
FACADE 
ITEMS

エントランスに必要な機能を集約した機能門柱をはじめ、

表札・サインやポスト、エクテリアライトなど、

「住まいの顔」をより便利にする

さまざまなアイテムをご用意しました。

豊富なバリエーションの中から、

暮らしやすさや住まいのスタイルに合わせてお選びください。

門まわり商品
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178 スリムスクエア

179 ハングスファンクション

180 ユーロブリーズ

181 ステイウッド 
ファンクションポール1型

182 アーキモダンファンクション 
アーキモダンウォール

183 ディズニー 
ファンクションポール

186 ディズニーシリーズ 

188 テグランNeo

192 テグラン

194 
サイン

210 ワイヤレスカラー 
テレビドアホン

212 プラスG

216 デザイナーズパーツ

220 
エクステリアライト

238 スマートエクステリア

242 エクステリアタイル

152 
ポスト

166 
リンクスボックス

168 ファンクションユニット 
価格体系表

170 
アクシィ1型・２型

172 
ヴェールファンクション

173 ルミフェイス

174 アーキキャストファンクション

175 ウィルモダン

176 ウィルモダンスリム

177 スクリーン 
ファンクションユニット

149
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門まわり商品

門まわりラインアップ
充実のラインアップで、素敵な玄関に。
LIXILではサイン、ポスト、エクステリアライトと門まわり商品が充実しています。
理想の家づくりのために、まずは玄関まわりから始めてみましょう。

玄関ドア

門扉

エクステリア 
ライト（照明）

サイン

ポスト



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ファンクションユニット
エントランス機能を
集約した機能門柱です。
▷P.170

エクスポスト
デザイン・機能ともに
充実のラインアップ。
▷P.155

エクステリアライト
暖かくやさしい光で彩り、 
安心が続く、 
エクステリアライト。
▷P.220

アメリカンタイプ横型タイプ ルミフェイスアクシィ1型

美彩 
ローポールライト

美彩 
フットライト

LIXILサイン
住まいに映える、個性
豊かなLIXILのサイン。
▷P.194

Japanese Style European Style

サイン・ポスト・インターホンなどの門まわりの機能は、それぞれ別に取り付ける場合と、
ファンクションユニット（機能門柱）の様に、まとめて設置するタイプがあります。

同じポストを使った玄関まわりの
施工例です。
壁付けタイプを選ぶか、
ファンクションタイプを選ぶかで、
デザインの幅が広がります。

インターホン

ポスト

サイン

ファンクションユニット

壁付けタイプ ファンクションタイプ
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ポスト

タッチパネルのLEDが点灯して夜間でも見やすく、指一本で解錠操作ができま
す。扉が開くと同時にポスト内LEDが自動で点灯、扉を閉じれば自動で施錠され
ます。電源はリチウム電池なので配線工事の必要がありません。

Point
1 ダイヤル錠などの煩わしい操作を解消した

タッチパネル式電子錠。

■LEDタッチパネル式の電子錠を搭載した新型ポスト。

ネクストポスト L-1型 電子錠搭載新型モデル

主要材質：アルミダイカスト、めっき鋼板、スチール（ポール）

SC BK CH RA SA WN

価格表
仕様 価格

壁付け シャイングレー・ブラック・プレシャスホワイト ¥66,000 
クリエモカ・クリエダーク・グレイッシュオーク ¥79,000 

ポール建て シャイングレー・ブラック・プレシャスホワイト ¥81,000 
クリエモカ・クリエダーク・グレイッシュオーク ¥94,000 

●価格には、壁取付用部品・リチウム電池2本が含まれています。
●ポール建てタイプのポールは、ロイヤルブラック色です。
●特注色は、別途見積りとなります。

ポスト右側面にフラットにすっきりと納まっています。番
号は1～4の数字から4ケタ以内で設定可能です。

フラットなタッチパネル

待機時 操作時

塀を活用する「壁付けタイプ」、
単独で自由に設置する「ポール
建てタイプ」のほか、「ファンク
ションタイプ」（アクシィ１型の
み）の3つから、住まいや敷地の
都合に合わせて選べます。

Point
3 プランに合わせ選べる３つの設置方法。

壁付け
タイプ

ファンクション
タイプ

ポール建て
タイプ

取り出し時にLED照明が自動点灯しま
す。夜間など投函物の確認に便利です。

扉が開くと6秒間自動点灯します。

ポスト内LED照明

LED照明

フラットで奥行きを抑えた
デザインでも最大投函
物サイズ360㎜×260㎜
×35㎜まで投函できま
す。扉はダンパー搭載で
投函はソフトクローズ、取
り出しはソフトオープンと
安心の開閉機構を採用
しました。

Point
2 メール便最大サイズにも対応の大容量タイプ。

取り出し
前面の扉が開き
（角度45°）、大き
な投函物も簡単
に取り出せます。

投函
上の扉を開けて
投函物を投函し
ます。
※ 投函口サイズは
370㎜×40㎜ 
です。

450㎜
142㎜

350㎜

クリエモカ クリエダーク

シャイングレー ブラック

グレイッシュオーク

プレシャスホワイト

規格色

ナチュラルシルバーF オータムブラウン

ノルディックレッド ノルディックブルー

特注色

シャイングレーSC ブラックBK プレシャスホワイトCH クリエモカRA クリエダークSA グレイッシュオークWN
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人にやさしいデザインはもちろん、大切な郵便物を守るセキュリティ仕様タイプも用意しました。
門扉やフェンスとのトータルコーディネートができる色を設定。デザイン･機能ともに充実のラインアップが揃いました。

S-1型

口金タイプ 箱型タイプ

U-1型

凹凸のないシャープな
フラット縦型ポスト。

フラット縦型ポスト
（前入れ前取り出し仕様）

グレイス ラスターホワイト ラスターブルーヴェール ハングス
フラット横型ポスト（前入れ前取り出し仕様）

気品漂う
デザインポスト。

住宅トレンドに合わせた
スマートなデザイン。

エントランスを彩る
欧風テイストのポスト。

大容量で豊富な
カラーバリエーション。

グ

● ポストは盗難防止器ではありません。また、ポストに付属の錠は、簡易錠です。盗難事故による損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
● 豪雨や強風雨により、ポスト内部が浸水する場合があります。

プレイン

縦型タイプ

シンプル＆スマートな
デザインポスト。

フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し

横型タイプ

A-1型
ファンクションユニット 
ユーロブリーズ

アメリカンタイプデザインタイプ

壁付け、上置きも可能な
ヨーロピアンデザイン。

D-1型

エクスポスト
口
くち

金
がね

タイプ・箱型タイプ・デザインタイプ・アメリカンタイプ・横型タイプ・縦型タイプ

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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ポスト

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW ピュアホワイトPH

オータムブラウン ブラックシャイングレー ナチュラルシルバー F ピュアホワイトブ クグ

価格表
呼称 価格

横（左）入れ前取り出し（右開き） ¥28,900
横（右）入れ前取り出し（左開き） ¥28,900

●価格にはポスト取付部品が含まれています。

投函
投函口フタを開き、投函します。

取り出し
ダイヤル錠を解錠し、取り出し口フタを手
前に引いて開きます。
郵便物が飛び出しにくいガード付仕様。
ダイヤル錠も標準装備です。

側面から投函し、前面から取り出します。投函口は左右を選べます。 アクシィ横型ポストには、「横（左）入れ前取り出し（右開き）」と
「横（右）入れ前取り出し（左開き）」の2タイプをご用意していま
す。敷地条件に合わせてお選びいただけます。

道路に対して距離がない敷地に取り付けると、投函も取り出
しもしやすいポストです。投函口の反対側は半透明の樹脂
になっていますので、投函物の有無が外から確認できます。

横（左）入れ前取り出し（右開き） 横（右）入れ前取り出し（左開き）

322mm

32mm

※投函口のフタが開いた状態です。

Point
1

Point
2横入れ構造の新発想ポストです。

投函口の反対側の側面は半透明の
樹脂製ですので、投函物の有無が外
から確認できます。ダイヤル錠を開け
て中を確認する手間が省けます。

Point
3 外から投函物の 

有無が確認できます。

敷地条件に合わせて選べる開き勝手。

投函口はA4サイズ（角2封
筒）が入る大きさで、通販カ
タログ（厚さ30mm以下）の
ような大きめの郵便物が納
まる容量を確保しました。

Point
4 大きめの 

投函口と容量。

■これまでになかった横入れ式のポスト。

415mm

320mm132mm

アクシィ横型ポスト
主要材質：ステンレス、ASA

AB SC BK PW PH

アイボリーホワイトJW アンティークオークEA
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■エントランスを彩る、欧風テイストのポスト。

ファンクションユニットや玄関ドアと合わせて、ナチュラ
ルなヨーロピアンテイストのトータルコーディネートが楽
しめます。

こだわりの木調扉と鋳造部品で
エントランスを欧風コーディネート。

オプションのポストプレート
を使用して、オリジナリティ
＆センスをアップ。

■スマートな外観に華やかさを秘めて。

前入れ前取り出し仕様、前入
れ後取り出し仕様の２パター
ンから選べます。

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥58,900

ポール建て
ブラック・ナチュラルシルバーF ¥75,000

ピュアホワイト ¥83,500

● インナーシートはA～Fから選択してくださ
い。インナーシートは前入れ前取り出し・前入
れ後取り出しのどちらにも取り付けできます。
● 壁付けタイプの場合は、前入れ前取り出し
仕様を使用してください。
● 本体に壁付けのための部品が同梱されて
います。

取り出し方法が
選べます

156
mm

390
mm

370mm

塀を活用できる壁付けタイプ、取り
出し方法を選ばないポール建てタイ
プ。２つの設置方法から選べます。

選べる設置方法

ポール建てタイプ壁付けタイプ
※ 前入れ前取り出し仕様を
選択してください

ブラック
+

アンティークオーク

ブラック
+

エクリュアイボリー

アイボリーホワイト
+

エクリュアイボリー

368.4
mm

130mm366mm 別売のポスト取付
台座を用いることで
壁側面施工も可能。

●ポストプレート（オプション）

価格表
呼称 価格

ハングス右開き ¥58,900

ハングス左開き ¥58,900

ポストプレート右開き用 ¥  3,700

ポストプレート左開き用 ¥  3,700

●価格は壁付け施工用の価格です。

アイボリーホワイト褐色

ハングスファンクションユニットとの組み合わせ例

インナーシートＡ インナーシートB インナーシートC

インナーシートD インナーシートE インナーシートF

インナーシートは
６種類から選択
することができま
す。

インナーシートは全6種類

投函 前取り出し 後取り出し

※ 前入れ後取り出し仕様を壁付け施工することはできません。 
ポール建てタイプにご使用ください。

壁付け施工例

ヴェール
主要材質： ステンレス、ASA樹脂、ポリエステル生地

ハングス
主要材質： ステンレス、ASA樹脂、アルミダイカスト・ラッピング形材

BK PW PH

BK EA+ BK EH+ JW EH+

エクリュアイボリーEH

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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エクスポスト

■どんな住まいにもぴったりコーディネート

豊富なデザイン・サイズ・カラーで選びやすさを追求。 安全性と使いやすさのトータル機能。

2B-05タイプ 2B-15タイプ

ダイヤル錠 南京錠・ダイヤル錠の
併用も可能です。

1B-05タイプ 1B-15タイプ

※ 写真はN-2型です。全タイプ
に、同じサイズを用意してい
ます。
※ 首長さ15ｃｍの15タイプは
構造上、ハガキ・封書などが
口金部に乗った状態のまま落
ちないことがありますので、
あらかじめご了承ください。
※ 首長さ5cmの05タイプのス
ペーサーには、ラスシートが
付いています。スペーサーを
取った本体部分にもラスシー
トが付いています。

ボックスは、標準サイズの1Ｂ（ブロック）タイプと大容量の2Ｂ（ブロッ
ク）タイプ。2Bタイプは、たまった郵便物が見えにくく、留守を知られに
くいというセキュリティ上のメリットもあります。また、1B・2Bそれぞれに
2サイズの首長さを用意（05タイプ＝5ｃｍ、15タイプ＝15ｃｍ）。同梱
スペーサーで、ブロックの寸法に合わせた調整も可能です。

裏蓋保持機能を採用。
裏蓋が開いた状態で止まります。

「巻き締め工法」で角をなく
した、けがをしにくい安心設
計。また、握りやすいユニ
バーサル把手を採用して
います。

南京錠は別途市販品を購入してください。購
入する場合は、錠のサイズにご注意ください。

マグネットキャッチで、スムーズな
開閉と高い耐久性を実現。裏蓋
は丈夫なポリカーボネートです。

ダイヤル錠は後付けが可能です。

Point
2 4タイプのボックス

ラスティブラウン（N-1型・2型のみ）

オータムブラウン オータムブラウンシャイングレー シャイングレー

N-1型・N-2型・S-1型・S-2型 S-3型

門扉やフェンスの色に合わせたカラーをラインアップ。ナチュラルな
コーディネートが可能です。

Point
3 門扉と同色を揃えたカラー

タイルや塗りの塀に埋め込む場合、ポストと塀のすきま
も、大きな口金で隠し、きれいな仕上がりを実現します。

Nタイプ

Point
1

Point
1

Point
2

Point
3

Point
4

Point
5

5タイプの口金デザイン 片手で取り出せる裏蓋保持機能

人にやさしいデザイン

南京錠取付金具を
標準設定

マグネットキャッチ＆ポリカーボネート

オプションのダイヤル錠も取付可能

N-1 型 N-2 型
Ⓛ

Sタイプ ブロック塀に埋め込む場合、口金と首部分の大きさが同じ
なので、すっぽりとはめ込むことができる簡単施工です。

S-1 型 S-2 型 S-3 型

95
mm

95
mm

95
mm

95
mm

432.5mm332.5mm

332.5mm 432.5mm
95
mm

95
mm

295
mm

295
mm

マグネットキャッチ

S-1型

1B-05タイプ

95mm

95mm

390mm

332.5mm

巻き締め工法 ユニバーサル把手

口金タイプ

アルミ色

マテリアルカラー

オータムブラウンAB

柿渋KB

シャイングレーSC マイルドブラックMB アイボリーホワイトJW ナチュラルシルバーFPW

ピュアノーチェWB ミディアムチェリーWJ ステンレス ステンレスヘアーラインVS
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ポスト口金飾り取付例

鋳物製のポスト口金飾り・インターホン飾り。
3デザイン、それぞれに3色を用意。後付け
タイプで施工も簡単です。
また、S‐3型には後付けが可能なポストカ
バーも用意しています（全10色）。

Point
1 門扉や住まいに合わせて

選べるデザイン

Aタイプ サイン付き Cタイプ  サイン付きBタイプ サイン付き

鋳込み文字（特注）

ネームシール（アルファベット）が付いたサイン付きも用意。特注で
ネーム部分を鋳込み文字にできます。

Point
2 サイン付きのポスト口金飾り

後付けタイプのポスト口金飾り・インターホン飾り・ポストカバー。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

インターホン飾り AB SC MB

ポスト口金飾り AB SC MB

ボックス SC口金 AB SC JWMB RB

N-1型
投函口-正面

ラスティブラウン

N-2型
投函口-正面

シャイングレー

価格表
呼　称 価格

ポスト口金飾り（A～Cタイプ） ¥12,400
ポスト口金飾り サイン付き（A～Cタイプ） ¥18,100
ポスト口金飾り 鋳込み文字仕様（A～Cタイプ） ¥43,700
インターホン飾り（A～Cタイプ） ¥10,000

ポストカバー（S-3型専用）

ナチュラルシルバーＦ

アルミタイプ

柿渋

ラッピングタイプ

ステンレスヘアーライン

ステンレスタイプ

白磁

磁器タイプ

価格表
呼　称 価　格 カラー

ポストカバー  アルミタイプ ¥ 25,500 ブラック・ナチュラルシルバーＦ
¥ 29,700 フロスティホワイト・ラスターレッド・ラスターブルー

ポストカバー  ラッピングタイプ ¥ 27,600 柿渋・ピュアノーチェ・ミディアムチェリー
ポストカバー  ステンレスタイプ ¥ 24,400 ステンレスヘアーライン
ポストカバー  磁器タイプ ¥ 31,900 白磁

PW FHBK GR CL KB WB WJ GHVS

S-3型
投函口-正面

価格表
（N型、S型共通 BOXサイズはP.156を参照）
BOXサイズ 価格
1B-05 ¥27,300
1B-15 ¥27,300
2B-05 ¥39,900
2B-15 ¥39,900

S-2型
投函口-正面

S-1型
投函口-正面

フロスティホワイトマイルドブラック オータムブラウン

※1 S-1,S-2型のみ
※2 S-3型のみ

※1 ※2※2

ボックス SCAB SC JWMB PW FH口金

口金タイプ
主要材質： アルミダイカスト、ABS　ポリカーボネート、高耐食溶融めっき鋼板　焼き締め磁器/施釉　アルミ形材

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ラスティブラウンRB ブラックBK フロスティホワイトFH ラスターレッドGR ラスターブルーCL

磁器 白磁GH

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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エクスポスト

Point
1 デザインラインアップ

U-1型 U-3型

デザイン

カラー AB SC AB SC

ボックス 1B・2B-05・2B-15 1B・2B-05・2B-15
設　置 ポール建て・埋込み ポール建て・埋込み

※ポール建てができるのは、U-1型、U-3型の1Bタイプのみです。

Point
3 選べる設置場所

埋込みはもちろん、ポール建ても可能です。

埋込み

390mm 390mm

Point
2 3タイプから

選べるボックス
ボックスは、標準サイズの1B（ブロック）タイプと大容量の2B（ブロック）
タイプ。長期不在時にも便利な2Bタイプには、首長さ5cmの05タイプ
と15cmの15タイプを用意しています。

※2B-15タイプは構造上、
ハガキ・封書などが口金
部に乗った状態のまま落
ちないことがありますの
で、あらかじめご了承くだ
さい。

1Bタイプ

333mm

190
mm

2B-15タイプ

433mm

190
mm

200
mm

2B-05タイプ

333mm

190
mm

200
mm

オータムブラウン

U-3型

オータムブラウン

U-1型
価格表

呼称 BOXタイプ 仕様 セット価格

U-1型・U-3型
（機能なし）

1B
埋込 ¥28,500

φ50ポール建て ¥37,000
φ70ポール建て ¥40,600

2B-05 埋込 ¥39,900
2B-15 埋込 ¥39,900

箱型タイプ
主要材質：強化プラスチック　ABS　ポリカーボネート　高耐食溶融めっき鋼板

コールブラックCK アッシュグレーHN

ポール建て

シャイングレー シャイングレー

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB アイボリーホワイトJW ブラックBK
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Point
2 選べる設置場所

ポール建てはもちろん、壁付けや上置きも可能。
さまざまな現場に対応します。また、ステイウッド
ファンクションポールへの取り付けが可能です。
（P.181参照）

ポール建て 上置き壁付け

■手づくり感のある、デザインと安心の機能

■多彩なカラーとスムーズな取り出し。自在に置けるアメリカンタイプ

Point
2 狭小地にも便利な

上入れ前取り出し

アッシュグレー
投函

取り出し

マイルドブラック

シャイングレー

ラスティブラウン

セレスティアルブルー タータングリーン

Point
1 欧風住宅にマッチする

カラーバリエーション

カラーは、欧風住宅スタイルに調和する5色をライ
ンアップ。やわらかな色彩がヨーロピアンの雰囲
気を醸し出します。

付属部品で壁付けや、ファンクションユ
ニットユーロブリーズに組み込むことがで
きます（P.180参照）。オプションの上置き
台座を使用すれば、上置きも可能です。

壁付け

上置き

Point
1 操作性・視認性に優れた

ユニバーサル把手
取り出し蓋にはユニバーサル
把手を採用。握りやすい大型タ
イプで高い操作性を、また夜間
でも目立つシャイングレー色で
高い視認性を実現しています。

●前入前後取り出しです。
●鍵は付いていません。

※正面、背面とも把手付き
で、同様に開きます。

30mm

オータムブラウンマイルドブラック

ブラック アイボリーホワイト

コールブラック

403mm
190mm

215
mm

320
mm

154mm420mm

●上入れ前取り出しです。
●ダイヤル錠が付いています。

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥40,700
上置き ¥48,200

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥35,300

φ50ポール建て ¥32,600
上置き ¥29,300

※投函口の有効開口は360mm×33mm程度に
なります。

アメリカンタイプ　A-1型
主要材質：高耐食溶融めっき鋼板　アルミダイカスト

デザインタイプ　D-1型
主要材質：アルミダイカスト　ASA樹脂　アルミ形材

MB HN RB FL NG

AB SC MB JW BK CK

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

セレスティアルブルーFLラスティブラウンRB タータングリーンNG

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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エクスポスト

■通販カタログもラクラク入るアメリカンタイプ

マイルドブラック

※ 写真は、前入れ 
前取り出し仕様です。

オータムブラウン

シャイングレー

■セキュリティを追求した大容量のアメリカンタイプ

シャイングレー マイルドブラック

オータムブラウン

ハガキ・封書専用投函口

LIXILでは、利用明細などに使用
されることの多いハガキ・封書専
用の投函口を業界で初めてポス
トに設け、投函されたハガキ・封書
を外側から盗られにくくします。 

ハガキ・封書の投函口には、このシー
ルが貼られています。

504mm
306mm

306mm

225
mm

504mm

225
mm

●南京錠の取り付けが可能です。
　（オプションでダイヤル錠の取り付けも可能です。）

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥38,500

φ70ポール建て ¥39,400
上置き ¥32,500

●前入れ後取り出しです。
● 南京錠の取り付けが可能です。
　（オプションでダイヤル錠の取り付けも可能です。）

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥47,700

φ70ポール建て ¥48,600
上置き ¥41,700

シャイングレー アイボリーホワイト スモークグリーンマイルドブラックオータムブラウン
430mm

190mm

230
mm

●前入れ後取り出しです。
●鍵は付いていません。

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥27,300

φ38ポール建て ¥24,800

長期不在時にも安心
大容量サイズなので、長期
不在時にも安心です。

取り出し仕様が選べます
敷地条件に合わせて「前入れ前取り出し仕様」、
「前入れ後取り出し仕様」が選べます。

前入れ後取り出し仕様 前入れ前取り出し仕様

アメリカンタイプ　W-1型（セキュリティ仕様）
主要材質：高耐食溶融めっき鋼板　アルミダイカスト

アメリカンポスト
主要材質：ステンレス　アクリル

アメリカンタイプ　W-1型
主要材質：高耐食溶融めっき鋼板　アルミダイカスト

AB SC MB

AB SC MB

AB SC MB JW SG

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB アイボリーホワイトJW ナチュラルシルバーFPW

※1  ラスターブラック色は、光沢のある仕上げのため、表面のキズが目立ちやすいので、施工、お手入れの際はご注意ください。お手入れの際は、表面のほこりや砂などを水で洗い流した後、やわら
かい布などで拭き取ってください。

