
おうち時間が定着してきた今、多くの方が趣味の時間をお庭で過ごされています。

これからは、その時間をより楽しむために、自分だけではなく、

仲間や親しい人を招いて共に過ごす機会が増えてくるのではないでしょうか。

オンリーワンクラブでは、さまざまなご要望にお応えできるよう、

お庭でマルシェを楽しむガーデンファニチャーや焚き火も楽しめるアウトドア調理器など

一人でも複数人でも楽しい時間を過ごせるアイテムを揃えました。

ガーデン＆リビングカタログは、家族や親しい人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

蛇口

高さや太さなどのサイズを多
彩にご用意。好みの蛇口を組
み合わせるものと専用蛇口
を設定しているものもあり
ます。

水栓柱

形やサイズや材質など様々な
バリエーションをご用意。

ガーデンパン

アルミ

タイル張り

枕木調

ステンレス

アンティークレンガ

鋳鉄

パイプ調

石材調

アイアン

水まわりシーンで蛇口はアクセサリーとしての要素も高く求め

られます。特に壁付けにする場合では、こだわりのデザインを

つけるだけで雰囲気のある水まわりを演出できます。また、水

栓柱の場合も、適応蛇口と組み合わせが可能なタイプがあり、

蛇口で自分なりのアレンジが楽しめます。

丸や角、同じ形状でも太さが違えば印象もガラリと変わります。

多彩な太さをご用意。イメージに合わせてお選びいただけます。

オンリーワンクラブでは、水まわりシーンにアクセントを添える、

個性あふれる質感の水栓柱を多彩に揃えています。

水まわりに必要なアイテムは、蛇口、水栓柱、ガーデ

ンパン。さらに使い勝手をアップさせる補助蛇口もある

と良いです。

φ34mm

φ60mm

□40mm

φ42mm

W80.6×D73mm

□50mm

φ50mm

φ110mm

※写真はデザイン水栓柱 いろえんぴつ ※写真はラギッドW

※写真はタイル張り水栓柱

※写真は鋳鉄水栓柱 ※写真はアイアン水栓柱 ※写真は陶器の水栓柱

※写真はジラーレ ※写真はエッセンスガーデン水栓柱 ※写真は丸型水栓柱17型

※写真は水栓柱コルム ※写真はアルミ水栓柱 ※写真は水栓柱サガン

※写真はアクアルージュ ※写真はアルミ水栓柱ステーク50

モダンなデザインからクラシカ
ルなデザインに、カラーも真
鍮・ブロンズ・シルバーなど
多彩な水栓をご用意。

補助蛇口

ホース専用として使用できる
ので面倒な着脱も無く使い
勝手がアップします。

□60mm

※写真はジラーレ プレミアム NEO

※写真はアンティークブリックス 水栓柱 ※水栓柱ユニット アクア ナチュラルタイプ

木調

コンクリート調

陶器

※写真はアクアルージュ ナチュラル

※水栓柱ベベル

※ガーデンパン アクア ウッドタイプ ※写真はステンレス水栓柱 角型60×900

蛇口とカラーの組み合わせで
印象を変えられます。

蛇口が別売りの商品です。
適応蛇口より別途お選びください。

マークを表示している商品の
適応蛇口掲載ページを表示しています。

※写真はアルミ水栓柱 Lite 蛇口セット

※写真は蛇口アーベン・
　蛇口トランクフォーセットスリー・
　蛇口トランクフォーセット ライン

※写真はカラーアルミ水栓柱・木目アルミ水栓柱・蛇口トランク
フォーセット スリー・蛇口トランクフォーセット ライン・蛇口アー
ベン・蛇口アニマルフォーセット コマドリ

