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これからどんな暮らしをしたいか、家族とどう過ごしたいか。

例えば、1年後はたくさんの緑に囲まれてゆったり暮らしたい、

10 年後も古さを感じないカッコいい住まいにしたい。

まずは、そんな漠然とした理想を自由に想い描いてください。

オンリーワンクラブの素敵なエクステリアアイテムの数々が、

あなたの「未来予想図」実現をお手伝いします。

エンビジョン

オンリーワンエクステリア

 わたしの未来予想図

Envision = 心に想い描く・想像する 
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家族の未来、
暮らしの未来を想い描くと
今が見えてくる。
住まい創りを始める際に、一番最初で一番大切なこと。

それは、ご自身はもちろん、ご家族を想って描く未来のイメージ。

1 年後のわたしはもっとイキイキ楽しめてるかな？

10 年後のみんなはきっとこんな感じだろうなぁ。

まずは、そんなあなたの「未来予想図」を想い描くことから

素敵な住まい創りを始めましょう。

Envision = 心に想い描く・想像する 

わたしの未来予想図

エンビジョン

 巻頭特集  P.18 - 27
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演出で選ぶ 2 つのヴェリータ。
大型配達物が投函できるポストに、大容量宅配ボックスを
2 つも備えた、プレミアムな多機能ユニット ヴェリータNX。
光の演出効果が異なるBASIC とBESIDE の 2 つのデザインから
お住まいに合わせてお選びいただけます。

VERITA NX
ヴェリータ NX  ▶ P.44-51

ヴェリータ  NX BESIDEヴェリータ  NX BASIC

宅配ボックスの充実

配達物を一度に取り出せる背面扉。

KALE
ポスト＆宅配ボックス カレ▶ P.52

3WAY で使える便利な
宅配ボックス付きポスト。
埋め込みタイプ、スタンドタイプ、据え置きタイプの
3 つの設置方法から選べる、大容量宅配ボックス付きの
便利なポスト。大きく開く背面扉は配達物を一度に
取り出せるので、使い勝手に優れています。

大容量で
使いやすい

埋め込みタイプ
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宅配ボックスの充実

Carmel  BrosⅡ
カーメルブロスⅡ  ▶ P.66

お洒落な曲線で品のある佇まい。
人気ポストのイルヴァリオピアーノと大容量宅配ボックスを
組み込んだお洒落な機能門柱です。大きな曲線の印象的な
品の良いカラーで住まいのファサードを華やかに演出します。

シンプル機構で使い易い
大容量宅配ボックス。
無駄の無いシンプルなデザインと
11 色のカラーバリエーションで、
使い勝手に優れた大容量宅配ボックス。
玄関前の据え置きはもちろん、オプション
スタンドと合わせて独立型としても
ご使用いただけます。

CASS
キャス ▶ P.72

オプションスタンド使用オプションベース使用

SIMPLE FRAME
シンプルフレーム 門塀ユニット  ▶ P.172

大人気のシンプルフレームの抜け感とデザインは
そのままに、大容量の宅配ボックスを組み込んだ
typeD が登場しました。

Core
コール  ▶ P.70

ファサードに立体感と抜け感を演出する、
フレームデザインの機能門柱。typeB に新たに
大容量宅配ボックス付きが登場しました。

Raum
ラウム  ▶ P.68

ポスト パーサスを組み込んだスクエアフォルムの
機能門柱。ご要望に応え、大容量宅配ボックス
付きタイプが登場しました。

人気の機能門柱に大容量宅配ボックス付きが登場。
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ファサードアイテムの充実

WOOD BOY
ウッドボーイ  ▶ P.186

オークカラーのウッド部は耐候性に
優れたエコアコールウッド。天然木
だからDIY で自分なりにアレンジする
のも簡単。穴をあけてアメリカンな
サインも付けちゃえ！  徐々に変化して
いく風合いも楽しんで！