スモークグリーンSG
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ピュアホワイトPH ラスターホワイトRWラスターブラック※1SK ラスターレッドGR ラスターブルーCL

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■スタイリッシュなフラットフェイスデザイン。スリムでも大容量の横型ポスト

前入れ前取り出し仕様・前入れ後取り出し仕様
（ラスターブラック・ラスターホワイト・ラスターブルー・ラスターレッド）

前入れ前取り出し仕様 価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥52,200

ポール建て ¥68,300

前入れ後取り出し仕様 価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥57,600
ポール建て ¥68,300

価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥51,400
ポール建て ¥62,100

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥46,000

ポール建て
オータムブラウン・シャイングレー

マイルドブラック・ナチュラルシルバーF ¥62,100

ピュアホワイト ¥70,600

フラットでスリム、余計な部分がない
シンプルを極めたデザインです。
通販カタログもすっぽり入る大きさも、
しっかり確保しています。

3つの設置方法から住まいや、敷地の
都合に合わせて選べます。

住まいのトーンや、門扉・フェンスに合わせ
て選べる5色を用意。

ナチュラルシルバーF オータムブラウン オータムブラウンシャイングレー シャイングレーマイルドブラック マイルドブラックバ オ タムブラウン オ タムブラウンシ イングレ シ イングレイルドブラ ク イルドブラ ク

ピュアホワイト ナチュラルシルバーF

ラスターレッドラスタ レッドラスターブルーラスタ ブルラスターホワイト

前入れ後取り出し仕様

ラスターブラック

Point
1 スリムデザインで

見た目もすっきり

Point
2 選べる設置方法

152.5mm

370mm

420
mm

壁付けタイプ
※前入れ前取り出し仕様を
選択してください。 

壁埋め込みタイプ
※後取り出し仕様にご利
用ください。

ポール建てタイプ   

●前入れ前取り出し仕様はプッシュ
錠が付いています。

●前入れ後取り出しはダイヤル錠
が付いています。

●プッシュ錠が付いています。

●ダイヤル錠が付いています。
●壁付け施工はできません。

前から投函して前か
ら取り出します。

取り出しは前からプッ
シュ錠で開きます。

取り出しは後ろからダ
イヤル錠を回します。

前から投函して後か
ら取り出します。

AB SC MB PW PH AB SC MB PW

RWSK GR CL

前入れ前取り出し仕様

横型タイプ／フラット横型ポスト
主要材質：ステンレス

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB ブラックBKナチュラルシルバーFPW ピュアホワイトPH ラスターブラック※1SK

ブルーシルバーBVシルキーアイボリーSH ピンクベージュPJ

エクスポスト

■気品漂う3つのデザインバリエーションがラインアップ

気品あふれる光沢感の
「ラスターブラック」※1

ナチュラル
シルバーF

ラスターブラック

「ライン」 「リーフ」

ピュアホワイト
（アクセントカラーは
ブルーシルバー）

ショコラブラウン
（アクセントカラーは
ピンクベージュ）

「ウッド」

ナチュラルシルバーF＋
クリエペール

シャイングレー＋
クリエダーク

「ウッド」・「ライン」・「リーフ」、
3つのデザインと17色のカラーバリエーション

大容量で、
前入れ前取り出し仕様の薄型設計

スリム＆シンプルを極めたデザイン
です。

スリムデザインで
見た目すっきり

159.5
mm42

0m
m

370mm

※写真はファンクションユニットルミフェイスと組み合わせた例

前入れ

投入口を開き、投函し
ます。

前取り出し

取り出し口を開き、取
り出します。

「ライン」
高級感のある光沢とラインが
スタイリッシュモダンの住宅に
映えます。

「リーフ」
樹木をモチーフにした化粧パ
ネルがヨーロピアン住宅にアク
セントをプラス。

「ウッド」
アルミと木調のラッピング形
材のコントラストがナチュラル
モダンの住宅に好相性です。

本体箱

PAPW +

QAPW +

RAPW +

SAPW +

WJPW +

KBPW +

SHPW +

SASC +

WJSC +

KBSC +

RASC +

QASC +

SC PA+前面パネル

SC PW PH NBBKPW

PW SK
価格表

仕様 デザイン セット価格

壁付け
ウッド ¥64,200

ライン ナチュラルシルバーＦ ¥64,200
ラスターブラック ¥69,600
リーフ ¥69,600

ポール建て
ウッド ¥80,300

ライン ナチュラルシルバーＦ ¥80,300
リーフ ¥94,200

●前入れ前取り出しです。　●プッシュ錠が付いています。
● 本体に壁付けのための部品が同梱されています。
● ラインのラスターブラックは壁付け専用になります。

■スタイリッシュなアクセントで高級感を演出。お求めやすい価格です。

ポストの機能を凝縮したシンプル
デザイン。投函口を大きくし、A4サ
イズ（角2封筒）が2つ入る容量を
確保しています。横型・前入れ前取
り出し/前入れ後取り出し仕様を
用意しています。

オープン外構にアクセントを
つくれるポール建てタイプ、
塀を活用できる壁付けタイ
プ。2つの設置方法から住ま
いや、敷地の都合に合わせ
て選べます。 ポール建てタイプ 壁付けタイプ

※前入れ前取り出し仕様
を選択してください。

ナチュラルシルバーF

ブラックシャイングレー ピュアホワイト

ショコラブラウン

416mm

166mm320mm

価格表
仕様 セット価格
壁付け ¥35,300

ポール建て シャイングレー・ナチュラルシルバーF・ブラック ¥51,400
ピュアホワイト・ショコラブラウン ¥59,900

●前入れ前取り出し仕様には、壁付けのための部品が同梱されています。

前入れ前取り出し仕様 前入れ後取り出し仕様

BVPH +

NBPJ +

グレイス
主要材質： 本体箱：ステンレス　前面パネル：アルミ形材・ラッピング形材・ASA

プレイン
主要材質： ステンレス

SC BKPW PH NB

フラット横型ポストと同じ構造です。
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ショコラブラウンNB クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA ミディアムチェリーWJ 柿渋KB

※1  ラスターブラック色は、光沢のある仕上げのため、表面のキズが目立ちやすいので、施工、お手入れの際はご注意ください。お手入れの際は、表面のほこりや砂などを水で洗い流した後、やわら
かい布などで拭き取ってください。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ファンクションユニット   
ウィルモダンスリム

スリム縦型ポストは、
ファンクションユニット 
ウィルモダンスリムに
組み込まれています。
（P.176参照）

135mm

機能性を維持しながらスリム
な本体を実現しました。

投函口は手が入り
にくい構造です。

幅135mmのスリムなボディを実現！ プッシュ錠付と錠なしが選べます。

■郵便物を守り、住まいにスマートにフィット

価格表
仕様 セット価格

埋め込み プッシュ錠付き ¥46,100
錠なし ¥37,500

壁付け プッシュ錠付き ¥49,900
錠なし ¥41,300

●壁埋込施工をする際は、縦型ポスト埋込枠セットを使用してください。ナチュラルシルバーF
オータムブラウン シャイングレー

マイルドブラック

300mm

570mm

135mm

プッシュ錠付き 錠なし

縦型タイプ／スリム縦型ポスト
主要材質：ステンレス、アルミダイカスト

▲

取り出し方法

ナチュラルシルバーF

オータムブラウン シャイングレー
マイルドブラック

349mm

450mm

160mm 価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥47,600
壁付け ¥51,400

番号ボタンを間違えて
押してしまった場合は
つまみを押し込んでください

取り出し口を開
き、郵便物を取
り出します。

赤いボタンを
押すとカバー
が開きます。

プッシュ錠であ
らかじめ設定さ
れた数字を押し
ます。※1

プッシュ錠カバー
を開きます。

▲▲▲

フラット縦型ポスト 前入れ前取り出し仕様
主要材質： ボックス本体：ステンレス　口金：アルミダイカスト

ナチュラルシルバーF

オータムブラウン

縦型ポストは、全タイプ壁面の埋め込みと壁の側面への
取り付け（壁付け）が可能です。

シャイングレー

マイルドブラック

349mm

450mm

160mm

価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥43,300
壁付け ¥47,100

フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様
主要材質： ボックス本体：ステンレス　口金：アルミダイカスト

PW AB SC MB

PW AB SC MB

PW AB SC MB

※1 数字の設定は変更できます。
詳しくは、取扱説明書をご覧
ください。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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エクスポスト

セキュリティ縦型ポスト
主要材質：ボックス本体：ステンレス　口金：アルミダイカスト

セット価格表
価格

¥34,000

セット価格表
価格

¥10,600

セット価格表
価格

¥22,900
●セット価格は、ポール付きの価格です。
●前入れ前取り出しです。
●鍵はダイヤル錠が付いています。
●表札パネル（アクリル板）とネームシール
　（アルファベット）が付いています。

ポール建て専用タイプLS-1型

●セット価格は、ポール付きの価格です。
●前入れ後取り出しです。
●鍵は付いていません。

ポール建て専用タイプLS-2型 埋込専用タイプHS-1型

●前入れ後取り出しです。
●鍵は付いていません。
●ネームシールは付いていません。

ステンレスヘアーライン＋
マイルドブラック

ステンレスヘアーライン＋
アイボリーホワイト

VS VS

190
mm

230
mm

265
mm

306mm391mm430mm
190mm

380mm 173mm

VS MB+

VS JW+

TOEXポスト
主要材質：本体：ステンレス

ハガキ・封書専用投函口で
セキュリティアップ
個人情報の盗難に配
慮した、ハガキ・封書
専用の投函口を業界
で初めてポストに設け
ました。投函されたハ
ガキ・封書を外側から
盗られにくくします。

ナチュラルシルバーF ハガキ・封書とその
他の郵便物の投函
口がひと目でわかる
ようになっています。

ハガキ・封書の投函口

その他の郵便物の投函口

オータムブラウン

シャイングレー

マイルドブラック

350
mm

140
mm

450
mm

368mm
160mm

価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥47,800
壁付け ¥51,600

●前入れ後取り出し専用です。

PW AB SC MB

オータムブラウン
シャイングレー マイルドブラック アイボリーホワイトブロンズ

ナチュラルシルバーF

364mm

450mm

160mm

価格表
仕様 セット価格
埋め込み ¥36,300
壁付け ¥40,100

●前入れ後取り出し専用です。

縦型ポスト
主要材質：ボックス本体：ステンレス　口金：アルミダイカスト

PWAB SC MB BR JW

ナチュラルシルバーFPW オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB ステンレスヘアーラインVS ブロンズBR

アイボリーホワイトJW



オータムブラウンAB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB

ポスト口のまわりをさり気なく演出。
キャラクターがお洒落なアクセントになります。

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ディズニー ポスト口金飾り
主要材質：アルミ鋳物

価格表

呼称

ブラック
オータムブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥17,500 ¥19,300 ̶

ミッキー C型 ¥17,500 ¥19,300 ￥31,800（ひとり）
￥46,100（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥17,500 ¥19,300 ¥31,800

プリンセス A型 ¥17,500 ¥19,300 ̶

※1　ミッキー・プリンセスのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型 プリンセス A型
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エクスポスト

家族に代わって荷物を受け取るリンクスボックスは、不在時はもちろ
ん、在宅時にも活用できます。

Point
1 こんなとき便利！

タッチパネルのLEDが点灯して夜間も見やすく番号入力、解錠ができ
ます。扉が開くと同時にボックス内のLEDが自動で点灯します。電源は
リチウム電池なので配線工事の必要がありません。

Point
2 指一本で操作できるタッチパネル式電子錠

や夜の帰宅時に便利なLED照明付。

リンクスボックス
■ 留守中でも宅配荷物を受け取ることができる
便利な宅配ボックス。

主要材質：めっき鋼板、アルミ形材（ポール、埋込枠）

不在時に・・・

さらに・・・

お出かけ中の時 ホームネットワークとつなげればス
マートフォン等で荷受けの確認がで
きます

在宅時でも・・・

着替えやお化粧中の時 家事で手がはなせない時

操作がしやすいタッチパネル式
で、番号は1～4の数字から4ケ
タ以内で設定可能です。

タッチパネル
は操作時に
点灯します。

取り出し時にLED照明
が自動点灯します。

受け取り可能サイズ
幅：220mm以下
高さ：480mm以下
奥行：350mm以下
重量：15kg以下

LED照明

価格表
呼称 価格

前入れ前取り出し
ポール建て（埋め込み）タイプ  ¥115,500 

ポール建て（ベースプレート）タイプ  ¥135,500 

前入れ後取り出し
壁埋め込みタイプ  ¥ 99,200 

ポール建て（埋め込み）タイプ  ¥128,500 
ポール建て（ベースプレート）タイプ  ¥148,500 

※設置条件に合わせて、投函・取り出し方法をお選びください。

SC QK

壁埋め込みタイプ
（前入れ後取り出しのみ）

コンクリート施工された
土間に後付け施工が
可能なため、リフォーム
にも最適です。

ポール建て
（ベースプレート）タイプ

ポール建て（埋め込み）タイプ
シャイングレー ロイヤルブラック

［設置方法］
壁埋め込みタイプと、ポール建てタイプをご用意しています。ポール建て
タイプは埋め込みタイプとベースプレートタイプから選べます。住まいや
敷地に合わせて最適のタイプをお選びいただけます。

シャイングレーSC ロイヤルブラックQK



• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
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※ 投函通知、受け取り通知を利用するためには、ホームネットワークシステム（別売品）
への接続が必要です。

ホームネットワークシステムにつなげると、スマートフォンやタブレットなど
の携帯端末に、下記の①～③のときにお知らせメッセージが届きます。

Point
3 荷物の受け取り、取り出し状況がスマート

フォンなどの携帯端末に届きます。

③電池残量が少なくなったとき

扉
を
閉
め
る

スマートフォン
などへお知らせ

投函通知

① 荷物を受け取った
とき
　 宅配業者が荷物
を投函して扉を閉
めると、携帯端末
に投函メッセージ
が発信されます。

荷
物
を
取
り
出
す

スマートフォン
などへお知らせ

取り出し
通知

② 荷物を取り出した
とき
　 タッチパネルを操
作して解錠する
と、携帯端末に取
り出しメッセージ
が発信されます。

スマートスマ トフォンフォン②荷物を取り出した

③電池残量が少なくなったとき

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ



※価格には、インターホンの価格は含まれていません。

価格体系表
ファンクションユニット

商　品　名 色 10万円 20万円 30万円 40万円

テグランNeo 
（P.188参照） シャイングレー・ナチュラルシルバーF

ホワイト・クリエラスク・クリエモカ
クリエダーク・柿渋
シルキーアイボリー
グレイッシュオーク

ウォールスクリーン ファンクション門袖

クリエモカ・柿渋・グレイッシュオーク
ノーブルストーン

※ 記載の色は本体色です。笠木・標準フレーム・フ
レーム取付ベースの色は異なります。

有孔ブロックウォール 

ホワイト・ベージュ・グレー
※ 記載の色は有孔ブロック色です。フレームの色は
異なります。

ファンクションユニット アクシィ
（P.170参照）

オータムブラウン・シャイングレー
アイボリーホワイト・ブラック
ナチュラルシルバーF・ホワイト
クリエペール・クリエラスク
クリエモカ・クリエダーク
柿渋・エクリュアイボリー

※ 機種によって設定のない色がありますのでご注意
ください。

ヴェールファンクション
スリムタイプ・ワイドタイプ
（P.172参照） ブラック

ナチュラルシルバーF
ホワイト

ファンクションユニット ルミフェイス
（P.173参照）

ナチュラルシルバーF
ラスターブラック
ピュアホワイト
ピンクベージュ

クリエペール・クリエラスク
クリエモカ・クリエダーク
ミディアムチェリー・柿渋
シルキーアイボリー
ショコラブラウン

アーキキャストファンクション
（P.174参照） シャイングレー・ブラック

ナチュラルシルバーF
フロスティホワイト

クリエペール・クリエラスク
クリエモカ・クリエダーク
ミディアムチェリー・柿渋

ファンクションユニット ウィルモダン
（P.175参照） オータムブラウン・シャイングレー

マイルドブラック
ナチュラルシルバーF

クリエペール・クリエラスク
クリエモカ・クリエダーク
ミディアムチェリー・柿渋

ファンクションユニット ウィルモダンスリム
（P.176参照） オータムブラウン・シャイングレー

マイルドブラック
ナチュラルシルバーF

クリエペール・クリエラスク
クリエモカ・クリエダーク
柿渋・ラスターブラック

¥50,400～¥114,300

¥82,600～¥183,400

¥72,500～¥222,700

¥101,100～¥242,800

¥133,000～¥179,800

¥149,200～¥200,500

¥198,000～¥323,500

¥183,500～¥348,000

¥237,500～¥401,000
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商　品　名 色 10万円 20万円 30万円 40万円

スクリーンファンクションユニット
（P.177参照）

オータムブラウン
シャイングレー
マイルドブラック

ナチュラルシルバーF
クリエラスク
柿渋

※ 機種によって設定のない色がありますのでご注意
ください。

ファンクションユニット スリムスクエア
（P.178参照）

オータムブラウン
シャイングレー
マイルドブラック

※ 機種によって設定のない色がありますのでご注意
ください。

ハングスファンクション
（P.179参照）

ブラック
アイボリーホワイト

ファンクションユニット ユーロブリーズ
（P.180参照） マイルドブラック

ラスティブラウン
セレスティアルブルー
タータングリーン
アッシュグレー

ステイウッドファンクションポール１型
（P.181参照）

S-TOEXブラウン
S-オールナット

アーキモダンファンクション
（P.182参照）

シャイングレー
シャイングレー＋柿渋

※ 記載の色は本体色です。笠木の色は異なります。

¥167,200～¥180,900

¥120,300～¥223,200

¥158,600～¥191,700

¥101,400～¥345,300

¥59,600～¥178,900

¥147,900～¥222,900
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使いやすさと美しさを追求したら、洗練されたファンクションユニットが

奥行が狭い敷地でもシンプルで使い勝手のいいエントランス。

さまざまな敷地パターンに対応（アクシィ1型、アクシィ2型）

1型

玄関ドア

ステップ

道路

前入れ

後取り出し

玄関と道路境界の間にファンクションユニットを設置
する場合、住宅側から郵便物を取り出せます。

縦型ポスト 
前入れ後取り出し

2型

道路

玄関ドア

ステップ
前入れ

横取り出し

玄関前のステップ脇にファンクションユニットを設置
し、ポスト後ろ側より郵便物を取り出すのが困難な場
合、動線上で取り出せます。

縦型ポスト 
前入れ横取り出し

1型

ステップ

道路

横入れ

前取り出し

玄関ドア

道路に面しているなどによりファンクションユニットを
住宅壁面の前に設置する場合も投函、取り出しがス
ムーズです。

横型ポスト
横入れ前取り出し

LEDサイン照明
フットライト

照明はポールビルトイン構造のため、外観意
匠を大きく変えることなく取り付けできます。

1本柱にサイン、インターホン、ポストを取り
付けたスッキリとしたデザイン。縦型ポストも
取り付けられます。

コンパクトな1本柱仕様。

柱 AB SC BK PW HH

ポスト（アクシィ） AB SC BK PW PH

デザインパネル PA QA RA SA KB EH

セット価格  ¥58,800
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥66,300
シャイングレー
アクシィ横型ポスト
アルミサイン（ネームシールタイプ）使用

セット価格  ¥62,000
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥69,500
ナチュラルシルバーF
アクシィ横型ポスト
アクリルサイン（ネームシールタイプ）使用

セット価格  ¥69,500
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥77,000
ブラック
アクシィ縦型ポスト
ステンレスサイン（ネームシールタイプ）使用

セット価格  ¥50,400
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥57,900
オータムブラウン
アメリカンポスト
アルミサイン（ネームシールタイプ）使用

1500mm

145mm

※アクシィ1型・2型のホワイト色は、色表記HHになります。

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW ホワイト※HH ピュアホワイトPH

クリエペールPA エクリュアイボリーEHクリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KB

アルミ色

マテリアルカラー

LED
アクシィ１型
主要材質（１型）： アルミ形材、ステンレス、ASA、高耐食溶融めっき鋼板

ファンクションユニット
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デザインパネル

できました。

アイボリーホワイトJW

LED

アクシィ縦型ポスト

周辺商材とコーディネートされた一体感のあるエントランス。

スリムな2本柱仕様。

柱 AB SC JW BK PW HH

PA QA RA SA KB EH

センターブロック AB SC JW BK PW HH

ポスト（アクシィ） AB SC JW BK PW PH

デザインパネル PA QA RA SA KB EH

2本柱にサイン、インターホン、縦型ポストをは
さんだ、スタイリッシュな印象。柱にはマテリア
ルカラーも選べます。

PA QA RA

SA KB EH

ポスト前面にマテリアルカラーのデザインパ
ネルを取り付けられます。

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

施工例（クリエモカ） ¥180,400施工例（エクリュアイボリー） ¥250,320

デザイナーズパーツと組み合わせて、
門袖とファンクションユニットが一体化
した、「我が家だけ」のオリジナルの
ファンクションユニットが実現します。

アクシィ２型 デザイナーズパーツ仕様

アクシィ２型
主要材質（２型）： アルミ形材、ステンレス、ASA

※ 1 センターブロック 加工なしに、LEDサイン照明は取り付けできません。照明は、LEDブラケット（LPK-34型）を使用してください。　※ 2 ステンレスサインに、LEDサイン照明は取り付けできません。

※1

セット価格  ¥66,400

シャイングレー
アクシィ縦型ポスト
ネームシール使用 

セット価格  ¥69,600
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥77,100
ナチュラルシルバーF
アクシィ縦型ポスト
アクリルサイン（ネームシールタイプ）使用

セット価格  ¥94,000
ステンレスサイン ネームシールタイ
プにした場合  ¥70,700
ホワイト
アクシィ縦型ポスト
ステンレスサイン（パターン集選択タイプ）使用

セット価格  ¥104,900
LEDサイン照明 ACアダプター付き
を取り付けた場合  ¥112,400
ナチュラルシルバーF＋クリエモカ
アクシィ縦型ポスト（デザインパネル付）
ガラスサイン（パターン集選択タイプ）使用

185mm

1500mm

※2
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※ヴェールファンクションのホワイト色は、色表記HHになります。

シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW ホワイト※HH ピュアホワイトPHアルミ色

マテリアルカラー

ラスターブラックSK

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KBミディアムチェリーWJ シルキーアイボリーSH

オールフラットデザインに欲しい機能をおさ
めたスリムタイプ。
前入れ後取り出し仕様のポストにも対応す
る薄型構造のワイドタイプ。
どちらもスタイリッシュなデザインでエントラ
ンスをモダンに彩ります。

ヴェールファンクション スリムタイプ ヴェールファンクション ワイドタイプ／アンダーパネル 鋳物タイプ／ラフィーネ 門扉4型（H12）

ステンレスサイン
切り文字タイプ

●夜間はサインを美しくライトアップ
スリムタイプ用サイン

ステンレスサイン
抜き文字タイプ

ガラスサイン

ガラスウィンドウ

サイン カラープレート

ガラスの中に取り付けられたサインは、
露出しないためフラットで無駄のない
おさまりを実現。オプションでＬＥＤ照
明が選択できます。

サイン ＆ ＬＥＤ照明

柱・センターブロック BK PW HH ポスト BK PW PH

スリムタイプ

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

セット価格  ¥155,000
LEDユニットを取り付けた場合  
 ¥162,500
ホワイト
エクスポストヴェール（前入れ前取り出し）
ヴェールステンレスサイン（切り文字タイプ）使用

セット価格  ¥148,000
LEDユニットを取り付けた場合  ¥155,500
ガラスサイン ネームシールタイプにした場合  ¥117,000
ブラック
エクスポストヴェール（前入れ前取り出し）
ヴェールガラスサイン使用

セット価格  ¥156,200
ガラスサイン ネームシールタイプにした場合  
 ¥133,300
ホワイト
エクスポストヴェール（前入れ後取り出し）
横長ガラスサイン（パターン集選択タイプ）使用

セット価格  ¥223,700
鋳物サイン ネームシールタイプにした場合  
 ¥194,400
ブラック
エクスポストヴェール（前入れ後取り出し）
鋳物サイン（パターン集選択タイプ）
ラフィーネ門扉4型 07-12 片開き使用

1500mm 1380mm

190mm 420mm

柱 BK PW HH ポスト BK PW PH BK PW PH

ワイドタイプ
アンダーパネル 
（パンチング板）

ヴェールファンクション（スリムタイプ・ワイドタイプ）
主要材質（スリムタイプ）： アルミ形材、ステンレス、（ワイドタイプ）： アルミ形材、ステンレス、アルミ鋳物、ポリカーボネート、パンチング板

LED

シンプルで洗練されたデザインにエントランス機能を集約しました。
ラフィーネ門扉とのコーディネートが可能です。 ※門扉の取り付けは、ワイドタイプのみ可能です。

※ その他の門扉の取り付けについては製品の強度上できません。

ファンクションユニット
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+PH ピュアホワイト＋ブルーシルバーBV +PJ ピンクベージュ＋ショコラブラウンNB

本体カラーは、ナチュラルシルバーFを
はじめとする単色4色のほか、アルミ形
材色とマテリアルカラーの組み合わせ
が自由にできます。住宅のスタイルやお
好みに合わせてお選びいただけます。

細部にまでこだわった 
フォルムとナチュラルなカラー

スタイリッシュモダンとも相性抜群

白系の外壁と好相性のヨーロピアンデザインナチュラルモダンの住宅とのコーディネート

住宅とのコーディネートにも配慮したデザインバリエーション、薄型でフラットな意匠、そ
して新技術を採用したサインなど、随所にこだわりをちりばめた美しさと技術が光ります。

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

セット価格  ¥184,000
【横長ガラスサイン ネームシールタイプにした場合】 
  ¥161,100
ナチュラルシルバー＋クリエペール
ポスト グレイス ウッド
横長ガラスサイン（一段文字タイプ）使用

セット価格  ¥212,000
【クリスタルガラスサイン ネームシールタイプにした場合】 
 ¥190,000
ピュアホワイト アクセントカラー：ブルーシルバー
ポスト グレイス リーフ
クリスタルガラスサイン（パターン集選択タイプ）使用

セット価格  ¥94,500
【クリスタルガラスサイン ネームシールタイプにした場合】 
 ¥72,500
ナチュラルシルバーF＋クリエペール
クリスタルガラスサイン（パターン集選択タイプ）使用

セット価格  ¥126,600
【クリスタルガラスサイン ネームシールタイプにした場合】 
 ¥104,600
ラスターブラック
クリスタルガラスサイン（パターン集選択タイプ）使用

柱 PW SK PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB PH + BV PJ + NB

前面パネル PW SC PH PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA PW + SH PW + WJ PW + KB SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB SK PH + BV PJ + NB

ポスト付き仕様 ポスト付き仕様 ポストなし仕様 ポストなし仕様

1465mm

190mm

PW + PA SC + SA

PH + BV

SC + KB

SK + BK PJ + NB

こだわりきらめく、フラットなたたずまいのデザインファンクション。
トレンドを意識したデザイン＆カラーバリエーション。

ルミフェイス
主要材質： アルミ形材、ステンレス、ASA、ガラス

LED・明るさ
センサ
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アーキキャストファンクション
主要材質： アルミ形材／ラッピング形材

アルミ色

マテリアルカラー クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KB ミディアムチェリーWJ

シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW ヘアーラインHLオータムブラウンAB マイルドブラックMB

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

アーキキャストファンクション  アルミ鋳物パネルFAT型
アーキキャストD-style DT型　アーキキャストフェンスFT型

ファンクションパネル

FAT型 FAY型 FAK型

アルミ鋳物パネル
アーキキャストシリーズの門扉・フェンスにあわせたデザインです。

アクセントパネル
アーキキャストフェンスのアクセントパネルと同じラインアップです。

FAA型ブラック
（アクリル）

FAP型クリアマット
（ポリカーボネート）

FAS型ヘアーライン
（ステンレス）

FAR型パンチング・レース
（アルミ）

FAA型ホワイト
（アクリル）

アーキキャストシリーズの特長である、小さく美しくアプローチを囲う
というコンセプトにあったファンクションユニット。門扉・フェンスと同
じアクセントパネルをはめ込むこともできます。もちろん独立施工も
できます。

セット価格  ¥183,900
【ガラスサイン（クリア） ネームシールタイプにした場合】 
  ¥160,100
ナチュラルシルバーF＋クリエペール
エクスポストプレイン
ガラスサイン パターン集選択タイプ使用

T-12 
独立仕様

セット価格  ¥305,800

【ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合】  ¥278,800

シャイングレー
エクスポストプレイン
ステンレスサイン パターン集選択タイプ
アーキキャストBC型 08-12 片開き仕様
※吊元のデザイン門柱A１本含む 
※前面揃え納まり

T-12 門柱仕様

セット価格  ¥192,800
【ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合】 
  ¥165,800
ブラック
エクスポストプレイン
ステンレスサイン パターン集選択タイプ使用

T-14
独立仕様

柱 SC BK PW SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB SC + WJ BK + HL PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA

1293.5mm
（T-12）

1493.5mm
（T-14）

438mm

アーキキャストシリーズの門扉・フェンスとトータルコーディネートできる、
スタイリッシュなファンクションユニット。

アーキキャストBC型と
の組み合わせ施工例

アーキキャストフェンス
FY型との組み合わせ
施工例

LED照明

エクスポスト
プレイン

ファンクション
パネル

サイン

※ ファンクション側を吊元門柱として使用することはできません。 
（門扉の場合、ファンクション柱は、受け門柱専用となります。）

アーキキャスト、アーキキャスト 
フェンスとの連続施工ができます。

ファンクションユニット
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ウィルモダン
主要材質： アルミ形材、ステンレス

素材の質感が主張するさりげない存在感が、住まいを美しく引き立てます。また、光るフレームによる今までにないライティングで、 
夜の表情も演出。薄型デザインなので省スペース、住まいを選ばず設置できます。

※ 文字色が白色になります。背面が白系の壁の場合、文字が見えにくくなる場合があります。

IN-4型 IN-5型

新技術を採り入れたガラスサ
イン・ガラスデザインパネル。

ガラス内部にレーザーで文字やデザインを彫り
込む「インサイドマーキング」を採用。ガラスサイ
ン27種類、デザインパネル7種類のデザインパ
ターンから選択できます。

サインをライトアップ

やさしい電球色のLEDです 

やさしい電球色の 
LED照明。

前面・背面・サイン部分の3方向へ配光する、
やさしい電球色のライティングです。「明るさセ
ンサ」を装備し、点け忘れや消し忘れの心配も
ありません。

セット価格  ¥187,300
【 アクリルサイン ネームシールタイプにした場合】 

  ¥158,200
【 センターブロック下用照明ユニットを取り付けた場合】 

  ¥211,900
クリエペール
フラット横型ポスト
アクリルサイン（パターン集選択タイプ）使用

セット価格  ¥202,500
【 センターブロック下用照明ユニットを取り付けた場合】 

  ¥227,100

シャイングレー
フラット横型ポスト
ガラスサイン（グリーンマット）パターン集選択タイプ使用

セット価格  ¥386,100

シャイングレー
フラット横型ポスト
ガラスサイン（クリア）パターン集選択タイプ
ジオーナ門扉B3型 07-12 両開き使用

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。
●セット価格は、センターブロック上照明付きで算出しています。

※ 使用するインターホンに合わせ、各専用のインターホンカバー
を使用してください。

柱セット・縦格子 AB SC MB PW PA QA RA SA KB WJ センターブロック AB SC MB PW

1354mm

430mm

ガラス、ステンレス、アクリル、アルミ…素材にこだわった、プレミアム感のあるアプローチ。
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ウィルモダンスリム

アルミ色

マテリアルカラー クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KB

LED

シャイングレーSC ナチュラルシルバーFPWオータムブラウンAB マイルドブラックMB ラスターブラックSK

サイン

サイン照明

スリム縦型
ポスト

150mm
薄さ

135mm

135mm 300
mm

570mm

スリム縦型ポスト
幅135mmの薄型ポストで
す。錠なし、プッシュ錠付き
が選べます。
（単独使用も可能です。）

サイン照明
間接照明技術を活用したLEDの
やわらかいあかりで、サインをライ
トアップします。
※「柱セットのサイン照明」と「スリムサインラ
イト」の灯具は同じですが、鋳物サイン・備
前焼サインの場合にはサインの正面を照
らす位置に灯具がきます。

サイン
　　●ガラスサイン

クリア マット

スリムとコンパクトを最大限に極めた高機能ファンクションユニット。
高級感を引き立てる「ラスターブラック」色をはじめ、多彩なカラーバリエーションが自慢です。
GBウォールを組み合わせれば、さらにワンランク上の洗練された門まわりを演出します。

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

セット価格  ¥179,800
【ガラスサイン ネームシールタイプ にした場合】 
  ¥156,000
ラスターブラック ※1
スリム縦型ポスト錠なし
ガラスサイン（クリア）パターン集選択タイプ使用
※ ラスターブラック色の柱セットは、サイン照明付
き・インターホン用のみの設定になります。

セット価格  ¥400,600
【ガラスサイン ネームシールタイプ にした場合】 
  ¥376,800
柿渋
スリム縦型ポスト錠なし
ガラスサイン（クリア）パターン集選択タイプ
GBウォール3列 H:1500（ガラスブロック：オパリーン）使用

セット価格  ¥329,500
【ガラスサイン ネームシールタイプにした場合】  ¥305,700

シャイングレー
スリム縦型ポスト錠なし
ガラスサイン（クリア）パターン集選択タイプ
ジオーナ門扉B4型 07-12 両開き使用

柱セット AB SC MB PW PA QA RA SA KB SK

1500mm

GBウォールとの組み合わせ

門まわりに洗練された存在感をもたらすスリムなファンクションユニット。
スリムとコンパクトを最大限に極めたウィルモダンスリムの機能美

主要材質： アルミ形材、ラッピング形材

※1 ラスターブラック色は、

ファンクションユニット
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LED・蛍光ランプ

力強い縦格子のプログコート。
アルミ鋳物の繊細なデザインテイストのコラゾンとエルマージュ。 
シャープなラインが住まいを引き立てるフラットモダン。
住まいのスタイルに合わせてコーディネートできます。
さらに、多彩なバリエーションの装飾アイテムにより、門袖や塀と
のコラボレーションを楽しめるのが大きな魅力です。

●セット価格には、スリット照明・サイン照明用の電球およびインターホンの価格は含まれていません。
● 写真のフラット縦型ポストは、前入れ後取り出し仕様です。

※ 使用するインターホンに合わせ、各専用の
インターホンカバーを使用してください。

セット価格  ¥171,400
【 サインWC ネームシールタイプにした場合】 

  ¥143,600
シャイングレー（H：14）
サインWC  
　パターン集選択タイプ
フラット縦型ポスト使用

単独仕様

セット価格  ¥375,400
【 サインWC ネームシールタイプにした場合】 

  ¥347,600
シャイングレー
サインWC 
　パターン集選択タイプ
フラット縦型ポスト（前入れ後取り出し仕様）
アーキキャストBT型 08-12 片開き使用

単独仕様（門扉取り付け）片開き
＋
袖パネル

セット価格  ¥332,000
【 アイサイン ネームシールタイプにした場合】 

  ¥303,000
ナチュラルシルバーF（H：16）
アイサイン  
　パターン集選択タイプ
フラット縦型ポスト
プログコート門扉1型 09-14 片開き使用

単独仕様（門扉取り付け）片開き

セット価格  ¥251,000
【 ステンレスサインW ネームシールタイプにした場合】 
  ¥222,000
マイルドブラック
ステンレスサインW 
　パターン集選択タイプ
フラット縦型ポスト使用

単独仕様
＋
袖パネル

セット価格  ¥378,000
【 ステンレスサインW ネームシールタイプにした場合】 

  ¥349,000
マイルドブラック
ステンレスサインW  
　パターン集選択タイプ
フラット縦型ポスト
コラゾン1型 07-12 両開き使用

壁付仕様（門扉取り付け）両開き

センターブロック AB SC MB PW 柱・デザインパネル AB SC MB QA KB
※1 ※2 ※3 ※1 プログコートタイプのみ

※2 プログコートタイプ、ウッド調タイプのみ
※3 プログコートタイプのみ

プログコートタイプ
※幅は全て220.5mm

1600
mm

（H：16）

コラゾンタイプ

1570
mm

エルマージュタイプ

1570
mm

フラットモダンタイプ

1550
mm

ベーシックタイプ

1450
mm

（H：14）

Ｈ：16 ナチュラルシルバーF
（門扉：ジオーナ門扉B2型 07-12 両開き、フェンス：プログコートフェンスF1型 T-16）

ウォールとのコラボレーションで豊かな表情が生まれる。
5つのデザインが選べます

スクリーンファンクションユニット
主要材質： アルミ形材・アルミ形材＋ラッピング形材・アルミ鋳物

光沢のある仕上げのため、表面のキズが目立ちやすいので、施工、お手入れの際はご注意ください。お手入れの際は、表面のほこりや砂などを水で洗い流した後、やわらかい布などで拭き取ってください。
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スリムスクエア
充実機能をスリムなボディにビルトイン。
主要材質： アルミ形材、ラッピング形材、アルミダイカスト、アクリル、樹脂（ASA）

アルミ色

マテリアルカラー

LED・蛍光ランプ・
明るさセンサ

シャイングレーSCオータムブラウンAB マイルドブラックMB ブラックBK アイボリーホワイトJW

クリエラスクQA クリエモカRA エクリュアイボリーEH アンティークオークEA

サインパネル
シンボリックにライトアップ。
アクリルサインパネルは、ネーム部
分がくっきり浮かび上がり、住まい
のシンボルとして夜の雰囲気も演
出します。
アルミサインパネルに照明を取り付
けることも可能です。

便利な明るさセンサ付き
アクリルサインを照明として
使用すると、自動で点灯・消
灯する、便利な「明るさセン
サ」が付いています。

サイドにあかりのアクセントを。
サイドのデザインにもこだわり、キャップにアクリルスリットをセットしま
した。
前面のアクリルサインパネルと同色でのコーディネートが可能です。
※ アクリルスリットは、支柱キャップに同梱されています。

アルミサインパネル
照明：高出力LED
（LPK-18型）
サイン：アイサイン

ホワイトマット

ホワイトマット

明るさ
センサ

背　面

ブルー

イエロー

グリーン

※ アイサインについては、 
P.206をご覧ください。

⬆
※アクリルスリット

インターホン

サイドカバー
アクセントカバー

クール＆スタイリッシュなモダン住宅にふさわしい機能ポールです。
シンプルでシャープなデザインもさることながら、お好みのカラーリ
ングでオリジナリティを表現できます。

ポスト（表側）
使いやすく、シンプルなデザイン。
凹凸のないフラット縦型ポストを用意しまし
た。使い勝手や設置場所に合わせて、ポスト
の仕様を選ぶことができます。※

ハガキと大型郵便物を分ける2段投入式のセ
キュリティ縦型ポスト。

 ※ 施工時に背面に400mmの空きスペースが必要
です。

フラット縦型ポスト
前入れ前取り出し仕様

フラット縦型ポスト
前入れ後取り出し仕様

セキュリティ
縦型ポスト

セット価格  ¥167,200
シャイングレー＋マイルドブラック
フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様

セット価格  ¥169,800
オータムブラウン＋クリエモカ
フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様

セット価格  ¥167,200
オータムブラウン
フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様

点灯時

ホワイトマット

セット価格  ¥174,700
シャイングレー
フラット縦型ポスト 前入れ前取り出し仕様

点灯時

ホワイトマット
＋
ブルー

セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

本体 AB SC MB サインパネル AB SC MB

アクセントカバー AB SC MB サイドカバー AB SC MB QA RA

ビルトインタイプで 
見た目もすっきり。
●インターホンカバー

カバーをお好みのカ
ラーでコーディネート
できます。

本体

アクセント 
カバー 

サイドカバー 

セット価格  ¥169,900
シャイングレー
フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様

ホワイトマット
　

点灯時
186.5mm

1617 
mm

※ ポストの詳細は、P.163～164をご覧ください。

SC

SC

RA

ファンクションユニット
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ハングスファンクション
ヨーロッパの街並みをエントランスに再現。
主要材質： ポール：アルミ形材　ポスト（ハングス）：ステンレス、ラッピング形材　サイドパネル・ポスト台座：アルミ鋳物

LED

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

ハンギングスタイルのポストやアンティーク調のサインなど、
細部にまでこだわりを持った温もりある欧風スタイルがエン
トランスに彩を与えます。

ディテールへのこだわりが生んだ、ハンギングテイスト

●切り文字バーサイン

■サイン
鋳物の風合いにマッチした２種類のサインを用意しました。

■サイドパネル
道路境界にフィットするフラットな
Ｆ型と、植栽を囲う様にラウンドし
たＲ型の２種類から選択。

F型 R型

照明を使用しない場合は、
オプションのキャップをご
使用ください。

■ガス灯をモチーフにしたＬＥＤ照明
ガス灯風の照明にはＬＥＤを採用し、エコ
でやさしい光がポストまわりを照らします。

デザインから仕上げに至るまでこだわって、古き良きヨーロッパのテイストを再現しました。

・本体がブラック色の場合、文字はカッパー色になります。

●鋳込みプレートサイン

・英字のみ、最大9文字まで対応可能です。
・ブラック、アイアンブラック、アイボリーホワイトから選択してください。

セット価格  ¥212,500
サイン ネームシールタイプにした場合 
  ¥172,700
アイボリーホワイト＋エクリュアイボリー
エクスポストハングス
鋳込みプレートサイン（パターン集選択タイプ）
サイドパネルR型使用

セット価格  ¥178,900
サイン ネームシールタイプにした場合 
  ¥139,100
ブラック＋アンティークオーク
エクスポストハングス
鋳込みプレートサイン（パターン集選択タイプ）

セット価格  ¥120,300
 
  
アイボリーホワイト
ポストアメリカンタイプＡ-1型
切り文字バーサイン使用

セット価格  ¥87,200
 
  
ブラック＋エクリュアイボリー＋アイアンブラック
エクスポストハングス使用

ポストは壁側面施工も
可能です。

セット価格  ¥40,600
 
  
ブラック

ポールは照明としても
お使いいただけます。

ポール BK JW

ポスト BK + EH BK + EA JW + EA

126mm

1727mm
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ユーロブリーズ

マイルドブラックMB ラスティブラウンRB セレスティアルブルーFL タータングリーンNG アッシュグレーHN S-TOEXブラウンWQ S-オールナットWP

明るさセンサ

サイン

デザインパネルBデザインパネルA
片側使用

デザインパネルA
両側使用

セット価格  ¥175,800
アッシュグレー
サインB（角型） 
ポスト（D-1型）
デザインパネルB使用

セット価格  ¥179,800
セレスティアルブルー
サインA（丸型）
ポスト（D-1型）
デザインパネルA（片側）使用

セット価格  ¥191,700
ラスティブラウン
サインB（角型）
ポスト（D-1型）
デザインパネルA（両側）使用

セット価格  ¥176,000
マイルドブラック
サインA（丸型）
ポスト（A-1型）
デザインパネルA（片側）使用

セット価格  ¥158,600
タータングリーン
サインA（丸型） 
ポスト（D-1型）使用

欧風住宅に映えるシックなカラー

タータングリーンセレスティアルブルーラスティブラウンマイルドブラックアッシュグレー

アンティーク調のデザインが冴える、 
上質感あふれる機能ポール。
長い歴史に培われた、ヨーロッパの品格ある街並
みをイメージしてつくられた「ユーロブリーズ」。
欧風住宅のシンボルとして、住まいに豊かな彩り
を添えてくれます。

玄関先に必要な機能をお好みのデザインで選べます。

ヨーロピアンデザインのD-1型をはじめ、
4タイプのエクスポストを用意。

長寿命のLED照明です。暗くなると自動
的に点灯する、明るさセンサ付きのライト
を標準装備。

リーフと格子、2つのデザインから選べます。

丸型と角型の2タイプ。
取付位置も選べます。

D-1型

W-1型

A-1型

W-1型 セキュリティ仕様

ユーロブリーズ  
サインA（丸型）

ユーロブリーズ  
サインB（角型）

LED照明

デザインパネル

インターホン取付台
座を用意しています。

インターホン

ポスト

178mm

2000 
mm

●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

MB RB FL

NG HN

MB

MB MB

主要材質： アルミ形材、アルミ鋳物、アルミダイカスト、樹脂（ASA）

住まいに薫るヨーロッパの優美な風。

ファンクションユニット
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ステイウッドファンクションポール１型
主要材質：木粉入り樹脂＋アルミ形材

蛍光ランプ・
明るさセンサ

門柱仕様/S-TOEXブラウン　支柱C　H：1,900＋支柱A　H：1,350　オプション付き　
門扉/ステイウッド門扉1型　フェンス/ステイウッドフェンスM1型

