
オンリーワンエクステリア

2019 / E19
EXTERIOR
毎日を豊かにする素敵なエクステリア。

Facade Item. Gate. Fence. Handrail. Costom Made.Function Pole.

Post.Interphone Cover. Name Plate. Shop Sign. Light.

ONLYONECLUB EXTERIOR CATALOG

手摺・門扉・フェンス・オーダー
アイテム・機能門柱・機能ユニット・
ポスト・インターホンカバー・表札・
ショップサイン・照明器具

E19-1

エクステリアは、「住まいの顔」。ファサードやアプローチは、住む人も訪れる人も、最も目にするお家の印象を決める大切な

場所です。家のテイスト、ライフスタイル、デザインや機能などを分かり易く掲載し、圧倒的アイテム数を誇るオンリーワン

エクステリアからアイテムを選ぶお手伝い。自分らしいアイテムを見つけて「家族の顔」を表現してみませんか。

住まいの価値をたかめ、豊かさを創造するエクステリア。
門扉・手摺を追加掲載し、トータルでご提案します。

住まいの顔は、「家族の顔」。
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EXTERIOR E19 INFORMATION

時代の流れとともにあらゆるものが変化していきます。

エクステリアもその一つ。

リフォームという新しい風を取り入れることで、家族の日常を便利に

日々を快適に安心して暮らせる場所へ、住まいの第一印象を変える

だけではなく、より豊かな暮らしを創造することができます。

今こそエクステリアを見直してみませんか。

ビフォー&アフターでわかりやすくご紹介しています。

Feature
巻頭特集 
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EXTERIOR E19 INFORMATION

素朴とモダン、相反する要素をひとつにしたトレンドミックス。
センスアップに最適なおすすめアイテムを取り揃えました。

 「ラスティックモダンスタイル」
2019  ONLY ONE STYLE 

Only One Style
オンリーワンスタイル

ラスティオ ▶︎ P.106

素朴な個性を持つ木質感でラスティックモダンな雰囲気を演出。

シックな木目がお洒落なクラッシーに大容量サイズを追加しました。

クラッシー スクエア ▶︎ P.252 口金ポスト 木目タイプ ▶︎ P.365

モダンティーク▶︎ P.517

使い勝手の良い口金ポストに和にも洋にも合わせやすい木目タイプを追加。

木目調タイルを黒枠で引き締め、
鏡面仕上げのプレートをあし
らったアジアンモダン表札。

フリーチョイス TYPE2 ▶︎ P.168

オリジナル機能門柱を作れるポールにツートンカラーを追加。

ニューヨークスタイル ウッド ▶︎ P.494

注目商品

注目商品

人気の切り文字バー付き表札に木調シートを合わせ
ラスティックに仕上げたタイプを追加しました。
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EXTERIOR E19 INFORMATION

ラスティックモダンスタイルをシーンに合わせてちょい足し。
アイデアひとつでお家の顔が見違える。

注目商品

注目商品

コンパクト門扉＋機能門柱でクローズ外構に

シェルフのようなサイドフェンスでディスプレイ 門柱と組み合わせて空間をモダンに引き締める

既存の口金ポストをお洒落にカバー

ヤパネ ネオ ▶︎ P.40

日本の伝統紋様や格子パターンを大胆に用いた
アイアン製、機能門柱・門扉セットシリーズ。

「日本らしさ」を大切にしながら、現代の暮らし
や住宅に調和するようにデザインしています。 カヴァリア▶︎ P.362

リアルな木目や質感を硬質低発泡ウレタン樹脂で再現。引き手金具にはステン
レスをあしらい、上質なポストカバーに仕上がりました。お好みでオリジナル
デザインのカスタマイズが可能です。

テンピオ  フェンスユニット ▶︎ P.110

機能門柱テンピオとコーディネートできるフェンスユニット。抜け感があり、
緩やかに空間を分けられます。シェルフタイプでグリーンや小物を使った
ディスプレイが楽しめます。

グラフィ サイドフェンス ▶︎ P.181

サイドフェンス「グラフィ」はピラーとの組み合わせや
機能門柱横に設置したりと様々なアレンジが可能です。

Pius just a little bit
ちょい足し
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スタイルカタログから門扉・屋外手摺が移行しました。ファサードを構築する上で最も人の目につき、手に触れるアイテムたち。
機能性からデザイン性まで、こだわりの商品を、短納期からフルオーダーまで幅広く取り揃えています。

