
平成29年10月吉日

お客様各位　　　

株式会社ユニソン

株式会社ユニソン西日本

　　　　　　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。

　　　　　　　さて、「ガーデンエクステリア商品総合カタログ2017」ならびに「ガーデンエクステリア商品カタログ2017」に

　　　　　　掲載の商品につきまして、下記の通り廃番とさせていただきます。

　　　　　　　ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

廃番日：平成30年3月31日（土）　※一部、在庫が無くなり次第、販売終了の商品がございますので、ご注意下さい。

カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考
総合

カタログ
2017

商品
カタログ

2017

ラフィネ13W（両面） 全規格 全色 ― P60 ―

ウインドゥストーン角窓12 ― 全色
ウインドゥストーンアングル12は継続して
販売します。

P98 ―

クオリアブリック 全規格 全色 ― P120 ―

アースウォール
(かき落とし・床たたき仕上げ用）

― 全色 ―

アースウォール下塗材 ― ― ―

ユニオン カベックス
（薄塗り化粧仕上げ用）

― 全色 ―

センイモルタル ― ― ―

コンクリートエッジ ― ― ― P185 ―

ベガスシーム 400角 全色 ― P212 ―

セーフティベガス透水60・80 200角 メスメス 全色
200角 オスメス、200×100 オスメスは継
続して販売します。

P214 ―

ルートシールド100 ― ―
在庫が無くなり次第、販売を終了させて
いただきます。ルートシールド50は継続し
て販売します。

P308 P394

ラクメジ ― ― 平成30年4月より新商品を発売します。 P313 ―

カラーモ ― 全色
在庫が無くなり次第、販売を終了させて
いただきます。

P315 ―

カーサDR1000 全規格 全色 P354 P26

カーサDR1000T 全規格 全色

【カーサDR1000T専用オプション】
宅配ボックス／ポスト用スペーサー

― ―

【カーサDR1000T専用オプション】
壁面埋込用補助台座

― ―

パルト190 190×1700 全色 ― P369 P41

ビルズ450 450×1500 全色 ― P386 P58

フレンテアリィ250 250×1550 全色 ― P388 P60

オプティマアリィ 315×1600 ― ― P390 P62

ドライコーン 10個入 EB 05701 00 ― ―

ドライコーン 50個入 EB 05702 00 ― ―

エコルトジャンクションボックス EA 02701 00 ― ―

EA 11001 62 シルバー

3個セット EB 11002 62 シルバー

エコルトラインライト 全規格 ― 平成30年4月より新商品を発売します。 P432 P104

LEDマーカー 荷重強化タイプ R140 赤色
白色、電球色、青色、緑色は継続して販
売します。

P438 P110

LEDタイル TI-S300 全色 ― P439 P111

UA 01003 12 シルバー

UA 01004 12 シルバー

UNOG 041 732LC、733LC 全色 P445 P117

平成30年4月より新商品を発売します。

ヘリオスグランドライト

在庫が無くなり次第、販売を終了させて
いただきます。平成30年4月より新商品を
発売します。

P425

ポージィウォールライト

ライティング

P367

P168 P368

張材

P444 P116

P97

P355 P27

平成30年4月より新商品を発売します。

平成29年10月より代替品を発売します。

廃番のお知らせ

記

舗装材
周辺商品

P413 P85

組積材

ユニット
ウォール

舗装材

エコルトグランドライト

P167



廃番日：平成30年3月31日（土）　※一部、在庫が無くなり次第、販売終了の商品がございますので、ご注意下さい。

カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考
総合

カタログ
2017

商品
カタログ

2017

UNOG 254 616、614 全色

UNOG 254 622、624 全色

UNDWP-38456Y、38457Y 全色

UNDWP-38473Y、38474Y 全色

UNDWP-38471Y、38472Y 全色

UNDOL-4322YW、4322YS、4322YB 全色

UNOG 254 047、048 全色

UNOG 254 103LC、104LC 全色

UNDWP-37254 ブラック

UNDWP-37255 ブラック

ベース型センサ
人感センサ モード切替型（タイマー付）

UNOA 253 137、138、097 全色 ―

ベース型センサ
明暗センサ（タイマー付）

UNOA 075 824、858、800 全色 ―

UNDP-11803 ベージュ ―

UNPF 216W、216B、215W、226B 全色 ―

UNPF 259B ブラック ―

UNDP-30928 イエロー ―

ポージィポールライト UNOG 254 438LD、439LD 全色

ポージィトップライト UNOG 254 441LD、442LD 全色

UNDWP-37256 ブラック

UNDWP-37257 ブラック

UNOG 254 072、071 全色

UNOG 254 062、061 全色

UNOG 254 004、003 全色

UNOG 254 013
[LED]白色
シルバー

[LED]電球色は継続して販売します。
平成30年4月より新商品を発売します。

独立型人感センサ
ON／OFF型 （タイマー付）

UNOA 076 230 ― ―

独立型明暗センサ
（タイマー付）

UNOA 076 251 ― ―

照楽ライト 全規格 全色 ― P459 P131

ポスト
【コルディア専用オプション】

壁面埋込用補助台座
― ― 平成29年10月より代替品を発売します。 P477 P149

エインスタンド
不凍栓 1口 L1200、L1500

不凍栓 2口 左右仕様 L1200、L1500
全色

不凍栓 1口 L1000、不凍栓 2口 左右仕
様 L1000、立水栓 2口 左右仕様 L1000
は継続して販売します。

P626 P298

パロディフォーセット 全規格 ― ― P642 P314

陶芸フォーセット 全規格 ― ―

ホースリール レトロ ― 全色 ―

モナコサイドチェア
モナコアームチェア
NC OTFサイドチェア
NC OTFアームチェア
NC OTFサンベッド

ガーデンテーブルφ90
NC テーブル90×90

NC サイドテーブル50×50

― ― ― P656 P328

プレーンパラソル 全規格 全色 ―

プレーンパラソルベース φ420／H480 ― ―

【プレーンパラソル専用オプション】
プレーンパラソル 交換カバー

全規格 全色 ―

以上

P120

ポージィポールライト P453 P125

ポージィウォールライト

P127

P123

樹脂絶縁台

木台

P449 P121

P451

P126ポージィスポットライト

平成30年4月より新商品を発売します。

P454

P455

在庫が無くなり次第、販売を終了させて
いただきます。平成30年4月より新商品を
発売します。

平成30年4月より新商品を発売します。

P448

P330

ファニチャー

ウォーター
シリーズ

P658

P647 P319

P447 P119

P446 P118

ライティング

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

[グループ拠点］  豊田・名古屋・東海東・東海西・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