●セット価格にはインターホンの価格は含まれていません。

単独仕様

セット価格  ¥119,100
S-TOEXブラウン
サイドサインS-2
縦型ポスト使用

門柱仕様

セット価格  ¥261,800
S-TOEXブラウン
サイドサインS-1
エクスポストA-1型
ステイウッド門扉1型 07-12 使用

単独仕様（2世帯住宅用）

セット価格  ¥178,900
S-オールナット
サイドサインS-1
縦型ポスト使用

同シリーズの門扉とフェンス
やアルミ鋳物門扉とトータル
コーディネートで個性的な門ま
わりを演出できます。

〔取付推奨門扉一覧〕
ステイウッド門扉、ジオーナ門扉、ライシス門扉、
プレスタ門扉、アルメッシュ門扉、ハイ千峰

1900mm 1900mm

単独仕様と門柱仕様

単独仕様／支柱B　H：1,500
S-オールナット オプション付き

単独で設置して、オープン外構のイメージで門
構えをシンボリックに演出する単独仕様と、門
扉やフェンスと連結して、セミクローズやクロー
ズのイメージで門まわりをトータルでコーディネ
ートする門柱仕様があります

色褪せしにくく、腐りにくい
天然木の風合いを再現し、表面材に高耐候
性の木粉入り樹脂を採用。天然木が持つやわ
らかい風合いを持ちながら天然木よりも色褪
せしにくく、腐食の心配をなくしました。

支柱の芯材にはアルミ形材を採用し、強度が
必要とされる部分をしっかりサポートしています。

支柱 WQ WP

H：1,900H：1,500H：1,350H：1,150

高さのバリエーションは4サイズ

木粉入り樹脂を採用したファンクションポール。
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アーキモダン ファンクション
アーキモダン ウォール

本体 SC SC + KB 笠木 AB SC

アルミ色

マテリアルカラー

シャイングレーSCオータムブラウンAB

柿渋KB

組み合わせ価格  ¥167,400
シャイングレー＋柿渋（笠木：シャイングレー）
横型ポスト
アイサイン（ネームシールタイプ）使用

組み合わせ価格  ¥175,400
シャイングレー（笠木：オータムブラウン）
セキュリティ縦型ポスト
アイサイン（パターン集選択タイプ）使用

アーキモダン ウォールとアーキモダン ファン
クションによる門まわり

オータムブラウン シャイングレー

笠木
下の2色より選べます。

1型
（シャイングレー）

1R型
（シャイングレー+柿渋）

1SB型
（シャイングレー）

3SB型
（シャイングレー）

アーキモダン ウォール

P1型
（シャイングレー）

P2R型
（シャイングレー+柿渋）

P3型
（シャイングレー）

P4AR型 P4BR型
（シャイングレー+柿渋）

アーキモダン ファンクション

●アーキモダン ファンクションP3R型

●アーキモダン ファンクションP1型

685mm

475mm

1600
mm

1600
mm

本体 SC SC + KB 笠木・小窓枠 AB SC

あらゆるモダン住宅のアプローチを飾るにふさわしい存在感のある機能門柱です。
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材、アルミ鋳物

LED・明るさ
センサ
（アーキモダン ファンクションのみ）

アーキモダン ファンクション P4AR型＋ウォール 3SB型　￥336,500（ドアホン子機を除く）

ファンクションユニット
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●セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

ディズニー ファンクションポール

セット価格 
¥141,600
ブラック
ポール：ミッキー A型（高：1350）
サイン：ミッキー A型（シール付）
ポスト：ミッキー A型
ポスト台座：E型　
照明：LHK-1型
インターホン台座：
正面取付用（4型用）

セット価格 
¥141,600
ブラック
ポール：ミッキー B型（高：1350）
サイン：ミッキー B型（シール付）
ポスト：ミッキー B型
ポスト台座：E型　
照明：LHK-1型
インターホン台座：
正面取付用（4型用）

セット価格 
¥186,900
ブラック
ポール：ミッキー C型（高：1350）
サイン：ミッキー C型
有田焼サインF型：ミッキー 有田3型
ポスト：ミッキー C型　
ポスト台座：E型
照明：LHK-1型　
フック：ミッキー C型
インターホン台座：
正面取付用（4型用）

セット価格 
¥141,600
ブラック
ポール：プーさん A型（高：1350）
サイン：プーさん A型（シール付）
ポスト：プーさん A型
ポスト台座：E型　
照明：LHK-1型
インターホン台座：
正面取付用（4型用）

セット価格 
¥149,100
ブラック
ポール：プーさん B型（高：1350）
サイン：プーさん B型（シール付）
ポスト：プーさん B型
ポスト台座：E型　
照明：LHK-1型
フック：プーさん B型
インターホン台座：
正面取付用（4型用）

●ミッキー A型 ●ミッキー B型 ●ミッキー C型 ●プーさん A型 ●プーさん B型

かわいいディズニーキャラクターがお出迎え。
主要材質： アルミ鋳物、アルミ形材

オータムブラウンAB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

※1　ミッキー・プリンセスのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

●サイン

ネームの上にキャラクターが
いるサイン。いつでもみんなの
人気者です。

●ポスト

かわいいキャラクターが住ま
いのワンポイントに。新聞や郵
便物を取り出しやすい前後開
きタイプです。

●フック

鉢植えを掛けて、エントランス
をお洒落に飾れるフックです。

●インターホンなし

インターホンなし
納まりもできます。

218mm

1596
mm



ファンクションユニット

オータムブラウンAB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB
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価格表

呼称

ブラック
オータムブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥27,200 ¥29,900 ̶

ミッキー C型 ¥27,200 ¥29,900 ￥44,100（ひとり）
￥63,700（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥27,200 ¥29,900 ¥44,100

ポスト台座 E型 ¥10,900 ¥10,900 ¥10,900

かわいいキャラクターが住まいのワンポイントに。 
新聞や郵便物を取り出しやすい前後開きタイプです。

ディズニー ポスト（ディズニーファンクションポール取付専用）
主要材質：アルミ鋳物、アルミ形材

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

価格表

呼称

ブラック
オータムブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥12,600 ¥13,900 ̶

ミッキー C型 ¥12,600 ¥13,900 ￥29,100（ひとり）
￥45,500（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥12,600 ¥13,900 ¥29,100

さまざまな人の目にとまるサイン。キャラクターがいれば、やさしく楽しく演出できます。

ディズニー サイン（ディズニーファンクションポール取付専用）
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

サイズ：ミッキー A型　340mm×280mm　
ミッキー B型　285mm×365mm　
ミッキー C型　340mm×300mm　
プーさん A型　340mm×285mm　
プーさん B型　340mm×285mm



©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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価格表

呼称

ブラック
オータムブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥7,500 ¥8,300 ̶

ミッキー C型 ¥7,500 ¥8,300 ￥21,800（ひとり）
￥36,100（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥7,500 ¥8,300 ￥21,800

鉢植えを飾れば、キャラクターと一緒に四季の彩り豊かな演出が楽しめます。

ディズニー フック（ディズニーファンクションポール取付専用）
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2



LIXIL ディズニーシリーズ

オータムブラウンAB ブラウンBB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB
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価格表

呼称
ブラック

オータムブラウン
シャイングレー

ブラック・ブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

形材窓 ミッキー A型・プリンセス A型 ¥23,000 ̶ ̶ ̶

鋳物窓

ミッキー C型 ̶ ¥12,500 ¥13,800 ￥25,000（ひとり）
￥30,000（全員）

ミッキー D型 ̶ ¥12,500 ̶ ̶

プーさん A型 ̶ ¥12,500 ¥13,800 ¥25,000

プーさん B型 ̶ ¥12,500 ̶ ̶

住まいの外構に、爽やかで心地よいアクセントを。

ディズニー ブロック飾り［マドリードタイプ］
主要材質：アルミ鋳物、アルミ形材

BK AB SC

形材窓

鋳物窓

ミッキー A型
形材窓

プリンセス A型
形材窓

ミッキー D型
鋳物窓

ミッキー  C型
鋳物窓

プーさん A型
鋳物窓

プーさん C型
鋳物窓

※1　ミッキー C型のみ
※2　プーさん A型のみ

GBBK BB

XB

JW

GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※1 ※2

価格表

呼称
ブラック・ブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥26,400 ¥29,100 ̶

ミッキー C型 ¥26,400 ¥29,100 ￥40,700（ひとり）
￥55,000（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥26,400 ¥29,100 ¥40,700

ツル性の植物やリースで飾ってもOK!

ディズニー オーナメント
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK BB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

SC



フルカラーYB

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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窓辺を明るく飾る面格子。室内からも室外からもキャラクターのシルエットが楽しめます。

ディズニー 面格子
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

価格表

呼称 ブラック
ブラウン

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

W:750 W:890 W:750 W:890 W:750 W:890 W:750 W:890
ミッキー A型
ミッキー B型 ¥49,500 ¥61,800 ¥54,500 ¥68,000 ¥69,300 ¥86,600 ̶ ̶

ミッキー C型 ¥49,500 ¥61,800 ¥54,500 ¥68,000 ¥69,300 ¥86,600 ￥89,100（ひとり）
￥108,900（全員）

￥111,300（ひとり）
￥136,000（全員）

プーさん A型 ¥49,500 ¥61,800 ¥54,500 ¥68,000 ¥69,300 ¥86,600 ¥123,800 ¥154,500

プーさん B型 ¥49,500 ¥61,800 ¥54,500 ¥68,000 ¥69,300 ¥86,600 ¥99,000 ¥123,600

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK BB JW

XB GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

かわいいキャラクターが、壁面やちょっとしたスペースのワンポイントになります。

ディズニー 壁飾り
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK BB XBJW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2 価格表

呼称 ブラック
ブラウン

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥40,000 ¥44,000 ¥56,000 ̶

ミッキー C型 ¥40,000 ¥44,000 ¥56,000 ￥72,000（ひとり）
￥88,000（全員）

プーさん A型 ¥40,000 ¥44,000 ¥56,000 ¥100,000
プーさん B型 ¥40,000 ¥44,000 ¥56,000 ¥80,000

住まいのかわいいアクセサリーとして楽しく演出。

ディズニー 鋳物レリーフ
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん A型ミッキー B型 プーさん B型ミッキー C型

※1　ミッキーのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK BB

XB

JW

GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2

価格表

呼称 ブラック・ブラウン・シャイングレー
ホワイト（アイボリー）・モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥12,100 ¥13,400 ̶

ミッキー C型 ¥12,100 ¥13,400 ￥26,400（ひとり）
￥40,700（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥12,100 ¥13,400 ¥26,400
壁付部品 ¥5,000

SC



テグランNeo

テグランNeo
この新発想のデザインから、住まいの感性が広がります。
タイル仕上げの佇まいが美しい「テグランNeo」は、デザイン性とエントランスに必要な機能性を兼ね備えています。

テグランNeoは、3つのサイズから選べます。

➡詳しくは、P.189をご覧ください。

W05 W08 W20

「ガーデンファサード」として、 コーディネートを自在に楽しむ。

テグランNeoや植栽、さまざまなアイテムの組み合わせで、住宅を引き立てる新発想のコー
ディネートが可能になります。たったひとつのプロダクトから広がる感性が、エクステリアを
美しく変えていきます。

本体を軽量化することで、施工をより早く。地震により強く。

本体の軽量化で、タイルを工場で張ってからの輸送が可能になり、現場での施工作業が
スピーディに。耐震性も高いレベルを実現しています。

テグランNeoのデザイン性は、細かいこだわりを
ひとつひとつ積み重ねてできています。

大容量のポストが、
サイドにすっきり収まる

光を通しつつ、目隠し効果も
発揮するガラスパネル。

幅広いインターホンに
対応したインターホンカバー。

納まりに至るまで、
精度の高い仕上がり。

光が側面にまで美しく行きわたる 
アクリルパネル。（写真はクリアマット）

インターホン取付ベースを使って、イン
ターホンの正面付けが可能になりました。

耐震テスト
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交わる。縁取る。重ねる。透かす。
空間づくりのテクニックで、美しい「ガーデンファサード」へ。
ひとつ上のエクステリアを実現するために、だいじなのは“空間づくりのテクニック”。 
交わる。縁取る。重ねる。透かす。技ありなアイデアを取り入れれば、コーディネートは
ぐっと美しくなります。

テグランNeo

+ G

デザイナーズパーツ

植栽

照明

交わる・縁取る
重ねる・透かす

空間づくりの
テクニック

縁取る 空間を引き締めるアイデア。
絵画のように植栽が映える、「額縁効果」。

W08 スリット
スクリーン

フラットアーチ 縁取る

交わる エクステリアに奥行きや
広がりが生まれ、動きや変化を感じる空間に。

W20 交わる有孔ブロック
ウォール

重ねる さまざまな要素が美しく重なる。
日本伝統の「襲

かさね

の色目」にも通じる考え方。

W08 有孔ブロック
ウォール

重ねる

透かす ガラスの向こうに浮かび上がる
光や植栽のニュアンスが、品格を演出。

W20 透かすフラットアーチ

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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W08
セット価格 ¥241,000
ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合 ¥221,000

W08 セット価格 ¥317,700

W20 セット価格 ¥296,460

W20
セット価格 ¥251,000
ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合 ¥231,000

W05
セット価格 ¥229,600
アクリルパネル ネームシールタイプにした場合 ¥223,000

テグランNeo

本体 SC  シャイングレー　 PW  ナチュラルシルバーF　 JW  ホワイト（アイボリーホワイト）

フレーム SC  シャイングレー　 PW  ナチュラルシルバーF　 JW  ホワイト（アイボリーホワイト）　 QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　

セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。
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ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合 ¥203,000 
ステンレスサイン パターン集選択タイプにした場合 ¥223,000

W05 セット価格 ¥199,100



W08
セット価格 ¥299,500
アクリルパネル ネームシールタイプにした場合 ¥274,500

W08
セット価格 ¥297,900
アクリルパネル ネームシールタイプにした場合 ¥288,000
※画像はガラスパネルを組み込んでいます。

W20
セット価格 ¥415,000
オプション（ガラスパネル）を外した場合  ¥237,000
ステンレスサイン ネームシールタイプにした場合  ¥395,000
※画像はガラスパネルを組み込んでいます。

W20
セット価格 ¥308,000

W05
セット価格 ¥262,000
アクリルパネル ネームシールタイプにした場合 ¥237,000

SA  クリエダーク　 KB  柿渋　 SH  シルキーアイボリー　 WN  グレイッシュオーク

※本体はタイルが張られた状態の「セットタイル」と現場で自由に張る「タイルなし」から選べます。ポストは本体に内蔵されています。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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 門袖C型
門まわりに必要な機能を本体の片側に集約。
リーズナブルな価格帯が魅力です。

ステンレスサイン（パターン集選択タイプ）含む
使用タイル：セラヴィオ R CRG‐1
門扉加算額 ￥180,600

門柱仕様
￥321,260

 門袖A型
門まわりに必要な機能を本体のセンター部分に 
集約。
アルミ形材門扉と合わせやすいデザインです。

ステンレスサイン（パターン集選択タイプ）含む
使用タイル：サイモン SAI-1
門扉加算額 ￥185,000

門柱仕様
￥445,420

 門袖B型
門まわりに必要な機能を本体の上部に配置。
鋳物から形材門扉まで幅広くコーディネート可
能なデザインです。

アルファベットサイン含む
使用タイル：エクセンシア ECA‐2
門扉加算額 ￥127,400

門柱仕様
￥384,900
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テグラン
テグラン

門まわりに必要な機能を備えたタイル仕上げのデザインウォール。
使い勝手に応じて選べる4デザインの本体と豊富なタイルバリエーションを
組み合わせてオンリーワンの門まわりが演出できます。



 フリーパーツ
自由に部材を組み合わせてコーナー部
への施工や連続施工など、
こだわりの門袖がつくれます。

左
￥147,380

SUS抜き文字ベースサインL型（パターン集選択
タイプ）・エクスポスト グレイス含む
使用タイル：細割ボーダー（標準割面） HB‐6

右
￥451,240

SUS抜き文字ベースサインP型（パターン集選択タイプ）・
デザイナーズパーツ含む
使用タイル：寂雅楽Ⅱ（さびうた） SUT‐12

左
￥358,130

エクスポスト グレイス含む
使用タイル：寂雅楽Ⅱ（さびうた） SUT‐11

右
￥756,810

使用タイル：エクセンシア ECA-3

左
￥546,050

ガラスサイン（マット）（パターン集選択タイプ）含む
使用タイル：エクセンシア ECA-3

右
￥364,350

門扉加算額 ￥211,100

全3色 全3色 全2色 全3色 全2色全4色

寂雅楽Ⅱ（さびうた） サイモン センティア セラヴィオ R エクセンシア細割ボーダー（標準割面）

 住まいやお好みに合わせてタイルが選べます。 ※塗り仕上げも可能です。
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詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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門まわり商品

LIXILサイン ラインアップ
住まいに映える、個性豊かなLIXILのサイン
シックからカジュアルまでバラエティに富んだLIXILのサインがますます充実。
こだわりとセンスあふれるサインが、住まいを表情豊かに彩ります。

家を、我が家に変えるもの。
住まいを訪れる誰もが、まず目にするもの。
それは、表札（＝サイン）ではないでしょうか。
受け継がれてきた大切な家名を刻む表札は、
そこに暮らす人の住まいへの思い入れや感性を無言のうちに物語ります。
意匠はもちろんのこと、素材しかり、書体しかり。
そして何よりも、建築物としての家を「わが家」に変えるシンボルであると思うのです。
大切な家名をより個性的に表現できる逸品を豊富にご用意し、
多彩なこだわりにきめ細かくお応えいたします。



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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※一部対象外のサインがありますのでご注意ください。

自分の名前の表札イメージを
カンタン操作で作成！
表札シミュレーションをぜひご活用ください。

表札シミュレーション

1 トップページ
【表札単体で使う】を選びます。

表札シミュレーション
表札シミュレーションはこちら↓
http://www2.lixil.co.jp/rp/dfw/exsas6/sign/index.html

シミュレーションで

あなたのイメージにピッタリの

表札を作ってみよう！！

4

表札・文字の色を選ぶ
お好みの本体色と文字色との組み合わせを選びます。

3

和風・モダン
洋風までさまざまな
デザイン（素材）から

選べます。

2 商品を選ぶ
お好みの商品を選びます。

文字を入れる
お好みの文字レイアウトを選び、名前や住所を入れます。

完成！
※掲載のホームページ画面は、情報更新のため変更になる場合があります。

文字サイズ、
書体、文字間隔等も
調整もできます。



江戸硝子サイン　ナチュラルタイプ
主要材質：ガラス

エンブレムサイン
主要材質：樹脂

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

シャイングレー

ブラック立体感のあるシールタイプサイン

厚みを持たせたシールタイプのアルファベットサインです。
ほどよい立体感がエントランスをスタイリッシュに引き立た
せます。

エンブレムサイン シャイングレー ブラック
¥1,600 /1文字 ¥1,100 /1文字

サイン

グリーンブルー レッドピンクピンクグリーン

サイズ：150mm×150mm
江戸硝子サイン
ナチュラルタイプ

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
¥44,900 ¥56,400

表札シミュレーション
P.195参照

切り文字サインＳ 
主要材質：ステンレス（SUS304）

ガラスバーサイン ベーシックプレート付きタイプ  
主要材質：ガラス、ラッピング形材、ステンレス（SUS304）

サイズ：430mm×58mm

切り文字サインＳ パターン集選択タイプ
￥36,０００

ブラック　DIN（ゴシック体） シャイングレー　DIN（ゴシック体）

ブラック　ストリーム（筆記体） シャイングレー　ストリーム（筆記体）

●取付可能商品

ウォールスクリーン
ファンクション門袖
基本タイプ

ウォールスクリーン
ファンクション門袖
フレームタイプ

切り出した文字の立体感が、さりげない個性を演出。
書体にはスタンダードな「DIN」と､ご要望の多かった「ストリーム」の2タイプをご用意しました。

サイズ：ベーシック 300mm×40mm
プレート付きタイプ 300mm×45mm

ガラスバーサイン
パターン集選択タイプ

ベーシック ￥３８,０００
プレート付きタイプ ￥45,０００

クリアなガラスのサインに、バータイプが登場。
地色を重ねるプレート付きタイプは、
エントランスの雰囲気に合わせて4色からお選びいただけます。

江戸硝子の独特なゆらぎ感に、花や若葉をイメージした柔
らかい彩色の洋風テイストのサインです。
水面を流れる花びらのような美しさを表現しました。

テグランNeo 基本タイプ
（W20サイズのみ）

ウォールスクリーン
ファンクション門袖

基本タイプ・フレームタイプ

●取付可能商品

ベーシック　文字色：黒
デザインパターン：GG-2型

ベーシック　文字色：白
デザインパターン：GG-2型

プレート付きタイプ　文字色：白
サインプレート：クリエモカ
デザインパターン：GG-2型

プレート付きタイプ　文字色：白
サインプレート：クリエダーク
デザインパターン：GG-2型

プレート付きタイプ　文字色：黒
サインプレート：グレイッシュオーク
デザインパターン：GG-1型

プレート付きタイプ　文字色：白
サインプレート：シルキーアイボリー
デザインパターン：GG-1型

表札シミュレーション
P.195参照
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美濃焼サイン
主要材質：焼き締め陶器／施釉（せゆう）

表札シミュレーション
P.195参照

安土桃山時代より受け継がれてきた
伝統技術の結晶、美濃焼。
武将や茶人たちに愛された繊細かつ大胆な
表現力が印象的です。

織
おりべ

部 ラスター彩

瀬
せ と ぐ ろ

戸黒
美濃焼サイン パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ

¥52,900 ¥64,400

サイズ：185mm×185mm

有田焼サイン　185角タイプ
主要材質：焼き締め磁器／施釉（せゆう）

十七世紀初頭より、肥前の国で焼かれ始めた国内最初の磁器。
繊細で透明感のある磁器ならではの味わいを醸し出しています。

185角タイプ　丸紋
185角タイプ　点跡（てんせき） 185角タイプ　格子 185角タイプ　桜 185角タイプ　小花

サイズ：185mm×185mm

表札シミュレーション
P.195参照

有田焼サイン　横長タイプ
主要材質：焼き締め磁器／施釉（せゆう）

サイズ：250mm×90mm

有田焼サイン
パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ

185角タイプ ¥52,900 ¥64,400
横長タイプ ¥52,900 ¥64,400

陶石を高温焼成することで、硬く、白く透き通るような素地にさわやかな色絵付けが映えます。
目を見張るような華麗な仕上がりになっています。

横長タイプ　丸紋

横長タイプ　点跡（てんせき） 横長タイプ　格子 横長タイプ　桜

横長タイプ　小花

表札シミュレーション
P.195参照

¥6,400（1文字）　取付ネジセット（35本入）は別売水平一列　¥39,500（6文字＋取付ネジセット）

波形　¥65,100（10文字＋取付ネジセット）

アルファベット 
サイン

1文字・1コ 取付ネジセット
（壁付用）

取付ネジセット
（形材取付用）

¥6,400 ¥1,100 ¥1,100

文字高さ：47～60mm

アルファベットサイン
主要材質：ステンレス

アルファベットを一文字ずつ並べるタイプですので、レイアウトアレンジは自由自在。
楽しみながらオリジナルのネームサインが作れます。

母音となる文字には、鳥をデザインした
タイプも設定しました。
組み合わせでオリジナル表現が可能です。

ブラック
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サイン

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

東京七
し っ ぽ う

宝サイン
主要材質：本体：七宝焼き（銅板）　枠：アルミ鋳物

江戸時代、色鮮やかな刀装具でおしゃれを楽しんだ武士たちによって発展を遂げた江戸の七宝。
長い年月を経て、東京都指定伝統工芸士に受け継がれた東京七宝をサインに採用しました。
手作業によって、一点一点色付けされる鮮やかな色合いが特長です。

