
リアルな自然素材と金属の組み合わせが、
モダンで高級感のある空間に。

住宅を素敵に飾る門柱ユニット。

外壁や住宅扉、サッシ等と合わせれば、

美しい門まわりを演出します。

住宅のイメージ別におすすめの門柱コーディネートをご紹介。

あなたの住宅に調和する一台がきっと見つかります。
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温もりのある素材をつなげたデザインが、
光と風を通すナチュラルな空間に。

フォレス ▶P05

塗り壁とアクセントタイルの組み合わせが、
柔らかで華やかな空間に。

ファミアージュ ▶P09

不在時でも宅配物が受け取れる！
ライフスタイルに寄り添う門柱。

コルディアラック ▶P13



カーサ

リアルな自然の素材感と、シャープなアルミとの組み合わせで、

インテリアのような凛とした佇まいのカーサ。

モダンで、高級感のあるプランにおすすめです。

カーサD R　

植栽と調和する、
上品な佇まい。
天然木を思わせるリアルな質感は、
植栽等の自然素材に馴染みます。
さらに、住宅扉や窓枠を連想させるアルミのフレームが
住宅デザインと調和し、一体感のある空間に。

板目（いため）のような
リアルな木目。

木の節も再現した、
存在感あるテクスチャー。

NEW COLOR

NEW COLOR

石英岩のテクスチャーを
再現したリアルな石目。

窓のフレームとアルミフレームのカラーを合わせ、
住宅とコーディネート。
モノトーンでまとめた空間に存在感あるアルミフレームが
アイポイントになり、クールな印象を引き立てます。

すっきりとした木目はフレームを引き立てます。

石目調もご用意
しています。

シャンパンゴールド（SUS）

200 500 750 250 400 550 10001000・1000T

ブラック（BK）

1POINT

2POINT

1POINT

自然素材が引き立つ
シンプルなフレームで、
上品な印象。

側面にもテクスチャーを
施した、ラグジュアリーな
デザイン。

2POINT

存在感のあるアルミフレームで、重厚感をプラス。

フレームの色は、
住宅サッシ等のカラーに
あわせて選べる2色。

リアルな自然素材 ＋ アルミ素材の高級感

カーサD R

シンプルさと高級感を
兼ね備えたDR。
自然素材が引き立つ
すっきりとしたデザインで
景観に調和します。

カーサA D

存在感のあるフレームが
特徴のAD。
ファサードに調和しながらも、
そっと個性を演出できる
アイテムです。

カーサA D　

アルミフレームが、
モノトーン空間のアイポイントに。

合計価格

190,600円（税別）

【本体】カーサDR500 SUS
壁付けポストタイプ 
500×1550：ダークブラウン 118,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 07007 52：レザーブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック リタ
180×100：ダークブラウン+ブラック 30,000円
【ポスト】テラ：
ブラウン 27,800円
【その他の使用商品】■カーサスクリーン50：ダークブラウン 
■セシルウォール：マットブラウン ■ゴードンウォール：ウッド
ブラウン ■クリスボーダー：マットブラウン ■バレリア［ai］:
アルテベージュ ■フラミア［ai］:アルテベージュ ■リビオ［ai］
緑化：ベージュ ■12V照明 エコルトポールライト 温度感知
（人感）センサ付 EA 11011 052

合計価格

135,800円（税別）

【本体】カーサAD250 SUS
262×1700：ストーンブラック 60,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック ボワ
120×120：レザーブラウン 25,000円
【ポスト】モルト：
ラスティブラウン 36,000円
【その他の使用商品】■カーサスクリーン34：ブラック ■ミルト
ンウォール：チャコールグレー ■エミリーボーダー：チャコール
グレー ■テニソンペイバー：ナチュラルブラック

ナチュラルな印象で
植栽と調和

シックなデザインに
おすすめ

木目調石目調

Line up 豊富なサイズバリエーションからお選びいただけます。　

カーサA DカーサD R

柾目（まさめ）のような真っ直ぐな木目。

　※合計価格にインターホン、トランス、ケーブルは含まれていません。（12V照明にはトランス、ケーブルが必要となります。）　CADデータをご用意しています。詳しくは裏表紙をご覧下さい。
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裏面を有効活用し、
プライベート空間を

