オンリーワンクラブでは他にはない優れたデザインと
多機能の宅配ボックスを豊富に取り揃えています。
それぞれの特徴や、必要な機能、敷地、ご予算に合わせて、
お住まいにぴったりなデザインをお選びください。

で

届く、受け取るをもっと快適に！

宅配ボックスの投函・取り出し手順 　例：ヴェリータ エボルタ E22/P.60
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ト通販

が大好
きな方

に !

受け取りが驚くほどスムーズに、
これからは一家に一台へ !

扉を開ける
宅配ボックスを開けて
荷物を入れる。

捺印する
事前にセットした印鑑で捺印します。
印鑑は商品に含まれておりません。
印鑑は上下で2個必要です。

ロックレバーをセット
ロックレバーを上げます。
扉を閉めた際に錠がかかります。
これで荷物受け入れ完了です。

鍵を開ける
専用キーでシリンダー錠を
解除し、扉を開けます。

荷物の受け入れ

荷物の取り出し

荷物を取り出す
荷物を取り出し、鍵を開けた
状態で扉を閉める。

安全に配慮した
ロック解除機能付き !
宅配ボックス扉の内側に使用方法
が記載してありますので、初めて
の方でも簡単にご使用頂けます。
また、万一お子様が閉じ込められ
た場合でも、解除レバーを押すこ
とで内部から施錠解除し、扉を開
くことができます。

1

1

2 3

2

ヴェリータ エボルタ  E22/P.60

8 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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非対面で受け取り可能。

再配達のストレスを解消。

いつでも、どこにいても。

複数荷物も受け取れる。

宅 配ボックスには嬉しいメリットがたくさん！

宅配業者さんと非対面で
の受け取りが可能なので、
心配なウイルスの感染症
対策はもちろん、奥様や
子供が一人の時であって
も安心安全です。

再配達は依頼側の面倒はもちろん、
宅配業界で働く人にとっても大きな
負担になっています。宅配ボックスは
双方の負担を軽減することと同時に、
配達車から排出されるCO2を大幅
に削減できるため、近年は環境維持
の観点からも注目を集めています。

急な外出の用事や、どうし
ても手が離せない時でも、
宅配ボックスがあれば届く
時間を気にせずいつでも、
どこにいてもスムーズに
荷物の受け取りができます。

ご家族がそれぞれ通販を利用
したり、複数個同時にご注文
される場合にも、大容量タイ
プの宅配ボックスであれば
スムーズに受け取りできます。
大型配達物対応のポストと一
緒に使うとより効果的です。

機能門柱タイプ
宅配ボックスの他に表札やポスト、インターホン
カバーなど様々な機能を備えたタイプ。

スタンドタイプ
重い荷物も屈まずに出し入れが容易なスタンド
タイプ。女性や高齢者にも使い易い高さです。

据え置きタイプ
簡単施工で設置できる据え置きタイプ。
後付けやリフォームにもおすすめです。

宅配ボックスタイプ

セキュリティー対策も万全

withコロナの時代にこそ。

今や社会問題の「 再配達 」

不在時や手が離せない時にも。

大型配達物対応ポストとの併用でより快適に。

9実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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デポ コロン ガレット エルポール マカロン＋デポ カーメルブロス スタッフⅠ スタッフⅡ

ページ E22/P.72 E22/P.72 E22/P.78 E22/P.76 E22/P.66 E22/P.74 E22/P.56 E22/P.52 E22/P.52

価格 ¥89,000 ¥119,000 ピュアホワイト：¥126,000
木目タイプ　  ：¥133,000

スタンドセット：¥142,000
埋め込み仕様 ：¥106,000

¥166,000
宅配ボックスセット

¥178,000 ブラックマット：¥230,000
ホワイトマット ：¥240,000

アルマイトKC：¥246,000
その他カラー  ：¥252,000

アルマイトKC：¥306,000
その他カラー  ：¥316,000

サイズ（mm） W380×H500×D285 W445×H1200 ＋埋め込み 300
×D285

W380×H1111.2 ＋埋め込み 300
×D285

W420×H1130 ＋埋め込み 300
×D317

W190×H1450 ＋埋め込み 300
×D390

W380×H1240 ＋埋め込み 300
×D340

W440×H1450 ＋埋め込み 300
×D473

W227×H1500 ＋埋め込み 300
×D450

W422×H1500 ＋埋め込み 300
×D450

ポスト投函口
サイズ（mm） W40×H345 W355×H40 W38×H345 W330×H40 W363×H40 W45×H340 W340×H39

ポスト
仕様

前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し

  ダイヤル錠   ダイヤル錠  T 型カムロック   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠

宅配ボックス
仕様

前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 横入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し

が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠

宅配ボックス
受取可能サイズ

（mm）

W330×H440×D260
20kg まで OK

W210×H350×D240
10kg まで OK

W350×H230×D270
10kg まで OK

W133×H408×D281
10kg まで OK

W330×H440×D260
20kg まで OK

W310×H500×D400
20kg まで OK

W130×H500×D350
10kg まで OK

W340×H500×D350
20kg まで OK

DELIVERY BOX  LINEUP

宅配ボックス一覧から選ぶ。

据え置き スタンドセット スタンドセット木目タイプ

10 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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デポ コロン ガレット エルポール マカロン＋デポ カーメルブロス スタッフⅠ スタッフⅡ

ページ E22/P.72 E22/P.72 E22/P.78 E22/P.76 E22/P.66 E22/P.74 E22/P.56 E22/P.52 E22/P.52

価格 ¥89,000 ¥119,000 ピュアホワイト：¥126,000
木目タイプ　  ：¥133,000

スタンドセット：¥142,000
埋め込み仕様 ：¥106,000

¥166,000
宅配ボックスセット

¥178,000 ブラックマット：¥230,000
ホワイトマット ：¥240,000

アルマイトKC：¥246,000
その他カラー  ：¥252,000

アルマイトKC：¥306,000
その他カラー  ：¥316,000

サイズ（mm） W380×H500×D285 W445×H1200 ＋埋め込み 300
×D285

W380×H1111.2 ＋埋め込み 300
×D285

W420×H1130 ＋埋め込み 300
×D317

W190×H1450 ＋埋め込み 300
×D390

W380×H1240 ＋埋め込み 300
×D340

W440×H1450 ＋埋め込み 300
×D473

W227×H1500 ＋埋め込み 300
×D450

W422×H1500 ＋埋め込み 300
×D450

ポスト投函口
サイズ（mm） W40×H345 W355×H40 W38×H345 W330×H40 W363×H40 W45×H340 W340×H39

ポスト
仕様

前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し

  ダイヤル錠   ダイヤル錠  T 型カムロック   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠

宅配ボックス
仕様

前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 横入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し

が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠

宅配ボックス
受取可能サイズ

（mm）

W330×H440×D260
20kg まで OK

W210×H350×D240
10kg まで OK

W350×H230×D270
10kg まで OK

W133×H408×D281
10kg まで OK

W330×H440×D260
20kg まで OK

W310×H500×D400
20kg まで OK

W130×H500×D350
10kg まで OK

W340×H500×D350
20kg まで OK

価格は掲載写真のセット参考価格です。※インターホンは含まれておりません。

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。
商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。

スタッコ クスノキ

11実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ウッドプラスフレーム機能門柱
ポスト & デポセット フォルン ダスポン

黒 ZAM®
ダスポン

シルバーステンレス
ブリーゼ

前入れ前出し
ブリーゼバック

前入れ後出し
エンティガ スリム エンティガ ワイド ヴェリータエボルタ

ページ E22/P.70 E22/P.68 E22/P.48 E22/P.48 E22/P.50 E22/P.50 E22/P.58 E22/P.58 E22/P.60

価格
インターホン枠無し：¥252,000
インターホン枠有り：¥254,000

タイプ A：¥276,000
タイプ B：¥296,000

W  770：¥280,000
W1050：¥344,000

W  770：¥308,000
W1050：¥399,000

インターホン枠無し：¥283,000
インターホン枠有り：¥285,000

インターホン枠無し：¥303,000
インターホン枠有り：¥305,000 ¥330,000 ¥361,000 ¥372,000

サイズ（mm） W465×H1525+ 埋め込み 300
×D290

W460×H1500 ＋埋め込み 400
×D461

W770   ：W  770×H760×D400  開口時最大幅寸法 1020
W1050：W1050×H890×D500  開口時最大幅寸法 1300

W620×H1500 ＋埋め込み 300
×D285

W620×H1500 ＋埋め込み 300
×D310

W480×H1500 ＋埋め込み 300
×D288

W480×H1500 ＋埋め込み 300
×D483

W450×H1400+ 埋め込み 320
×D436

ポスト投函口
サイズ（mm） W350×H40 W345×H38 W355×H40 W355×H40 W39×H294 W39×H294 W285×H40

ポスト
仕様

前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

が　シリンダー錠  T 型カムロック   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠

宅配ボックス
仕様

前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠

宅配ボックス
受取可能サイズ

（mm）

W330×H440×D260
20kg まで OK

W340×H500×D350
20kg まで OK

W770   ：約 150L / 45L ゴミ袋 3ヶ相当
W1050：約 320L / 45L ゴミ袋 6ヶ相当

W330×H440×D260
20kg まで OK

W330×H440×D260
20kg まで OK

W130×H500×D350
10kg まで OK

W340×H500×D350
20kg まで OK

W330×H450×D350
20kg まで OK

※ 画像は W770 です。

DELIVERY BOX  LINEUP

宅配ボックス一覧から選ぶ。

タイプ Aインターホン枠有り ※ 画像は W770 です。

12 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ウッドプラスフレーム機能門柱
ポスト & デポセット フォルン ダスポン