 ALUMINUM FUNCTION 

ECLAIR
アルミ機能門柱 エクレール
▶ P.106

ブラックベースの本体にアクセント
ピラーをサイドに添えた、シックで
モダンなアルミ機能門柱です。

ウッドボーイ 2 型

フリー 1 型 シンプル B 型

ウッドボーイ 1 型

WELCOME PILLAR 
FUNCTION POLE
ウェルカムピラー機能門柱シリーズ  

▶ P.148

コンパクトな専用照明が登場。
人気のウェルカムピラー機能門柱にスッキリ
コンパクトな専用照明が登場。
※ フリー 1・2 型、シンプル A・B 型のみ

大人の遊び心で楽しくウォールアレンジ！

※ 照明、表札、ポスト、インターホン、  看板は商品に含まれておりません。

PRICE
DOWN



OPASS Classico
オーパスクラシコ 
▶ P.297

人気ポストオーパスにクラシカルな
デザインが新登場。ヨーロピアン
スタイルの住宅にピッタリな優美な
アルミ鋳物の装飾をあしらいました。
5 色からお選びいただけます。

フロストブラック グロスシルバー

COURIE TRIP
クーリエ トリップ 
▶ P.319

キャリーケースをモチーフにした、
遊び心をくすぐるデザインポスト。
男前でエグゼクティブを漂わせる
デザインが、ファサードの印象を
スタイリッシュに引き締めます。

Norm
ノルム  ▶ P.290

キーレス仕様は、ニュースタンダードに。
ポスト本体を覆い隠したデザインは、どこから見ても継ぎ目の無い
シームレスデザイン。どの外構にも合わせやすい質感のある
低彩度カラーを取り揃えました。開錠は開閉レバーのみ。
持ち主しか分からない開閉機構を採用しました。

スレートブラック アーバングレー スモーキーホワイト
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ポスト、インターホンスタンドの充実

INTERPHONE 
STAND
インターホンスタンド 
▶ P.202

STAND SIGN
スタンドサイン  ▶ P.204

フロストシルバー インターホンスタンド メダリスト type2 インターホンスタンド グラータ

単独使いはもちろんインターホンスタンド
との組み合わせなど、様々なシチュエー
ションでご使用いただけます。



COVER - PLUS TYPE AR
カバープラス タイプ AR ▶ P.446

ランダムヘアラインのプレートにエッチング加工で文字を施した
表札兼用タイプです。装飾部はウッドとエイジング調の 2 タイプがあり、
全 5 種類よりお選びいただけます。

COVER - PLUS TYPE MD
カバープラス タイプ MD ▶ P.447

梨地仕上げのプレートにランダムヘアラインで凸文字を施した
表札兼用タイプです。梨地特有の凹凸で汚れが目立ちにくく、
また光沢を抑えた質感から高級感も感じさせます。

COVER - PLUS GRANDE
カバープラス グランデ

（カスタム可能 壁埋め込み式複合ユニット）
▶ P.444

各パーツで形状やサイズなどカスタムが可能です。
カバープラス グランデは本体部、インターホンカバー部、ポストカバー部、
表札の 4 つのパーツで構成されています。自由に組み合わせができ、
すべてのパーツで形状やサイズなどカスタムが可能です。

タイル：バロン（M17_P.252）  表札：ニューヨークスタイル（P.568）

マホガニー 梨地ブラック
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インターホンカバーの充実
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インターホンカバーの充実

LAMINAM INTERPHONE COVER

ELGARE
ラミナム インターホンカバー エルガーレ ▶ P.452

上質な存在感を演出する、
ラミナムインターホンカバー。
高級セラミックタイルラミナムを贅沢に使い、コーナーまで美しく
仕上げた表札兼用インターホンカバー。味わい深いテクスチャー
と存在感のあるデザインがファサードを上質に演出します。
同シリーズのポストや表札とコーディネートが可能です。

