住まい創りと幸せ創りのマテリアル。

MATERIAL
ONLYONECLUB MATERIAL CATALOG
Tile. Block. Antique Brick. Artificial Turf. Stone. Facade Item. Pavement Item.

2019/M13
オンリーワンマテリアル

タイル・ブロック・レンガ・人工芝・
石材・ファサードアイテム・舗装
アイテム・車止め・笠木・仕上げ材・
木材・フレキシブルパーツ ・ 資材

Car Stopper. Cap. Finish. Wood. Flexible Part. Utility.

暮らしの価値を高めるマテリアルコーディネイト提案。
オンリーワンだけのオリジナル商品多数掲載。
M13 ではこれまで以上にオリジナル商品の価値にこだわり、他では入手できないオンリーワン商品を多数掲載しています。
タイルやブロック、人工芝など住まいを構成するエレメントであっても、量産品には無い確かな価値や機能性に優れた
商品のみを厳選しています。また施工事例の大幅刷新で、より暮らしのイメージに寄り添った外構トータル提案ができる
カタログ構成となっております。一般戸建て外構のみならず、商業空間、公共空間など広い分野にお使い頂けます。

家族の幸せから考える、理想の住まい創り。

M13-1

Artificial Turf
人工芝

MATERIAL M13 INFORMATION

プロも納得の厳選人工芝シリーズ。
NEW

NEW
品質
向上

Artificial Turf

PRO-TURF
M AXIMUM

敷地条件や用途など、お住まいのライフスタイルに合わせてお選

高密度、高耐久、優れた復元力の

プロが驚く、人工芝の最高級品。

枯れ芝まじりの本格人工芝。

枯れ芝まじりのリアルな風合いはまるで天然芝のよう。紫外線劣化に強い
十分なクッション性を備えています。防炎認証や抗菌試験、光沢軽減の他、

GEO
TURF2

プリマターフ（静電気抑制、抗菌仕様人工芝）

ジオターフ２

静電気抑制パイルを植え込んだ

短くても滑らかな肌触り。

40mm パイルで高密度なため踏んだ感じがとても柔らかい。

抗菌仕様のみんなに優しい人工芝。

枯れ芝まじりの 4 種類の芝（直と曲げたもの）を使用し、直射日光による

プリマターフは静電気抑制パイルを採用しているため、突発的に起こる静電

｢てかり｣ が少ない材質で、天然芝の風合いを実現しました。40mm の
V 字パイルが高密度に植え込まれているため、抜群の復元力とクッション性

価格もお求めやすくなり、全ての面で従来品を上回る高品質をお約束します。

を発揮します。プロ仕様の最高級品です。

リアルグラス人工芝Ⅱ（抗菌仕様人工芝）

プロターフ・マキシマム

スッキリとふかふかを両立。

気の抑制効果が期待できます。また防炎性能の他、抗菌性能（大腸菌 O157、
サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、MRSA）に優れているため、家族やペット
も安心してお庭の人工芝で寛ぐことができます。

プリマターフ（静電気抑制、抗菌仕様人工芝）

従来品に比べ、光沢を軽減し、よりリアルな天然芝の風合いを再現。
裏地も高耐久のポリウレタン仕様に改良されました。メンテナンスも
容易なパイル長さ 30mm で、スッキリとした見映えながら優しい肌触り
です。また高密度で高いクッション性、排水性能の高さが特長です。

ジオターフ 2
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抗菌性試験 検査済み

黄色ブドウ球菌、大腸菌などの
増殖数を調べる試験。

8 種重金属試験 検査済み

抗菌性試験 検査済み

人体に有害とされる 8 種類の重金属が
含まれていないかを調べる試験。

黄色ブドウ球菌、大腸菌などの増殖数を調べる試験。

天然芝とも
遜色無い美しさ。

高い排水性能を誇る、国産人工芝。
無毒・衛生的でお子様にも安心。

抗菌仕様など見た目以外にも機能性にもこだわったプロも納得の

従来品に比べ、排水穴の間隔を細かくすることで、これまで以上の
排水性能を実現しました。40mm パイルの柔らかな肌触りと、本物
と見間違える美しい表情に加え、全て国産の無毒で衛生的な人工芝