黒 ZAM®
ダスポン

シルバーステンレス
ブリーゼ

前入れ前出し
ブリーゼバック

前入れ後出し
エンティガ スリム エンティガ ワイド ヴェリータエボルタ

ページ E22/P.70 E22/P.68 E22/P.48 E22/P.48 E22/P.50 E22/P.50 E22/P.58 E22/P.58 E22/P.60

価格
インターホン枠無し：¥252,000
インターホン枠有り：¥254,000

タイプA：¥276,000
タイプB：¥296,000

W  770：¥280,000
W1050：¥344,000

W  770：¥308,000
W1050：¥399,000

インターホン枠無し：¥283,000
インターホン枠有り：¥285,000

インターホン枠無し：¥303,000
インターホン枠有り：¥305,000 ¥330,000 ¥361,000 ¥372,000

サイズ（mm） W465×H1525+ 埋め込み 300
×D290

W460×H1500 ＋埋め込み 400
×D461

W770   ：W  770×H760×D400  開口時最大幅寸法 1020
W1050：W1050×H890×D500  開口時最大幅寸法 1300

W620×H1500 ＋埋め込み 300
×D285

W620×H1500 ＋埋め込み 300
×D310

W480×H1500 ＋埋め込み 300
×D288

W480×H1500 ＋埋め込み 300
×D483

W450×H1400+ 埋め込み 320
×D436

ポスト投函口
サイズ（mm） W350×H40 W345×H38 W355×H40 W355×H40 W39×H294 W39×H294 W285×H40

ポスト
仕様

前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

が　シリンダー錠  T 型カムロック   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠   ダイヤル錠

宅配ボックス
仕様

前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠

宅配ボックス
受取可能サイズ
（mm）

W330×H440×D260
20kgまでOK

W340×H500×D350
20kgまでOK

W770   ：約 150L / 45L ゴミ袋 3ヶ相当
W1050：約 320L / 45L ゴミ袋 6ヶ相当

W330×H440×D260
20kgまでOK

W330×H440×D260
20kgまでOK

W130×H500×D350
10kgまでOK

W340×H500×D350
20kgまでOK

W330×H450×D350
20kgまでOK

タイプA宅配ボックス/前入れ前出し 宅配ボックス/前入れ後出し タイプB ネロ

価格は掲載写真のセット参考価格です。※インターホンは含まれておりません。

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。
商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。

13実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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大きな荷物も受け取れる宅配ボックスとして。 ダンボールや空き缶など家庭用ゴミ置き場として。 ガーデン用品や防災用品等の多目的収納として。

 H O M E S L I D E

DUSPON 
ダスポンミセル
 E22/P.48 miseru
宅配
ボックス

ゴミ
置き場

多目的
収納

030201

黒 ZAM® × サビ

あらゆる収納ニーズに応える 3WAY !
耐久性と美しさを兼ね備えたボディはサビ・腐食に強く高度な堅牢性を
誇ります。大容量の宅配ボックスとして、家庭用ゴミ置き場として、ガー
デン用品や防災用品の収納ボックスとして、「ダスポン」は人々の日常
生活に美しく溶け込みながら、様々なシーンでその性能を発揮します。

サイズ 本体 OnlyOne 価格 サイズ（mm）

W770
黒 ZAM® ¥280,000 W770×H760×D400

開口時最大幅寸法 1020シルバーステンレス ¥308,000

W1050
黒 ZAM® ¥344,000 W1050×H890×D500

開口時最大幅寸法 1300シルバーステンレス ¥399,000

W  770：容量：約 150L / 45L ゴミ袋 3 ケ相当  ※ 開口時最大幅 1020mm
W1050 ： 容量：約 320L / 45L ゴミ袋 6 ケ相当 ※ 開口時最大幅 1300mm

シルバーステンレス × サビ 黒 ZAM® × マーブルベージュ シルバーステンレス × リネン

わずかな力でスムーズに開閉します。施錠は簡単ワンプッシュ !

デジタルカタログ

14 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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住まいを格上げする高級感溢れる佇まい。
選べる宅配ボックスの取り出し仕様。
黒のボディに木目がアクセントになった、高級感溢れる佇まいで
ワンランク上の空間を演出します。大容量の宅配ボックスは前入れ
前出し仕様、前入れ後出し仕様からお選びいただけます。

ブラック / オークブロック

ブラック / タモ

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

宅配ボックス シリンダー錠
前入れ前出し

前入れ後出し

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W330×H440×D260mm　20kgまで

ブリーゼ（前入れ前出し）　　   ：onlyone 価格：¥285,000
ブリーゼバック（前入れ後出し）：onlyone 価格：¥305,000

Breeze
ブリーゼ  E22/P.50

ブラック / チークブラック / オークブロックブラック / パイン

ブリーゼ 
前入れ前出し仕様

ブリーゼバック
前入れ後出し仕様

取出時 （背面）取出時 （前面）

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（背面）

前入れ前出し、前入れ後出し仕様から選べます。

D
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デジタルカタログ

15実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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宅配ボックス受取可能荷物サイズ
スタッフⅠ　：W130×H500×D350mm　10kgまで
スタッフ Ⅱ  ：W340×H500×D350mm　20kgまで

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（背面） 宅配ボックス：取出時（背面）

Stuff 
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 スタッフ  E22/P.52

宅配ボックス無しの場合でも、後付け施工可能。

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（背面） 宅配ボックス：取出時（背面） 照明点灯時

照明点灯時

ライフスタイルで選ぶデザインと機能。
前入れ後出し仕様の BOX 型機能門柱。
コンパクト& スリムで口金ポストをセットした Stuff Ⅰ、
ポスト一体構造で大型宅配ボックスもセットできる Stuff Ⅱ。
いずれも前入れ後出し仕様で玄関から続くアプローチに沿うように、
回り込むことなく動線もスムーズに宅配物の受け取りが可能です。

Stuff Ⅱ 宅配ボックス付き 右勝手：クスノキ
OnlyOne 価格：¥316,000

OnlyOne価格 （表札別売り）

スタッフⅠ　
宅配ボックス無し ¥168,000〜 ¥174,000
宅配ボックス付き ¥246,000〜 ¥252,000

スタッフ Ⅱ
宅配ボックス無し ¥210,000〜 ¥220,000
宅配ボックス付き ¥306,000〜 ¥316,000

ポスト ダイヤル錠
前入れ後出し

宅配ボックス シリンダー錠

スタッフⅠ　（前入れ後出し）　

スタッフ Ⅱ（前入れ後出し）

Stuff Ⅰ  宅配ボックス付き 左勝手  アルマイトKC
本体：  ¥246,000 +  表札：¥28,000

（Stuff Ⅰ  オプションネームプレートtype2）
セット価格 ¥274,000

Stuff Ⅱ  宅配ボックス無し クスノキ
本体： ¥220,000 + 表札： ¥31,000

（スタッフⅡ オプションネームプレートtype1）
セット価格 ¥251,000

デジタルカタログ

16 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（前面） 宅配ボックス：取出時（前面）

カーメルブロス 

ブラックマット　OnlyOne 価格：¥230,000（表札別売り）

ホワイトマット　OnlyOne 価格：¥240,000（表札別売り）

ポスト ダイヤル錠
前入れ前出し

宅配ボックス シリンダー錠

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W310×H500×D400mm　20kgまで

大型配達物対応ポスト + 大容量宅配ボックス付き

Carmel Bross

カジュアル &シックな品のある佇まい。
お洒落な曲線で住まいを演出。
大きな曲線を描くフォルムが印象的なカジュアル & シックな
宅配ボックス付き機能門柱です。大型配達物対応のポストと
大容量タイプの宅配ボックスで複数荷物にも対応可能です。

