
平成26年12月吉日

【近畿、中国・四国版】

　　　お客様各位

敬具

カテゴリー

総合

カタログ

商品

カタログ

70p 62ｐ

72p 64p

74p 66p

75p 67p

82p 74p

87p 79p

126p ―

130p ―

146p ―

146p ―

200p ―

張材 248p 370p

組積材・張材

周辺商品

255p 377p

312p ―

358p ―

360p ―

364p 400ｐ

370p 401ｐ

375p 406ｐ

392p 384ｐ

ボーダー 417p ―

ジャスティ／グラストップ12-9L

ベーシックモザイク

NS-STモルタル 20.0Kg/袋

洗い出し舗道板60

全規格

全規格

全規格舗装材

－

－イセゴロタ

侘茶（わびちゃ）サザレ

－

全規格フォレストトスカーナ

金華（きんか）レジストーン

【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2014／ガーデンエクステリア商品カタログ2014】

【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2014／ガーデンエクステリア商品カタログ2014】【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2014／ガーデンエクステリア商品カタログ2014】

【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2014／ガーデンエクステリア商品カタログ2014】

廃番、仕様変更のお知らせ廃番、仕様変更のお知らせ廃番、仕様変更のお知らせ廃番、仕様変更のお知らせ

―

 さて、下記の通り廃番、仕様変更させていただきますので、何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

　　拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

―カーササイン

285×1700 右連結、左連結

［下部パネル有り：プレーン、

Y40、Y100、R1、T40］

520×1500 右連結、左連結

［下部パネル有り：

プレーン､T40］

組積材

136p

ベージュ、サンドイエロー、ライトブラウンは

継続して販売します。

－

ワズプレート、ワズピース

シャモティ 12-5L、12-5LW (両面)

シャモティ／キャップボーダー15W

グランドソイル

ワズストーン

テッペイ

コバボーダー15（笠木）、18（笠木）は継続し

て販売します。

タンバ

生成（きなり）、薄墨（うすずみ）は継続して

販売します。

―

ゴールド、シルバー、ラスティック、グラファ

イトは継続して販売します。

備考

カーサミニマム150　

オフホワイト、フラットビスク、ブラウン、フ

ラットチャコールは継続して販売します。

キャトルクレイ 12W

―

下部パネル無しは継続して販売します。

下部パネル無し、下部パネル有り：Y40、

Y100、R1は継続して販売します。

Y40、Y100、R1ユニット 基本、連結は継続し

て販売します。

規格・名称色

ユニット

ウォール

シャモティ／グラストップ12-5L

T40ユニット　基本、連結

1000×1500

クオリティブラック 全規格

全規格―

ベージュ

フラットセサミ

全規格

ジャスティ 12-9L(片面)、12-9LW(両面)

ジャスティ 15-9L(片面)、15-9LW(両面)