オンリーワン
人工芝

人工芝をご用意しています。

なので、小さなお子様にも安心・安全に裸足でお遊び頂けます。

オンリーワン人工芝
パイル長さ

裏地

排水性能

衛生面

40mm

ポリプロピレン

●

●
え
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M13

写真の人工芝の色味や風合いは印刷物につき、現物と若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。

● 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。

M13

189

注目商品

リニューアル

リアルグラス人工芝 Ⅱ

人工芝

人工芝

ポリウレタンの基布に V 字加工を施した人工芝は、高い耐久性と復元力、

えました。本物と見間違えるほどにリアルな人工芝や静電気抑制、

PRIMA
TURF

プロターフ マキシマム

人工芝

リアルグラス
人工芝 Ⅱ
（抗菌仕様人工芝）

び頂けるオンリーワンクラブ厳選の豊富なラインナップを取り揃

NEW

品質
向上

人工芝

機能性にも優れた人工芝をラインナップ。

NEW

Artificial Turf

見た目はもちろん抗菌仕様、静電気抑制など

PRO-TURF M AXIMUM

（抗菌仕様人工芝）

プロターフ マキシマム

▶ P.192-193

▶ P.194-195

高密度、高耐久、優れた復元力の枯れ芝まじりの本格人工芝。

プロが驚く、人工芝の最高級品。

枯れ芝混じりのリアルな風合いはまるで天然芝のよう。紫外線劣化に強い PU の

枯れ芝まじりの 4 種類の芝（直と曲げたもの）を使用し、直射日光による

基布に V 字加工を施した人工芝は、高い耐久性と復元力、クッション性を備えて
います。防炎認証や抗菌試験、光沢軽減の他、価格もお求めやすくなりました。

｢てかり｣ が少ない材質で、天然芝の風合いを実現しました。40mm の V 字パイルが
高密度に植え込まれているため、抜群の復元力とクッション性を発揮します。

注目商品

PRIMA TURF

プリマターフ（静電気抑制、抗菌仕様人工芝）

リニューアル

GEO TURF2
ジオターフ 2

▶ P.196-197

▶ P.198-199

静電気抑制パイルを植え込んだ抗菌仕様の優しい人工芝。

短くても滑らかな肌触り。スッキリとふかふかを両立。

静電気抑制パイルを採用しているため、突発的に起こる静電気の抑制効果が期待

従来品に比べ、光沢を軽減し、よりリアルな天然芝の風合いを再現。裏地も

ドウ球菌、MRSA）に優れているため、家族やペットも安心してお庭の人工芝で

スッキリとした見映えながら優しい肌触りです。

できます。また防炎性能の他、抗菌性能（大腸菌 O157、サルモネラ菌、黄色ブ
寛ぐことができます。

高耐久の PU 仕様に改良しました。メンテナンスも容易なパイル長さ 30mm で、

M13-2

Block
ブロック

MATERIAL M13 INFORMATION

ブロックのデザイン表現を広げる、
多彩なスクリーンブロック。
大人気のポーラスブロック、セラボックスシリーズに新デザインが登場。
これまでに無い斬新なブロックパターンがお楽しみ頂けます。
オンリーワンクラブでしか入手できないオリジナルデザインです。

注目商品

Porous Block 150

Porous Block 200

ポーラスブロック 150 ▶ P.136-137

豊富な組み合わせパターンの新デザイン登場。

大人気のポーラスブロックシリーズの 150 タイプです。

開口部のデザインが大人気のポーラスブロック 200 タイプに待望の新デザインが登場。

ほどよいサイズ感と個性的なデザインのユニークな開口が印象的です。

これまでにない斬新なデザインパターンを表現することができます。

● セラボックス L 型ブロック組み合わせパターン例

Cerabox Series

ポーラスブロック 200 ▶ P.132-13

セラボックスシリーズ ▶ P.142-145

L 型ブロックが広げる多彩なブロックパターン。
スタイリッシュ空洞型レンガ、セラボックスシリーズに L 型ブロックが新登場。
5 つの形状を組み合わせることで、様々なデザイン表現が可能になりました。