漆
しっこく

黒 透
すけあか

赤 紺
こんみず

水 青
あおたけ

竹 金
きんちゃ

茶 檸
れも ん

檬

東京七宝サイン パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
¥56,400 ¥67,900

サイズ：185mm×185mm

表札シミュレーション
P.195参照

和紙サイン
主要材質：ガラス／和紙

出雲・土佐・越中の彩り豊かな手
て す

漉き和紙をサインに採り入れました。
和紙とガラスを組み合わせることで、和風とモダンがほどよく調和します。

土佐和紙／雲
うんりゅう

竜紙

出雲和紙／楮
こうぞぞめうんりゅう

染雲竜／赤 出雲和紙／楮
こうぞぞめうんりゅう

染雲竜／茶 越中和紙／楮
こうぞぞめ

染／柿
かきしぶ

渋／友
ゆうぜんかさ

禅重ね

和紙サイン パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
¥64,400 ¥75,900

サイズ：200mm×200mm

表札シミュレーション
P.195参照

備前焼サイン
主要材質：焼き締め陶器／無釉（むゆう）

およそ千年の歴史を持つ六古窯（ろっこよう）のひとつ、備前焼。
代表的な窯変（ようへん）の中から、3種類を用意しました。

備前焼サイン
パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ

185角タイプ ¥52,900 ¥64,400
145角タイプ・横長タイプ ¥48,300 ¥59,800

サイズ：185角タイプ　185mm×185mm
145角タイプ　145mm×145mm
横長タイプ　185mm× 90mm

表札シミュレーション
P.195参照

185角タイプ　牡
ぼ た も ち

丹餅

185角タイプ　胡
ご ま

麻 185角タイプ　緋
ひだすき

襷

145角タイプ　牡
ぼ た も ち

丹餅 145角タイプ　胡
ご ま

麻145角タイプ　緋
ひだすき

襷

横長タイプ　牡
ぼ た も ち

丹餅

※横長タイプは、縦使用も可能です。
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●セット価格にはインターホンの価格は含まれていません。

江戸硝子サイン 楕円形タイプ・横長タイプ・150角タイプ・200角タイプ
主要材質：ガラス

十八世紀より受け継がれた伝統の江戸硝子を採用した表札。
東京都指定伝統工芸士の江戸職人の手によって、
ひとつひとつが趣のある深い仕上がりになっています。

楕円形タイプ　桜
さくら

色
いろ

楕円形タイプ　鉄
てつ

納
なん

戸
ど

横長タイプ　淡
あわゆきいろ

雪色 横長タイプ　琥
こ

珀
はく

色
いろ

サイズ：楕円形タイプ　240mm×135mm
横長タイプ　237mm×119mm

太古の樹脂が固まってできた宝石のような琥珀色、平安時代から貴族の襲（かさね）として親しまれてきた
二藍、江戸時代に流行した鉄納戸、銀のような質感を感じる、あたたかみのある銀鼠。
古来より日本が培ってきた豊かな色彩である和色（わいろ）が、江戸硝子サインに加わりました。

琥
こ

珀
はく

色
いろ

鉄
てつ

納
なん

戸
ど

二
ふたあい

藍

銀
ぎんねず

鼠

淡
あわゆきいろ

雪色

桜
さくら

色
いろ

若
わかくさいろ

草色

薄
うす

瑠
る

璃
り

色
いろ

200角タイプ　若
わかくさいろ

草色 200角タイプ　淡
あわゆきいろ

雪色150角タイプ　琥
こ

珀
はく

色
いろ

150角タイプ　鉄
てつ

納
なん

戸
ど

150角タイプ　二
ふたあい

藍

150角タイプ　薄
うす

瑠
る り

璃色
いろ

150角タイプ　銀
ぎんねず

鼠

江戸硝子サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
楕円形タイプ ¥43,700 ¥55,200
横長タイプ ¥43,700 ¥55,200
150角タイプ ¥40,300 ¥51,800
200角タイプ ¥43,700 ¥55,200

サイズ：150角タイプ　150mm×150mm
200角タイプ　200mm×200mm

表札シミュレーション
P.195参照

インフォユニットサイン
主要材質：ステンレス+アルミ形材

※ 左右逆勝手があります。 
インターホンの切り欠きが 
外観右側にあるのがR、
左側にあるのがLです。

ステンレスタイプ VS

サイズ：サインベース・ステンレスタイプ　280mm×145mm
インターホン用サインベース（L／R共）・ステンレスタイプ　430mm×145mm

インフォユニット
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
サインベース ¥55,200 ¥66,700

インターホン用サインベース ¥57,500 ¥69,000

文字部を「彫り込む」タイプのステンレスサインをご用意しました。

サインベース  インターホン用サインベース

ステンレスヘアーラインVS
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ガラスの透明感とアルミ鋳物の質感が際立つ、立体感のある仕上がりです。

鋳物枠
ガラスサイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
バータイプ　200角タイプ ¥56,900 ¥68,400
バータイプ　150角タイプ ¥53,500 ¥65,000
ピンタイプ　200角タイプ ¥51,200 ¥62,700
ピンタイプ　150角タイプ ¥47,700 ¥59,200
ピンタイプ　　LEDタイプ ¥69,000 ¥80,500

● 鋳物枠ガラスサイン ピンタイプ LEDタイプを使用する場合は、別途トランス電源ユニット
（¥12,000）と12V地中配線用電源ケーブル（10m：¥6,000・20m：¥9,000）が必要です。
●LEDタイプの価格には、照明灯具も含まれています。
● LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

● LEDが暗くなったときは器具の寿命です。
　（LEDの交換および補修はできません。）
● 消費電力は0.3Wです。ご注意

ピンタイプ　デザインA　200角タイプ
ナチュラルシルバーF

バータイプ　200角タイプ
シャイングレー

ピンタイプ　デザインB　150角タイプ
ブラック

ピンタイプ　LEDタイプ　200角タイプ
ナチュラルシルバーF

ピンタイプ　デザインC　200角タイプ
ピュアホワイト

ピンタイプ　デザインD　150角タイプ
シャイングレー

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

重ね合わせたガラスの内
部に模様をプリントして立
体感のある意匠に仕上げ
ました。やさしい色合いを
まとった、かわいらしいサ
インです。

レイヤード
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
¥52,900 ¥64,400マーガレット

ドイリー コットン ペイント
サイズ：200mm×200mm

サイズ： バータイプ 200角タイプ　208mm×210mm
 バータイプ 150角タイプ　158mm×160mm
 ピンタイプ（デザインC） 200角タイプ　224mm×220mm
 ピンタイプ（デザインC） 150角タイプ　174mm×170mm
 ピンタイプ LEDタイプ　214mm×214mm

高い透過性を実現したクリ
スタルガラスとカラークリ
スタルガラスを組み合わ
せてアクセントを付けまし
た。文字はレーザー加工技
術「インサイドマーキン
グ」でクリスタルガラスの
内部に彫り込みます。

クリスタルガラ
スサイン

パターン集選択タイプ
200角タイプ ¥52,900
150角タイプ ¥49,500

サイズ：200角タイプ　203mm×204mm
150角タイプ　153mm×154mm

デザインB　200角タイプ
ブラック

デザインB　150角タイプ
ブラック

デザインB　150角タイプ
ゴールドデザインB　200角タイプ

ゴールド

表札シミュレーション
P.195参照

表札シミュレーション
P.195参照

（LEDタイプのみ）

サイン

レイヤードサイン
主要材質： ガラス（高透過クリア）

表札シミュレーション
P.195参照

クリスタルガラスサイン
主要材質： ガラス　枠：ステンレス

鋳物枠ガラスサイン
主要材質：ガラス　枠：アルミ鋳物
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透明なガラスの質感とカラフルな色合いが門まわりに新しい彩りをもたらします。 
全9色の豊富なカラーバリエーションが特長です。

壁面に埋め込むことで適度に明るさを採り入れながら、目隠し効果
も期待できるガラスブロックのサインです。

クリアタイプ オパリーンタイプ

200角タイプ　ブラック 200角タイプ　アプリコット200角タイプ　ホワイト 200角タイプ　ウルトラマリン

ベーシックタイプ　スクエア2ベーシックタイプ　スクエア１ ベーシックタイプ　グリッド ベーシックタイプ　ストライプ

150角タイプ　ライム 150角タイプ　コーラル 150角タイプ　タン

200角タイプ　グラス 200角タイプ　グレー

ベーシックタイプ　モンステラ ベーシックタイプ　リーフ ステンレス鋳物付きタイプ

ガラスブロック
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
クリアタイプ ¥40,300 ¥51,800
オパリーンタイプ ¥46,000 ¥57,500
サイン枠上下枠セット ¥  3,200 ¥  3,200
サイン枠サイド枠セット ¥  3,700 ¥  3,700

カラーガラス
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
200角タイプ ¥39,700 ¥51,200
150角タイプ ¥36,200 ¥47,700

モダンガラス
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
スクエア1 ¥48,300 ¥59,800
スクエア2 ¥48,300 ¥59,800
グリッド ¥50,600 ¥62,100
ストライプ ¥50,600 ¥62,100
モンステラ ¥50,600 ¥62,100
リーフ ¥50,600 ¥62,100

ステンレス鋳物付きタイプ ¥63,300 ¥74,800

● ガラスブロックサインをコンクリートブロックなどの壁に埋め込む場合は、枠（上下枠セット、
サイド枠セット）を使用してください。
● サイド枠セットは、1セットでガラスブロック4段まで対応可能です。4段以下で使用する場合
は、現場で切り詰めてください。

ガラスにラインや植物のデザインパターンを
あしらったスタイリッシュなサインです。アー
ルの美しいステンレス鋳物を組み合わせた
タイプもラインアップしました。

サイズ：200mm×200mm

サイズ：165mm×165mm（奥行95mm）

サイズ：200角タイプ　200mm×200mm
150角タイプ　150mm×150mm

表札シミュレーション
P.195参照

カラーガラスサイン
主要材質： ガラス

表札シミュレーション
P.195参照

モダンガラスサイン
主要材質： ガラス、ステンレス鋳物

表札シミュレーション
P.195参照

ガラスブロックサイン
主要材質： ガラス、アルミ形材
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ガラスサイン ベーシックタイプ・プレート付きタイプ
主要材質：ガラス、ステンレス、アルミ

ガラスサイン 鋳物飾り付きタイプ
主要材質：ガラス、アルミ鋳物

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

A型…ステンレスのプレート付き
B型…アルミのプレート付きシャープなガラスの質感を生かしたガラスサイン。鋳物飾りやプレートで、デザインがより輝きます。

ガラスサイン
（ベーシックタイプ・
プレート付きタイプ）

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
ベーシックタイプ200角タイプ ¥43,700 ¥55,200
ベーシックタイプ150角タイプ ¥40,300 ¥51,800

プレート付きタイプA型　200角タイプ ¥51,800 ¥63,300
プレート付きタイプA型　150角タイプ ¥48,300 ¥59,800
プレート付きタイプB型　200角タイプ ¥51,800 ¥63,300
プレート付きタイプB型　150角タイプ ¥48,300 ¥59,800

ベーシックタイプ
200角

プレート付きタイプ
200角 A型

ベーシックタイプ　150角

プレート付きタイプ
200角　B型

プレート付きタイプ　150角　A型 プレート付きタイプ　150角　B型

サイズ：200角タイプ　200mm×200mm
150角タイプ　150mm×150mm

ガラスサイン
（鋳物飾り付きタイプ）

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
鋳物飾り付きA型　200角タイプ ¥51,800 ¥63,300
鋳物飾り付きA型　150角タイプ ¥48,300 ¥59,800
鋳物飾り付きB型　200角タイプ ¥51,800 ¥63,300
鋳物飾り付きB型　150角タイプ ¥48,300 ¥59,800
鋳物飾り付きC型　200角タイプ ¥51,800 ¥63,300
鋳物飾り付きC型　150角タイプ ¥48,300 ¥59,800

スクエアなガラスサイン本体と、なだらかな曲線を描く鋳物飾りの組み合わせが、さりげない遊び心を主張します。

鋳物飾り付きタイプ
200角　A型

鋳物飾り付きタイプ
200角　C型

鋳物飾り付きタイプ
200角　B型

鋳物飾り付きタイプ
150角　B型

鋳物飾り付きタイプ
150角　A型

鋳物飾り付きタイプ
150角　C型

サイズ：200角タイプ　200mm×200mm
150角タイプ　150mm×150mm

ステンレスの光沢に、鋳物特有のなめらかなフォルムと切り抜きデザインが冴えるフェミニンなシルエットのサインです。

鋳物枠ステンレスサイン パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
¥44,900 ¥56,400

デザインA　シャイングレー デザインB　シャイングレー

デザインA
ナチュラルシルバーF

デザインB
ナチュラルシルバーF

デザインA　ブラック デザインB　ブラック

サイズ：枠部分　　　　　　　200mm×200mm
サイン部分（デザインA）　120mm×120mm
サイン部分（デザインB）　123mm×123mm

表札シミュレーション
P.195参照

サイン

表札シミュレーション
P.195参照

鋳物枠ステンレスサイン
主要材質：ステンレス、アルミ鋳物
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黒御影石サイン
主要材質：黒御影石（天然石）、ガラス

タイルサイン
主要材質：焼き締め磁器/施釉（せゆう）

ステンレスサインW
主要材質：ステンレス、アルミ鋳物

照明との組み合わせで、ネームが浮き上がる抜き文字も選択可能です。

ステンレス
サインW

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ ネームシールタイプ
ネームシールタイプ ̶ ̶ ¥8,000
彫り込み文字 ¥37,000 ¥51,300 ̶
抜き文字 ¥37,000 ̶ ̶

サイン飾りA（コラゾン） ¥4,700
サイン飾りB（リーフ） ¥4,700

ステンレス
サイン（大）

パターン集選択タイプ
コラゾンタイプ ¥50,600
リーフタイプ ¥50,600

ステンレスサインW 彫り込み文字 ステンレスサインW 抜き文字
（サイン飾りA取付例）

ステンレスサイン（大）コラゾンタイプ
抜き文字

ステンレスサイン（大）リーフタイプ
抜き文字

ごまをまぶしたような表面処理と、さざ波立ったような
表面処理の2種類のデザインパターンを用意しました。
お求めやすい価格帯も魅力です。

タイルサイン
パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ

195角タイプ ¥33,400 ¥44,900
145角タイプ ¥29,900 ¥41,400

195角タイプ　ごま茶

145角タイプ　なみ青

195角タイプ　ごま白

145角タイプ　なみ灰195角タイプ　なみ灰 195角タイプ　なみ青 145角タイプ　ごま茶145角タイプ　ごま白
サイズ：195角タイプ　195mm×195mm

145角タイプ　145mm×145mm

サイズ：ステンレスサインW  　160mm×  80mm
ステンレスサイン（大） 　　　　　　　　

コラゾンタイプ　212mm×195mm
リーフタイプ　212mm×177mm

黒御影石
サイン

パターン集選択タイプ 自由彫り込みタイプ
ベーシックタイプ ¥56,400 ¥67,900
クリアガラス付き ¥69,000 ¥80,500
乳白ガラス付き ¥69,000 ¥80,500

クリアガラス付きAベーシックA ベーシックB クリアガラス付きB乳白ガラス付きA 乳白ガラス付きB

高級石材として知られる黒御影石。異素材のガラスと黒御影石の
組み合わせや、ラウンドデザイン、スリットデザインを施すことで、
重厚感はそのままにモダンなスタイルのサインが実現しました。

サイズ：180mm×180mm
（ガラス部分130mm×130mm）

表札シミュレーション
P.195参照

表札シミュレーション
P.195参照

表札シミュレーション
P.195参照
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サインとインターホンカバーを一緒にデザインすることで
すっきりとした納まりに仕上げました。

デザインA　開口A
ステンレスヘアーライン+磨き

デザインA　開口B
ステンレスヘアーライン+磨き

デザインB　開口A
ステンレスヘアーライン+ラスターブラック

デザインB　開口A
ステンレスヘアーライン+ラスターブルー

デザインB　開口B
ステンレスヘアーライン+ラスターホワイト

デザインB　開口B
ステンレスヘアーライン+ラスターレッド

インターホン 
カバーサイン

パターン集選択
タイプ

自由彫り込み 
タイプ

¥54,100 ¥65,600

サイズ：デザインA　360mm×163mm
デザインB　360mm×165mm

P型　文字2段　クリエペール

ステンレス×クリエカラーを組み合わせたサイン。
オプションのＬＥＤ照明を使用すると夜間は自動的にサインをライトアップします。

P型　文字2段
クリエラスク

P型　文字2段
クリエモカ

P型　文字2段
クリエダーク

L型　右サイン　クリエペール L型　右サイン　クリエラスク

L型　左サイン　クリエモカ L型　左サイン　クリエダーク

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

SUS抜き文字
ベースサイン

パターン集選択タイプ
P型文字1段 ¥57,300
P型文字2段 ¥60,700
L型右サイン ¥45,800
L型左サイン ¥45,800

サイズ：P型　185mm×170mm（奥行27mm）
L型　370mm× 30mm（奥行36mm）

サイン

インターホンカバーサイン
主要材質： ステンレス塗装

SUS抜き文字ベースサイン
主要材質： ラッピング形材、ステンレス
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高級鋳物サイン
主要材質： アルミ鋳物

SUS切り文字
ベースサイン

パターン集選択
タイプ
¥40,000

ステンレス×鋳物を組み合
わせた立体的なサイン。
ラウンドしたフォルムが素
材感を際立たせます。

ブラック ピュアホワイトナチュラルシルバーF

※文字は1段のみです。（文字は『中心割り』になります。）
※丸ゴシック（英字（アルファベット））のみになります。（最大文字数は『９文字』です。）

サイズ：180mm×60mm（奥行22mm）

SUS切り文字ベースサイン
主要材質： アルミ鋳物、ステンレス

切り文字サイン
主要材質： アルミ鋳物

正面付けも側面付けもできる繊細なデザインの切り文字サイン。

正面取り付けタイプ
本体：シャイングレー
文字：マイルドブラック

L（左） R（右）

躯体 躯体

※側面取り付けタイプは、左右が選べます。

側面取り付けタイプ
本体：マイルドブラック
文字：シャイングレー

※ 書体はオルタネートゴシックのみに
なります。
※ 名入れする最大文字数は、10文字
です。

切り文字サイン

イージーオーダー特注
正面取り付けタイプ ¥50,600
側面取り付けタイプR ¥53,100
側面取り付けタイプL ¥53,100

サイズ：正面取り付けタイプ 245mm×99.5mm
側面取り付けタイプR・L　245mm×160mm

本体＋文字
AB + SC

SC + MB

MB + SC

AB オータムブラウン

SC シャイングレー

MB マイルドブラック

ラフィーネ サイン 規格文字タイプ
主要材質： アルミ鋳物、ガラス

クリア ブルー ピンク

ガラスは3色の中からお選びいただけます。「ラフィーネ 門扉」と
コーディネートすれば、
鋳物同士の質感が引
き立てあって、より統
一感が生まれます。

スマートなアルファベットを欧
風な装いでデザインしたサイ
ン。鋳物の質感がより欧風テイ
ストを際立たせます。

Aタイプ（大） Aタイプ（小） Bタイプ（ブルー）

ラフィーネ 
サイン

イージーオーダー特注
規格文字タイプ Aタイプ（大） ¥51,800
規格文字タイプ Aタイプ（小） ¥51,800
規格文字タイプ Bタイプ ¥51,800

デザインA デザインB
高級鋳物サイン

パターン集選択
タイプ

自由鋳込み 
タイプ

デザインA ¥57,500 ¥69,000
デザインB ¥46,000 ¥57,500

風格と重厚感あふれるハイグレードなサイン
ひとつひとつを丹念に、手作業で拭き取り塗装を施すこと
で風格と重厚感の中に深い味わいを実現しました。

サイズ：デザインA　323mm×203mm
デザインB　246mm×121mm

サイズ：Aタイプ（大）　　476mm×82mm
Aタイプ（小）　396.2mm×82mm
Bタイプ　　　　443mm×90mm

表札シミュレーション
P.195参照
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アイサイン
主要材質： アルミ鋳物

鋳込みプレートサイン（壁付け用）
主要材質： アルミ鋳物

デザインと質感で、ヨーロピアンテイストを演出
白壁の欧風住宅はもちろん、モダン住宅のエントランスも演出する鋳込みプレートサインです。

アンティークカッパー＋ブラック
文字：カッパー

ゴールド＋アスティエホワイト
文字：ゴールド

鋳込みプレートサイン（壁付け用) パターン集選択タイプ¥52,700

サイズ：253mm×97mm
（サイン部186mm×55mm）

ロートアイアンの質感を忠実に表現したアルミ鋳物サイン。
ロートアイアンの味わい深い質感をアルミ鋳物で表現しました。ロートアイアンさ
ながらの質感を維持しながら、錆に強くお手入れのしやすさもうれしいサインです。
ポイント的に埋め込んだガラスがさりげないアクセントとして光ります。