演出

プライバシーを
保ちながら

宅配物を受け取り

プライバシーを守り、
宅配物を受け取るプラン。

門柱や塀等の役割を1台でこなす、マルチウォール。
カーサとライト×サイン×ポストのコーディネート

ユニットウォールにも埋込みポストをビルトイン。

表 裏

合計価格

516,400円（税別）

【本体】カーサDR1000T RC SUS 
宅配ポスト100 Bタイプ
1000×700×1600：ストーンホワイト
338,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 07004 52：タモ 12,800円
【サイン】ワンロック レジェ
180×70 typeⅠ：スモークベージュ
16,000円
【宅配ポスト】
コルディア100 ポスト有り
後出し：タモ 129,800円
宅配ボックス／ポスト用スペーサー：
6,000円
壁面埋込用補助台座：13,800円
 

合計価格

318,600円（税別）

【本体】カーサAD1000 LC BK
1000×550×1455:
ストーンブラック
148,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07004 32：パイン 12,800円
【サイン】ワンロック ベネ
180×70：アルミシルバー
30,000円
【ポスト】ヴィコ WH:
マットブラック 29,800円
【ウォーターシリーズ】
ガーデンシンク KIT S1：
ステンレスヘアライン 98,000円

合計価格

149,600円（税別）

【本体】カーサDR200 SUS
埋込みポストタイプ
200×1700:ブラック 
85,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 22：アイビーグレー
14,800円
【サイン】ワンロック ラック
120×90 プレーン：
ステンレスシルバー 20,000円
【ポスト】レフィナ:ブラック
29,800円

合計価格

149,600円（税別）

【本体】カーサAD550 SUS
535×1455:ライトブラウン 
89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07002 12：シルバー
14,800円
【サイン】ワンロック マテリア
120×90
16,000円
【ポスト】コラーナ05:S シルバー
29,800円

合計価格

188,800円（税別）

【本体】カーサDR500 SUS
埋込みポストタイプ
500×1550:ダークブラウン 
128,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07007 62：シャンパンゴールド
14,800円
【サイン】ワンロック グラン
148×148 ：アンティカベージュ
16,000円
【ポスト】カーサDR 
専用埋込みポスト 30,000円

合計価格

135,600円（税別）

【本体】カーサAD400 SUS  
394×1700：
ホワイト 75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：
ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅠ：
スモークブラウン 16,000円
【ポスト】
イール：
レザーブラウン 29,800円

合計価格

135,600円（税別）

【本体】カーサDR200 SUS 
壁付けポストタイプ
200×1700：ダークブラウン
75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：ラスティブラウン
14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅠ：
スモークブラウン 16,000円
【ポスト】
ヴィコ WH：
マットブラック 29,800円

合計価格

184,600円（税別）

【本体】カーサDR500 SUS 
壁付けポストタイプ
500×1550：ストーンブラック
118,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EB 07009 3210：
パイン＋シルバー 16,800円
【サイン】ワンロック アーチェ
180×70 20,000円
【ポスト】
クルム：
パイン 29,800円

合計価格

214,800円（税別）

【本体】カーサDR750 SUS 
壁付けポストタイプ
750×1550：
ライトブラウン 148,000円
【ライト】12V照明 
エコルトウォールライト
EA 07005 12：
シルバー 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
180×70 typeⅡ：
スモークグラス 16,000円
【ポスト】モルト：
シルバー 36,000円

合計価格

145,800円（税別）

【本体】カーサAD400 SUS 
394×1700：
ストーンホワイト 75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07012 52：
シルバーチーク 14,800円
【サイン】ワンロック アルコ
120×120：
バイブレーション 20,000円
【ポスト】
プラスト：
シルバーチーク 36,000円

合計価格

115,600円（税別）

【本体】カーサAD250 SUS 
262×1700：
ライトブラウン 60,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 62：
シャンパンゴールド 14,800円
【サイン】ワンロック ウェルク
120×90 リーフ：
ベージュ 16,000円
【ポスト】エピ：
シルバー 24,800円