注目商品

M13-3

Tile
タイル

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

SMART WOOD
スマートウッド

▶ P.38-39

木目のヘリンボーンで素敵に着飾る。
裏ネット貼りで簡単施工。

おしゃれで親しみのあるヘリンボーン柄を簡単施工！
美しい木目を再現した磁器質のタイルです。裏ネット
貼りで並べて貼るだけで目地を均一に取ることができ
ます。ネットはカットして通し目地・馬目地といった
パターンにもお使いいただけます。

用途や表情で選べるウッドタイルを
豊富にラインナップ。

ストーンフレア ® エージド・マデラ ▶︎ P.40-41

ウッドラスティック ▶︎ P.42-43

シャビーウッド ▶︎ P.48-49

リアルシェイズ ▶︎ P.50-51

M13-4

Tile
タイル

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

French Tile
フレンチタイル ▶ P.32-35

幾何学パターンが織りなす、
計算されたデザイン空間。

フレンチタイルはベトナムの工場で金型に大理石粉、水、
着色顔料を混ぜたものを流し込んで、油圧プレスで一枚一
枚を丁寧に成形されています。手作りならではの風合いは
量産タイルにはない独特の味わいと温かみが感じられます。

Flichers

フリッカーズ ▶ P.70-71

Cobble コブル ▶ P.92-93

ニューヨークスタイルのお洒落なサブウェイ風タイル。

北欧産の天然石を再現した独創的なノルディックモダン。

1900 年代のニューヨークの地下鉄駅構内で使用されて以降、欧米で

天然石を再現した大胆な斑点がつくるランダムな模様が 3D 効果を演出します。

長く親しまれてきたサブウェイタイルをイメージしています。

クラシカルモデル ▶ P.66-67

表面テクスチャーは凹凸のある岩面仕様なので、防滑性に優れており屋外床でも
安心してお使い頂けます。吸水率が低いので寒冷地でもご使用頂けます。

モデルシックスプラス ▶︎ P.65

M13-5

Stone
石材

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

ITALIAN PORPHYRY
イタリアン ポルフィリ ▶ P.216-217

やや小ぶりで使い易いイタリア斑岩。専用ジグ（鉄枠）
で簡単に扇状のパターン施工が可能です。
60 〜 80mm とやや小ぶりなイタリア班岩と
扇状のパターンを簡単に施工できる鉄製の専
用ジグをご用意しました。自然石のランダム
な表情と相まって、まるで欧州の街並みを歩

施工方法を動画で

いている様なお洒落な雰囲気を演出できます。

紹介しています。

注目商品

Bazal Classico

バサルクラシコ ▶ P.208-209

注目商品

MochaQuartz

モカクォーツ ▶ P.210-211

ナチュラルで重厚な、暗灰色のベトナム玄武岩。

供給不足をフォローする希少なインド産石英岩。

きめの細かい暗灰色が特徴のベトナム産玄武岩。エイジングは天端バーナーと

国内外、特に中国産の供給不足が深刻な問題になっているベージュ系石英岩。

側面の割肌加工によって、重厚ながらもナチュラルに仕上がります。

希少なインド産石英岩でフォローいたします。ベージュ・グレーを基調とした
煌びやかな表情を放つ石英岩。

CORALSTONE コーラルストーン ▶ P.272-273

LAYERED WALL

コーラルストーンは、サンゴ礁や貝殻などが泥砂等と一緒に海底に降り積もり、

自然石の特有のランダムな厚みと質感が、空間に奥行きとリズム感を与えます。使い易い
ボーダー状に加工された、自然石のパネルが重厚ながらもナチュラルに空間を演出します。

長い年月を経て化石化して形成された天然の石灰岩です。

レイヤードウォール ▶ P.280-281

M13-6

CarStopper
車止め

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

flute の最高峰 EDITION シリーズ新登場 !
アルデコール フルート エディション ▶ P.444-445

高級感溢れる 2 色のエディションカラー。

Gold Metallic
ゴールドメタリック（5 分艶塗装）

強くて安全、軽くて美しい大人気のアルデコールカーストッパーフルートに
高級感溢れる 2 色のエディションカラーが登場。エンドキャップにレーザー
刻印で、オリジナルのロゴやお名前を入れることができます。