ロートアイアン調サイン
（規格文字タイプ）

イージーオーダー特注
¥51,800

サイズ：475mm×160mm

本体：ナチュラルシルバーF
文字：マイルドブラック

本体：マイルドブラック
文字：シャイングレー

本体：オータムブラウン
文字：シャイングレー

1-A型 1-B型 1-C型

本体：シャイングレー
枠・文字：オータムブラウン

本体：ナチュラルシルバーF
文字：マイルドブラック

本体：タータングリーン
文字：シャイングレー

1-D型 1-E型 2-A型

本体：シャイングレー
文字：マイルドブラック

本体：マイルドブラック
文字：シャイングレー

本体：オータムブラウン
文字：シャイングレー

2-B型 2-C型 2-D型

〔アイサイン取付可能商品〕

スクリーンファンクションユニット、アーキモダン ファンクション、
ファンクションユニット スリムスクエア、エクスポストU-1型シリーズ

 パターン集のデザイン組み替えや、自由に版面をデザインすることもできます。
■自由彫り込みタイプ 特注

 定形のパターン集の中からお好みのデザイン、色、書体が選べます。
■パターン集選択タイプ

アイサイン ネームシールタイプ パターン集選択タイプ 自由鋳込みタイプ
¥8,000 ¥37,000 ¥51,300

サイズ：160mm×80mm

表札シミュレーション
P.195参照

表札シミュレーション
P.195参照

サイン

ロートアイアン調サイン 規格文字タイプ
主要材質： アルミ鋳物、ガラス
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ウォールサイン
主要材質： アルミ鋳物

表札シミュレーション
P.195参照

AB SC MB PW

住まいのテイストに合わせて選べるスタイルのあるサインです。

本体：マイルドブラック
文字：シャイングレー

WA型

本体：ナチュラルシルバーF
文字：マイルドブラック

WB型

本体：シャイングレー
文字：マイルドブラック

WC型 本体＋文字
AB + SC

SC + MB

MB + SC

PW + MB

ウォールサイン ネームシールタイプ パターン集選択タイプ 自由鋳込みタイプ
¥9,200 ¥37,000 ¥51,300

サイズ：WA型 170mm×155mm／WB型 250mm×153mm／WC型 160mm×80mm

表札シミュレーション
P.195参照

カッパーサイン 基本鋳込みタイプ 自由鋳込みタイプ
¥38,200 ¥52,400

サイズ：250mm×80mm

イージーオーダー特注で、鋳込みで名入れしたサイン貼付用プレートの製作が可能です。

ステイウッドサイドサインS-1
書体：ニューセンチュリーボールド

ステイウッドサイドサインS-2
書体：オルタネートゴシック

●取り付け方法は、付属のネジによる取り付
けまたは接着剤（現場手配）で貼り付けと
なります。ご注意

後付け鋳込み銘板 鋳込みプレート
¥46,900

〔後付け鋳込み銘板対応サイン〕

ユーフォスアーチ サイドサイン
イリスファンクションポール サイドサイン1型・2型・3型
ステイウッド サイドサインS-1・S-2・トップサイン1型～3型

AB SC MB BK

後付け鋳込み銘板
主要材質： アルミ鋳物

カッパーサイン
主要材質： アルミ鋳物

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB ナチュラルシルバーFPW ブラック（ブラック＋シルバー）BK
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サイン
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ディズニー サイン
「ミッキー シルエットサイン」

イージーオーダー特注
￥43,000

サイズ：Aタイプ　230mm×53mm　 Bタイプ　230mm×85mm
Cタイプ　230mm×69mm　 Dタイプ　230mm×59mm

暖かみのあるシルエットを活かした心和む表札。

ディズニー サイン「ミッキー シルエットサイン」
主要材質：ステンレス

 Aタイプ　ブラック Bタイプ　ブラック Cタイプ　ブラック Dタイプ　ブラック

 Aタイプ　ナチュラルシルバーF Bタイプ　ナチュラルシルバーF Cタイプ　ナチュラルシルバーF Dタイプ　ナチュラルシルバーF

DタイプのみLED照明が取り付けられます。

※ 「トランス電源ユニット」「電源ケーブル」が
別途必要です

Dタイプ（LED照明付き）￥50,000

ディズニー サイン
「プリンセス クリスタルサイン」

イージーオーダー特注
￥53,000

サイズ：153mm×169mm

ディズニー サイン「プリンセス クリスタルサイン」
主要材質：ガラス・アルミ形材

宝石のようにきらめくロマンチックなエントランス
きらきらと輝くスワロフ
スキーⓇ・クリスタルが
豪華なイメージを添え
る美しいデザイン。プリ
ンセスのティアラがよ
り美しく輝きます。

SwarovskiⓇCrystals

優雅なプリンセスの世界がクリスタルの中に浮かび上がる。
ガラスの中に彫り込まれたデザインが幻想的に輝きます。

 Aタイプ  Bタイプ  Cタイプ

ＬＥＤ照明がプリンセスを美しく照らします

※「 トランス電源ユニット」「電源
ケーブル」が別途必要です。

￥57,300※LED照明付き（各タイプ）

和の趣とディズニーキャラクターの嬉しいコラボレーション。

ディズニー 有田焼サイン サインE型・F型
￥37,800

サイズ：サインE型　229mm×79mm
サインF型　224mm×107mm

ディズニー 有田焼サイン

有田焼サインE型
ミッキー 有田2型

有田焼サインE型
プーさん 有田2型

有田焼サインF型
プーさん 有田3型

有田焼サインF型
ミッキー 有田3型



本体色：アイス

G-00型

本体色：アイス本体色：ブルー

G-01型

本体色：ブルー本体色：ピンク

G-03型

本体色：アイス

G-04型

昼と夜で変化するブラスト加工の半透明ガラス
G-06型 G-07型

工芸ガラス150角 G-00型 G-01・03・04・06・07型
￥39,100 ￥41,400

サイズ：150mm×150mm

シテラサイン 工芸ガラス150角

アルミ鋳物の重厚感がエントランスを飾る

M-01型 M-02型

鋳物150角 M-01・02型
￥38,000

サイズ：142mm×142mm

シテラサイン 鋳物150角

S-00型 S-07型S-02型

レーザー加工が緻密な絵柄を再現（文字・絵柄は切り抜きです）

ステンレス150角 S-00型 S-02・04・07型
￥29,900 ￥34,300

サイズ：150mm×150mm

シテラサイン ステンレス150角
S-04型

シテラサインwebシミュレーションサービス
http://shinnikkei.lixil.co.jp/exterior/sign_simulation
シテラサインの組合せをお試しいただけます。

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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ステンレス
ミッキー SA-1型

ステンレス
ミッキー SA-2型

工芸ガラス
ミッキー GA-1型

工芸ガラス
ミッキー GA-2型

ディズニーの世界と素材の質感を楽しむ新しいスタイルのサイン。

ディズニー サイン
「シテラタイプ」

ステンレス 工芸ガラス
￥33,000 ￥39,000

サイズ：150mm×150mm

ディズニー サイン「シテラタイプ」

文字パターン：オリジナルK
フォント：Uゴシック（半角）

文字パターン：オリジナルJ
フォント：金文（全角）

文字パターン：オリジナルJ
フォント：イワタUD丸ゴシック（全角）

文字パターン：オリジナルJ
フォント：イワタ隷書体（全角）



便利、安心なカラーテレビドアホン。
防犯性と使いやすさを両立したハイグレードモデルから、使いやすさにこだわったスタンダードモデルまで用意しています。

豊富なカラーと材質で門まわり商品との統一感を演出するお洒落なインターホンカバー。ファンクションやポストと自由に組み合わせができます。
住まいのスタイルに合わせてコーディネートできるインターホンカバー。

アルミ形材
（ナチュラルシルバーF）

ラッピング形材
（柿渋）

磁器（白磁） ステンレス
（ステンレスヘアーライン）

ワイヤレスカラーテレビドアホン

呼　称 価格 カラー
インフォユニット 
インターホンカバー アルミ形材

¥14,400 ブラック・ナチュラルシルバーF
¥20,100 フロスティホワイト・ラスターレッド・ラスターブルー

インフォユニット 
インターホンカバー ラッピング形材 ¥15,000 柿渋・ピュアノーチェ・ミディアムチェリー

インフォユニット 
インターホンカバー 磁器 ¥19,000 白磁

インフォユニット 
インターホンカバー ステンレス ¥16,900 ステンレスヘアーライン

子機のレンズ角度を調整（上・左右、最大15 ）゚できるカメラを搭載。動画の録画機能で、見やすさとセキュリティにも配慮。
また増設ワイヤレスモニター子機（別売）で家中どこにいても訪問者と対応できます。

● 録画50件（静止画）､ 
録画3000件（動画）

●親機モニター：約3.5型

●夜間照明LED内蔵
●電気錠対応
●住宅用火災警報器対応

●電話機・ファクス接続対応
● 窓センサー・ドアセンサー接続
対応

呼　称 価格
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2：7型 親子セット ¥ 52,000
増設ワイヤレスモニター子機 2.2インチ ¥ 45,000

基本セット

ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2：7型 親子セット

カラーカメラ付玄関子機 モニター親機

約3.5型 カラー液晶

無極性
2線式

L

基本セット

子機のレンズ角度を調整（上・左右、最大15 ）゚できるカメラを搭載。
3.5型カラー液晶で録画機能を備えた、コストパフォーマンスに優れたテレビドアホンです。

●録画30件（静止画）
●親機モニター：約3.5型
●夜間照明LED内蔵
●住宅用火災警報器対応

呼　称 価格
カラーテレビドアホンP 1：2型 親子セット ¥ 31,000

カラーテレビドアホンP 1：2型 親子セット

カラーカメラ付玄関子機 モニター親機

約3.5型 カラー液晶

無極性
2線式

L

基本セット

“軽くふれる”だけで操作ができる、静電式タッチセンサーを採用。
玄関先のほぼ真横まで見えるパノラマワイドレンズと、優れた録画機能を搭載し、見やすさとセキュリティに配慮しました。

●録画40件（静止画）
●親機モニター：3.5型

●夜間照明LED内蔵
●広角レンズ採用

呼　称 価格
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2：4型 親子セット ¥ 58,000
増設ワイヤレスモニター子機 2.4インチ ¥ 32,000
カラーカメラ付玄関子機 ¥ 30,000

ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2：4型 親子セット

3.5型 カラー液晶

カラーカメラ付玄関子機 モニター親機

無極性
2線式

L

ドアホン

● 録画50件（静止画）､ 
録画3000件（動画）

●親機モニター：約7型ワイド
●夜間照明LED内蔵

●広角レンズ採用
●電気錠対応
●住宅用火災警報器対応
●電話機・ファクス接続対応

● 窓センサー・ドアセンサー接続
対応

●スマートフォン接続対応

呼　称 価格
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 3：7型 親子セット ¥115,000
増設ワイヤレスモニター子機 2.7インチ ¥ 61,000

基本セット

ワイヤレスカラーテレビドアホンP 3：7型 親子セット

カラーカメラ付玄関子機 モニター親機

約7型ワイド タッチパネル液晶

無極性
2線式

L

見やすく使いやすい、大画面 約7型ワイド タッチパネル液晶を搭載。スマートフォンと連動すれば、家中どこにいても訪問者と応対※できます。
※増設ワイヤレスモニター子機（別売）でも同様の応対ができます。
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オータムブラウンAB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

価格表

呼称

ブラック
オータムブラウン
シャイングレー

ホワイト（アイボリー）
モスグリーン

いぶし銀
ファンタジーグリーン

ブラック+フルカラー
モスグリーン+フルカラー

ミッキー A型・ミッキー B型 ¥10,800 ¥11,900 ̶

ミッキー C型 ¥10,800 ¥11,900 ￥25,100（ひとり）
￥39,400（全員）

プーさん A型・プーさん B型 ¥10,800 ¥11,900 ￥25,100

プリンセス A型 ¥10,800 ¥11,900

インターホン台座
（正面取付け用）

¥2,100

個性豊かなキャラクターが、インターホン台座のまわりを楽しく演出します。

ディズニー インターホン台座飾り
主要材質：アルミ鋳物

ミッキー A型 プーさん B型プーさん A型ミッキー B型 プリンセス A型ミッキー C型

※1　ミッキー・プリンセスのみ
※2　プーさんのみ
※3　ミッキー C型のみ

GBBK AB XBSC JW GB YB+EB BK YB+

※1 ※2 ※3 ※2



プラスG
プラスG

ゆるやかに間取る。
光を採り込み、視線を遮る。

Gスクリーン

機能性に優れた
ユーティリティスペースに。

ガーデンストレージ

プラスGアイテム

雨を遮り、
陽光をコントロールする。

Gルーフ

敷地を自在にレイアウト、
間取りの骨組みをつくる。

Gフレーム

212

敷地全体をデザインする、プラスG。
庭を立体的な空間として“間取る”ために、プラスGアイテムはGフレームを基本的な骨組みとしています。
このGフレームに、Gスクリーン、Gルーフ、さらに門まわりや車庫まわりなどの多彩なアイテムを組み合わせて、敷地全体を
自由自在に間取ります。



セキュリティを重視しすぎると、閉塞感のある門まわりになりがち。
Gフレーム、Gルーフ、Gスクリーンを組み合わせれば、安心感と
上質感を兼ね備えた優美な佇まいの門まわりが実現できます。

安心感と上質感を
バランスよく両立した門まわり。

Gルーフ カールーフ
タイプで、住まいと
一体感のある佇まい
を実現します。

カースペースをこだわりの
ルーフ空間にデザイン。 

G
タ
一
を

ル フ空間にデザイン

主張しすぎないシンプルな美しさが魅力のポイントルーフタイプ。
多彩な組み合わせパターンで機能的なルーフ空間をデザインします。

ポイント使いできるスリムなルーフ。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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側面にルーフと同じデザイ
ンのサイドパネルをプラスし
た仕様です。

ポイントルーフのシンプルな
美しさが際立つスタンダード
な単独仕様です。

片支持柱+サイドパネル片支持柱+片支持柱

ウォールスクリーンの天面
で接続すれば、スペースを
仕切るパーテーションに。

下支持柱+ウォールスクリーン
　　　　　（天面接続）

片支持柱+片支持柱

連棟仕様も可能です。長
いアプローチなどでの使用
も可能です。

ウォールスクリーンと組み
合わせ、ルーフ空間に目隠
しをプラス。

下支持柱＋ウォールスクリーン 
　　　　（長辺接続）

プラスG

シンプルな美しさを形成する構造体。

押出発泡ポリスチレン
（XPS）:３0ｍｍ

屋根パネル上面
アルミ樹脂複合板
（マテリアルカラー）:３ｍｍ

屋根パネル下面
40ｍｍ

「面」の美しさにこだわったスリム＆フラットな屋根パネル。 屋根パネルには新構造を採用し、美しいデザインと軽量化を実現。
※屋根パネル上面の色は、屋根パネル下面のマテリアルカラーとは異なります。

アルミ板:０．５ｍｍ

屋根・サイドパネル RA  クリエモカ　 KB  柿渋　 WN  グレイッシュオーク

柱・梁 SC  シャイングレー　 RA  クリエモカ　 KB  柿渋　 WN  グレイッシュオーク

Gルーフ ポイントルーフタイプ
主要材質：アルミ樹脂複合版＋アルミ板＋XPS＋ラッピング形材、アルミ樹脂複合版＋XPS＋ラッピング形材、アルミ型材またはラッピング形材

ファサードに新しい表情と優れた機能性を創造するポイント使いできるスリムなルーフ。
主張しすぎないシンプルな美しさが魅力のルーフです。
敷地や使い勝手に合わせてフィットする多彩な組み合わせパターンでファサードに新たな表情をプラス。
機能的なルーフ空間をデザインします。

敷地や使い勝手にフィットする多彩な組み合わせパターン。
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片支持柱+片支持柱 H24 屋根：グレイッシュオーク
柱・梁：シャイングレー

Ｇルーフ ポイントルーフタイプ一式  
￥225,000
（コーディネート商品：ウォールスクリーン ファンクション門袖）

限られたスペースにすっきり納まる自転車用の
コンパクトな屋根として。

片支持柱+サイドパネル H24   屋根・サイドパネル：柿渋
柱・梁：シャイングレー

Ｇルーフ ポイントルーフタイプ一式  
￥328,000
（コーディネート商品：デザイナーズボード、コーピング、枕木材）

Gルーフ ポイントルーフ＋サイドパネルで
構成されたL字型のアーチ。
アプローチ手前に配置することで、
訪れた人へのおもてなしを表現。

下支持柱+ウォールスクリーン（長辺接続） H24 屋根・サイドパネル：柿渋
柱：シャイングレー　ウォールスクリーン Ｈ24 1スパン ノーブルストーン

Ｇルーフ ポイントルーフタイプ一式  
￥304,500
ウォールスクリーン一式 
￥499,000
※サイドパネルの現場切詰めが必要です。

ウォールスクリーンと組み合わせ、
目隠し効果もあるサイクルスペースをデザイン。

耐風圧強度
風速42m/秒相当

（比重0.3にて算出）

耐積雪強度
耐積雪20cm相当

セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

耐積雪30cm、50cm相当の納まりもご用意して
います。詳細は、プラスGカタログをご覧ください。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
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デザイナーズパーツ

デザイナーズパーツ
多彩なバリエーションと美観仕上げが魅力の意匠部材シリーズです。 
豊かな表現力で空間を素敵にアレンジします。
デザイナーズパーツを組み合わせることでトータルにコーディネートできます。また、いまある壁を生かしたり、フェンスを
リニューアルしたり、パーツを効果的に配置することでリフォームにも対応しています。

デザイナーズレール H08 W30+W30 L字連結納まり ブラック／デザイナーズレール H04 W10+W20 L字連結納まり ブラック／
スリットスクリーン 格子45×62 H18 3スパン クリエモカ

ウォールスクリーン ファンクション門袖 フレームタイプ グレイッシュオーク／
アレンジフレーム 50×120 H14 W20 グレイッシュオーク／
有孔ブロックウォール フレームタイプ H15 ブロック：ホワイト フレーム：グレ
イッシュオーク／
枕木材 70×120 グレイッシュオーク
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Idea Plan 

目隠し
をつくる

01アイデアプラン

住宅の縦格子とコーディネートした、角格子のスクリーン。玄関ドア前
の目隠しの役割と、カースペースとの仕切り役を兼ねながら、植栽と絡
んで繊細なファサードをつくります。

敷地を囲うフェンスに横張りの平板を採用。足元は花壇の土留めも兼
ねて、塗り仕上げに。平板の木目と塗り仕上げ部分のバランスがよく、
広範囲でも重たい印象になりません。

合計価格

¥564,880 

合計価格

¥457,300

・ 角面材 20×40（クリエラスク）  
W4000×H1800として

・ 平板 15×100（クリエモカ）  
W4000＋4000×H1700として

（エクシオール ココマは含みません）

（コートラインは含みません）

デザイナーズパーツなら、
住まいと調和したデザイン、
場面に適したサイズの目隠しを
自由自在につくることができます。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
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デザイナーズパーツ

Idea Plan 
02アイデアプラン

仕切り
をつくる
デザイナーズパーツは、
隣地・道路との境界や、
アプローチの動線づくりを兼ねた
仕切りにもなります。

（エクステリアライト美彩は含みません）

玄関ポーチとカースペースの間をミニマムなラインですっきりと仕切り
ながら、手すりとしても機能するデザイナーズレール。住宅のアクセン
トになっている黒とデザイナーズレールをコーディネートしています。

住宅とエクステリアの一体感を損なわないよう、ホワイトのデザイナー
ズレールとスリットスクリーンを配置。ライティングの効果にも工夫を
凝らしたデザインです。

合計価格

¥166,300

合計価格

¥913,000

・ デザイナーズレール（ブラック）  H08 

・   スリットスクリーン 枕木材R 70×70（ホワイト） 
H18 5スパン
・デザイナーズレール（ホワイト） H08
・デザイナーズレール（ホワイト） H04 LED照明付
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（インターホンは含みません）

ウォールスクリーンとGルーフ ポイントルーフタイプが一体となった新
しいスタイルのゲート。門、目隠しの役割を担いつつ、住宅と調和する
高さと幅で、デザイン性も満たす機能美ファサードです。

経年した万年塀をグレイッシュオークのデザイナーズボードでカバー。
玄関への細く長い導入路が、一変して明るい通りになりました。面の力
で空間のイメージを一新させたプランです。

合計価格

¥969,500 

合計価格

¥249,300 

・ 枕木材 70×70（クリエモカ）
・アレンジフレーム（クリエモカ）
・  ウォールスクリーン（ノーブルストーン） W2000×H2400 
ネクストポスト・切り文字サインS付
・プラスG

・  デザイナーズボード 柱仕様（グレイッシュオーク） 
W3600×H1800として

Idea Plan 
03アイデアプラン

面
をつくる
エクステリアや住宅の印象を一変させる“面”の存在感。
デザイナーズパーツでは美しい
“面”を作り出すことができます。

他商材と相性のよい
デザイナーズパーツ。
組み合わせることで空間に
奥行や高さが生まれ、
住宅の印象を凛と
引き締めます。

After

Idea Plan 
04アイデアプラン

奥行・高さ
をつくる

Before

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



夜道を歩く人にとって、家々のあかりは道しるべであり、心のよりどころでもあります。また、角をまがった瞬間に見える我が家のあかりは、

自然と気持ちを和らげてくれるものです。エクステリアの照明には、防犯や足元の安全をもたらすとともに、どうやら人にやさしい効果が

あるようです。L I X I Lはそんなエクステリア照明の素敵な効果について、もっともっと考えて、新しいモノやコトをお届けしたいと考

えました。そんな気持ちが集まって、L i g h t  L a b o r a t o r yという新しいプロジェクトが生まれました。LL Lの新発想で、これからの

エクステリアライトを提案していきます。

我が家のあかりが

集まって、

やがて街のあかりとなる。
美彩シリーズは簡単・安全にプロフェッショナルな照明演出ができる屋外照明として

「デザイン性」「高い品質」「施工性」が高く評価され、２つのデザイン賞を受賞いたしました。
グッドデザイン賞は、２０１５年に続いて２年連続での受賞となりました。

（２０１５年はBEST100受賞）

220

エクステリアライト
エクステリアライト
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
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ライティングテクニックで効果的な演出を。
「顔をつくる」「緑を魅せる」「庭を楽しむ」、この3つのテクニックをゾーン毎に取り入れることで、
ファサードをより印象的に、より自然が感じられるものに演出します。

建物外壁や門袖、前庭の小壁を下からのス

ポットライト等で演出。陰影のある「住宅の

顔」を創ります。壁面などの鉛直面への間接

照明は大きな明るさ感をつくるので安心感

にもつながります。

シンボルツリーのライトアップは上質な住宅

づくりにかかせません。鉛直面の明るさが

高まるので安心感にもつながります。花壇

は花や緑が主役になるようにあかりを設置

します。

室内からのビューを意識した「眺める庭」、

ファニチャーをしつらえた「ガーデンテラ

ス」用途に応じたあかりづくりが重要です。

顔をつくる  Technique.01

緑を魅せる  Technique.02

庭を楽しむ  Technique.03

建物外壁 
ライトアップ

ゲート照明・ 
門柱灯・門袖灯

門袖や小壁の 
ライトアップ

アプローチ 
足元灯

樹木ライトアップ 植栽・花壇の演出

樹木ライトアップ

ファニチャーへの
あかり

植栽・花壇の演出



12V 美彩シリーズ
ハイポールスポットライト H2500

エクステリアライト

オータムブラウンAB シャイングレーSC ホワイトJW クリエダークSAクリエモカRA
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ダウンスポットライト