E22/P.56

DELIVERY BOX

マットブラック
本体： ¥230,000
表札： ¥  22,000
　　  （オプションネームプレートtype2）
セット価格 ¥252,000

ホワイトマット
本体： ¥240,000
表札：¥  22,000

（オプションネームプレートtype2）
セット価格 ¥262,000

デジタルカタログ

17実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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スリム：onlyone 価格：¥330,000
ワイド：onlyone 価格：¥361,000

ポスト ダイヤル錠
前入れ前出し

宅配ボックス シリンダー錠

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
スリム：W130×H500×D350mm　10kgまで
ワイド：W340×H500×D350mm　20kgまで

TypeB ワイド（左勝手）

TypeA スリム（左勝手）

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（前面） 宅配ボックス：取出時（前面）

Entiga
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 エンティガ  E22/P.58

デザインと容量で選ぶ
宅配ボックス付き機能門柱。
宅配ボックス、ポスト、ネームプレートをコンパクトに
おさめた機能門柱。格子と再生木板のデザインのほか、
容量で選べるスリム、ワイドをご用意しました。
ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

TypeA スリム
ブラックマット

TypeA ワイド 
ホワイトマット

TypeB スリム 
ホワイトマット

TypeB ワイド 
ブラックマット

宅配容量でワイド、スリムが選べます。

デジタルカタログ

18 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ポスト：取出時（前面）

宅配ボックス：取出時（前面）表札灯点灯時

VERITA   EVOLUTA
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 ヴェリータ エボルタ  E22/P.60

同時に複数荷物も受けとれる、
嬉しい宅配ボックス 2 個付き !
クールなボディに大型配達物が投函できるポストを
はじめ、留守宅でも無人で荷物が受け取れる宅配
ボックス2個付きのプレミアムな多機能ユニットです。

onlyone 価格：¥372,000〜
ポスト ダイヤル錠

前入れ前出し
宅配ボックス シリンダー錠

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W330×H450×D350mm　20kgまで

ネロ（左勝手）

ウッディ（右勝手）

ビアンコ（右勝手） ネロ（右勝手） ウッディ（右勝手）

荷物が多い 2 世帯住宅にもおすすめ！

ポストは大型配達物対応

デジタルカタログ

19実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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宅配ボックスもスマートにおさまる
L 字型機能門柱。
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。
幅広いシチュエーションで設置可能です。

バイブレーション（右仕様）・オプション宅配ボックス

セット価格：¥166,000 〜
ポスト T型カムロック 前入れ横出し

宅配ボックス シリンダー錠 横入れ横出し

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W133×H408×D281mm  10kgまで

ポスト：取出時（側面） 宅配ボックス：取出時（側面）

バイブレーション（右仕様）

ウッド × バイブレーション

L-Pole
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 エルポール（オプション宅配ボックス）  
E22/P.66

住まいに合わせて左右勝手が選べます。

デジタルカタログ

20 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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宅配ボックス：取出時（背面）

モダンデザインの宅配ボックス付き機能門柱。
大型郵便物にも対応しているポストと宅配ボックスを標準搭載した機能門柱。
表札は切り文字表札とインターホンカバー＆表札一体型の 2 タイプからお
選び頂けます。モノトーンカラーの組み合わせがモダンな空間を演出します。

TypeA（ホワイト） 

ポスト T型カムロック
前入れ後出し

宅配ボックス シリンダー錠

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W340×H500×D350mm　20kgまで

ポスト：取出時（背面）

TypeA（ブラック） TypeB（ブラック） ポスト投函時 TypeB（ブラック） 

TypeA：onlyone 価格：¥276,000
TypeB：onlyone 価格：¥296,000

VORN
DELIVERY BOX

フォルン E22/P.68

デジタルカタログ

21実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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 ガレット  E22/P.76

アシンメトリーな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
にまとめました。スッキリとしたスタンドは場所を取らず、
狭小地でもお使い頂けます。

タモ /
スタンドセット

チーク /
スタンドセットブラック / 埋め込み仕様

ホワイト/ 埋め込み仕様

ホワイト/ スタンドセット

スタンドセット   onlyone 価格：¥142,000
埋め込み仕様   onlyone 価格：¥106,000

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

宅配ボックス シリンダー錠 前入れ前出し

宅配ボックス受取可能荷物サイズ    W350×H230×D270mm　10kgまで

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（背面） 宅配ボックス：取出時（前面）

口金ポストと宅配ボックスを一体化！

ブラック / スタンドセット

デジタルカタログ

22 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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欲しい機能をスタイリッシュに一体化。
表札、インターホンカバー、ポスト、宅配ボックスを一つに集約した
機能門柱。2色の本体フレームと4色の木目をご用意しました。
ナチュラルやモダン、和風まで様々な外構スタイルにお使い頂けます。
宅配ボックスは大型荷物も入る大容量タイプで、機能性も抜群です。

フレームシルバー /オークブロック

フレームブラック/チーク

ポスト：取出時（前面）

宅配ボックス：取出時（前面）

onlyone 価格：¥254,000

ポスト
シリンダー錠 前入れ前出し

宅配ボックス

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W330×H440×D260mm　20kgまで

WOOD PLUS 
FLAME+
POST&DEPO 
ウッドプラスフレーム機能門柱  ポスト＆デポセット
E22/P.70

デジタルカタログ

23実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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MACARON+
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マカロン+デポ
 E22/P.74

宅配機能をまるっとひとつに。
可愛いフォルムが人気のポスト マカロンを、
宅配ボックスデポにセットしました。その存在感は
エントランスのランドマークにぴったりです。

onlyone 価格：¥178,000

ポスト ダイヤル錠
前入れ前出し

宅配ボックス シリンダー錠

宅配ボックス受取可能荷物サイズ W330×H440×D260mm　20kgまで

ポスト：取出時（前面）

宅配ボックス：取出時（前面） ホワイト

ブラック 

COLON
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コロン
 E22/P.78

コロンとしたコンパクトなフォルムにポストと宅配ボックスを
セットしました。鍵や受領印付きで機能面も安心です。

ポスト：投函時（前面） ポスト：取出時（背面） 宅配ボックス：取出時（前面）

ピュアホワイト：onlyone 価格：¥126,000
木目タイプ　   ：onlyone 価格：¥133,000

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

宅配ボックス シリンダー錠 前入れ前出し

宅配ボックス受取可能荷物サイズ    W210×H350×D240mm　10kgまでタモホワイト/ ステンレスサイン使用

お洒落なポストをセッ
トした

大容量宅配
ボックス！	

宅配ボックスをステンレスにリニューアル。

デジタルカタログ

デジタルカタログ

24 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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シリンダー錠（表）
荷物が届いたか一目で
分かるインジケーター付。

ロック機構（裏）
閉込防止の為、
内側から解錠可能。 宅配ボックス：取出時（前面）

宅配ボックス
シリンダー錠

前入れ前出し

宅配ボックス受取可能荷物サイズ
W330×H440×D260mm　20kgまで

デポ 据え置きタイプ onlyone 価格：¥89,000

据え置きタイプ

DEPO

D
E

L
IVE

R
Y B

O
X

 

デポ （スタンドセット/ 据え置き）

スタンドセット

大型荷物も入る大容量宅配ボックス。

機能性もデザインにもこだわった木目調の
ナチュラルな宅配ボックス。スタンドタイプ、
据え置きタイプをご用意しました。
大型荷物の受け取りが可能な大容量タイプです。

オークブロック タモチークパイン

E22 /P.72

ブラック / オークブロック

スタンドブラック/ パイン スタンドブラック/ オークブロック スタンドブラック/タモスタンドブラック/ チーク

スタンドシルバー / パイン スタンドシルバー / オークブロック スタンドシルバー /タモスタンドシルバー / チーク

チーク（ボックスカラー：ホワイト）チーク（ボックスカラー：ブラック）

デポ スタンドセット  onlyone 価格：¥119,000

宅配ボックスをステンレスにリニューアル。

デジタルカタログ

25実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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FUNCTION 
POLE UNIT /

WALL

機能門柱 /機能ユニット /機能ウォール

個性を印象付ける住まいの顔。

住まいの顔ともいえるエントランスで、一際目を

引く機能門柱。訪れる人を一番に出迎えるだけ

でなく、ファサードに必要な機能をコンパクト

に集約しながら、住まいをお洒落に演出します。

間口が広いウォールタイプは、玄関前への施工で

境界を作りつつ、視線を遮る目隠しになります。

価格帯や必要な機能の他、機能門柱に使われる

ポストの投函・取出し仕様など、それぞれの特徴

やメリットを知り、お住まいにぴったりの理想の

機能門柱をお選びください。

F
U

N
C

TIO
N

 P
O

L
E

 / U
N

IT / W
A

L
L

26 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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クラシスホーム株式会社  コール  E22/P.88

27実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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POINT

抜け感のあるデザインが最新のトレンド。

従来のポールタイプやスタンドタイプの機能門柱とは一線を画す、
大胆な抜けのあるデザインが最新のトレンドです。強度をしっかりと
確保しつつも、軽やかに住まいを演出します。

大きな抜けを活かして軽やかに空間を仕切る
お洒落な機能門柱です。モダンデザインが周囲
の植物や景観に自然にとけ込み、キメ過ぎない
上品な雰囲気で住まいをスタイリッシュに演出
してくれます。

使いやすさが人気の機能門柱テンピオ。

抜け感を
楽しむ。

テンピオ E22/P.94

シンプルフレーム
門塀ユニット  
E22/P.108

理想の機能門柱選びのすすめ !