スタイル エム S06 からの移行商品ご案内 S06  E19

Gate 門扉

ハーティー 規格門扉 ▶︎ P.44イペ材門扉 レグナ ▶︎ P.42

屋外手摺Handrail Order

Migration
移行商品

EXTERIOR E19 INFORMATION

ヴァレンソールⅡ ▶︎ P.60

シンプルレール ▶︎ P.56

ラスター ▶︎ P.66

エストリム ▶︎ P.64

ハーティー オーダー門扉 ▶︎ P.84

セル オーダー門扉 ▶︎ P.71

ボタニカル オーダー手摺 ▶︎ P.72

クロニクル オーダー手摺 ▶︎ P.82

CUSTOM MADE
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FacadeItem
ファサードアイテム

Handrail
屋外手摺

PETIT 
ARUPO

EXTERIOR E19 INFORMATION

アルミ機能門柱 オペラ ▶︎ P.120

ベース素材に軽くて丈夫なアルミを使用して
施工性と価格面に考慮しました。アクセント
に「ラミナム」を使用したモダンなタイプと、
木目シートを貼り付けたナチュラルなタイプ
をご用意しました。木彫シートで全面に貼っ
たタイプはセンターにステンレスプレートを
埋込みキラリとシャープな印象です。

人気のシンラインに笠置部に木目調シートを貼り付け
た「R-type」が加わりました。手に触れる部分がシー
トで包まれているのでナチュラルで優しい印象です。
本体のカラーはアルマイトシルバーとアルマイト KC の
２色からお選びいただけ、ナチュラルからモダンまで
幅広いテイストに合わせられます。

- typeR
シンライン ラスティックモダンテイスト▶︎ P.49

Thin Line

OPERA

WELCOME UNIT
ウェルカム ユニット ▶︎ P.180

リアルな木質感と耐候性で人気のエバーピラーの太さを変
えてリズミカルに並べ、上部に機能ユニットをのせました。
お気に入りのポストの取り付けが可能です。

プチアルポ ▶︎ P.124

弓なりに加工したアルミ形材が印象的な
R 型機能門柱アルポをコンパクトサイズに
リニューアル。

注目商品



Post
ポスト

Macron
マカロン ▶︎ P.222

丸い屋根と小ぶりな形が可愛らしい印象のお菓子のマカロンをイメージしたポスト
です。本体カラーと同じ色のスタンドで独立型ポストに。専用の取付金具を使用す
れば上置き仕様のポストとしてもお使いいただけます。

ボクシー ▶︎ P.240

横長の形や大きく開く蓋が工具箱のようなポスト。
あえて機能を付加せずシンプルにこだわってデザインしました。

Japane neo ヤパネ ネオ ▶︎ P.254

モダンな印象のマットなブラックパネルに【和】の要素を採り入れ
デザインしました。日本古来の模様である市松や青海波のリズミカルな
連続窓。プレートにお名前を入れて表札を兼ねることも出来ます。

EXTERIOR E19 INFORMATION

boxy

Joy -square- ジョイ スクエア ▶︎ P.250

大型郵便物の対応を可能にした大容量サイズ「ジョイスクエア」。
「ジョイ」の 機能はそのまま、価格帯もリーズナブルに。
様々なコーディネートができるよう 8 色をご用意しました。

注目商品

注目商品
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Nameplate
表札

Cubico
Emerge

イマージュ ▶︎ P.421

モダンな円形の表札です。サイドは繊細なローレット加工を施し、
スッキリとした丸い形がお家や店舗のワンポイントを演出します。

STELLA ステラ ▶︎ P.522

個性的なデザインの進化系表札！セパレート文字の新提案！！
アルミやステンレスの金属でアルファベットを表現した表札シリーズ。一つ一つは小さくても組み合わせれば、お洒落にお名前を彩ります。

キュビコ  ▶︎ P.420

Schelm
シェルム  ▶︎ P.421 Hardi アルディ ▶︎ P.421

Rod ロッド  ▶︎ P.420

Cipher
サイファー ▶︎ P.421

Brush ブラッシュ ▶︎ P.527

透明度の高い12mm 厚の高透過ガラス裏面の焼付塗装をパーマネント加工で
程よく削ぎ落とす手の込んだ技で仕上げました。

注目商品

EXTERIOR E19 INFORMATION

注目商品

Primo

プリモ ▶︎ P.644 〜

オンリーワンクラブのガーデンライトに新シリーズが登場。
ポールライト、スポットライト、グランドライト。夜のシーン
を幻想的に演出してくれる 3 タイプの照明をご用意しました。

Light
照明器具

注目商品