合計価格

155,800円（税別）

【本体】カーサAD550 SUS 
535×1455：
ブラック 89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 22：
アイビーグレー 14,800円
【サイン】ワンロック ウェルク
120×90 ストライプ：グレー
16,000円
【ポスト】
ヴィルク：
アイビーグレー 36,000円

玄関が道路から見えにくい、クランクしたアプ
ローチにぴったり。L字形状を活かして設置
できる上、裏面が隠れるため、宅配物を取り
出す際のプライバシーを守ります。

表は門塀、裏はガーデンスペース
として楽しむ。

裏面にガーデンシンクを設置して、コンパク
トスペースをくつろぎの空間へ。
野菜を洗ったり、お茶をしたり、庭での楽し
みが広がります。

more !

PlanPlan

カーサDR200、500、
750、1000 SUS
埋込みポストタイプ 
カーサAD550

対応のカーサ

カーサDR1000T
宅配ボックス100タイプ、
宅配ポスト100タイプ

対応のカーサ

カーサDR1000、1000T
カーサAD1000

対応のカーサ

裏面にガーデンシンクをプラス

合計価格

120,600円（税別）

【本体】カーサAD250 SUS 
262×1700：
ライトブラウン 60,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 62：
シャンパンゴールド 14,800円
【サイン】ワンロック ウェルク
120×90 ストライプ：
ダークオレンジ 16,000円
【ポスト】
アンテ：
オレンジ 29,800円

合計価格

133,600円（税別）

【本体】カーサDR200 SUS  
壁付けポストタイプ
200×1700：
ライトブラウン 75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：
ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック マテリア
120×90 16,000円
【ポスト】
テラ：
レッド 27,800円

03 04
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フォレスコネクト

温もりある素材をつなげた連結デザインで、

光や風を通すナチュラルな印象のフォレスコネクト。

リサイクル材を使用した樹脂木が、やわらかさを演出します。

フォレスコネクトO S  t y p eⅠ

重厚感ある空間に、
木目のポールで軽やかさをプラス。
モノトーンの重厚感あるファサードに、
連結デザインのポールが、光や風を通し軽やかな印象に。
アプローチに宅配ボックスを設置してデザイン性と、
利便性を両立しました。

ブラウン系のカラーで門柱をまとめて、
落ち着いた印象とナチュラルな雰囲気を演出。
住宅の縦ラインとポールをつないだ連結デザインがマッチし、
ファサードに統一感を生み出しています。

両面使える
A面B面仕様3POINT

選べるデザイン1POINT

フォレスコネクトO S

フォレスコネクトS T

どんな空間にも調和する
スタンダードデザイン。

塗り壁と樹脂木を
組み合わせた、
セミオーダータイプのOS。
住宅の雰囲気にあわせて
カラーやデザインを選べます。

フォレスコネクトM C

門まわりにさりげなく
アクセントをプラス。

フォレスコネクトN D

門まわりをスリムに
まとめたい方に。

フォレスコネクトS T

住宅の縦ラインとあわせた、
統一感のあるデザイン。

合計価格

173,600円（税別）

【本体】フォレスコネクトOS typeⅠ 
380×1700（A面）：
ブラック、ダークブラウン 109,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 22：アイビーグレー 14,800円
【サイン】ワンロック アルコ 
120×120：バイブレーション 20,000円
【ポスト】ヴィコ WH：
マットブラック 29,800円
【その他の使用商品】■コルディア100 ポスト無し 前出し：
ウォールナット ■ティーナ［ai］:アルテグレー ■バレリアステッ
プ［ai］:アルテグレー ■カッシア［ai］:アルテグレー