DNSP-G1型 45°
照度角45°
LED内蔵型　3.1W
φ45・高さ72・出しろ109
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥20,000

DNSP-G2型 15°
照度角15°
LED内蔵型　5.5W
φ65・高さ82・出しろ119
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥28,000

DNSP-G3型 15°
照度角15°
LED内蔵型　12.7W
φ105・高さ82・出しろ119
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥43,000

ダウンライト

DL-G1型 30°
LED内蔵型　1.5W
φ40・奥行22.5
■仕様
　・パネル:アクリル
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥13,000

DL-G2型 30°（ピンホールタイプ）
LED内蔵型　3.5W
φ57・奥行29・幅100.4
■仕様
　・パネル:アクリル
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥20,000

スパイクスポットライト

SSP-G1型 45°

照度角45°
LED内蔵型　3.1W
φ45・奥行72・高さ121
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥22,000

SSP-G2型 15°
SSP-G2型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　5.5W
φ65・奥行82・高さ141
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥30,000

SCAB SCAB

SSP-G3型 15°
SSP-G3型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　12.7W
φ105・奥行82・高さ181
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥45,000

SCAB

ハイポールスポットライト H2500
照明1個付き 照明2個付き
¥37,860（SP-G1型×1個付き） ¥ 54,860（SP-G1型×2個付き）
¥45,860（SP-G2型×1個付き） ¥ 70,860（SP-G2型×2個付き）
¥60,860（SP-G3型×1個付き） ¥100,860（SP-G3型×2個付き）

SCAB SA

SP-G1型、SP-G2型、SP-G3型■取付可能なスポットライト
■ AC100V仕様のハイポールスポットライト 
H3000もあります。（P.236参照）

スポットライト

SP-G1型 45°

照度角45°
LED内蔵型　3.1W
φ45・高さ72・出しろ96
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥17,000

SP-G2型 15°
SP-G2型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　5.5W
φ65・高さ82・出しろ116
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥25,000

SP-G3型 15°
SP-G3型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　12.7W
φ105・高さ82・出しろ156
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥40,000

AB SC JW

AB SC JW

AB SC JW

AB SC JW

AB SC JW

AB SC JW

AB SC JW AB SC JW

スタンドスポットライト 

スタンドスポットライト H200
¥29,000（SSP-G1型）
¥37,000（SSP-G2型）
¥52,000（SSP-G3型）

SCAB

スタンドスポットライト H500
¥30,000（SSP-G1型）
¥38,000（SSP-G2型）
¥53,000（SSP-G3型）

SCAB
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グランドライト

GND-G1型 45°

照度角45°
LED内蔵型　1.4W
灯具φ75・埋込みベース深さ145.5
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:ステンレス（ヘアーライン）
¥22,000

GND-G2型 15°
GND-G2型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　5.5W
灯具φ100・埋込みベース深さ145.5
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:ステンレス（ヘアーライン）
¥26,000

GND-G3型 15°
GND-G3型 45°
照度角15°/45°
LED内蔵型　12.7W
灯具φ150・埋込みベース深さ145.5
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:ステンレス（ヘアーライン）
¥45,000

ウォールバーライト ※ 写真はスパイクタイプとなります。

SWB-L40型（スパイクタイプ）
WB-L40型（壁付タイプ）
LED内蔵型　4.5W
幅400・奥行40・高さ85
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・灯具本体:アルミ形材+
　  アルミダイカスト（各色）
¥20,000

SCAB

SWB-L80型（スパイクタイプ）
WB-L80型（壁付タイプ）
LED内蔵型　8.7W
幅800・奥行40・高さ85
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・灯具本体:アルミ形材+
　  アルミダイカスト（各色）
¥30,000

SCAB

SWB-L120型（スパイクタイプ）
WB-L120型（壁付タイプ）
LED内蔵型　12.6W
幅1200・奥行40・高さ85
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・灯具本体:アルミ形材+
　  アルミダイカスト（各色）
¥40,000

SCAB

シンプルラインライト 

（端部用） （連結用）

端部用　SLE-L40型
LED内蔵型　1.2W
幅394・高さ8・出しろ13.5
■仕様
　・灯具： アクリル+アルミ形材（各色）
¥10,000
¥11,000

SCAB

SA

端部用　SLE-L80型
LED内蔵型　2.4W
幅778・高さ8・出しろ13.5
■仕様
　・灯具： アクリル+アルミ形材（各色）
¥15,000
¥16,000

SCAB

SA

連結用　SLC-L30型
LED内蔵型　0.9W
幅298・高さ8・出しろ13.5
■仕様
　・灯具： アクリル+アルミ形材（各色）
¥ 9,000
¥10,000

SCAB

SA

連結用　SLC-L60型
LED内蔵型　1.8W
幅586・高さ8・出しろ13.5
■仕様
　・灯具： アクリル+アルミ形材（各色）
¥14,000
¥15,000

SCAB

SA

端部用　SLE-L120型
連結用　SLC-L120型
LED内蔵型　3.6W
幅1162・高さ8・出しろ13.5
■仕様
　・灯具： アクリル+アルミ形材（各色）
¥20,000
¥21,000

SCAB

SA

インサイドラインライト

インサイドラインライト L120
LED内蔵型　3.6W
幅1200・奥行17.8・高さ45
■仕様
　・灯具:アクリル＋アルミ形材（各色）
¥27,500 AB SC JW

インサイドラインライト L240
LED内蔵型　7.2W
幅2400・奥行17.8・高さ45
■仕様
　・灯具:アクリル＋アルミ形材（各色）
¥53,000 AB SC JW

バックラインライト

バックラインライト L120
LED内蔵型　3.6W
幅1200・奥行22・高さ41.6
■仕様
　・灯具:アクリル＋アルミ形材（各色）
¥29,500
¥30,500

SC

RA SA

バックラインライト L240
LED内蔵型　7.2W
幅2400・奥行22・高さ41.6
■仕様
　・灯具:アクリル＋アルミ形材（各色）
¥55,000
¥57,000

SC

RA SA



12V 美彩シリーズ
ローポールライト 丸形 H400 

エクステリアライト

クリエダークSAオータムブラウンAB シャイングレーSC 鏡面RV
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ローポールライト 丸形/透過型 H400（埋込タイプ）
ローポールライト 丸形/透過型 H400（スパイクタイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ45・高さ400
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥30,000（埋込タイプ）/ ¥33,000（スパイクタイプ）
¥31,000（埋込タイプ）/ ¥34,000（スパイクタイプ）
¥35,000（埋込タイプ）/ ¥38,000（スパイクタイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 丸形/透過型 H700（埋込タイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ45・高さ700
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥33,000（埋込タイプ）
¥34,000（埋込タイプ）
¥38,000（埋込タイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 丸形/下配光型 H700（埋込タイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ45・高さ700
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥37,000（埋込タイプ）
¥38,000（埋込タイプ）
¥42,000（埋込タイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 丸形/拡散型 H700（埋込タイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ46・高さ700
■仕様
　・灯具本体：ポリカーボネート
　・ポール：アルミ形材
¥37,000（埋込タイプ）
¥38,000（埋込タイプ）

SCAB

SA

ローポールライト 丸形/下配光型 H400（埋込タイプ）
ローポールライト 丸形/下配光型 H400（スパイクタイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ45・高さ400
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥34,000（埋込タイプ）/ ¥37,000（スパイクタイプ）
¥35,000（埋込タイプ）/ ¥38,000（スパイクタイプ）
¥39,000（埋込タイプ）/ ¥42,000（スパイクタイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 丸形/拡散型 H400（埋込タイプ）
ローポールライト 丸形/拡散型 H400（スパイクタイプ）
LED内蔵型　3.0W　φ46・高さ400
■仕様
　・灯具本体：ポリカーボネート
　・ポール：アルミ形材
¥34,000（埋込タイプ）/ ¥37,000（スパイクタイプ）
¥35,000（埋込タイプ）/ ¥38,000（スパイクタイプ）

SCAB

SA

ローポールライト 丸形 H700 



ローポールライト 角形 H400 

ガーデンポールライト
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ガーデンポールライト H400 
スパイクタイプ
LED内蔵型　6.0W
灯具φ130・高さ400・ポールφ40
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・灯具本体:アルミダイカスト（灯具各色）
¥25,000
¥26,000

SCAB

SA

ガーデンポールライト H700
LED内蔵型　6.0W
灯具φ130・高さ700・ポールφ40
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・灯具本体:アルミダイカスト（灯具各色）
¥25,000
¥26,000

SCAB

SA

ローポールライト 角形 H700 

ローポールライト 角形/透過型 H700（埋込タイプ）
LED内蔵型　3.0W　□50・高さ700
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥33,000（埋込タイプ）
¥34,000（埋込タイプ）
¥38,000（埋込タイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 角形/下配光型 H700（埋込タイプ）
LED内蔵型　3.0W　□50・高さ700
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥37,000（埋込タイプ）
¥38,000（埋込タイプ）
¥42,000（埋込タイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 角形/透過型 H400（埋込タイプ）
ローポールライト 角形/透過型 H400（スパイクタイプ）
LED内蔵型　3.0W　□50・高さ400
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥30,000（埋込タイプ）/ ¥33,000（スパイクタイプ）
¥31,000（埋込タイプ）/ ¥34,000（スパイクタイプ）
¥35,000（埋込タイプ）/ ¥38,000（スパイクタイプ）

SCAB

RV

SA

ローポールライト 角形/下配光型 H400（埋込タイプ）
ローポールライト 角形/下配光型 H400（スパイクタイプ）
LED内蔵型　3.0W　□50・高さ400
■仕様
　・灯具本体：ガラス
　・ポール：SUS304（鏡面）またはアルミ形材
¥34,000（埋込タイプ）/ ¥37,000（スパイクタイプ）
¥35,000（埋込タイプ）/ ¥38,000（スパイクタイプ）
¥39,000（埋込タイプ）/ ¥42,000（スパイクタイプ）

SCAB

RV

SA



12V 美彩シリーズ

エクステリアライト

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブラックBKホワイト（アイボリーホワイト）JW ナチュラルシルバーFPW
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角形（遮光カバー付）
LED内蔵型　1.8W
□60・出しろ60.5
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥25,000

SC

グラスウォールライト 

丸形
LED内蔵型　1.8W
φ60・出しろ58
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥22,000

SC

丸形（遮光カバー付）
LED内蔵型　1.8W
φ60・出しろ60.5
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥25,000

SC

角形
LED内蔵型　1.8W
□60・出しろ58
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥22,000

SC

グラスフロアライト 

丸形 床置タイプ
LED内蔵型　1.8W
φ70・高さ59
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥32,000

SC

丸形 スパイクタイプ
LED内蔵型　1.8W
φ70・高さ63
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥35,000

SC

角形 床置タイプ
LED内蔵型　1.8W
□70・高さ59
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥32,000

SC SC

角形 スパイクタイプ
LED内蔵型　1.8W
□70・高さ63
■仕様
　・ 灯具：ガラス+アルミダイカスト 
（シャイングレー色）

¥35,000

フットライト 

フットライト
LED内蔵型　0.8W
幅60・高さ127・出しろ33
■仕様
　・ 灯具：ポリカーボネート+アルミ 
ダイカスト（各色）

¥23,000

AB SC JW

スパイクフットライト
LED内蔵型　0.8W
幅60・高さ140・出しろ25
■仕様
　・ 灯具：ポリカーボネート+アルミ 
ダイカスト（各色）

¥23,000

AB SC JW



Solar ソーラーLEDライト

※ 周囲を照らす明るさはありません。インジ
ケーターとして使用してください。

ソーラーブロックライト SLU-1型
LED内蔵型
本体120
■仕様
　本体仕様
　　本体ケース：ポリカーボネート、エンプラ
　　本体：アルミダイカスト
¥19,000

ZZ LLHH発光色：

電球色ZZ 白色HH 青色LL
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エスコートスポットライト

エスコートスポットライト（熱線センサ有り）
LED内蔵型　6.2W
幅79・高さ155・出しろ27
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・本体:アルミダイカスト（灯具各色）

¥27,000

エスコートスポットライト（センサ無し）
LED内蔵型　6.1W
幅79・高さ155・出しろ27
■仕様
　・パネル:アクリル樹脂
　・本体:アルミダイカスト（灯具各色）

¥22,000

AB SC JW PWBK AB SC JW PWBK

ポイントライト DLU-1型
LED内蔵型　1W
本体カバーφ70
■仕様
　・パネル：ポリカーボネート樹脂（乳白）
　・本体：SUS304（ヘアライン仕上げ）
　・埋込ベース：PP樹脂
¥10,700

ZZ LLHH発光色：

ポイントライト

行灯照明

行灯照明　無地（和紙柄）
LED内蔵型　1.8W
幅160・奥行160・高さ332
■仕様
　・パネル:強化和紙（アクリル）
　・本体:SUS３０４（ブラック）
¥58,000

行灯照明　格子（和紙柄）
LED内蔵型　1.8W
幅160・奥行160・高さ332
■仕様
　・パネル:強化和紙（アクリル）
　・本体:SUS３０４（ブラック）
¥60,000

行灯照明　桜（和紙柄）
LED内蔵型　1.8W
幅160・奥行160・高さ332
■仕様
　・パネル:強化和紙（アクリル）
　・本体:SUS３０４（ブラック）
¥60,000

BK BK BK



エクステリアライト

228

ポーチライト

100V

LPJ-9型
LED内蔵　5.2W
幅155・高さ311・出しろ259
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（オフブラック）

¥35,300

NK

LPK-28型
LED内蔵　5.0W
幅155・高さ311・出しろ253
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（オフブラック）

¥21,200

NK

LPK-29型
LED内蔵　5.0W
幅249・高さ192・出しろ308
■仕様
　・カバー：ガラス（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（オフブラック）
￥28,900

NK

クラシック LPJ-8型
LED電球　5.0W
幅147・高さ445・出しろ196
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
熱線センサ・点灯省エネ型
¥56,500

NK CW

クラシック LPK-27型
LED電球　5.0W
幅147・高さ440・出しろ196
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥42,400

NK CW

LPK-25型
LED電球　5.4W
幅130・高さ320・出しろ262
■仕様
　・カバー：ガラス（透明模様入り）
　・本体：アルミダイカスト（オフブラック）

¥35,300

NK

EURO〈ユーロ〉LPJ-4型
LED電球　3.4W
幅167・高さ322・出しろ250
■仕様
　・カバー：ガラス（透明石目模様入り）
　・本体： アルミダイカスト 

（ダークブラウン多色塗装）
熱線センサ・点灯省エネ型
¥45,400

NA

LPJ-3型
LED電球　3.4W
φ240・出しろ104
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：プラスチック（各色）
熱線センサ・点灯省エネ型
¥31,800

SC NK

LPK-15型
LED電球　3.4W
φ240・出しろ104
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：プラスチック（各色）

¥20,000

SC NK

LPK-19型
LEDユニット　7.2W
幅136・高さ402・出しろ102.4
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥42,300

SASC +RASC +

QASC +SC PA+

LPJ-2型
LED電球　3.4W
幅96・高さ307・出しろ105
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：プラスチック（各色）
熱線センサ・点灯省エネ型
¥28,900

SC NK

シャイングレーSC ネオブラックUB オフブラックNKマイルドブラックMB

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA クールホワイトCWアイアンブラックDK フロスティホワイトFH
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ダークブラウン多色塗装NA

LEBJ-1型
LED電球　4.4W
灯具幅178・高さ2000・ポールφ60
■仕様
　・ パネル：ガラス（ネオブラック・ラス
ティブラウン：アンバー石目模様
入り/アッシュグレー・セレスティ
アルブルー・タータングリーン： 
クリア石目模様入り）

　・本体：アルミダイカスト（各色）
　・ポール：アルミ（ポール各色）
明るさセンサ付
¥96,200

FL NGRB HNUB MB+

エントランスライト

クラシック LEK-21型
LED電球　5.0W
φ147・高さ1189
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥63,200

CW FH+NK DK+

ラスティブラウンRB セレスティアルブルーFL タータングリーンNG アッシュグレーHN

　
E

n
t

r
a

n
c

e
 

L
i

g
h

t

※ 写真はポールカ
バーなしです。

※ 写真はポールカバー付きです。



エクステリアライト
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100V

オフブラックNKシャイングレーSC ブラックBK

柿渋KB クリエモカRA 乳白HC

オータムブラウンAB

ステンレスヘアーラインVS

ナチュラルシルバーFPW

LEJ-4型
LED電球　3.4W
灯具φ100・高さ1000・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・灯具本体：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）
熱線センサ・点灯省エネ型

¥52,800 + BKNKAB SC

LEK-16型
LED電球　4.9W
灯具φ100・高さ587・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）
¥30,900

¥31,900

ABHC + SCHC +

BKHC + PWHC +

KBHC + RAHC +

H587

LEJ-5型
LED電球　3.4W
灯具φ114・高さ1000・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・灯具本体：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ガード：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）
熱線センサ・点灯省エネ型

¥63,400 + BKNKAB SC

H987

LEK-15型
LED電球　4.9W
灯具φ100・高さ987・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）
¥33,500

¥34,600

ABHC + SCHC +

BKHC + PWHC +

KBHC + RAHC +

H1054

LEK-5型
LED電球　3.4W
灯具φ132・高さ1054・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白つや消し）
　・灯具：アルミダイカスト・アルミダイカストガード（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥48,100

¥49,200

SC PW

PW KB+ PW RA+

SC KB+ SC RA+

LEJ-3型
LED電球　3.4W
灯具φ132・高さ1054・ポールφ101
■仕様
　・灯具本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
　・ガード：アルミダイカスト（乳白つや消し）
　・ポール：アルミ形材（シャイングレー）
熱線センサ・点灯省エネ型
¥67,600 SC

H654

LEK-6型
LED電球　3.4W
灯具φ132・高さ654・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白つや消し）
　・灯具：アルミダイカスト・アルミダイカストガード（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥45,500

¥46,500

SC PW

PW KB+ PW RA+

SC KB+ SC RA+

エントランスライト

LEK-8型
LED電球　3.4W
灯具φ83・高さ690・ポールφ81.8
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ガード：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥36,700

¥37,700 SC KB+ SC RA+

NK BK+SCAB

LEK-24型
LED電球　3.4W
φ86・高さ789・ポール径φ81.8
■仕様
　・グローブ:ガラス（乳白つや消し）
　・遮光板:アルミ板（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）
¥37,000

¥38,100 KB RA

BKSCAB

LEK-18型
LED電球　3.4W
灯具φ114・高さ600・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ガード：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥41,400

¥42,400

PWAB SC BKNK +

SC KB+ SC RA+

PW KB+ PW RA+

H600

LEK-17型
LED電球　3.4W
灯具φ114・高さ1000・ポールφ101
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ガード：アルミダイカスト（灯具各色）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥44,000

¥45,100

PWAB SC BKNK +

SC KB+ SC RA+

PW KB+ PW RA+

H1000

LEK-29型
LED内蔵　6.3W
φ81・高さ505・ポール径φ81.8
■仕様
　・ガード:アルミダイカスト（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）

¥49,900

¥50,900 KB RA

BKSCAB

LEK-25型
LED電球　3.4W
φ86・高さ489・ポール径φ81.8
■仕様
　・グローブ:ガラス（乳白つや消し）
　・遮光板:アルミ板（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）
¥34,900

¥35,900 KB RA

BKSCAB

LEK-26型
LED電球　3.4W
φ84・高さ805・ポール径φ81.8
■仕様
　・グローブ:アクリル（乳白）
　・ガード:アルミダイカスト（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）
¥47,000

¥48,100 KB RA

BKSCAB

LEK-7型
LED電球　3.4W
灯具φ83・高さ630・ポールφ81.8
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・ポール：アルミ形材（ポール各色）

¥26,000

¥27,000

SC BKAB

KBHC + RAHC +

H789 H489 H805

LEK-27型
LED電球　3.4W
φ84・高さ505・ポール径φ81.8
■仕様
　・グローブ:アクリル（乳白）
　・ガード:アルミダイカスト（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）
¥44,900

¥45,900 KB RA

BKSCAB

H505

LEK-28型
LED内蔵　6.3W
φ81・高さ805・ポール径φ81.8
■仕様
　・ガード:アルミダイカスト（各色）
　・灯具:アルミダイカスト（各色）
　・ポール:アルミ形材（各色）

¥52,000

¥53,100 KB RA

BKSCAB

H805 H505

LEK-31型
LED内蔵　6.0W
φ106・高さ500・ポール径φ53
■仕様
　・灯具:アルミダイカスト（オフブラック）
　・ポール:アルミ形材（オフブラック）

¥33,000 NK

LEK-30型
LED内蔵　6.0W
φ106・高さ800・ポール径φ53
■仕様
　・灯具:アルミダイカスト（オフブラック）
　・ポール:アルミ形材（オフブラック）

¥36,000 NK

H800 H500

ホワイト（アイボリーホワイト）JW
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
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ス

門
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わ
り
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品

表札灯

LPK-13型
LED電球　3.4W
幅399・高さ95・出しろ99
■仕様
　・パネル：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥31,600

NKAB SC

LPK-36型
LED内蔵　2.4W
幅79・高さ79・出しろ100
■仕様
　・カバー：アクリル（透明つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥30,000

NKAB SC

LPK-20型
LED内蔵型　2.2W
幅135・高さ42・出しろ113
■仕様
　・パネル：ステンレス（ヘアーライン）
　・本体： アルミダイカスト 

（ナチュラルシルバーF）
　・カバー：アクリル（乳白）
¥41,500

VS

LPK-34型
LED内蔵　3.8W
幅88・高さ36・出しろ89
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
¥17,700

BK PWJWAB SC

LPJ-16型
LED内蔵型　7.6W
幅278・高さ63・出しろ82
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
明るさセンサ付
¥30,900

BK PWAB SC

LPK-18型
LED内蔵型　2.2W
幅75・高さ75・出しろ78
■仕様
　・パネル：アクリル（つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥23,300

PWAB SC NK

LPJ-7型
LED電球　3.4W
幅125・高さ125・出しろ85
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：樹脂（各色）
明るさセンサ付
¥23,300

PWAB SC NK

LPK-14型
LED電球　3.4W
幅125・高さ125・出しろ85
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：樹脂（各色）