上質な質感とスマートな装い。
インターホン子機の見える面積を限りなく抑えたインター
ホンカバー。低彩度のカラーラインナップは、木目調や
外構に合わせやすく、上品で落ち着いた印象に。

INTERPHONE COVER Col
インターホンカバー コル ▶ P.460

バイブレーション スレートブラック

モロ

オキサイドネロ



Primo Tandem Spotlight
プリモ タンデムスポットライト ▶ P.492

1 本でマルチ方向を照射、選べる明るさ。
シーン毎に照射方向を自在に調整。

Primo Ground Light
プリモ グランドライト ▶ P.494

グランドライトの新しい光。
コンパクトサイズでもパワフルな光量。

ライト周囲床面をほんのり広がる優しい光で照らす、床面照射
タイプと駐車場やアプローチに最適なスクエアタイプを新たに
ラインナップ。床面照射タイプはライト周囲床面をほんのり
広がる優しい光で照らす、グランドライトの新しい光。上から
覗き込んでも眩しくなく、通路のガイド灯として最適です。

Primo  Spotlight
プリモ スポットライト ▶ P.493

人気のスポットライトが充実。
カーポートや壁面に取り付けて下方向を照らす
壁面用スポットライトや新色ブラックが登場。

照明上下（2 灯） シルバー
壁面用
ブラック/
サテン調

壁面用
シルバー

プリモ スポットライト 壁面用

グランドライト スクエア

グランドライト 床面照射タイプ

スパイクタイプ
ブラック/
サテン調

グランドライト 床面照射タイプ

照射方向のフレキシブルな調整や、明るさセレクトなどマルチな
機能満載のポールタイプのタンデムスポットライト。上方照明は
樹木や壁面、下方照明は通路を照らすといった、シーンや目的に
合わせて組み合わせることができます。
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照明器具の充実
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照明器具の充実

OUTDOOR POST LIGHT
アウトドアポストライト ▶ P.544

シーンに合わせて使える上質な灯。
灯具、ポール、取付ベースがそれぞれ独立しているので、
シチュエーションごとに場所を選ばず設置が可能です。
重厚なアンティーク調の灯が住まいを上質に演出します。

信楽のあかり
▶ P.550

わびさび”の趣を感じさせる信楽焼。
伝統を受け継ぎながら、モダンな印
象のガーデンライトに仕上げました。

Primo Transformer Box
プリモ トランスボックス ▶ P.480

スリムボディに「充実装備」を備えた
スタイリッシュなトランス。

業界初の時計制御消灯機能、明暗センサー感度調整機能、明るさ調整機能
（ハイエンドタイプのみ）、2 系統分岐出力が可能など充実装備を備えた
トランスです。明るさ調整機能搭載のハイエンドタイプ、プリモシリーズに
最適な基本性能を備えたスタンダードタイプよりお選びいただけます。

機能で選べる
2 タイプ

時計制御消灯機能 １年を通して消灯時刻を一定の時刻に
設定することが可能。

オート ON・OFF 設定 明暗センサーにより、暗くなると自動点灯し、
明るくなると自動消灯します。

 明るさ調整機能 照明の明るさを 1 ～ 99 段階で調整可能。
（ハイエンドのみ）

明暗センサー感度調整機能 明暗センサーの感度を４段階で設定可能。

低ポール灯

門柱灯取付イメージ



軽やかに贅沢に空間を仕切る
新発想の回転門扉ユニット。

格子を軽く押すだけでクルッと回転する、心地良くスムーズな
開閉機構です。安全対策として、ゆっくり閉まるダンパーを採用。
高さ寸法、間口寸法のサイズオーダーはもちろん、ポストや照明、
宅配ボックスなどがついた機能門柱仕様も製作可能です。

拾い出し不要！
エコアコールウッドとアルミの
ハイブリッドなウッドデッキユニット。

木のぬくもりを感じるウッドデッキで家族の暮らしとココロに
寄り添う LOCOCO。無毒で安全な低分子フェノール系保存
処理木材 エコアコールウッドとアルミ形材を掛け合わせた
ハイブリッドなウッドデッキユニットです。