F
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28 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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POINT

立木や下草とのコーディネートで
華やかなフォーカルポイントを演出。

POINT

風景をトリミングするように。

お気に入りの前庭の一部を一枚の絵画のように見立て、
額縁でワンシーンを切り取るようなお洒落な演出が楽しめます。
自分だけのお気に入りの名画をお庭に再現。

シンプルなフレームデザインの機能門柱。

高級タイルラミナム仕上げの人気機能門柱。

コール  E22/P.88 スタイリングフレーム Ⅱ スクリーンネロ E22/P.112

ラミナムプラスフレーム機能門柱 E22/P.134

フレクト  E22/P.148	

 ショーケース  E22/P.160	

 植 栽 を 背 景 に ワ ン ス ポ ッ ト で お し ゃ れ に 演 出 。

機能門柱の足元や背景に適度な
植物を取り入れることで、デザイン
が一層引き立ちます。低予算外構
や狭小スペースであっても、住まい
のフォーカルポイントとして華やか
にドレスアップしてください。

29実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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大きな曲線や丸パイプをデザインに取り入れた、
カジュアルで軽やかな機能門柱です。鮮やかな
ビビッドカラーや、品の良いグレイッシュカラー
など、色使いにもこだわって住まいの顔に
相応しい印象的なエントランスを演出してください。

カーメル    E22/P.84　

理想の機能門柱選びのすすめ !

F
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E

 

カラーと曲線でカジュアルに演出。

カジュアルに
軽やかに。

POINT

優しいグレイッシュカラーで品良く装う。

スマートポールセレクト  E22/P.152

ナチュール  E22/P.104　

モノトーンや木目が多い機能門柱
ですが、シックで落ち着きのある
グレイッシュカラーを取り入れた
機能門柱もおすすめ。優しい色合
いは植物との相性も抜群です。

ビリーブロス    E22/P.92

お 椀 の よ う な シ ェ
ー ド

が 印 象
的 な 機 能 門 柱 。

30 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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前
入

れ

後
出し 仕 様 の B OX 型 機

能
門

柱
。

後出し仕様で
スムーズに。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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玄関から続くアプローチデザインに沿うように、
回り込むことなくスムーズな受け取りが可能です。
道路境界への設置でも敷地内側から荷物が受け
取れるので背面スペースの有効活用ができます。

 ブランツ  E22/P.150

Stuff Ⅱ 宅配ボックス無し  
E22/P.52

動線もスムーズに取り出し可能。

アルステラ  E22/P.106 ウェルカム タテポ  E22/P.188

ウェルカム ウォール  
E22/P.120

POINT

道路境界への設置でも
敷地内側から受け取り。

門扉や門塀と合わせてセミクローズや
クローズ外構にもオススメ。道路境界へ
の設置でも敷地内側から荷物が
受け取り可能です。ウォールタイプは、
玄関前への施工で境界を作りつつ、
視線を遮る目隠しになります。

31実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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フリーチョイスポール  E22/P.194 アルミ機能門柱 オペラ E22/P.102　セードル  E22/P.90　

POINT

建物や玄関ドアなど木目の表情で
住まいを温かにコーディネート。

ステンレス機能門柱 キューブ E22/P.130

ファーサード空間は第一印象を左右する
住まいの顔です。機能門柱を設置する上
で周辺環境との調和も大切なポイントと
なります。建物や玄関ドア、足元を飾る
植栽とのコーディネートで飽きのこない
華やかな住まいを演出してください。

木目が馴染むラスティックモダン機能門柱。

住まいとの調和を計画する上で、
外せないのが木目の表情を活か
したコーディネートです。建物や
玄関ドアに使われる木目とトーン
を合わせることで、ファサードに
落ち着きを与え、統一感を感じる
優しい印象の住まいを演出します。

調和で
彩る。

理想の機能門柱選びのすすめ !

32 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ウッドプラスフレーム機能門柱  E22/P.136　 プラスウォール機能門柱 ポストセット E22/P.100     プラスウォール  E22/P.139

POINT

機能門柱にフレームユニットを
合わせて一体感を演出。
機能門柱の横に同シリーズのフレームユニットを加えること
で、一体感のあるコーディネートが可能です。お住まいの
敷地条件に合わせて奥行きをつけたり、境界を仕切ったり
と簡単施工でワンランク上の外構を演出できます。

クラシカルエントランスポール  E22/P.166

格調高いクラシカルな佇まい。

POINT

自然石や植物で華やかにドレスアップ。

サニーサイド E22/P.173

 ブランツ  E22/P.150 

薔薇の優しさと調
和し

たエン
トランス。

いくらデザインに優れた機能門柱
であっても、その魅力を最大限に
活かすには周囲を彩る自然素材
の存在は欠かせません。下草や
立木はもちろん、ゴロタ石や敷石、
ピンコロなどでアクセントを添え
ることで、空間がグッと色付き華
やかな雰囲気に仕上がります。

33実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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スマートポール レリーフ  E22/P.142

サヴァラン  E22/P.98

スマートポールセレクト  E22/P.152

POINT

狭小スペースにもスッキリ使える、
スリムでスマートなデザイン。
欲しい機能だけをスッキリと納め、無駄なくデザインされた
スリム & コンパクトな機能門柱。どの角度から見ても美しい
モダンデザインがファサードでさりげない存在感を放ちます。

コンパクトに
魅せる。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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アヴァンタイム  E22/P.96

POINT

分譲住宅にも使い易いコンパクトな設計。

ファサードに必要な機能のみをスマート
に集約した、スリムなポールタイプの
機能門柱。狭小スペースや分譲住宅
に使い易いコンパクトな設計です。

スマートなポールを
自分好

みのポス
トでカスタマイズ。

34 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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モデルノプラス エフ　プレーン  E22/P.116

モデルノプラス エフ　プレーン  E22/P.116

塀や門柱へのビルトイン式のMODERNO＋Ｆ。シンプル
モダンを極め、引き締まったクールフェイス。デザイン性
の高さはもちろん、使い勝手やセキュリティ機能にも優れ
たユースフルなアイテムです。

ビルトインで
ハイクラスに。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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グラティス  E22/P.114

奥行きをつけて機能をわける。

インターホンスタンド、ポストスタンドそれぞれの
機能を分けて設置。境界線を明確にする効果が生まれ、
住まう人や訪れる人に配慮した構成となっています。
奥行きがつくことで敷地を広く見せる効果も抜群です。

機能をわける。
理想の機能門柱選びのすすめ !
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フレクト  E22/P.148

シチェーションで大
きく離

したレイ
アウト可能。

35実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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トレッペ  E22/P.190

安心安全のエバー材の機能門柱。

ファミウス    E22/P.146　

「自分らしく」にこだわりたい方にオススメの、
カスタマイズできる機能門柱。お住まいの外観
デザインにぴったりな、ポストや表札、照明など
お好みのアイテムを選んで組み合わせが楽しめます。

自分好みに
アレンジする。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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POINT

フリーチョイスで
作る機能門柱。

フリーチョイスポール  E22/P.194

ウェルカムピラー機能門柱
シンプル B エバー  E22/P.196

自由度の高いカスタマイズができ
るちょっとした DIY 感覚が味わえ
る機能門柱。規格のスタイルでは
できない表現が可能のため、幅
広いスタイルにマッチします。

36 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。

vol2機能門柱3折.indd   36 2022/04/04   13:22



POINT

銅や真鍮、アイアンなど
素材の変化を楽しむ。
使う程に暮らす程に、落ち着きと味わいを
深める銅や真鍮、アイアン素材。年月の
経過と共に経年変化という美しさをその身
に宿し、ご家族の暮らしに寄り添うように
お住まいに自然に馴染んで行きます。