シャイングレー、アーバンベージュ、オータ

ムブラウンは継続して販売します。

記

商品名

全色

全色

全色

チェリーミックス

ハカランダミックス

R1ユニット 基本、連結

1000×1500

アッシュイエロー、チェリーブラウン、ハカラ

ンダブラック、シェルホワイトは継続して販

売します。

【廃番】

【廃番】【廃番】

【廃番】　　＜エクステリア資材＞　　廃番日：平成27年3月31日（火）

廃番日：平成27年3月31日（火）廃番日：平成27年3月31日（火）

廃番日：平成27年3月31日（火）

フォルガアリィN

フォルガスクリーン

フォルガアリィW

45角、22角表紙張りユニットは継続して販

売します。

ボーダー　表紙張りユニット

全色 156×1150

ミスティローズ 全規格

基本、横筋、横筋コーナー

ダブル基本･横筋

ダブル横筋コーナー

―

―

全規格

―

クマノ、イズモは継続して販売します。

イズモ、テッペイは継続して販売します。

ベージュ、サンドイエロー、ライトブラウンは

継続して販売します。

―

全色

全色

全色

シャモティ／キャップボーダー15W ミスティローズ 全規格



カテゴリー

総合

カタログ

商品

カタログ

451p 97p

452p 98ｐ

454p 100p

456p 102p

456p 102p

458p 104p

458p 104p

460p 106p

461p 107p

461p 107p

474p 120p

477p 123p

483p 129p

574p 220p

578p 224p

582p 228p

583p 229p

584p 230p

585p 231p

593p 239p

609p 255p

613p 259p

616p 262p

626p 272p

ウォーターシ

リーズ

664p 310p

サンシェード 680p 330p

サイン

―ダークシルバー

－

ライティング

リナート、オストは継続して販売します。コン

チェパネルは名称が変わり継続して販売し

ます。

全規格 全色

ポージィスポットライト UNAD 2429L 

【廃番】

【廃番】【廃番】

【廃番】　　＜ガーデン商品＞　　廃番日：平成27年3月31日（火）

廃番日：平成27年3月31日（火）廃番日：平成27年3月31日（火）

廃番日：平成27年3月31日（火）

コンチェ

全色全規格ラック

クロエ

ラウラ 全色

ディア 全規格 全色

エコルトウォールライト

備考

シルバー（白色）

EA 03003 12（電球色）は継続して販売しま

す。

EA 01020 12

EA 01008 12、22、52 全色

シルバー

全色

全規格 ―

全規格

EA 01013 12（電球色）は継続して販売しま

す。

―

―

―

EA 03001 12（電球色）は継続して販売しま

す。

EA 03002 11、12 全色 ―

EA 03001 11 シルバー（白色）

EA 01012 12（電球色）は継続して販売しま

す。

―

EA 03004 12、32、52

― ―

EA 03005 12、32、52

エコルトスポットライト

エコルトポールライト

エコルトラインライト取付金具

EA 01012 11

10個セット EA 06701 00

 30個セット EA 06702 00

EA 03003 11

―UNAD 2431L ダークシルバーポージィウォールライト

ウェルク 全規格

ポージィウォールライト

コンクリート壁面埋込み用ボックス

UNOA 075 264

ワンロック ウェルクは継続して販売します。

ワンロック ラックは継続して販売します。

―

全色

―

ケルティ 全規格 ―

マルーン、ダークブラウン、ダークグレーは

継続して販売します。

―

グラーゼ 全規格

アイボリー

サフランイエロー

ワンロック ラウラは継続して販売します。

レナード 全規格 全色 ―

―

ヴィックス 全規格 全色 ―

ウィズベル 全規格 全色 ―

―

ニューサンアクターアール 全規格 全色

センスイフォーセット

―

―ホース先端アダプターC

シルバー（白色）

EA 01013 11

全色

シルバー（白色）

色規格・名称商品名



カテゴリー 色

総合

カタログ

商品

カタログ

全色 44p 36p

全色 46p 38p

全色 47p 39p

全色 48p 40p

全色 50p 42p

全色 52p 44p

全色 54p 46p

全色 56p 48p

全色 58p 50p

全色 58p 50p

全色 59p 51p

全色 61p 53p

全色

62p

64p

54p

56p

全色

62p

64p

54p

56p

全色

63p

65p

55p

57p

全色 66p 58p

全色 66p 58p

全色 68p 60p

全色 70p 62p

全色 72p 64p

全色 82p 74p

全色 83p 75p

全色 84p 76p

全色 85p 77p

