
価格改定・廃番・仕様変更一覧表

ガーデンエクステリア商品カタログ2016

■ユニットウォール ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　（受）受注後生産品　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

ファミアージュ アクシス（受） 500×1600 ベージュ、グレー P42 ●

コルディアアリィ（受） 472×1500 全色 P50 ●

フレンテスリット 300×1700 ベージュ P56 ●

フォルガコネクト  typeⅠ275×1500 全色 P58 ●

フォルガN 全規格 全色 P60 ●

フォルガW 全規格 全色 P62 ●

フォルガスクリーン（受） 全規格 全色 P65 ●

パルトミニマム190 ※2 190×1200 全色 P70 ●

ティレットミニマム 254×1500 全色 P72 ●

ビルトアリィ（受） 200×1400 全色

ビルトサイン（受） ― ―

■ユニットウォール ［仕様変更］　変更日：平成29年4月1日（土）　　（受）受注後生産品

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

ファミアージュ アクシス（受） 500×1600 全色 P42 ●

ファミアージュ フォンテⅡ 400×1700 全色 P44 ●

ファミアージュ スマート 200×1700 全色 P46 ●

コルディアラック（受） 471×1400 全色

LEDライト･サインシールセット ― ―

ビルズ450 450×1500 全色 P52 ●

フレンテアリィ250 250×1550 全色 P54 ●

フレンテスリット 300×1700 アイボリー P56 ●

■ライティング ［価格改定］　改定日：平成29年4月1日（土）　　価格は全て税別です。

本体価格 1㎡・m価格 本体価格 1㎡・m価格

EA 07001 12、52 全色 １３,８００円 ―――― １２,８００円 ―――― P87 ―

EA 07002 12、52 全色 １５,８００円 ―――― １４,８００円 ―――― P87 ―

EA 07012 12、32、42、52、62 全色 １５,８００円 ―――― １４,８００円 ―――― P88 ―

■ライティング ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称

カタログ

ページ

案内

履歴

EA 02009 62 P97 ●

EA 02003　71、72

EA 02004　71、72

EA 02005　71、72

P98 ●

エコルトスポットライト 3個セット EB 01014 12 P104 ●

エコルトスポットライト ※2 EA 03003 12、03001 12 P105 ●

UNDWP-36975、36974 ●

埋込ボックスUNCDO-4A ●

埋込ボックス用樹脂カバー

UNOF-12P2Y

●

ポージィトップライト UNOG 254 440LD P124 ●

ポージィポールライト UNOG 254 437LD P125 ●

UNOG 254 211、212 ●

UNOG 254 203、204 ●

ポージィグランドライト ※2 UNOG 254 018 P130 ●

■ポスト ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）

商品名 規格・名称

カタログ

ページ

案内

履歴

マレーザ 全規格 ●

縦型ポスト壁面取付け用台座B ― ―

平成29年2月24日

●

案内

履歴

オフホワイト（電球色） ブラック、青銅は継続して販売します。

ポージィスポットライト ※2

シルバー（白色、電球色） ―

P129

シルバー（白色、電球色） ―

―

― ―

オフホワイト（電球色） ブラック、青銅は継続して販売します。

シルバー（電球色） EA 03003は平成29年4月1日より代替品を販売します。

シルバー（白色） 電球色は継続して販売します。

備考

他の色は継続して販売します。平成29年4月1日より代替色を販売します。

―

アイボリーは継続して販売します。

一部本体色、背面点検口の仕様、タイル（全色）を変更します。

側面点検口の仕様、タイル（ダークグレーのみ）を変更します。

背面点検口の仕様を変更します。

フォルガコネクト typeⅡは継続して販売します。

―

―

―

パルト190は継続して販売します。

―

背面点検口の仕様を変更します。

背面点検口の仕様を変更します。

背面点検口の仕様を変更します。

改訂前 改訂後

マットシルバー（電球色） EA 01011 12は継続して販売します。

P72

備考

●

―

―

シルバー、ブラック ―

カタログ

ページ

色

平成29年4月1日より、LEDライト・サインシールをセットした商品を販売しま

す。

P48

商品名 規格・名称 色

ポージィウォールライト ※2

エコルトウォールライト

備考

エコルトグランドライト ※2

ブラスト（電球色） ―

（白色、電球色） ―

P122
―

P196

― ―

色 備考

全色 ―

平成28年9月、10月に案内させていただきました

廃番、仕様変更の内容については、下記表「案内

履歴」の欄に「●」にて表示しております。
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■サイン ［価格改定］　改定日：平成29年4月1日（土）　　価格は全て税別です。　※3：平成29年4月1日から仕様変更します。