素材に
こだわる。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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POINT

ガラスと金属、異素材の調和で
煌めく住まいを演出。
丹念に研磨された高透過ガラスと金属を組み合わせることで
機能門柱というカテゴリーを超えて、モダンアートのような
パワーで人の心を惹き付けます。夜間は LED の光がガラス柱
の無数の気泡に反射して幻想的に住まいを演出します。

エイプロ機能　門柱 コリス E22/P.206　 エイプロ 1 型  E22/P.206 　 ポストポール 4 型  E22/P.210 機能門柱ニド  E22/P.211

GPカスケード  E22/P.174GS-Glitter 50  E22/P.180

優美な曲線を描く
ハン

ド メ イ
ド 機 能 門

柱 。

ラグジュアリーな住まいを演出。

37実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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存在感のあるウォールデザインは建物を引き立てる
だけでなく、スマートに外部からの視線を遮ります。
前入れ後出しの口金ポストは道路境界への設置でも
敷地側から荷物を受け取ることができます。

ウォールの
存在感で
魅せる。

理想の機能門柱選びのすすめ !
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ウェルカムウォール ワイド  E22/P.124 ウェルカムウォール S  E22/P.186

ウェルカムウォール 基本型  宅配ボックス仕様  E22/P.122

POINT

ウォールで境界を作り視線を遮る。
間口の広いウォールタイプは玄関前の施工で境界を作りつつ、
周囲からの視線を遮る目隠しになります。格子やアルミピラーと
合わせることでより効果的に境界を仕切ることができます。

安心安全の高耐久、高品質のエバー材。

ご要望に応えて宅配ボックス仕様が登場。

38 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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フィット トリム E22/P.158

POINT

ウォールをアート作品のように。
モダンアートのような重厚な存在感がワンランク上の
空間を演出します。流行りのウェアハウススタイルや
和モダンスタイルなど様々な住宅にマッチします。

スクエアベース  E22/P.157

流行りのウェアハウス
スタイ

ルにおすす
め！

ノーベルスペース  E22/P.128

POINT

簡易施工で高級感のある佇まい。
工期短縮の救世主！

簡易施工で高級感のある門塀が設置できるので、
職人不足による工期の長期化を解消できます。
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。

ノーベルスペース ウッド  E22/P.126

オ
プ
シ
ョ

ン
ライ

ン照明で夜間も存

在
感
抜
群
!

ラミナムタイル仕上げの最高級ウォール。

39実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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プラスウォール機能門柱 
ポストセット  E22/P.100

狭小スペースでもお洒落に演出。
一番人気の万能仕様。

使いやすい前入れ前出し仕様。
様々な敷地条件や外構スタイルに
対応可能です。アイテム数が豊富で
デザインやご予算に合わせて
お好みの機能門柱をお選びいただけます。

テンピオ E22/P.94

壁面のギリギリもOK!
背面にスペースが取れない場所でも
お使い頂けます。フロントヤードを
広く有効に活用できます。

ラミナムプラスフレーム機能門柱
E22/P.134

投函時（前面） 取出時（背面）

口金ポストタイプのウォール
デザインが豊富。

道路との境界でも敷地内側からの
受け取りが可能。

前入れ・後出し

投函時（前面） 取出時（前面）

多彩なデザインラインアップ。
価格帯も豊富。

様々な敷地条件に対応する万能仕様。
狭小スペースにも設置可能。

前入れ・前出し

投函時（前面） 取出時（側面）

お住まいに合わせて
ポストの左右勝手が選べる。

横からの取出しで動線を短縮。
スムーズな受け取りが可能。

前入れ・横出し

前入れ・前出し

限
ら
れ
た
ス

ペ
ース
でも

フロ
ントヤー

ドを広く活用！

機能門柱に使われるポストの投函・取出し仕様は大きく3タイプに分類されます。
それぞれの特徴やメリットを知り、お住いの敷地条件に合わせてお選びください。

ポスト投函・取出し仕様
敷地条件で選ぶ機能門柱 !

機
能
門
柱

敷
地
条
件
で
選
ぶ

敷地条
件や生

活動線

から選
びまし

ょう

40 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。

vol2機能門柱3折.indd   40 2022/04/04   13:23



前入れ・後出し

ブランツ  E22/P.150

門扉や門塀と合わせても
敷地内側から受け取り可能。
門扉や門塀などと合わせてセミクローズや
クローズ外構にもオススメ。道路境界への
設置でも敷地内側から荷物が受け取り可能です。

道路との境界やアプローチに合わせ、
動線もスムーズに取り出し可能。

玄関から続くアプローチデザインに
沿うように、回り込むことなく
スムーズな受け取りが可能です。

ウェルカムウォール  
E22/P.122

スタイリングフレーム Ⅱ 
スクリーンネロ E22/P.112

ウォールタイプは
玄関前の目隠しに。
間口が広いウォールタイプは、玄関前への
施工で境界を作りつつ、視線を遮る目隠しに
なります。背面スペースも活用できます。

アルステラE22/P.106

後
出

し
だ

か

ら道路との境界に設置可能！

レクタシリーズ
 E22/P.348

クーリエシリーズ
E22/P.342

隣り合う 2 世帯住宅にも。
ポストの左右勝手を使い分けることで、
並べて 2 世帯住宅仕様に。全タイプ対応の
レクタシリーズやクーリエシリーズがおすすめ。

敷地に合わせて左右勝手を選択。
横からの取り出しで動線短縮。
デザインは正面を向けながらも、ポストの左右勝手が
選べるので様々な敷地条件に対応できます。

スマートポール  
セレクト E22/P.152

ファミウス  
E22/P.146

     
敷地条件で左右勝手を使い分

け
て

。

	 前入れ・横出し

機
能
門
柱

敷
地
条
件
で
選
ぶ

41実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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スタイリー ライクセット

ポスト 鍵無し 前入れ前出し

onlyone 価格：¥92,000
ポスト無し¥65,000

● 表札（上部照明）・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート

E22/P.144

FUNCTION POLE LINEUP

価格帯から選ぶ。

パラレロ機能門柱

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥108,000
本体 ¥104,000 + 表札 ¥4,000

● 照明・ポスト付き / 表札（別売り）
※ 写真と価格はオプション表札使用時

E22/P.162

TypeA

スティーロ ネオ

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥111,500
ポスト無し¥68,000

● 表札・ポスト付き

E22/P.164

TypeC

¥92,000 〜 ¥116,000 機能門柱

リエル・レイ

ポスト T型
カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥112,000
ポスト無し¥65,000

● 照明・表札・ポストセット

E22/P.176 E22/P.92

● 照明・インターホンカバー・ポスト付き / 表札（別売り）
※写真と価格はオプション表札使用時

ビリー ブロス

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥116,000
本体 ¥112,000 + 表札 ¥4,000

NEW

コール typeA

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥105,000
● 表札・ポスト付き
※ ネームシート（標準仕様）
※ ネームプレート照明（別売り/¥44,000）

E22/P.88

NEW

プレーン

スマートポール セレクト

ポスト T型
カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥97,000
ポスト無し¥62,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ トランスは付属しておりません。（別売り）

E22/P.152

ヘアライン

E22/P.201

● 表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

ウェルカムピラー 機能門柱
シンプル B エバー 仕様

ポスト T型カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥97,000
本体 ¥47,000

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

42 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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サニーサイド

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥127,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ 照明は側面から表札を照らす仕様

E22/P.173

クラシカルエントランスポール

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥119,000
ポスト無し¥76,000

● 表札・ポスト付き

E22/P.166

TypeC

前入れ
前出し

前入れ
後出し

前入れ
横出し

ポスト投函取り出し	

ブランツ

ポスト T型
カムロック 前入れ後出し

onlyone 価格：¥123,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ トランスは付属しておりません。（別売り）
※ ローボルトトランス ¥11,500

E22/P.150

● 表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート
※ 照明（別売り/￥36,000）

E22/P.100

ポストポール 2 型

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥126,200
ポスト無し¥74,000 

● 表札・ポスト付き

E22/P.210

E22/P.200

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

ウェルカムピラー 機能門柱
シンプル A エバー 仕様

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥137,000
本体 ¥52,000

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。

商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。
※インターホンは含まれておりません。

¥119,000 〜 ¥140,000 機能門柱

セードル

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥128,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ ネームシート（標準仕様）