全色 86p 78p

全色 90p 82p

全色 92p 84p

フォレスコネクト 370×1700

ポスト取付けベースとサインのワンロックベースが標準設定とな

り、全ての壁付けポストおよびワンロックサインよりお選びいただ

けます。

フォレス150　 150×1700 フォレスポールに商品名称が変わります。

カーサアリィ500 500×1500

カーサアリィS750

750×1500

左仕様、右仕様

フォルガアリィW

520×1500

右連結、左連結

［下部パネル無し］

［下部パネル有り：

Y40、Y100、R1］

付属品のライト、トランス、ポストは別売となります。サインのワン

ロックベースが標準設定となり、全てのワンロックサイン、ポストは

ルージュよりお選びいただけます。

カーサ150　 156×1650

本体デザインを幅250、400、550に変更します。アリィ商品の付属

品のライト、（トランス）、ポストは別売となります。ポスト取付け

ベースとサインのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付

けポストおよびワンロックサインよりお選びいただけます。

カーサアリィ150　 156×1650

カーサ500 500×1500

フォルガアリィS 125×1700

付属のライト、ポストは別売となります。ポスト取付けベースとサイ

ンのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付けポストおよ

びワンロックサインよりお選びいただけます。

フォルガアリィN

285×1700

右連結、左連結

［下部パネル無し］

付属のライト、トランス、ポストは別売となります。サインのワンロッ

クベースが標準設定となり、全てのワンロックサイン、ポストはグラ

フィアよりお選びいただけます。

シースミニマムPL

フォルガミニマムPL

43×1300　

付属のポストは別売となります。ポスト取付けベースが標準設定と

なり、全ての壁付けポストよりお選びいただけます。

フォルガコネクトtypeⅠ　 275×1500

ポスト取付けベースとサインのワンロックベースが標準設定とな

り、全ての壁付けポストおよびワンロックサインよりお選びいただ

けます。

フォルガコネクトtypeⅡ　 195×1700

シースミニマムPS

フォルガミニマムPS

218×1200　

付属のポストは別売となります。壁付けポストタイプ・埋込みポスト

タイプよりお選びいただけます。ポスト取付けベースが標準設定と

なり、全ての壁付けポスト、リーダよりお選びいただけます。

シースミニマムIL

フォルガミニマムIL

210×1600　

壁付けポストタイプ・埋込みポストタイプよりお選びいただけます。

ポスト取付けベースが標準設定となり、全ての壁付けポスト、リー

ダよりお選びいただけます。

パルトアリィ190　 190×1700

付属のライト、トランス、ポストが別売となります。ポスト取付け

ベースとサインのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付

けポストおよびワンロックサインよりお選びいただけます。

ティレットミニマム 254×1400

ポスト取付けベースとサインのワンロックベースが標準設定とな

り、全ての壁付けポストおよびワンロックサインよりお選びいただ

けます。

ファミアージュ アクシス 500×1600

付属のライト、トランスが別売となります。ポスト取付けベースとサ

インのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付けポストお

よびワンロックサインよりお選びいただけます。

パルトミニマム190 190×1200

ポスト取付けベースとサインのワンロックベースが標準設定とな

り、全ての壁付けポストおよびワンロックサインよりお選びいただ

けます。

パルト190　 190×1700

ファミアージュ フォンテⅡ 400×1700

付属のライト、トランス、蛇口が別売となります。ポスト取付けベー

スとサインのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付けポ

ストおよびワンロックサインよりお選びいただけます。

ファミアージュ スマート 200×1700

ポスト取付けベースとサインのワンロックベースが標準設定とな

り、全ての壁付けポストおよびワンロックサインよりお選びいただ

けます。

フレンテスリット 300×1700

サインのワンロックベースが標準設定となり、全てのワンロックサ

インよりお選びいただけます。

フレンテスリットep 300×1700

ユニット

ウォール

ビルズアリィ450MO

ビルズアリィ450RA

450×1500

付属のライト、トランス、ポストが別売となります。ポスト取付け

ベースとサインのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付

けポストおよびワンロックサインよりお選びいただけます。