※写真はアクアルージュW・千段水鉢

●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。 041G16040 G16

お庭やデッキスペースにバーカウンターを設置して、家族や友人と一緒に

お酒を楽しむ一時は、かけがえのないものです。しかし、既存のカウンター

は思いのほかお庭のスペースを専有し、使わないときは邪魔な存在となっ

てしまいます。タイヤ付きのガーデンマルシェなら、星空が見えるベスト

ポジションに移動させることも簡単。日頃は別の場所に置くことで空間

を有効活用することができます。

工場や倉庫のような無機質で無骨さが魅力のブルックリンスタイル。イ

ンテリアはもちろんガーデンシーンでも好まれる方が多いです。レンガの

壁面のアクセサリーアイテムとして、配管パイプそのままのデザインが特

徴的なリアルパイプロックに、ホーローのブラックが印象的なステンレス

ボウル ホーロー水受けをコーディネート。ブルックスリンスタイルの要素

をプラスします。

お庭の隅に隠されることの多い水栓柱ですが、お庭の表側に出すことで、

蛇口の開け閉めの煩わしさからも解放され、広いスペースで思う存分作

業することができます。

お庭の真ん中に水栓柱を設置。活動する近くにあるから、

さっと手洗い、パッと洗い物が行える。水受け位置が

高いので、水跳ねを気にすることなく使用できます。

星空の見える場所に移動して
夜はバーカウンター。

木漏れ日が温かみを添える。
ブルックリンスタイルのお庭。

ガーデンマルシェ P.254 ／カウンターチェア P.254 ／
アクアルージュ W ナチュラル（補助蛇口付） P.084 ／
アクアルージュ用手洗器 プレーンパン カレ P.086

Pick Up Item

リアルパイプロック P.068 ／ステンレスボウル ホーロー水受け P.158 ／
サークルテーブル 110 P.260 ／クリック ダイニングチェア P.260 ／
アッシュ モノクロームベンチ P.259

Pick Up Item

※写真の照明は含まれておりません。
　マグネットフックで LEDランタンを吊り下げています。

●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。 021G16020 G16

お庭を楽しむアイディア満載！

● 巻頭特集 （P.018 〜 027）

おうち時間の
楽しみ方を
ご提案

お庭のテイスト
を彩るアイテム
を拡充

選び方
ガイドも

G16 カタログでは、水栓柱など水まわりを中心としたお庭
を楽しむための具体例などを特集し、お庭の可能性を広げ、
ワクワクを盛り上げる一冊となっています。

● 水まわりアイテムの選び方（P.040 〜 043）● 巻頭特集 （P.018 〜 027）

水まわりを中心としたお庭のアイディアをご紹介します。
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■ガーデンパン LAM　P.148

■混合栓　P.110 ■ガーデンシンク スタイル / エレガント　P.246

■プラットパン ヨスミ / カクスイ　P.150 ■スクエアパン ネロ　P.155 ■ガーデンシンクパン　P.099

水栓を
足で操作

使い勝手の良い
ブラック&
グレー

肌寒い日のガーデニング作業に最適な、お湯が使える混合栓に使い勝手の良い
ブラックとグレーを追加しました。様々なシーンにコーディネートしていただけます。

ガーデンシンク スタイル / エレガントに、ペダルを踏んで水の出し止めができる
「フットバルブ」をオプションで追加しました。

ホースリール付きの水栓柱や足で水出しの操作ができるガーデンシンク、浅めでワイドなガーデンパンなど、
オシャレで便利な水まわりアイテムが新登場。様々なシーンに多彩なラインアップでお応えします。

デザイン性と使い勝手が共存した
水まわりアイテムが新登場。

マグネットで
アレンジ可能

かがまず操作
できる背面の
ホースリール

■アイアン水栓柱　P.048
まるでモニュメントのような、ユニークな形状が印象的なアイアン製の水栓柱が新登場。
背面にホースリールを設けたことで、日々の使いやすさにも配慮しています。
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■ Healing Spin　P.203 ■ドラム缶チェア100　P.192

ドラム缶を
利用した

セットアイテム
印象的な
竜巻状の炎

ガラスシリンダーの中に、トルネード状に渦を巻いて立ち上がる炎が特徴の
Healing Spin。お庭や、バルコニー、テラスなど、テーブルランプやガーデン
ランタンとして、手軽に炎を楽しめるアイテムです。