E22/P.90

NEW

プレーン

スマートポール レリーフ
ポストセット

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥121,000
ポスト無し¥62,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート

E22/P.142

RENEWAL

プラスウォール 機能門柱
ポストセット

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥140,000

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

43実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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シンプルフレーム 門塀ユニット

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥156,000
照明付き¥165,000

● 表札・ポスト付き

TypeC

E22/P.108

クラシカルエントランスポール

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥168,500
ポスト無し¥125,500

● 照明・表札・ポスト・
   インターホンカバー付き

E22/P.166

TypeA

FUNCTION POLE LINEUP

価格帯から選ぶ。
¥144,000 〜 ¥168,500 機能門柱

フレクト

ポスト T型
カムロック 前入れ後出し

onlyone 価格：¥155,000

●  表札・ポスト付き
※インターホン支柱とポスト支柱は
　それぞれ独立しています。

E22/P.148

カーメル

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥144,000
本体 ¥140,000 + 表札 ¥4,000

● ポスト付き / 表札（別売り）
※写真と価格はオプション表札使用時

E22/P.84

NEW

ウェルカムエキスパンド E29 型

ポスト T型
カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥152,000
本体 ¥76,000

● 表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

E22/P.182

ラウム

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥159,000

● 表札・ポスト付き
※ ネームシート（標準仕様）
※ 照明（別売り/￥18,000）

E22/P.86

NEW

テンピオ プレーン

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥158,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ 照明はフレーム上部

E22/P.94

RENEWAL

ファミウス

ポスト ダイヤル錠 前入れ横出し

セット価格：¥146,800
本体 ¥68,000 

● 照明・表札・ポストセット
※ トランスは付属しておりません。（別売り）

E22/P.146

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

44 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ウェルカムウォール S

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥176,000

● 照明・表札・ポスト付き
※明暗センサー付トランス付属

E22/P.186

ウッドプラスフレーム
機能門柱ポストセット

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥175,000
ポスト無し¥119,000

● インターホンカバー表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート

E22/P.136

プチアルポ PR1 型

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥184,000
本体¥120,000

● 照明・表札・ポストセット
※ 明暗センサー付トランス付属

E22/P.184

ウェルカム タテポ 

ポスト T型
カムロック 前入れ後出し

セット価格：¥171,000
本体¥94,000

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

E22/P.188

ウェルカムエキスパンド E19 型

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥183,500
本体¥110,000

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

E22/P.182

前入れ
前出し

前入れ
後出し

前入れ
横出し

ポスト投函取り出し	
掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。

商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。
※インターホンは含まれておりません。

¥171,000 〜 ¥184,500 機能門柱

トレッペ

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥184,500
本体¥98,000

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

E22/P.190

E22/P.203

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

ウェルカムピラー機能門柱
モード 1 型 エバー 仕様

ポスト T型
カムロック 前入れ横出し

セット価格：¥177,200
本体¥99,200

アルステラ

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

onlyone 価格：¥182,500
照明付き¥191,500

● 表札・ポスト付き

E22/P.106

TypeB

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

45実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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機能門柱 スタイル 430

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥191,500
本体 ¥86,000 

● 表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせが選べます。

E22/P.156

ラミナムプラスフレーム機能門柱

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥199,000
ポスト無し¥140,000

● インターホンカバー表札・ポスト付き

E22/P.134

クラシカルスタンド

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥199,000

● 表札・ポスト・インターホンカバー付き
※表札内部照明（別売り/￥13,000）

E22/P.212

GS-Glitter 50

ポスト T型
カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥200,500
本体 ¥110,000

● 照明・表札・ポストセット
※上部 LED 照明

E22/P.180

¥190,000 〜 ¥201,000 機能門柱

FUNCTION POLE LINEUP

価格帯から選ぶ。

ラスティオ

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥193,500

● 照明・表札・ポスト付き

E22/P.170

ショーケース エントランスユニット

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥201,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ 照明はフレーム上部

E22/P.160

フリーチョイスポール

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥194,000
本体 ¥104,000

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

E22/P.194

アルミ機能門柱 2in1style

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥190,000

● 照明・表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート

E22/P.140

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

46 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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前入れ
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ポスト投函取り出し	

機能門柱 ブロ

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥206,800

● 照明・表札・ポスト付き

E22/P.211

機能門柱 ニド

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥214,600

● 照明・表札・ポスト・
   インターホンカバー付き

E22/P.211

サヴァラン

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥224,000

● 照明・表札・ポスト付き
※表札標準カッティングシート

E22/P.98

アヴァンタイム

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥218,000
本体 ¥198,000 + 表札 ¥20,000

● ポスト上部照明・ポスト付き/ 表札（別売り）
※写真と価格はオプション表札使用時

E22/P.96

ステンレスプラスフレーム機能門柱

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥210,000
ポスト無し¥147,000

● インターホンカバー表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート

E22/P.133

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。

商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。
※インターホンは含まれておりません。	

¥204,500 〜 ¥224,000 機能門柱

アベニューⅡ

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

onlyone 価格：¥207,000

● 照明・表札・ポスト付き

E22/P.172

フリーウォール　リード

ポスト T型
カムロック 前入れ横出し

セット価格：¥217,000
本体 ¥143,000 

●表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせが選べます。

E22/P.154

ナチュール 

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥204,500
照明付き¥213,500

● 表札・ポスト付き

TypeB

E22/P.104

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

47実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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エイプロ機能門柱 エイプロ 1 型 
アイアンクロＳ字大飾り

ポスト 鍵無し 前入れ前出し

onlyone 価格：¥287,000

● 照明・表札・ポスト・
   インターホンカバー付き

E22/P.206

エイプロ機能門柱 コリス

ポスト 鍵無し 前入れ前出し

onlyone 価格：¥300,000

● 照明・表札・ポスト・
   インターホンカバー付き

E22/P.206

ステンレス機能門柱　
キューブ プレミアムスタイル

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

セット価格：¥289,000
本体 ¥269,000 + 表札 ¥20,000

● 照明・ポスト付き / 表札（別売り）
※写真と価格はオプション表札使用時

E22/P.132

● 照明・ポスト付き / 表札（別売り）
※写真と価格はオプション表札使用時

ステンレス機能門柱　キューブ

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

セット価格：¥265,000
本体 ¥245,000 + 表札 ¥20,000

E22/P.130

E22/P.157

● 表札・ポスト・ インターホンカバー付き
※送料別途

スクエアベース シンプル

ポスト 鍵無し 前入れ後出し

onlyone 価格：¥250,000

E22/P.178

● 照明・表札・ポストセット
※下部 LED 照明

GS-Glitter

ポスト T型
カムロック 前入れ前出し

セット価格：¥246,500
本体 ¥154,000

E22/P.202

● 照明・表札・ポストセット
※ 商品の組み合わせを自由に選べます。

ウェルカムピラー 機能門柱
トリプル 5 型 エバー 仕様

ポスト ダイヤル錠 前入れ前出し

セット価格：¥247,400
本体 ¥136,400

¥226,000 〜 ¥300,000 機能門柱

FUNCTION POLE LINEUP

価格帯から選ぶ。

アルミ機能門柱 オペラ

ポスト シリンダー錠 前入れ前出し

onlyone 価格：¥226,000
シルバー ¥178,000

● 照明・表札・ポスト付き
※表札標準カッティングシート

E22/P.102

ブラック

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

48 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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前入れ
前出し

前入れ
後出し

前入れ
横出し

ポスト投函取り出し	
掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。

商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。
※インターホンは含まれておりません。

ノーベルスペース ウッド

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

onlyone 価格：¥380,000
● 表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート
※ 照明（別売り/￥26,000）
※ トランスは付属しておりません。（別売り）

E22/P.126   

ノーベルスペース 

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

onlyone 価格：¥480,000
● 表札・ポスト付き
※ 表札標準カッティングシート
※ 照明（別売り/￥26,000）
※ トランスは付属しておりません。（別売り）

E22/P.128E22/P.124

¥219,420 〜 ¥480,000 機能ウォール

E22/P.122

ウェルカムウォール 基本型 W600

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥219,420
本体 ¥150,000 + 
表札 ¥  32,000 + ポスト¥37,420 

E22/P.122

ウェルカムウォール ユニット型 W900

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥315,420
本体 ¥210,000 + 
表札 ¥  28,000 + ポスト¥37,420 +
格子 ¥  40,000

● 表札・ポスト (1B タイプ )・格子付き

ウェルカムウォール ワイド W1600

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥425,420
本体 ¥360,000 + 
表札 ¥  28,000 + ポスト¥37,420