合計価格

153,600円（税別）

【本体】フォレスコネクトST
370×1700：ライトブラウン 89,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 07007 62：シャンパンゴールド 14,800円
【サイン】ワンロック レド
180×70 typeⅠ：レザーブラウン 20,000円
【ポスト】イール：
レザーブラウン 29,800円
【その他の使用商品】■フォレスポール 85×1700：ライトブラ
ウン ■リビオ［ai］:ベージュ ■フラミア［ai］:アルテベージュ 
■エコルトポールライト EA 11012 052：ブラウン

typeⅠ 

B面B面 A面A面

typeⅡ 

本体と柱の色を
組み合わせられます。

吹き付け塗装の塗り壁

天然木の質感を再現した、
樹脂木

+

2POINT

設置場所に応じて
正面にする面を
A面、B面から
お選びいただけます。

typeⅠ、typeⅡの
2種類から選べます。

本体の色

柱の色

緑と調和する、
ぬくもりあるデザイン2POINT

天然木の質感を
再現した樹脂木1POINT

住宅にあわせて
選べるカラー

温もりある素材+連結デザインのナチュラル感

　※合計価格にインターホン、トランス、ケーブルは含まれていません。（12V照明にはトランス、ケーブルが必要となります。）　CADデータをご用意しています。詳しくは裏表紙をご覧下さい。

選べる
24種！
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typeⅠ typeⅡ

A面B面を利用すれば、左右対称のデザインが容易。

L字に配置して動線を分ける。

合計価格

147,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトST
370×1700：
ダークブラウン 89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：
ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅠ
スモークブラウン 16,000円
【ポスト】テラ：
ブラウン 27,800円

合計価格

171,600円（税別）

【本体】フォレスコネクトOS  
380×1700：
ブラック、ダークブラウン 109,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック アーチェ 
120×120 タテ 20,000円
【ポスト】クルム：チョコブラウン 27,800円

合計価格

159,800円（税別）

【本体】フォレスコネクトMC
398×1500：
ダークブラウンミックス 
89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07007 52：
レザーブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック レド
120×75 ：レザーベージュ
20,000円
【ポスト】モルト：
ラスティブラウン 36,000円

合計価格

155,600円（税別）

【本体】フォレスコネクトMC
398×1500：
ライトブラウンミックス 
89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07007 52：
レザーブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック ラック
120×90 
プレーン：ステンレスシルバー 
20,000円
【ポスト】クーゼ：
レザーブラウン 31,800円

合計価格

133,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトND
274×1700：
ダークブラウン 75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07004 12：
シルバー 12,800円
【サイン】
ワンロック マテリア
120×90 16,000円
【ポスト】ヴィコ WH：
マットベージュ 29,800円

合計価格

147,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトST 
370×1700：
ブラック 89,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 22：
アイビーグレー 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
180×70 typeⅠ：
スモークグラス 16,000円
【ポスト】クルム：
グレーベージュ 27,800円

合計価格

167,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトOS typeⅡ
380×1700：
アイボリー、ライトブラウン 
109,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック アリエル
130×130 上仕様：エルム 
16,000円
【ポスト】テラ：
アイボリー 27,800円

合計価格

167,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトOS typeⅡ 
380×1700：
ベージュ、ダークブラウン 
109,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07006 52：
レザーブラウン 12,800円
【サイン】ワンロック マテリア 
120×90 16,000円
【ポスト】イール：
レザーブラウン 29,800円

合計価格

169,600円（税別）

合計価格

128,600円（税別）

【本体】
フォレスコネクトND
274×1700：
ライトブラウン 75,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07006 52：
レザーブラウン 12,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅠ：
スモークブラウン 16,000円
【ポスト】エピ：
チョコブラウン 24,800円

more !

2世帯住宅
アレンジ
デザイン

2世帯住宅に
おすすめ！

【本体】フォレスコネクトOS typeⅠ 380×1700：アイボリー、ダークブラウン 109,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト EA 01017 12：シルバー 14,800円
【サイン】ワンロック ウェルク 120×90 リーフ：ブラウン 16,000円
【ポスト】ヴィコ WH：マットベージュ 29,800円

B面

typeⅠ（B面） typeⅡ（A面）

A面

A面 B面 A面B面

フォレスとライト×サイン×ポストのコーディネート
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ファミアージュ

ぬくもりのある塗り壁にエレガントなタイルを組み合わせたファミアージュ。

その組み合わせによって表情を変え

さまざまな空間に柔らかで華やかな印象をもたらします。

ファミアージュ  アクシスS

アクセントタイルが彩りを添える
あたたかなファサード。
アイボリー系のカラーでまとめたファサードに、
住宅や門柱のタイルが映え、華やかな印象に。
大型の宅配ボックスも同じアイボリー色にすることで
圧迫感を与えません。