ドラム缶をリユースして個性豊かに仕上げたドラム缶チェアに、小ぶりで
色んな所に置きやすい一人掛けチェアとテーブルのセットアイテムが新
登場しました。

キャンプ人気の今だから欲しい、ディテールや素材にこだわった
ひと味違うキャンプアイテムを「ONLY ONE CAMP」シリーズとしてラインナップしました。

ひと味違うアイテムを揃えた
「オンリーワンキャンプ」シリーズ。

シーンに合わせ
開け締めできる■ HUNTING HEXA T/C SW　P.186

プライベート空間が充実するシェルターウォールの本格テント。夜は天井部中央を開いてテント内にいながら
美しい夜空を眺めることができる「スタービュー」機能を搭載。シチュエーションに合わせて活躍します。

■ヴァリアス ハット ノーマルタイプⅡ　P.188 ■ラウンドテーブル　P.194 ■キャンプグッズ　P.208

その他にも、
キャンプアイテムを
ご用意しています。

テントの中から
夜空を眺める
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モダンデザイン
の本格グリル

夜は
カウンターバー
として

お庭で
マルシェ

自宅でマルシェを開いたり、バーカウンターや、パーディでバーベキューを楽しんだり、
おうち時間をお庭でとことん楽しむためのアイテムをご用意しました。

マルシェ、パーティ、ガーデニングなど、
とことんお庭を楽しもう。

■ガーデンマルシェ / テント付ユニットテーブル　P.254
見ているだけで気分が跳ねる、マルシェワゴンやテント付きのテーブルセット。
お庭でのガーデンパーティなど、アイデア次第でいろんな楽しみ方ができるほか、
実際にショップワゴンとしてもお使いいただけます。

■メンリィ　P.228
アウトドアやキャンプにはもちろん、テラスやお
庭でのパーティーにも気軽に使える、本格グリ
ル。ストレージが付いているため、薪のストッ
クにも最適です。

※奥の薪棚は参考商品です。
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180°以上
回転

回転盤

ホース
　リール

脱着可能

亜鉛メッキやコンクリート調のアイテムや、こだわりカラーの木造物置、新発想のホースリールなど、
お庭に目を引くアクセントを添えるガーデンアイテムをラインナップしました。

お庭にアクセントを添える
ガーデンアイテムをラインナップ。

こだわりの
新色を追加

亜鉛メッキ
アイテム

耐候性を
向上させて
リニューアル

2 年間の
製品保証を
設定

■ガーデンアイテム　P.218

ホ ースリー ル の 進 化 版
ホースラクシリーズが新登
場しました。

■ホースラクシリーズ
　P.168

■シンプルホーム
　P.296・297

身近なアウトドアであるお庭をハードに楽しむ金属製のガーデンアイテム。
錆や腐食が生じにくい亜鉛メッキ加工を施し、耐久性が高いので屋外でも長くお使いいただけます。

■コンクリートファニチャー アウトドアテーブル　P.256
■コンクリートファニチャー アウトドアキッチン　 P.236
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、使用素
材を改良し耐候性を向上させてリニューアル。2 年間の製品保証や保護カバー、
専用クリーナーを追加しました。

デザイン性と耐久性に優れた木造物置と木造バイクガレージの「シンプルホーム」に、
本体カラー・枠カラー新色を追加しました。住まいとのマッチングの幅が広がりました。

2023-G16オンリーワンガーデン＆リビング

G16-6



素材感にこだわった装飾アイテムで、
魅力ある空間づくりを。

質感が異なる
3層デザイン

腰掛けられる
プランター

オリジナル
デザインアーチ

経年変化を
楽しむ

■ガーデンアーチ F 型　P.282

■コーテス ストラータ　P.306 ■コブル　P.301

■コールテン鋼花壇　P.302 ■ SUS 筧　P.346

質感の異なる３層のセメントが個性的なグラデー
ションを生み出す「コーテス ストラータ」。
様々なシーンにマッチするカラーを揃えています。

FRP と自然の石粒を合わせたオリジナルデザインのベンチプラン
ター。本物の石に見えるようシェイプを重ね、こだわりのフォルムに
仕上がりました。

■サンディ　P.304 ポリエステル樹脂とポリストーンに自然の砂粒を付着して研磨したユニークな大型プラン
ター。自然な風合いでありながら、耐候性、耐久性にも優れています。
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LIVING
品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ

手洗器 グローブ アラバスタ IB4-E441011 ¥30,800 ×1 P.393
スタンドユニットMR IB4-E351461 ¥63,800 ×1 P.393
単水栓 横方寸L ブロンズ IB4-E442022 ¥31,900 ×1 P.430
外付給水ユニット NL ブロンズ×チャコール IB4-EP18032 ¥52,800 ×1 P.429
Sトラップ排水金具付 25mm ブロンズ IB4-EP17112 ¥24,200 ×1 P.430
Q TOWEL RING BK DJ4-SH510BK ¥11,000 ×1 P.440
ミラー 丸型 小 JX4-M032 ￥39,000 ×1 P.416

組み合わせ合計価格：￥253,500

■床材  リビングマテリアル ゲール　NH4-GL600-1　P.445

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
置型洗面器 DS-1 JX4-B250 ￥85,000 ×1 P.382
サスアートカウンター /フラット面 
コンクリート（グレー）

FG4-SACF2 ¥52,000 ×1 P.415

ムク 洗面フレームA SU4-1006S ¥49,000 ×1 P.413
シングルレバー 混合栓（横） クローム IB4-E414020 ¥74,800 ×1 P.431
オーバーフローなし クロム JX4-D001 ￥17,000 ×1 P.385
排水トラップ  L型壁 クロム JX4-T0031 ¥31,000 ×1 P.385
ミラー 丸型 大 JX4-M031 ￥45,000 ×1 P.416

組み合わせ合計価格：￥353,800

■壁材  リビングマテリアル 西野 ホワイト　TP4-RCY-01　P.445

淡いピンクの石目が印象的な白いタイルの床に、レトロな衛生陶器のような手洗器
と外部配管を組み合わせて「ウォームナチュラルテイスト」に。甘い印象になり
がちな壁と床の組み合わせに、黒いフレームと配管パーツによって全体を引き締め、
絶妙な甘辛なシーンを演出できます。
水栓の横方寸は先端部先が回転ハンドルになっているため、周囲を濡らすことなく
使うことができます。

白く細いタイルの壁とベージュのシャインオークの床で「ホワイトラグジュアリー
テイスト」に仕立てた空間に。天然大理石の手洗器とコンクリート調カウンター、
クローム調の水栓や金物など多彩な異素材の組み合わせで、さらにラグジュアリー感
を高めています。
排水はもちろん、混合栓の給水も壁出しにすることで、多彩な素材感をバラ
ンスよくコントロールしています。

ウォームナチュラルに絶妙な甘辛を演出する、黒いフレームと配管パーツ。 ホワイトラグジュアリーをさりげなく彩る、異素材の組み合わせ。

05
ONLY ONE 
SET

06
ONLY ONE 
SET

●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。

364 G16 365G16

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
角型手洗器 KR JX4-B195 ￥46,000 ×1 P.383
古材風カウンター天板500 JB4-41425 ¥12,200 ×1 P.411
ムク ブラケット A SU4-1464S ¥11,000 ×1 P.427
ユリカモメ 混合栓 クローム IB4-E451010 ¥41,800 ×1 P.431
理科型アングル止水栓（壁給水） ブロンズ IB4-EP17142 ¥15,400 ×2 P.430
目皿タイプ クロム JX4-D017 ￥12,000 ×1 P.385
排水トラップ  L型壁 ブラック JX4-T0031B ¥44,000 ×1 P.385
MULTI HANGER PC DJ4-HH519PC ¥  4,800 ×1 P.440
Q TOWEL RING NI DJ4-SH519NI ¥11,000 ×1 P.440

組み合わせ合計価格：￥213,600

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
洗面器 MT-13 JX4-B234 ￥　77,000 ×1 P.383
洗面キャビネット ウオールナット ハギ材 HD4-SMD12W ￥420,000 ×1 P.409
ユリカモメ 混合栓 クローム IB4-E451010 ¥   41,800 ×1 P.431
理科型アングル止水栓（壁給水） ブロンズ IB4-EP17142 ¥   15,400 ×2 P.430
オーバーフローあり ブラック JX4-D014 ¥　20,000 ×1 P.385
排水トラップ  L型壁 ブラック JX4-T0031B ¥   44,000 ×1 P.385
ムク ミラー A SU4-1008S ￥　60,000 ×1 P.416
ムクタオルバー B 400 SU4-1462S ¥　　8,000 ×1 P.436