幅広の天板をテーブル代わりに気軽に
ティーブレイクを楽しめる新感覚の手摺。
H400のロータイプは庭先やウッドデッキ
などで腰掛けられるベンチにも使えます。
オーダー対応にてW 寸法、H 寸法の変更
など現場に合わせて製作可能です。

Pirouette
ピルエット 回転門扉ユニット ▶ P.236

Teabreak
ティーブレイク ▶ P.234

LOCOCO
天然木ウッドデッキユニット ロココ ▶ P.256

回転門扉ユニット（オープン時）+ スクリーンユニット×2 セット
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カスタムメイド商品の充実



デザイン書道家「もーちゃん」が書く
躍動感と迫力に満ちた文字。
日本のデザイン書道家の 1 人にも選出され、
第一線で活躍するデザイン書道家「もーちゃん」が書く
躍動感と迫力に満ちた文字を細部にまで施した表札シリーズ。
この世に二つとない存在感を宿し玄関を彩ります。

もーちゃんが書くキリモジ 漢字。
H50・H90 のサイズ展開に
ヘアライン、黒、梨地黒の 3 色
からお選びいただけます。
※ H50 は梨地黒非対応です。

MOOCHAN
もーちゃん表札 ▶ P.554-557

もーちゃん表札 黒ミカゲ石 + ステンレス 角型

もーちゃん表札 タイル + ステンレス枠・もーちゃん表札 黒ミカゲ石 + ステンレス 丸型

もーちゃん表札 グラファイト

もーちゃん表札 キリモジ 漢字（バラ文字）

書家
表札

新進気鋭のデザイン書道家・もーちゃんが 1 点 1 点揮毫した文字を使用しています。
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ネームプレートの充実
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ネームプレートの充実

タイプ 22 マットブラック タイプ 24 マットブラック

タイプ 23 ゴールド（アルミ製）

新デザイン 6 タイプをラインナップ。
新色 2 色を加え、5 色から選べます。

多彩なフォントデザインと表情の異なる 5 つのカラー。個性的な
ワンポイントオプションとの組み合わせがお楽しみいただけます。

※ 全てのタイプでサイズ変更可能です。

NEW YORK STYLE
ニューヨークスタイル ▶ P.566-572

Fudemoji
フデモジアルファベット ▶ P.558-561

筆文字作家

 アルファベットバー無し S サイズ

書家
表札

「現代の名工」小林先生がお客様ごとに
1 点 1 点揮毫した文字を使用しています。

書家が壁面に書いた直筆サインの
ような雰囲気でファサードを彩る、
和風モダンのステンレス切文字
表札です。墨のにじみを生かした
漢字とアルファベットは個性的で
あり、やがて親しみのある表札へ
と変わっていくでしょう。

〈 S 〉 シルバー（アルミ製）
足金具：シルバー
上品で落ち着いたシルバー色

〈 GD 〉 ゴールド（アルミ製）
足金具：ゴールド
上品で落ち着いたゴールド色

〈 B 〉 マットブラック（アルミ製）
足金具：マットブラック
梨地仕上げのマットな黒

〈 W 〉 マットホワイト（アルミ製）
足金具：マットホワイト
梨地仕上げのマットな白

〈 BO 〉 真鍮製オールド（真鍮製）
足金具：マットブラック
やわらかい光沢のエイジング仕上げ

Color variation

NEW NEW 

※真鍮製オールドは真鍮を変色させたエイジング加工になります。その他は焼付塗装です。

PRICE
DOWN
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ネームプレートの充実

予めベース部を取り付けておくことで、
お引き渡し後でもサインの取り付けが簡単です。
ネーム部分の取り外しが可能なので、交換やお掃除が簡単にできます。

壁面を美しく仕切るモダンなライン。
一直線に伸びたラインが壁面を仕切ることで余白の美しさが際立ちます。
ストレートとコーナーを組み合わせることでファサードに変化を与えます。
ネームとベースが取り外しできるので、交換やお掃除も簡単です。