● 表札・ポスト (1B タイプ ) 付き

● 表札・ポスト (1B タイプ ) 付き

ウェルカムウォール 基本型 W900

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥305,420
本体 ¥200,000 + 
表札 ¥  28,000 + ポスト¥37,420 +
格子 ¥  40,000

● 表札・ポスト (1B タイプ )・格子付き

E22/P.122

※ W1200 は組立完成品、W1600
　 W2000 はノックダウン式です。
※ 組立完成品の場合はチャーター便
   （4t 車）となるため別途お見積もり。
※ 治具同梱で現場組立でも簡単施工。

NEW

デジタルカタログ

デジタルカタログ デジタルカタログ デジタルカタログ

49実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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FUNCTION POLE LINEUP

価格帯から選ぶ。

シンプルフレーム 
フロントネームプレート
onlyone 価格：¥86,000
● 照明・表札付き
※ 上部桁照明（上部桁部材より照らす照明）

モデルノ プラスエフプレーン

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

1B：onlyone 価格：¥231,000
2B：onlyone 価格：¥277,000

モデルノ プラスエフウッディ

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

1B：onlyone 価格：¥266,000
2B：onlyone 価格：¥312,000

● 照明・表札・ポスト付き ● 照明・表札・ポスト付き

E22/P.116 E22/P.118

機能ユニット

E22/P.110 E22/P.114

グラティス

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥308,500
●表札・ポスト・インターホンスタンド付き
※ それぞれの機能スタンドは独立しています。
※ 照明スタンドもご用意しています。

スタイリングフレームⅡ スクリーンネロ

ポスト ダイヤル錠 前入れ後出し

セット価格：¥251,500
本体 ¥235,500 + 表札 ¥16,000

● 表札・ポスト付き

E22/P.112

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログデジタルカタログ

50 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ポスト投函取り出し	

E22/P.158

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。

商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。
※インターホンは含まれておりません。

その他

チューブ
onlyone 価格：¥113,000
● 照明・表札付き

和美寂
（インターホンスタンド）
onlyone 価格：¥138,000
● 照明・表札付き

E22/P.209 E22/P.208

GP カスケード
onlyone 価格：¥172,000
● 照明・表札付き

E22/P.174

工場内追加作業項目 オプション価格

躯体内配管ＰＦ１６埋設 ¥  7,500/ 1 箇所

横型ポスト埋め込み加工・取付 ¥13,000/ 1 箇所

結線用プールＢＯＸ ¥  8,500/ 1 箇所

フィット トリム 丸窓
onlyone 価格：¥176,000
サイズ（mm）：
約 W800×H1200×D120

フィット トリム 丸窓 + アルミパイプ
onlyone 価格：¥301,000
サイズ（mm）：
約 W1200×H1400×D120

NEW

デジタルカタログ

デジタルカタログ

デジタルカタログ デジタルカタログ

51実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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機能門柱スタイリー スマートポール セレクト コール パラレロ機能門柱 リエル・レイ

価格 ¥82,000 ¥97,000 ¥105,000 ¥108,000 ¥112,000
鍵  鍵なし  T 型カムロック  ダイヤル錠  ダイヤル錠  T 型カムロック

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.144 E22/P.152 E22/P.88 E22/P.162 E22/P.176

スティーロ ネオ スマートポール レリーフ ブランツ サニーサイド セードル

価格 ¥111,500 ¥121,000 ¥123,000 ¥127,000 ¥128,000
鍵  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  T 型カムロック  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.164 E22/P.142 E22/P.150 E22/P.173 E22/P.90

スマートポール ビーム ファミウス リエル - G フレクト シンプルフレーム

価格 ¥141,500 ¥148,300 ¥149,000 ¥155,000 ¥156,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  T 型カムロック  T 型カムロック  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し

ページ E22/P.169 E22/P.146 E22/P.176 E22/P.148 E22/P.108

テンピオ ラウム
ウッド

プラスフレーム機能門柱 アルミ機能門柱 オペラ アルステラ

価格 ¥158,000 ¥159,000 ¥175,000 ¥178,000 ¥182,500
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し

ページ E22/P.94 E22/P.86 E22/P.136 E22/P.102 E22/P.106

FUNCTION POLE  STYLE

スタイル別一覧で選ぶ。
SIMPLE MODERN / URBAN MODERN シンプルモダン・アーバンモダン

52 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。

vol2機能門柱4折.indd   52 2022/04/04   13:39



機
能
門
柱

ス
タ
イ
ル
別
一
覧
で
選
ぶ

ウェルカムピラー機能門柱
モード 1 型 エバー仕様  ウェルカム エキスパンド プチアルポ アルミ機能門柱  2in1style  機能門柱スタイル 430

価格 ¥188,200 ¥183,500 ¥184,000 ¥190,000 ¥191,500
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.203 E22/P.182 E22/P.184 E22/P.140 E22/P.156

ウェルカムピラー機能門柱
モード 1 型 エバー仕様 ラスティオ

ラミナム
プラスフレーム機能門柱

機能門柱
GS - グリッター 50 ショーケース

価格 ¥193,200 ¥193,500 ¥199,000 ¥200,500 ¥201,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  T 型カムロック  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.203 E22/P.170 E22/P.134 E22/P.180 E22/P.160

ステンレス
プラスフレーム機能門柱 アヴァンタイム サヴァラン GS - グリッター スクエアベース シンプル

価格 ¥210,000 ¥218,000 ¥220,000 ¥246,500 ¥250,000
鍵 が　シリンダー錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  T 型カムロック  鍵なし

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し

ページ E22/P.133 E22/P.96 E22/P.98 E22/P.178 E22/P.157

スタイリングフレームⅡ ステンレス機能門柱 キューブ 
ステンレス機能門柱

キューブ プレミアムスタイル グラティス ノーベルスペース ラミナム

価格 ¥251,500 ¥265,000 ¥289,000 ¥308,500 ¥480,000
鍵  ダイヤル錠 が　シリンダー錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ後出し

ページ E22/P.112 E22/P.130 E22/P.132 E22/P.114 E22/P.128

価格は掲載写真のセット参考価格です。※インターホンは含まれておりません。

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。
商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。

SIMPLE MODERN / URBAN MODERN シンプルモダン・アーバンモダン

53実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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機能門柱スタイリー
ウェルカムピラー機能門柱

シンプル B エバー仕様 スマートポール セレクト ビリー ブロス パラレロ機能門柱

価格 ¥92,000 ¥97,000 ¥107,000 ¥112,000 ¥112,500
鍵  鍵なし  T 型カムロック  T 型カムロック  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.144 E22/P.201 E22/P.152 E22/P.92 E22/P.162

ウェルカムピラー機能門柱
シンプル A エバー仕様 コール スマートポール レリーフ ブランツ セードル

価格 ¥112,500 ¥114,000 ¥123,000 ¥123,000 ¥128,000
鍵  T 型カムロック  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  T 型カムロック  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し

ページ E22/P.200 E22/P.88 E22/P.142 E22/P.150 E22/P.90

サニーサイド カーメル
プラスウォール機能門柱

ポストセット ファミウス ウェルカムタテポ

価格 ¥139,500 ¥140,000 ¥140,000 ¥146,800 ¥150,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠  T 型カムロック

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ後出し

ページ E22/P.173 E22/P.84 E22/P.100 E22/P.146 E22/P.188

ウッド
プラスフレーム機能門柱  ウェルカムウォール S アルミ機能門柱 オペラ フリーチョイスポール アルミ機能門柱 2in1style

価格 ¥175,000 ¥176,000 ¥178,000 ¥185,500 ¥190,000
鍵 が　シリンダー錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ前出し

ページ E22/P.136 E22/P.186 E22/P.102 E22/P.195 E22/P.140

NATURAL & CASUAL ナチュラル&カジュアル

FUNCTION POLE  STYLE

スタイル別一覧で選ぶ。

54 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ラスティオ トレッペ
ウェルカムピラー機能門柱
モード 1 型 エバー仕様 アベニューⅡ ウェルカムタテポ エイチ

価格 ¥193,500 ¥194,000 ¥195,500 ¥207,000 ¥209,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  T 型カムロック

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ後出し 前入れ後出し

ページ E22/P.170 E22/P.190 E22/P.203 E22/P.172 E22/P.188

ナチュール アルステラ
ウェルカムピラー機能門柱
トリプル 5 型 エバー仕様 サヴァラン

ウェルカムピラー機能門柱
ナチュラル エバー仕様

価格 ¥213,500 ¥220,000 ¥220,900 ¥224,000 ¥226,500
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し