本体価格 1㎡・m価格 本体価格 1㎡・m価格

ファスト フラン 全規格 全色 ２５,０００円 ―――― ２０,０００円 ―――― P239 ―

ファスト アルコ　※3 全規格 全色 ２５,０００円 ―――― ２０,０００円 ―――― P248 ―

アラモード　※3 全規格 全色 ２５,０００円 ―――― ２０,０００円 ―――― P265 ―

■サイン ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

ワンロック マーナ 全規格 全色 P227 ●

ワンロック レクス ES 全規格 全色 P228 ●

レジェ 全規格 全色 P233 ●

ファスト リブロ 全規格 全色 P237 ●

ファスト オッティ 全規格 全色 P243 ●

ファスト アーテル 全規格 全色 P244 ●

ファスト グラーゼ 全規格 全色 P245 ●

ファスト ホーク 全規格 全色 P247 ●

ファスト アルコ 全規格 全色 P248 ●

ファスト パスト ※2 全規格 全色 P250 ●

クク 全規格 全色 P253 ●

エルカ

L180 照明無し レイアウト E2

L230 照明無し レイアウト E2

全色 P254 ●

サリエ

156×154 レイアウトA、B、Q

照明無し

全色 P255 ●

ルンゴ 全規格 全色 P256 ●

ペンディオ L310 レイアウトA 照明無し 全色 P258 ●

レイヤ

180×95 レイアウトF2、L2

照明無し

全色 P259 ●

クルーグ 180×85 レイアウトI2 全色 P264 ●

■ウォーター ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称

カタログ

ページ

案内

履歴

ウンディーヌ ― P294 ●

スプレスタンド70　※2 全規格 P298 ●

エインスタンド 立水栓 1口 L1000 P304 ●

ナーガスタンド ※2 全規格 P308 ―

シャインポット ※2 ― P318 ●

プレーンフォーセット ※2 マット、クロス P326 ●

レインストッカー110L　※2 ― P330 ●

■ウォーター ［仕様変更］　変更日：平成29年4月1日（土）

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

ファミエンテスタンド 全規格 全色 P306 ●

■ファニチャー ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）

商品名 色

カタログ

ページ

案内

履歴

ブラック P340 ―

― P342 ●

テーブル＆チェア

備考

タイル（全色）を変更します。

商品名 規格・名称

ワンロックレジェは継続して販売します。

―

―

全色 クロスは平成29年4月1日より代替品を販売します。

グレーベージュ グリーンは継続して販売します。

全色 他の規格は継続して販売します。

全色 ―

エナメルグレー、エナメルベージュ

エナメルブラウン

色

改訂前 改訂後

カタログ

ページ

―

備考

平成29年4月1日よりワンロック金具無しタイプを販売します。

平成29年4月1日より代替品を販売します。

―

照明有りタイプは継続して販売します。

照明有りタイプは継続して販売します。

―

案内

履歴

アルミスクエアチェア シルバーは継続して販売します。

チークフォールディングチェア、チークアームチェア、チークアームチェアフットレ

ストA、チークラウンジャー、チークダイニングチェア、チークハウス アームチェ

ア、チークハウス ベンチ2シーター、チークハウス ベンチ3シーター、チークテー

ブル820、チークテーブル1200

―

規格・名称 備考

―

―

平成29年4月1日よりワンロックサインとして販売します。

平成29年4月1日よりワンロックサインとして販売する予定でしたが中止します。

―

ステンレスシルバーは継続して販売します。

色 備考

― ―

エナメルグレー､エナメルブラウン､エナメル

ベージュ､アイボリー、ミッドナイトブルー

他の色は継続して販売します。

照明有りタイプは継続して販売します。

照明有りタイプは継続して販売します。
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■張材 ［価格改定］ 改定日：平成29年4月1日（土）　価格は全て税別です。　　※1：平成29年3月31日廃番、代替品の価格を表示しています。