フレンテアリィ250 250×1550

サインのワンロックベースが標準設定となり、全てのワンロックサ

インよりお選びいただけます。

フレンテアリィ200 200×1700

付属のライト、トランス、ポストが別売となります。ポスト取付け

ベースとサインのワンロックベースが標準設定となり、全ての壁付

けポストおよびワンロックサインよりお選びいただけます。

【仕様変更】

【仕様変更】【仕様変更】

【仕様変更】　　＜エクステリア資材＞　　変更日：平成27年4月1日（水）

変更日：平成27年4月1日（水）変更日：平成27年4月1日（水）

変更日：平成27年4月1日（水）

●ユニットウォールはライト、トランス、ポストが別売となります。一部の商品を除き、ポスト取付けベース、サインのワンロックベースが標準設定されます。

商品名 規格・名称 変更内容



カテゴリー

総合

カタログ

商品

カタログ

450p 96p

466p 112p

466p 112p

477p 123p

477p 123p

481p 127p

481p 127p

ポスト 520p 166p

557p 203p

566p 212p

567p 213p

568p 214p

569p 215p

570p 216p

571p 217p

572p 218p

576p 222p

577p 223p

579p 225p

580p 226p

581p 227p

583p 229p

586p 232p

588p 234p

589p 235p

590p 236p

591p 237p

592p 238p

594p 240p

664p 310ｐ

665p 311ｐ

665p 311ｐ

679p 329ｐ

679p 329ｐ

以上

ユニソン 営業部　          ／　 〒450-0002　名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル３階 TEL 052-533-5262

ユニソン西日本 営業部　／　 〒572-0071　大阪府寝屋川市豊里町35番12号 TEL 072-829-0606

[グループ拠点］      東海（東・西）・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡

HPアドレス             http://www.unison-net.com

支柱は1本柱からジョイント柱へ、支柱材質はニャトー

からユーカリへ、高さは2,250mmから2,300mmへ変更に

なります。

2750、3000 全色

支柱は1本柱からジョイント柱へ、支柱材質はニャトー

からユーカリへ変更になります。

プレーンパラソルファニチャー

2000 全色

【仕様変更】　　＜ガーデン商品＞　　変更日：平成27年4月1日（水）

【仕様変更】　　＜ガーデン商品＞　　変更日：平成27年4月1日（水）【仕様変更】　　＜ガーデン商品＞　　変更日：平成27年4月1日（水）

【仕様変更】　　＜ガーデン商品＞　　変更日：平成27年4月1日（水）

商品名 規格・名称 色 変更内容

ライティング

エコルトラインライト

EA 06001 91 基本、連結

EA 06001 92 基本、連結

―

ポージィウォールライト

UNOG 254 051、052 全色

施工性を向上させた商品を販売します。

エコルトスターターセット EB 01711 00 ―

機能性を向上させた商品を販売します。

エコルトトランス EA 01709 00 ―

類似デザインの商品を販売します。

UNOG 25 053、054 全色

ポージィポールライト

UNOG 254 151、153 全色

UNOG 254 152、154 全色

グリート 全規格

チョコブラウン

プラムレッド

配色を一部変更した商品を販売します。

サイン

レティス 全規格 全色

リッカ 全規格 全色

全色

レジェ 全規格

タイルの種類を変更した商品を販売します。

アーチェ 全規格 全色

ワンロックサインとして販売します。

ベネ 全規格 全色

ファストサインとして販売します。

ノーチェ 全規格 全色

ワンロックサインとして販売します。

ボワ 全規格 全色

レド 全規格

全色

リッシュ 全規格 ―

モック 全規格 全色

マーナ 全規格 全色

パレル 全規格 全色

ファストサインとして販売します。

アステラ 全規格 全色

グラーゼ 全規格

マルーン

ダークブラウン

ダークグレー

オッティ 全規格 全色

フラクス 全規格 全色

アーテル 全規格 全色

ヴェローチェ 全規格 全色

ワンロックサインとして販売します。

レクス ES 全規格 全色

クラシック 全規格 全色

プランテ 全規格 全色

ウォーターシ

リーズ

センスイフォーセット スタンダード ―

ウォータリングホースリール ― 全色 ノズルを改良した商品を販売します。

類似デザインの商品を販売します。

陶芸フォーセット　 全規格 ―

泡沫アダプターとホース用アダプターをセットにした商

品を販売します。