組み合わせ合計価格：￥701,600

■ 壁材  リビングマテリアル マグマ 600×600　TP4-TR66053R　P.445
■ 床材  リビングマテリアル リアルシェイズ　     NH4-RS4　P.445

ダークグレーのタイルを壁と床、黒い手洗器と金物部材、チーク材のカウンターを
組み合わせ「ダークラスティックテイスト」に。カウンター両端の凹凸や木目が浮き
上がった古材感が、無機質なシーンに味わい深さを加えます。
カウンター下の金物部材をダークトーンでまとめることで、全体に統一感をもたせ
つつ、黒い手洗器の印象を引き立てています。

ごま柄の石材調タイルの壁と古材の風合いを再現したタイル床に、ウォール
ナット材とアイアンフレームのキャビネットを組み合わせ「ミッドセンチュリー
テイスト」に。ダークトーンのウォールナットの色合いと黒いアイアンフレーム
で確かな存在感を出しながら、オープンスタイルのデザインで開放感のある雰囲気
を演出できます。
タオルバーを取り付けたり、オープンなシェルフスペースにお気に入りのカゴを
置いたりして自分らしくアレンジすることができます。

ダークラスティックな味わいを深める、カウンターの古材感。 ミッドセンチュリーに開放感を加える、オープンスタイルのキャビネット。

03
ONLY ONE 
SET

04
ONLY ONE 
SET

●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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品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
置型洗面器 CF-19 JX4-B107 ¥  71,000 ×1 P.384
洗面キャビネット ナラ材ハギ板 HD4-SMD12N ¥450,000 ×1 P.409
シングルレバー混合栓（横） ブロンズ IB4-E414022 ¥  85,800 ×1 P.431
オーバーフローなし ブラック JX4-D013 ¥  20,000 ×1 P.385
排水トラップ  L型壁 ブラック JX4-T0031B ¥  44,000 ×1 P.385
ミラー 丸型 大 JX4-M031 ¥  45,000 ×1 P.416
ムクタオルバー C 400 SU4-1651S ¥  15,000 ×1 P.436

組み合わせ合計価格：￥730,800

■ 床材  リビングマテリアル モルテロ　NP4-LG-MOR-60　P.445

品名 品番 OnlyOne価格 数量 掲載ページ
洗面器 MT-14 JX4-B235 ¥77,000 ×1 P.383
古材風カウンター天板750 JB4-41426 ¥27,700 ×1 P.411
ムク 洗面フレームA SU4-1006S ¥49,000 ×1 P.413
リズ混合栓 ブラス IB4-E250619 ¥41,800 ×1 P.431
ピヴォレバータイプⅣ IB4-E383019 ¥  2,200 ×2 P.431
理科型アングル止水栓（壁給水） ブラス IB4-EP17149 ¥13,200 ×2 P.430
オーバーフローあり ブラック JX4-D014 ¥20,000 ×1 P.385
排水トラップ  L型壁 ブラック JX4-T0031B ¥44,000 ×1 P.385
ミラー丸型 黒縁 JX4-M030 ¥45,000 ×1 P.416

組み合わせ合計価格：￥335,300
■床材  リビングマテリアル バロン ライトグレー　TP4-CE66035RG　P.445

モノトーンカラーでまとめたコンクリートの壁と石材調タイルの床に、古材風の
チークカウンターや真鍮製の金物を組み合わせ「グレイナチュラルテイスト」に。
ライトグレーの壁と床に、真鍮が持つ独特の輝きとカウンターのラフな表情が
一層際立ち、アクセントの効いたシーンを演出します。
給排水を壁出しにすることで、カウンター下のスペースをフルに活用。ストックや
小物を置くなど収納スペースとしても利用できます。

ナチュラルトーンの壁とコンクリート調タイルの床で「ジャパンディテイスト」に
仕立てた空間に。バイカラーの手洗器と縦縞のエングレーブデザインを施したキャビ
ネットにより、さらにジャパンディテイストの様相を高めています。
また、キャビネットはアイアン製の細い脚にすることで、重くなりがちなキャビネット
を軽い印象に仕上げ、壁付のような開放感を演出しています。