Carbon Black Metallic
カーボンブラックメタリック（5 分艶塗装）

エンドキャップレーザー刻印の刻印可能領域は直径 50mm 以内となります。

アルデコールカーストッパー フルート 2018 年度グッドデザイン賞を受賞。
アルデコール フルート 新色 ワインレッドメタリック

アルデコールカーストッパー フルートが 2018 年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。
仏具製造で培った技術力を基盤に、安全性と軽量を追求しながら生活シーンに調和するデザインに取り組んだ結果、高く評価されました。

M13-7

FacadeItem
ファサードアイテム

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

Border Pole BLADE

Accent Mol

ボーダーポール ブレード ▶ P.410-411

アクセントモール ▶ P.406-407

チェーンやポールを通すことで様々なボーダーシーンに活用。

人気のアルミモールディングに新形状を 2 タイプ追加。

全 10 色の豊富なカラーのボーダーポールブレードです。お好みの穴位置に

味気ない門柱や門塀をアルミ型材のモールディングで着飾ることで

チェーンやポールを通すことで、仕切りや、簡易フェンスとしてお使い頂けます。

エレガントな雰囲気にグレードアップすることができます。

注目商品

PRIMO

EVER PILLAR100

プリモ ソーラーグランドライト ▶ P.379

エバーピラー 100 ▶ P.416-417

ステンレスが映える凛とした光で、足元を照らします。

オープン外構のアクセントに、安心安全のエバーピラー。

本体と埋め込みボックスにわかれているので、

高耐久のエバー材を使用したアクセントピラー。オープン外構の仕切りや

SOFT WALL

Botanical Facade Item

Windy Venti

ボタニカルファサードアイテム ▶ P.408

ウィンディ ベンチ ▶ P.391

万が一の故障時にも商品の取り替えが簡単に行えます。

ソフトウォール ▶ P.354-357

衝撃吸収性に優れたマットレスの様なウレタンフォームのクッション。

同素材の機能門柱のアクセントにと様々な用途でご使用頂けます。

M13-8

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

Pavement Item
舗装アイテム

Only Sleeper
軽量コンクリート製古枕木 オンリースリーパー ▶ P.426-427

人気のオンリースリーパーにライトな新色登場。

K
（コクタン）

古枕木の風合いをコンクリートで再現。リアルな質感と木を凌ぐ耐久性、
腐食の心配もありません。ライトカジュアルなオーク色が登場し提案の

O
（オーク）

幅が広がりました。同シリーズの車止めオンリースリーパー エッジにも
オーク色が追加されました。

Finish

注目商品

仕上げ材

Tumbled Marble
タンブルド マーブル ▶ P.486-487

大理石の表情で魅せるモザイクパターン。
ナチュラルな大理石の表情を活かし小片を一つ一つ手作業で裏ネット貼り

のシートに仕上げました。シート同士は継ぎ目無く噛み合わせが可能です。

注目商品

水性すべり止めカラー塗料 AC カラー
▶ P.514-515

アスファルトやコンクリートにカラーと滑り止め効果を！
古くなったアスファルト舗装やコンクリート舗装を簡単にカラー化できる
塗料です。耐久性に優れ、高いグリップ力で安全な路面を提供します。
ローラバケを使い簡単に施工ができるため、専門技術者を必要としません。

M13-9

MATERIAL M13 INFORMATION
注目商品

Wood
木材

キレバスシボ（片面シボ）

WoodyR・P Board

ウッディアール・ピー ボード キレバスシボ
▶ P.554-557
優れた耐候性で人気の Woody R・PBoard のキレバスカラー
に凹凸の効いたシボ加工で立体感を与えました。

BELIAN ITEM

天然木加工品（ビリアン） ▶ P.530-533

高 耐久性能の安心素材ビリアン材の天然木加工品。

FIT パワー

Utility

フィットパワー

（コンクリートブロック塀耐震補強金具）▶ P.596-597

資材

ブロック塀を守るのではなく、人
の命を守る耐震補強金具。FIT パ
ワーは震災時にＣＢ塀が瞬間的に
転倒するのを防ぎ人命を守る装置
です。都市部住宅密集地のような
狭小地のＣＢ塀の耐震化に適する
製品・工法です。

Shut Wall

防根・防竹シート シャットウォール

▶ P.578

深く生える根の侵入をシャットアウト。根深い竹林でも使用できます。

M13-10