¥14,900

PWAB SC NK

LPK-23型
LED内蔵型　2.4W
φ79・出しろ100
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体： アルミダイカスト（各色）

¥29,400

PWAB SC NK

LPJ-6型
LED電球　3.4W
幅282・高さ95・出しろ99
■仕様
　・パネル：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
明るさセンサ付

¥28,000

NKAB SC PW

LPK-22型
LED電球　3.4W
幅126・高さ115・出しろ99
■仕様
　・パネル：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥17,400

AB SC NK

LML-7型（390mm表札灯）
LED内蔵型　3.1W
幅390・高さ45・出しろ88
■仕様
　・本体：樹脂（各色）

¥24,700

NKAB SC PW

LPK-35型
LED内蔵　2.4W
幅175・高さ77・出しろ45
■仕様
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥30,000

NKAB SC
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門柱灯

LHK-1型
LED電球　4.9W
φ218・高さ246
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
明るさセンサ付
¥35,100

NKAB SC

LHK-5型
LED電球　3.4W
幅135・高さ177
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（オフブラック）
　・ベース枠：アルミ形材（各色）
¥29,600

BKAB SC

LHK-3型
LED電球　3.4W
幅130・高さ165
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥30,100

NKAB SC

クラシック LHK-6型
LED電球　5.0W
幅147・高さ412
■仕様
　・カバー：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥45,900

NK CW

LHK-4型
LED電球　4.4W
幅206・高さ435
■仕様
　・カバー：ガラス（アンバー石目模様入り）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥36,600

BBNK

オフブラックNKブラックBKシャイングレーSCオータムブラウンAB クールホワイトCW ブラウンBB

LHJ-1型
LED電球　3.4W
φ114・高さ245
■仕様
　・グローブ：ガラス（乳白つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥38,400

NKAB SC
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門袖灯

LMJ-3型
LED電球　4.4W
幅300・奥行96・高さ126
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）
　・本体：プラスチック（オフブラック）
　・枠：プラスチック（各色）
明るさセンサ付
¥26,500

NKAB SC

LMJ-2型
LED電球　4.4W
幅296・奥行204・高さ128
■仕様
　・パネル：アクリル（乳白）
　・本体：鋼板（各色）
明るさセンサ付

¥37,100

NKAB SC

デュアルブラケット LMJ-1型
LED電球　4.4W
幅370・奥行110・高さ115
■仕様
　・本体：アルミダイカスト（各色）
明るさセンサ付

¥40,000

NKSC

LPK-24型（オフブラック）
LED電球　3.4W
幅150・高さ248・出しろ207
■仕様
　・カバー:ガラス（模様入り）
　・本体:アルミダイカスト（オフブラック）

¥32,400

NK

LPK-24型（ブラウン）
LED電球　5.4W
幅150・高さ248・出しろ207
■仕様
　・カバー：ガラス（アンバー模様入り）
　・ 本体： アルミダイカスト（ブラウン）

¥32,400

BB

LML-5型（390mm拡散タイプ）
LED内蔵型　7.1W
幅390・奥行80・高さ98
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
¥29,400

SC NK

LML-6型（390mm遮光タイプ）
LED内蔵型　7.1W
幅390・奥行80・高さ98
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
¥33,000

SC NK
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ブロックライト

LML-1型（120mm拡散タイプ）
LED電球　4.4W
幅120・高さ120
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）

¥22,400

HC

LML-2型（120mm遮光タイプ）
LED電球　4.4W
幅120・高さ120
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）
　・本体：アルミ（シャイングレー）
¥25,900

SC

LML-8型（145mm拡散タイプ）
LED電球　4.4W
幅145・高さ145
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）

¥25,900

HC

LML-4型（190mm遮光タイプ）
LED電球　4.4W
幅120・奥行120・高さ190
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）
　・本体：アルミ（シャイングレー）
¥27,100

SC

LML-3型（190mm拡散タイプ）
LED電球　4.4W
幅120・奥行120・高さ190
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）

¥23,500

HC

オフブラックNKシャイングレーSCオータムブラウンAB

LML-9型（200mm拡散タイプ）
LED電球　4.4W
幅145・奥行120・高さ200
■仕様
　・グローブ：アクリル（乳白）

￥27,100

HC

乳白HC

ライト自身がエクステリアを

デザインするという発想。

袖施工に用いられる「コンクリートブロック」にピッタリとおさまるように照明

モジュールを設定。従来の照明器具ではできなかったシンプル感で外構に

すっきりと同化し、ノイズレスな外構を演出します。
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スパイクスポットライト/スポットライト

LGQ-12型
LED電球　13.0W
灯具［φ150・長さ177］・高さ219
■仕様
　・本体：アルミダイカスト（各色） 

￥37,700

AB SC

LGQ-14型
LED内蔵　5.9W
灯具［φ57・長さ117］・高さ76
■仕様
　・パネル:ガラス（透明）
　・本体:アルミダイカスト（各色）
￥29,000

AB SC

LGQ-15型
LED内蔵　5.9W
灯具［φ57・長さ117］・出しろ103
■仕様
　・パネル:ガラス（透明）
　・本体:アルミダイカスト（各色）
￥23,000

AB SC

LSJ-1型 フラッシュ防犯灯タイプ
LED電球　6.7W
灯具［φ100・長さ169］・高さ230
■仕様
　・カバー：ガラス（透明）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
￥35,100

AB SC

LGQ-11型
LED電球　6.7W
灯具［φ100・長さ160］・高さ194
■仕様
　・本体：アルミダイカスト（各色） 

￥31,800

AB SC

LSJ-2型 フラッシュ防犯灯タイプ
LED電球　13.0W
灯具［φ150・長さ177］・高さ266
■仕様
　・本体：アルミダイカスト（各色）

￥43,500

AB SC

LSB-8型
LED内蔵型　2.2W
灯具［幅50×80・高さ25］・高さ106
■仕様
　・パネル：アクリル（つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
¥33,000

SC NK
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ナチュラルシルバーFPWオフブラックNKブラックBKシャイングレーSCオータムブラウンAB ホワイト（アイボリーホワイト）JW

ハイポールスポットライト H3000

ハイポールスポットライト H3000
照明1個付き 照明2個付き
¥68,600（SP-G1型×1個付き） ¥ 85,600（SP-G1型×2個付き）
¥76,600（SP-G2型×1個付き） ¥101,600（SP-G2型×2個付き）
¥91,600（SP-G3型×1個付き） ¥131,600（SP-G3型×2個付き）

SCAB SA

美彩シリーズのスポットライト（SP-G1型、SP-G2型、SP-G3型）を取付けることができます。

■取付可能な灯具

マリンライト LGQ-8型
LED電球　3.4W
φ129・高さ190
■仕様
　・カバー：ガラス（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）

¥40,000

CWSCAB

LGQ-3型
LED内蔵型　2.7W
幅88・高さ111.5
■仕様
　・カバー： アクリル（乳白）・アルミダイカスト

（シャイングレー）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
¥64,200

SC

LGQ-4型
LED内蔵型　2.7W
幅88・高さ111.5
■仕様
　・上面プリズムパネル
　・カバー：アルミダイカスト（シャイングレー）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
¥64,800

SC

LGQ-5型
LED内蔵型　2.7W
幅88・高さ177
■仕様
　・カバー：アルミダイカスト（シャイングレー）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
　・ミラー：アルミ（鏡面仕上げ・ホワイト）
¥69,500

SC

LEDコアライト
LED内蔵型　2.7W
幅88・高さ79
■仕様
　・パネル：アクリル（透明）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）

¥53,000

SC

スパイクタイプ

ガーデンライト

ニーライト LEJ-7型
LED電球　3.4W
φ121・高さ251
■仕様
　・グローブ：クリーンアクリル（乳白つや消し）
　・灯具：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
明るさセンサ付
¥51,300

VP

ニーライト LEJ-6型
LED電球　3.4W
幅100・高さ266
■仕様
　・パネル：アクリル（乳白）
　・灯具：アルミダイカスト（灯具各色）
明るさセンサ付
¥53,000

SC NK

LPK-16型
LED電球　3.4W
幅84・高さ165・出しろ115
■仕様
　・カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
¥26,600

SC

LPK-37型
LED内蔵　8.5W
幅95・高さ95・出しろ98
■仕様
　・カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
　・本体：アルミダイカスト（シャイングレー）
¥40,000

SC

マリンライト LPK-17型
LED電球　3.4W
φ129・出しろ160
■仕様
　・カバー：ガラス（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
¥26,500

CWAB SC

ウォールライト
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プラチナメタリックVPクールホワイトCW 乳白HC

ベースライト

LPK-12型
LED内蔵型　11W
幅670・高さ110・出しろ120.3
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：プラスチック（ホワイト）
¥21,000

HC

LPK-21型
LED内蔵型　5W
幅115・高さ300・出しろ100
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）

¥11,600

HC

フットライト

ダウンライト

LDK-3型
LEDユニット　7.2W
埋込穴φ100・埋込高78
■仕様
　・枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

¥16,500

VP

LPK-31型
LED内蔵型　3.8W
幅88・高さ88・出しろ13
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
￥16,100

SC PWBK

LPK-32型
LED内蔵型　3.8W
φ88・出しろ13
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミダイカスト（各色）
￥16,100

SC PWBK

LPK-33型
LED内蔵型　3.8W
幅207・高さ46.5・出しろ13
■仕様
　・カバー：アクリル（乳白）
　・本体：アルミ形材（各色）
￥19,300

SC PWBK

カーポートライト

カーポートライト（熱線センサ有り）
LED内蔵型　6.2W
灯具［幅79・高さ155・出しろ27］
■仕様
　・パネル：アクリル樹脂
　・灯具本体：アルミダイカスト（各色）
¥40,700

BKAB SC JW PW

カーポートライト（センサ無し）
LED内蔵型　6.1W
灯具［幅79・高さ155・出しろ27］
■仕様
　・パネル：アクリル樹脂
　・灯具本体：アルミダイカスト（各色）
¥35,700

BKAB SC JW PW

スポットライト SP-G2型 45°
LED内蔵型　5.5W
φ65・高さ82・出しろ116
■仕様
　・パネル:強化ガラス
　・本体:アルミダイカスト（各色）
¥38,700

AB SC JW

クリエダークSA
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スマートエクステリア

スマートエクステリア
スマートフォンとつながる、わが家の安心ネットワーク。
外出中にふと、家のことが心配になることはありませんか？
そんな時、室内からエクステリア空間までしっかり見守るホームネットワークシステムがあると安心です。
スマートフォンを使って映像の確認や録画、音声のやりとり、カーゲートの操作などが行えます。
ホームネットワークシステムが、わが家に安心と快適をもたらします。

屋外カメラ
電源直結式 ￥43,000
電源コード付き ￥45,000
動作・熱を感知してスマートフォン
に通知する、屋外用カメラです。

カーポートカメラセット
照明付き ￥62,000
照明なし ￥47,000
LIXILカーポート（フーゴ・ネスカ）の
柱に取り付けられ、LEDライトも
装備できる屋外カメラセットです。

商品ラインアップ

ホームユニット
 ￥25,000
ホームネットワークシステムの機器を制御します。
microSDカード（市販品）に屋内カメラ・
屋外カメラの映像を録画できます。

屋内カメラ
 ￥33,000
動作・音・温度を感知して
スマートフォンに通知する、
屋内用カメラです。

LIXILカーゲート（オーバードアS・ワイドオーバー
ドアS・プレミエスゲート）をスマートフォン・車載
リモコンで開閉できる通信ユニットです。

カーゲート用通信ユニット
1台用 ￥32,000　2台用 ￥47,000

オーバードアS プレミエスゲート



配線工事は必要ありません
まずは、ご家庭の無線LAN環境※1に【ホームユ
ニット】を接続。そして各機器の登録ボタンを押
すだけで【ホームユニット】に接続、拡張できるの
で配線工事がいっさい不要です。

※1 無線LANは2.4GHz
（ギガヘルツ）の周波数帯
の電波を使用しています。ス
マートフォンやタブレットは最
大8台まで登録できます。ホームユニットの

登録ボタンで設定

広い範囲に電波が届きます
【ホームユニット】から屋内カメラ・屋外カメラの
通信距離は見通し約100m以内（カーゲート用
通信ユニット・リンクスボックスは約70m以内）。
電波干渉しにくく、つながりやすいDECT準拠方
式※2を採用しています。

※2 Digital Enhanced CordlessTelecommunications：ETSI（欧州
電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式
のひとつです。当製品は、ARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格
「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用して
います。

定額費用は必要ありません
お手持ちのスマートフォンに専用アプリケーショ
ンを無料ダウンロードして、【ホームユニット】に登
録するだけで使用できます。※3

LIXIL「ホームシステム」
アイコン

※3 ご使用のインターネット回線の使用
料と宅外接続時は、スマートフォンのパ
ケット通信料がかかります。

エクステリアの
ホームネットワークシステム

宅外接続簡易テストアプリ 「リンクテスター」
外出先からホームシステムにアクセスできる環境に
あるかを簡易的に確認できるアプリです。

※「リンクテスター」アプリケーションの
テスト結果は、宅外接続のすべての動作
を保証するものではありません。

App StoreまたはGooglePlayで
「リンクテスター」を検索。

新アプリ
④

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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クステリアの
ームネットワークシステム

Internet

※  本システムには、グローバルIPアドレスが
　付与されるインターネットに接続された 
　無線LAN環境が必要です。

スマートフォンで
映像確認・通話・
通知受け取り・
カーゲートの操作が
できます

屋内・屋外カメラの映像が
録画できて便利！

ホームユニット

屋内カメラ

屋外カメラ

リンクス
ボックス

宅配ボックス

カーゲート用
通信ユニット

DECT準拠方式
Wi-Fi・公衆携帯回線
（LTE・3Gなど）
無線LAN（※）

NEW

● 本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
● 本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじ
めご了承ください。
● 本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。



スマートエクステリア

［ 屋外カメラ ］
カーポートに取り付けて家にいないときでも愛車の安心を見守ります。

会話機能
カメラに写った人に向けてスマートフォンから
声をかけ、交互に話をすることができます。
カメラ映像を見ながら会話が可能です。

スマートフォンで映像の表示中スナップショット（静止
画）を撮ることができます。スナップショットはスマート
フォンの写真アプリケーションに保存されます。

スナップ
ショット

人感（熱）センサー
動作検知

人感（熱）センサー、動作検知が反応するとスマートフォンに
通知され、カメラの映像を見ることができます。また動作検
知範囲の絞りこみ設定、感度設定（人感含む）が可能です。

録画機能 センサーが検知すると、カメラの映像を約
30秒間録画するように設定できます。

カーポートやエクステリア空間に最適な
屋外カメラです。屋外対応

［ 使用機器 ］

ホームユニット カーポートカメラセット

L カメラを通して
音声を送れる！

会話機能

自動的に
録画できる

録画機能

侵入者を
見逃さない！

人感（熱）センサー
動作検知

［ カーゲート用通信ユニット ］
リモコンを持ち運ぶことなく
スマートフォン、車載リモコンで
開閉操作できるので快適です。

音声で
簡単に開閉操作

音声開閉モード

スマートフォンで
開閉操作

スマートフォン開閉

エンジンONで
オープン

START

スムーズ外出モード

車載リモコンで
開閉操作

車載リモコン

専用アプリを使って開閉操作を行います。玄関前や
カースペースで周囲の安全を確認して、カーゲート
を開く操作をしておくと乗車後すぐに出庫できます。

スマートフォン
開　閉

音声認識機能を利用してアプリの起動やカーゲートの開閉を
行います。「カーゲート開けて・閉めて」などの音声で開閉で
き、車内で手元の操作をする必要がなく、便利で安全です。

音声開閉
モード

カーゲートの開閉が行われるとスマートフォン
に通知が届きます。家族の外出や帰宅が確認
できます。

開閉通知

侵入者を検知すると屋外カメラと連動して
スマートフォンへ通知し、映像を録画。音声
による警告も可能です。

カメラ連動
エンジンＯＮと連動してカーゲートをオープン
します。カーゲートを開けるためのボタン操作
等は不要なのでスムーズに出庫ができます。

START スムーズ外出
モード

カーゲートの開閉操作ができます。電源はUSB接続で
給電するため電池交換は不要です。電波干渉しにく
く、つながりやすいDECT準拠方式を採用しています。

車載リモコン

車載リモコン USBケーブルゲート用通信ユニット

［ 使用機器 ］

ホームユニット カーゲート用通信ユニット

240



ホームネットワークシステムとつなげ
ば荷物の受け取り・取り出し状況が、ス
マートフォンで確認できます。

荷受通知

屋外カメラと連動させることで荷物の
受け取り・取り出し状況を撮影できます。カメラ連動

［ 使用機器 ］

ホームユニット 屋内カメラ

［ 使用機器 ］

ホームユニット
リンクス
ボックス

会話機能
カメラに写った人に向けてスマートフォンから
声をかけ、交互に話をすることができます。
カメラ映像を見ながら会話が可能です。

動作検知
動作検知が反応するとスマートフォンに通知され、
カメラの映像を見ることができます。また動作検知
範囲の絞りこみ設定、感度設定が可能です。

カメラのマイクが音を検知したときにス
マートフォンに通知するように設定できま
す。また3段階で感度調整が可能です。

音センサー
カメラ周辺の温度が設定温度範囲外になったと
きにスマートフォンに通知するように設定できま
す。温度は0℃～40℃の間で設定が可能です。

温度センサー

スマートフォンで映像の表示中スナップショット（静止
画）を撮ることができます。スナップショットはスマート
フォンの写真アプリケーションに保存されます。

スナップ
ショット

録画機能 センサーが検知すると、カメラの映像を約
30秒間録画するように設定できます。

ガーデンルームや居室用の
屋内専用カメラです。屋内専用

カメラのスピーカーを使用して、
子守歌を再生することができます。
※約30分が経過すると、子守歌は自動的に停止します。
　子守歌の再生中にカメラに話しかけると、子守歌は停止します。

子守歌再生

カメラを通して
会話ができる

会話機能

ガーデンルーム内の
物音を知らせてくれる

音センサー

ガーデンルーム内の
温度変化が分かる

温度センサー

荷受けの確認が
どこでもできる

荷受通知

いまから
帰るね～

［ 屋内カメラ ］
ガーデンルームや家の中のペットや家族の安心を見守ります。

［ リンクスボックス ］
スマートフォンと
宅配ボックスがつながり
荷受けの確認ができて
便利です。

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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HALPLUSシリーズ　ルミノス 1m2あたりの目安価格 ￥15,700

LNS-1 LNS-4

LNS-4

LNS-4

SUT-11

SUT-12 SUT-11

HB-6

SAI-4

MCN-1

悠々たる色彩の調べと豊かに奏でる陰影が調和した壁面を演出します。

HALPLUSシリーズ　寂雅楽Ⅱ（さびうた） 1m2あたりの目安価格 ￥13,000

風化した面状と焼きものならではの落ち着いた色合いが和風住宅にお薦めのタイルです。

SUT-11 SUT-12 SUT-13

HALPLUSシリーズ　細割ボーダー（標準割面） 1m2あたりの目安価格 ￥10,600

テーパーをとった割肌が織り成す、他にはない陰影感が大変印象的な外装壁タイルです。

HB-1 HB-2 HB-6 HB-7

HALPLUSシリーズ　サイモン 1m2あたりの目安価格 ￥10,600

砂紋のような優しい表情と複雑な色合いが、高い品位を感じさせるタイルです。

SAI-1 SAI-3 SAI-4

HALALLシリーズ　メルヴィオ コリーナ 1m2あたりの目安価格 ￥8,000

温かみのある焼きものの表情が外壁を優しく包み込みます。

MCN-1 MCN-2 MCN-3

外装壁タイル
エクステリアタイル

タイルが魅せる表情の豊かさが、街並みを鮮やかに印象づけます。
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陶笠木（とうかさぎ） 1mあたりの目安価格 ￥7,600

悠々たる色彩の調べと豊かに奏でる陰影が調和した壁面を演出します。

TKG-2

TKG-1

TKG-4

TKG-3

● タイルや石材の縁や角に尖った部分があるため、強くぶつ
かるとけがをする可能性があります。

注意
● 陶笠木に登ったり、手や足をかけたりしないでください。転
倒してけがをする恐れがあります。

警告

TKG-4

センティア 1m2あたりの目安価格 ￥10,600

SNT-1 SNT-3

素地からでる自然な色合いとやわらかいフォルムが特長のタイルです。

エクセンシア 1m2あたりの目安価格 ￥26,700

ECA-2 ECA-3

自然が生み出した複雑な色合いと、形状の凹凸が堂々とした外壁を演出します。

HALALLシリーズ　セラヴィオ R 1m2あたりの目安価格 ￥5,200

焼きものらしい『土もの』の質感が、和モダン・洋風住宅の全面タイル張りにお薦めです。

CRG-1 CRG-2 CRG-4

SNT-1

ECA-2

CRG-2

笠木タイル
エクステリアタイル

タイル張りの門塀と笠木で一体感のある外構を演出。
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断面形状図（単位mm）
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スタイルプラス　タラゴナ 1m2あたりの目安価格 ￥10,700

1面状で内部にも外部にも使用可能な使いやすい木調床タイルです。

TRG-1 TRG-2 TRG-3 TRG-4

外床・内床兼用

スタイルプラス　フォスキー 1m2あたりの目安価格 ￥10,700

モノトーン系のシックな色合いと温かみのある色合いを揃えた使いやすい床タイルです。

FSL-11
（外床）
FSL-21
（内床）

FSL-12
（外床）
FSL-22
（内床）

FSL-13
（外床）
FSL-23
（内床）

FS-13
（外床）
FS-23
（内床）

外床 内床

ホワイトバーチ 1m2あたりの目安価格 ￥7,900

白樺のようなさわやかでやさしい風合いを持つタイルです。

WB-11
（外床）
WB-21
（内床）

外床 内床

KSR-1 KSR-2 KSR-6 KSR-7

陶絣（とうかすり） 1m2あたりの目安価格 ￥10,700

繊細な質感と面状を持ち、外装壁タイル 細割ボーダーとのコーディネートも可能な床タイルです。

外床

TRG-2

FSL-11

WB-11

KSR-7

床タイル
エクステリアタイル

LIXILのおすすめ床タイルで暮らしはもっと素敵にかわります。
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●内床タイプは雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。

注意

アレス 1m2あたりの目安価格 ￥5,400

ALS-1 ALS-4

やわらかなライムストーンの質感を持ち、床タイル定番形状を揃えたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。

グレイスランド 1m2あたりの目安価格 ￥6,400

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。

GRL-2 GRL-3 GRL-5

外床

外床

ALS-1

GRL-5
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