グレイナチュラルに映える、真鍮の色合いとチークのラフな表情。 ジャパンディの様相を高める、縦縞のエングレーブデザイン。
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●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。）〉
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●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。

● オンリーワンセット（P.356 〜 373）

セットをベースに手洗器や水栓を変更し、オリジナルのコーディネートを。
オンリーワンセットをベースに、お好みの手
洗 器や水栓などに変 更できるよう、セットに
使用している商品の内訳を掲載しております。
さらに、今回追加したセットに使用しているタ
イルもご注文いただけるようラインナップに
加えました。オンリーワンクラブは、手洗器か
らアクセサリーまでワンストップで手配してい
ただけます。

洗面シーンの
アイテムを
強化

圧巻の
14セットを
掲載

手洗器から
アクセサリーまで
ワンストップ

洗面シーンをコーディネートしたオン
リーワンセットを追加しました。全14
セットは、トイレシーンはもちろん、
洗面シーン、玄関シーンなどを想定。
さらに、さまざ まな住 宅テイストで
セットプランを紹介しています。

2023-G16オンリーワンガーデン＆リビング
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無垢材を使用し、シンプルでありながら収納性も兼ね備えた、床置き型の洗面キャビネット。
上部に収納スペースを設け、下部は細いブラック脚でスッキリと。圧迫感のないスタイリッシュなキャビネットに仕上げました。

「らしさ」にこだわる
楽しい一日がはじまる

オリジナル
デザイン

引き出し
タイプ

オープン
タイプ

■洗面キャビネット　P.408
海外で人気が高まっている木のエングレーブ
が目を引くの引き出しタイプと、好みの籠を
置 いたりアレンジできるオープンタイプの
2 種類をご用意しました。

設置しやすい床置き型のオリジナル洗面キャビネットが新登場。

2023-G16オンリーワンガーデン＆リビング
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■洗面器　P.382 〜 384

デザイン
バリエーション
多数追加

様々なシーンにマッチするさり気なくこだわり抜いたデザイン。
こぶりな手洗器からワイドな洗面器まで多彩なデザインバリエーションをご用意しております。

洗面シーンを彩る、多彩なカラーや質感、豊富なデザインバリエーションをご用意。
さらに、デザインやサイズにマッチするおしゃれな水栓や排水金具も多数追加しました。

洗面シーンを彩る個性的なアイテムで、
日常をもっと豊かに。

味わい深い
天然大理石

質感が魅力の
マットカラー

人気の
バイカラー

■置型洗面器 / 洗面器　P.382 〜 384
人気のバイカラーからマットカラー、天然大理石まで、
色や質感にもこだわった洗面器をご用意しております。

■単水栓・混合栓・排水トラップ　P.385

おしゃれな水栓や
排水金具も
ご用意しています。

2023-G16オンリーワンガーデン＆リビング
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毎日使うサニタリースペースだからこそ、デザイン性はもちろん使い勝手にもこだわりたい。
エッジをあえて不揃いにした古材風天板や丸型ミラー、質感豊かな大判タイルなどを追加しました。

毎日使うからこそ、
デザイン性と使い勝手にこだわりたい。

質感豊かな
大判タイル

左右端部は
不揃い仕上げ

人気の
丸型ミラー

■古材風カウンター天板　P.410

シンプルさを重視している
が質感にはこだわり、太い
パイプと厚みのある台座
が素材の持つひとつ上の
ベーシックを演出します。

■サニタリーアイテム
　 PL シリーズ
　 P.438

■リビングマテリアル　P.444

チーク材を再利用してつくった、古材の風合いを生かした天板です。
あえて不揃いに組み合わせることでさらに味わい深くなっています。大小サイズがあるので空間に合わせていただけます。

■ミラー　P.416
近年、インテリアシーンで人気のある丸型のミラーをラインナップ。
様々なシーンにマッチするフレームレスタイプと黒縁タイプをご用意しました。

室内のサニタリーシーンにおすすめの大判のタイル材。
味わい深く質感が豊かなものをセレクトしました。
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