ADBANCE
アドバンス ▶ P.564

Type3

Type2

Type1

バー下に番地をつけた LED Z ライナー。
人気のバックライト表札 LED ライナーシリーズのバー下に番地をつけた
LED Z ライナーが登場。オシャレな筆記書体や欧文のみ、漢字のみ、
LED の有無などがお選びいただけます。

LED Z Liner
LED Z ライナー ▶ P.757



CL.wood
CL.ウッド ▶ P.671

Lier
リエル ▶ P.670

ガラス、タイル、ステンレスそれぞれの素材の魅力が
一つの表札に奥深い表情と重厚な高級感を与えます。
ブラックガラスが品の良さを感じさせます。

背面に木目調テクスチャーを施した 12mm 厚の
ブラックガラスが品の良さを感じさせます。和風や
シンプルなど様々な住まいにマッチします。

リエルブラックCL. ウッド ブラック

Able
アーベル
▶ P.669

グレーガラスを 2 枚重ねしサイドを溶かし曲げ、
ガラスの柔らかく美しい表情を引き出しました。
高級和紙のような温もりあるパーマネント加工
塗装と、艷やかで透明感のある仕上がりは、
上品で落ち着いた印象に。

Type2 Type3Type1

Mieux
ミュー ▶ P.668

上品で大胆なイニシャルステンレス
パーツが印象的なデザイン表札。
厚みのある高透明度のガラスには、
パーマネント加工塗装で奥行きの
ある味わい深い演出を。落ち着きの
あるカラーでまとめ、ラグジュアリー
で洗練された大人な雰囲気です。

Type4 Type1

エントランスに華を添える
イニシャルデザイン。
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ネームプレートの充実



Small Shop Sign
小型ショップサイン ▶ P.766

社名やロゴをカスタマイズできます。
キリモジサインは様々なサイズ、デザインに対応。
人気の小型ショップサインにタイルやキリモジ の新デザインが追加。
キリモジサインは長方形や正方形など、ショップの外観やスペースに
合わせてオーダーが可能です。お気軽にお問い合わせください。

タイルサイン

キリモジ サイン

タイル＋キリモジサイン  

雲気がぐんぐんあがる、幸せ運ぶ優しいフォルム。

ガラスの透明感と、雲をモチーフにした丸みのある柔らかなフォルムが
優しく明るい雰囲気を醸し出します。雲の影のような表情のあるこだわりの
パーマネント加工塗装のデザインがアクセントに。ほっこりとした笑顔に
なれるアイテムで、毎日の風景をより楽しいものにしてくれます。

きらりぐも

ましろぐも

ゆうやけぐも

CLOUD
クラウド 

▶ P.674
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R
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E23-16

ネームプレートの充実



Plants

機能門柱は植栽で素敵に変わる！

 MINIMUM SET 

E23-17

EXTER
IO

R
 E23

機能門柱を素敵に彩る、ミニマムセット。
※オンリーワンプランツカタログ掲載商品

植栽は欲しいけれどメンテナンスに手間を掛けたくない方が増えている
今だから、ミニマムな植栽使いでお手入れも簡単な、プランツオリジナル
植栽ミニマムセットをおすすめします。無機質なファサードアイテムに
植栽が加われば、緑あふれる個性豊かなエントランスとなるでしょう。

ドウダンツツジ ×1

ノシラン ×10

ミニマムセット 01　
（プランツカタログ P.16）

春は白く可愛らしい小花を
咲かせるドウダンツツジ

機能門柱
エクレール

美しい葉のラインが
魅力的なノシラン

P.90 - 95



E23-18

ポストに合わせたおすすめ
コーディネートをご紹介。

P.262 - 267

PLAN36
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