本体価格 1㎡・m価格 本体価格 1㎡・m価格

基本 全色 ９,７４０円（箱） １３,９１４円１３,９１４円１３,９１４円１３,９１４円 １０,７８０円（箱） １４,０００円１４,０００円１４,０００円１４,０００円

コーナー 全色 １２,７５０円（箱） ９,１０７円９,１０７円９,１０７円９,１０７円 １５,８４０円（箱） ９,９００円９,９００円９,９００円９,９００円

基本 全色 １０,４４０円（箱） １３,９２０円１３,９２０円１３,９２０円１３,９２０円 ８,１２０円（箱） １４,０００円１４,０００円１４,０００円１４,０００円

コーナー 全色 １８,２２０円（箱） ９,１１０円９,１１０円９,１１０円９,１１０円 １９,２００円（箱） １０,０００円１０,０００円１０,０００円１０,０００円

基本 全色 ９,９００円（箱） ９,９００円９,９００円９,９００円９,９００円 ８,６６２円（箱） １２,６００円１２,６００円１２,６００円１２,６００円

コーナー 全色 １３,２００円（箱） ６,６００円６,６００円６,６００円６,６００円 ２２,７０２円（箱） ８,４００円８,４００円８,４００円８,４００円

■張材、組積材・張材周辺商品 ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　（受）受注後生産品　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

パイルストーン波型 全規格 ホワイトベージュ P352 ●

パレスヒープ 全規格 全色 P364 ●

ロックパイルズ 全規格 全色 P366 ●

マナーヒルズ 全規格 全色 P367 ●

レジェンドブリック 全規格 全色 P368 ●

カルタレンガスリム 全規格 弁柄、伽羅 P372 ●

ネーデルレンガスリム 全規格 全色 P378 ●

アンダルシア ※2 基本 マーフィル02 P380 ●

ファミアージュモザイク 表紙張りユニット フォンテアイボリー11 P384 ●

ネオピタ#99 防水テープ（受） ―――― ―――― P390 ―

■舗装材 ［価格改定］　改定日：平成29年4月1日（土）　　価格は全て税別です。

本体価格 1㎡・m価格 本体価格 1㎡・m価格

クオリティ フロアタイル ターフ､ウッド 全色 全色 １５,６００円（箱） １７,３１６円１７,３１６円１７,３１６円１７,３１６円 １４,３００円（箱） １５,８７３円１５,８７３円１５,８７３円１５,８７３円 P404 ―

■舗装材、舗装材周辺商品 ［廃番］　廃番日：平成29年3月31日（金）　　※2：在庫がなくなり次第販売を終了する商品を含みます。

商品名 規格・名称 色

カタログ

ページ

案内

履歴

チェザーノ ※2 ― 全色 P394 ●

ルートガイド30、45、60、90　※2 全規格 黒

ルートガイド用両面テープ ※2 BW-01 ――――

以上

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

BGSWebサイト http://www.bgs-net.jp

■Webサポートデスク TEL：052-688-6880　　E-mail：info@bgs-net.jp

―

―

案内

履歴

●

案内

履歴

―

カタログ

ページ

備考

―

―

P408

―

備考

―

―

平成29年4月1日より代替品を販売します。

平成29年4月1日より代替品を販売します。

平成29年4月1日より代替品を販売します。

他の色は継続して販売します。

―

ミックス03は販売を終了しました。他の色は継続して販売します。

他の色は継続して販売します。平成29年4月1日より新色を販売します。

―

改訂前 改訂後

ロックパイルズ ※1 P366

マナーヒルズ ※1 P367

レジェンドブリック ※1 P368

商品名 規格・名称 色

商品名 規格・名称 色

改訂前 改訂後

カタログ

ページ
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