住宅外壁にあわせて、門柱のカラーをコーディネート。
統一感を演出しながらも、
幅500mmの存在感ある門柱がポイントとなり、
空間を引き締めています。

ファミアージュ
アクシスS

スリムサイズで、狭い敷地に
華やかさをプラスするアクシスS。
さりげないタイル使いが、
上品な印象の門柱です。

ファミアージュ
フォンテⅡ

ファサードスペースを
有効活用できる、
水栓機能付き。

ファミアージュ
スマート

ライト、トランスが
セットになった
コンパクト門柱。

ファミアージュ
アクシス

幅広タイプで、ファサードの
顔になるアクシス。
表情豊かなタイルが
ファサードのポイントに。

ファミアージュ  アクシス

存在感ある門柱で
空間をぐっと上質に。

合計価格

127,400円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS
170×1700：
アイボリー、フォンテブラウン 59,800円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック ラウラ
120×120：ウォームグレー 25,000円
【ポスト】テラ：
アイボリー 27,800円
【その他の使用商品】■ケイト ポスト無し：アイボリー ■ファ
ミエンテスタンド 2口：フォンテブラウン ■カッシア［ai］115：
アルテイエロー

合計価格

176,660円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス
500×1600：
ベージュ、マットブラック 105,000円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック ノーブル
120×120：ブラウン 25,000円
【ポスト】クーゼ：
レザーブラウン 31,800円
【その他の使用商品】■ネストブリック：クレイアイボリー ■ベ
ガスファイン：ブラウン ■フラミア［ai］：アルテベージュ

Ⓡ

櫛引き仕上げで凹凸のある表情。

塗り壁

組み合わせ
は25種！

三角柱の
立体的なデザイン。

背面に
蛇口を取付可能。

住宅に
あわせて選べる、
壁色とタイルの組み合わせ。　

コーディネートしやすい
落ち着いたカラーのタイル。

アクセントタイル

塗り壁 + アクセントタイルの華やかさ

1POINT

+

アイボリー色が
納期約5日に！

▲

ホームページで、塗り壁+アクセントタイルの組み合わせイメージを確認できます！
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統一感をもたらしつつタイルで個性を表現。

合計価格

169,600円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス
500×1600：
アイボリー、フォンテブラウン 
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EB 07011 4260：
レザーベージュ+
シャンパンゴールド 16,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅡ：
スモークグラス 16,000円
【ポスト】クーゼ：レザーベージュ
31,800円

合計価格

165,600円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス
500×1600：
ホワイト、ミルキーホワイト
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅡ：
スモークベージュ 16,000円
【ポスト】ヴィコ WH：
マットベージュ 
29,800円

合計価格

163,800円（税別）

【本体】
ファミアージュ スマート
200×1700：
ダークブラウン 120,000円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅡ：
スモークベージュ 16,000円
【ポスト】テラ：
ベージュ 27,800円

合計価格

213,100円（税別）

【本体】ファミアージュ フォンテⅡ 
400×1700：アイボリー 115,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト 
EB 07009 6210：
ウォールナット＋シルバー 16,800円
【サイン】ワンロック ボワ 
120×120：ウォールナット 25,000円
【ポスト】クルム：ウォールナット 29,800円
【フォーセット】プレーンフォーセット 
スタンダード：シルバー 6,700円
【ポット】陶芸ポット デミ：
ダークブラウン 19,800円

合計価格

120,400円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS
170×1700：
ホワイト、ミルキーホワイト
 59,800円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ
110×110 typeⅡ：
スモークベージュ 16,000円
【ポスト】ヴィコ WH：
マットベージュ 29,800円

合計価格

130,600円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS
170×1700：
ダークブラウン、フォンテブラウン
59,800円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック ラック
120×90 プレーン：
ステンレスシルバー 20,000円
【ポスト】プラスト：
シルバーチーク 36,000円