ページ E22/P.104 E22/P.106 E22/P.202 E22/P.98 E22/P.204

フリーウォール リード
ウェルカムピラー機能門柱
トリプル 6 型 天然木仕様 ウェルカム ウォール基本型 ステンレス機能門柱 キューブ 

ウェルカムピラー機能門柱
ナチュラ 4 型 天然木仕様 

価格 ¥230,000 ¥236,200 ¥237,420 ¥265,000 ¥254,800
鍵  T 型カムロック  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.154 E22/P.202 E22/P.122 E22/P.130 E22/P.204

ウェルカム ウォール ユニット型 ノーベルスペース ウッド ウェルカムウォール ワイド

価格 ¥315,420 ¥380,000 ¥449,620
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ後出し 前入れ後出し 前入れ後出し
ページ E22/P.122 E22/P.126 E22/P.124

NATURAL & CASUAL ナチュラル&カジュアル

価格は掲載写真のセット参考価格です。※インターホンは含まれておりません。

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。
商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。

55実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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ウェルカムピラー機能門柱
シンプル B エバー仕様 ブランツ

プラスウォール機能門柱
ポストセット セードル ウェルカムタテポ

価格 ¥97,000 ¥123,000 ¥140,000 ¥168,000 ¥171,000
鍵  T 型カムロック  T 型カムロック が　シリンダー錠  ダイヤル錠  T 型カムロック

投函・取出 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ後出し

ページ E22/P.201 E22/P.150 E22/P.100 E22/P.90 E22/P.188

ウッド
プラスフレーム機能門柱 ウェルカムウォール S

ウェルカムピラー機能門柱
モード 1 型 エバー仕様 アルステラ フリーチョイスポール

価格 ¥175,000 ¥176,000 ¥177,200 ¥182,500 ¥194,000
鍵 が　シリンダー錠  ダイヤル錠  T 型カムロック  ダイヤル錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ横出し 前入れ後出し 前入れ前出し

ページ E22/P.136 E22/P.186 E22/P.203 E22/P.106 E22/P.195

ウェルカムウォール フリーウォール リード サヴァラン アルミ機能門柱 オペラ
ウェルカムピラー機能門柱
トリプル 5 型 エバー仕様

価格 ¥219,420 ¥222,000 ¥224,000 ¥226,000 ¥228,900
鍵  ダイヤル錠  T 型カムロック  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ後出し 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.122 E22/P.154 E22/P.98 E22/P.102 E22/P.202

ウェルカムピラー機能門柱
トリプル 6 型 エバー仕様 モデルノプラスエフ ウッディ フィット トリム ウェルカムウォール ワイド

価格 ¥241,400 ¥266,000 ¥301,000（本体のみ） ¥425,420
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ前出し 前入れ後出し

ページ E22/P.202 E22/P.118 E22/P.158 E22/P.124

FUNCTION POLE  STYLE

スタイル別一覧で選ぶ。
JAPANESE MODERN ジャパニーズモダン

56 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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クラシカルエントランスポール
タイプ C（ボーノクラシコⅢ） ポストポール 2 型

クラシカルエントランスポール
タイプ C（デコラⅡ）

クラシカルエントランスポール
タイプ A（ボーノクラシコⅢ） クラシカルスタンド

価格 ¥119,000 ¥126,200 ¥129,000 ¥168,500 ¥199,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠  ダイヤル錠 が　シリンダー錠

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.166 E22/P.210 E22/P.166 E22/P.166 E22/P.212

トレッペ 2 機能門柱ブロ 機能門柱ニド
エイプロ機能門柱

アイアンクロ S 字大飾り エイプロ機能門柱 コリス

価格 ¥206,800 ¥206,800 ¥214,600 ¥287,000 ¥300,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  鍵なし  鍵なし

投函・取出 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し 前入れ前出し

ページ E22/P.190 E22/P.211 E22/P.211 E22/P.206 E22/P.206

価格は掲載写真のセット参考価格です。※インターホンは含まれておりません。

掲載商品のデザインは一例です。取り付けアイテムによってデザイン、価格は異なります。
商品詳細はエクステリアカタログE22を参照ください。

ファミウス  ウェルカム エキスパンド アベニューⅡ フリーウォール リード スクエアベース シンプル

価格 ¥153,300 ¥173,000 ¥207,000 ¥217,000 ¥250,000
鍵  ダイヤル錠  ダイヤル錠  ダイヤル錠  T 型カムロック  鍵なし

投函・取出 前入れ横出し 前入れ前出し 前入れ後出し 前入れ横出し 前入れ後出し

ページ E22/P.146 E22/P.182 E22/P.172 E22/P.154 E22/P.157

EUROPEAN / ANTIQUE ヨーロピアン・アンティーク

WAREHOUSE ウェアハウス

57実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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エクステリア商品のなかでも、宅配ボックス、機能門柱、ポスト、手摺、門扉、
照明器具などの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な
商品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、付加価値のある高品質なラインナップになっています。

素材の一つ一つにまでこだわったあなただけの夢の住まいには、 素敵な笑顔や
家族の大切な絆が生まれます。快適な住まいづくりのための「品質へのこだわり」
や「デザインに対するこだわり」は慎重に選ぶという姿勢の現れであり、とても
大切な気持ちです。そんな気持ちにお応えするためにオンリーワンマテリアルで
は品質に対して妥協しない姿勢を「こだわり」と考えます。商品への誇りと
プロ意識というこだわりを持って、快適空間を創造するアイテムをお届けします。

表札は住まいの顔であると同時に、居を構えた家族の絆の証。だからこそお名前
を大切に自分らしく、家族らしい表札を選んで住まいへの愛着を育んでください。
オンリーワンクラブでは他に無いオリジナルデザインの表札を豊富に取り揃えて
います。人気のロートアイアンやお洒落なキリモジ、定番のプレート、バックライト
など、エクステリア商品との組み合わせで素敵な表札を見つけてください。

ガーデンとリビング空間をターゲットに、水栓柱、水鉢、ガーデンシンク、
ファニチャーから、本格ロートアイアンの室内手摺まで、暮らす人の夢や憧れ
叶えるアイテムをラインナップ。「おうち時間」をより一層充実させるアイテムを
追加しました。家族みんなが笑顔になる住まいの演出が可能な 1 冊になって
います。

EXTERIOR E22
オンリーワン エクステリア

発刊日 ■ 2022年3月下旬

MATERIAL M16
オンリーワン マテリアル

発刊日 ■ 2022年2月下旬

NAME PLATE Vol.3　
オンリーワン 表札カタログ

発刊日 ■ 2022年3月下旬　

GARDEN & LIVING G15
オンリーワン ガーデン & リビング

発刊日 ■ 2022年3月上旬　

※ 表札カタログ Vol.3 はエクステリア
　 カタログ E22 の後ろに統合されます。

※ 表札カタログ Vol.3 はエクステリア
　 カタログ E22 の後ろに統合されます。

オンリーワンクラブ カタログラインナップ
オンリーワンクラブでは「エクステリア + ネームプレート・マテリアル・ガーデン &リビング」の
3 つのカタログを展開しています。
個性豊かで魅力的なオンリーワンアイテムを皆様の住まいづくりに是非ご活用ください。

デジタルカタログ一覧はこちら

オンリーワンクラブが誇る
自慢のカタログがデジタル
カタログで閲覧可能です。

58 実際の商品と写真は異なる場合があります。商品の詳細はオンリーワンエクステリアカタログ E22を参照ください。
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デジタル カタログ   オンリーワンクラブ HP よりデジタルカタログが閲覧できます。

エクステリア E22 ガーデンリビング G15 表札カタログ Vol.3マテリアル M16 プランツ（植栽）

オンリーワンクラブ HP    www.onlyoneclub.jp
オンリーワンホームページではデジタルカタログはもちろん、施工
事例集、商品動画、各種コンストの詳細情報、オンリーワン会員情報、
など皆様に役立つ情報が満載です。是非ともご活用ください。

オンリーワン商品検索サイト
オンリーワンクラブ商品の情報がいつでも検索できる、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。

オンリーワンクラブ 公式 YOUTUBE
商品に関する各種動画を公開中です。商品 PR 動画から施工動画、
カタログコンセプトなどを動画でわかりやすくご紹介しています。

オンリーワンクラブ 公式 SNS
Instagram、Facebook、Pinterest などオンリーワン公式の
各種 SNS を展開しています。是非ともご確認ください。

※ 表札カタログ Vol.3 はエクステリアカタログ E22 の後ろに統合されました。

Pinterest facebookYOUTUBE

オンリーワンクラブ商品検索サイトオンリーワンクラブ HP

Instagram houzz

houzz

59実際の商品と写真は異なる場合があります。
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