合計価格

175,800円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス 
500×1600：
ダークグレー、マットブラック 
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 07002 12：
シルバー 14,800円
【サイン】ワンロック アーチェ
150×150 タテ 20,000円
【ポスト】ヴィルク：
アイビーグレー 36,000円

合計価格

175,800円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス 
500×1600：
ダークブラウン、フォンテブラウン 
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック ラック
120×90 プレーン：
ステンレスシルバー 20,000円
【ポスト】プラスト：
シルバーチーク 36,000円

合計価格

171,800円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス
500×1600：
アイボリー、スノーホワイト
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 42：
オフホワイト 14,800円
【サイン】ワンロック グラン
148×148：
アンティカホワイト 16,000円
【ポスト】ラディ：
シーガルベージュ 36,000円

合計価格

118,400円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS
170×1700：
ベージュ、スノーホワイト
59,800円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：
ラスティブラウン 14,800円
【サイン】ワンロック マテリア
120×90 16,000円
【ポスト】テラ：
ブラウン 27,800円

more !

Ⓡ

Ⓡ

コンパクトスペースにはアクシスS

設置スペースにあわせて幅広タイプのアクシスを

合計価格

118,400円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS 170×1700：アイボリー 59,800円
【ライト】12V照明 エコルトウォールライト EA 01017 12：シルバー 14,800円
【サイン】ワンロック レジェ 110×110 typeⅠ：スモークブラウン 16,000円
【ポスト】クルム：シルバー 27,800円

合計価格

172,600円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシス
500×1600：
アイボリー、ミルキーホワイト 
105,000円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 12：
シルバー 14,800円
【サイン】ワンロック ラウラ
120×120 ：
ヘーゼル 25,000円
【ポスト】
テラ：グリーン 
27,800円

合計価格

172,000円（税別）

【本体】
ファミアージュ スマート
200×1700：
ダークグレー 120,000円
【サイン】ワンロック ウェルク
120×90 ストライプ：
グレー 16,000円
【ポスト】プラスト：
シルバー 36,000円

合計価格

115,400円（税別）

【本体】ファミアージュ アクシスS
170×1700：
アイボリー、セピアブラウン 
59,800円
【ライト】
12V照明 エコルトウォールライト
EA 01017 52：ラスティブラウン 
14,800円
【サイン】ワンロックアリエル
130×130 下仕様：
ウォールナット 16,000円
【ポスト】エピ：
チョコブラウン 24,800円

分譲住宅の
統一外構に

アイボリー色が納期約5日に。

アクシスS、アクシスのアイボリー色は
約5日でお届けするため、
ポストやライトと一緒に発注できます。

タイル色：フォンテブラウン タイル色：マットブラック

※ファミアージュ スマートには
　ライト、トランス、ケーブルを
　付属しています。

※ファミアージュ スマートには
　ライト、トランス、ケーブルを
　付属しています。

設置スペースに
あわせて選べるサイズ

設置スペースに
あわせて選べるサイズ

ファミアージュとライト×サイン×ポストのコーディネート
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2
宅配
ポスト付

コルディアラック

インターネット通販の急増によるドライバー不足やCO2排出量の増加等、

さまざまな問題を抱える宅配便。

そんな宅配物がいつでも受け取れる宅配ポスト付門柱です。

コルディアラック I L S

すっきりとしたデザイン性と
機能性を両立。
ポーチ等の玄関近くに設置すれば、
大きな荷物の取り出しがスムーズ。
一体デザインだから、コンパクトスペースにも
すっきりとおさまります。

前出しタイプの場合

後出しタイプの場合

詳しくは
ユニソンホームページを
ご覧下さい。

宅配物の大きさから
選べる、3つのサイズ

大きく見えて、実はコンパクトなコルディアラック。設置するにはスペースはどのくらい必要？

上面図

上面図

1POINT
使い方によって
セット内容を選べる

インターホンカバー、ライト、
トランス、サインシール付

門柱の機能を
この1台に

インターホンが
住宅に付いている場合に

POINT

コルディアラックILS 

プランによって選べる豊富なバリエーション

本体価格

298,000円（税別）

【本体】
コルディアラックILS 80+100
471×1500：マットベージュ
【付属ポスト】
コルディア80 前出し 
コルディア100 ポスト無し 前出し

【その他の使用商品】■フォルガポール 30X100：ハカランダ
ブラック ■アルタ：シャドーブラウン

その他にもスタンドタイプや、埋込みタイプ等、設置場所に合わせて選べます。

　※CADデータをご用意しています。詳しくは裏表紙をご覧下さい。

レザーや木目の質感で
あたたかみのあるデザイン。
住宅にあわせてカラーを
お選びいただけます。

木目調

レザー調

マットカラー

宅配80サイズ
（3辺の合計が80cm）

宅配100サイズ
（3辺の合計が100cm）

宅配80サイズ
　　  +
宅配100サイズ

10kg

20kg

20kg

10kg

小型の宅配物の受け取りに

大型の宅配物の受け取りに

複数の宅配物の受け取りに

+設置前に確認！必要なスペース

荷
物

約 1,200mm

432mm

47
1m

m

荷
物

約 1,500mm

483mm

47
1m

m

ライト、トランス、
サインシール付

コルディアラックLS

コルディアラック

電気工事なし！
リフォームにおすすめ

選べる
カラー

バリエーション

前入れ

前入れ 後出し

前出し
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【仕様変更及び掲載写真について】商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。また、生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。
商品写真は撮影状況、印刷の関係上、実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

●商品詳細につきましてはガーデンエクステリア商品総合カタログ、ガーデンエクステリア商品カタログまたは、ホームページをご覧下さい。
●必ず商品に同梱またはユニソンホームページに掲載している取付・取扱説明書に従って下さい。
●各商品の参考施工図については、ホームページに掲載しているCADデータをご参照下さい。

※12V照明「エコルト」には、エコルトトランス、エコルトケーブルNが必要となります。
※コルディアアリィにはエコルトトランス、エコルトケーブルN 10mを付属しています。（トランスはコンセント付15またはスタンダード35からお選びいただけます。）
※ファミアージュ スマートには、エコルトトランス コンセント付15、エコルトケーブルN 10mを付属しています。　

照度センサ（タイマー付）内蔵

12V照明に必要なトランス、ケーブルのご案内（別売）

エコルトトランス スタンダード35 
EA 11701 00

エコルトケーブルN 10m EA 11704 00

本体価格（税別）：13,800円
照度センサ内蔵

本体価格（税別）：13,800円
AC100Vコンセント付

エコルトトランス コンセント付15 
EA 11709 000 本体価格（税別）：5,000円

エコルトケーブルN 30m EA 11705 00
本体価格（税別）：10,000円

ユニソンホームページにて、冊子のPDFや門柱コーディネートの商品画像・CADデータをダウンロードできます。

http://www.unison-net.com

お好きなデータをダウンロードして、
お客様へのご提案などにご利用下さい。

トップページ

商品画像

「画像ダウンロード」の「各商品」より
門柱コーディネート画像を
ダウンロードできます

3

商品資料 Download1

ご提案ツール

冊子のPDFを
ダウンロードできます

2 ガーデンエクステリアプラン4

※　　　　　マークが付いたプランは、RIKCADに対応する「MODデータ」と多くのCADソフトに対応する
　「DXFデータ」をご用意しています。
※　　  マークがある門柱コーディネート例は、JWCADに対応する「SPDデータ」をご用意しています。

2

3 4

ユニソン　　　 中部営業部　　  ／〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル3階　TEL 052-533-5262　FAX 052-533-5263
ユニソン西日本 近畿営業部　　 ／〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号　　　　　　　　   TEL 072-829-0606　FAX 072-829-0616
ユニソン西日本 中国・九州営業部／〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町15番5号　　　　　　　　　  TEL 092-626-7051　FAX 092-626-7053
ユニソン　　　 BGS事業本部　 ／〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル3階　TEL 052-533-5373　FAX 052-533-5263

［グループ拠点］東海東・東海西・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡　HPアドレス　http://www.unison-net.com

2017.6

プランのCADデータ  を
ダウンロードできます

※
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