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【廃番・各種変更一覧】
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【廃番・各種変更一覧】

※廃番、仕様変更、常備品／受注後生産品の変更については、変更内容欄をご確認ください。凡例は下記の通りです。

カテゴリー 変更内容

総合

カタログ

商品

カタログ

9月版

案内

廃番▲ P64 ― ○

廃番▲ P70 ― ○

一部廃番 P116 ―

一部廃番 P124 ―

廃番 P128 ―

廃番 P138 P352

廃番 P152 P364

廃番 P154 P366

廃番 P155 P367

廃番 P156 P368

一部廃番 P160 P372

廃番 P166 P378

廃番▲ P168 P380 ○

一部廃番 P172 P384

その他 P204 ―

廃番 P218 ―

一部廃番 P256 ―

廃番▲ ○

一部廃番

廃番▲ P280 ― ○

廃番 P288 ―

一部廃番 P304 ―

廃番▲ ○

廃番

廃番▲ P334 ― ○

廃番 P342 ―

廃番 P343 ―

廃番▲ P347 ― ○

一部廃番

仕様変更

仕様変更 P376 P44

仕様変更 P378 P46

廃番 P382 P50

仕様変更 P384 P52

仕様変更 P386 P54

組積材

ボーダー

シャモティ／キャップボーダー 全規格 サンドイエロー 平成28年9月30日に廃番とさせていただきました。

平成28年9月30日に廃番とさせていただきました。

平成28年10月1日より新色スフレを販売します。

平成28年9月30日に廃番とさせていただきました。

舗装材

シャモティ12-1LW（両面）、12-5LW（両面）、

15-1LW（両面）、15-5LW（両面）

シャモティ／グラストップ

全規格 サンドイエロー

コルディアアリィ 472×1500 全色 ―

ビルズ 450×1500 全色 背面点検口の仕様を変更します。

全色 背面点検口の仕様、タイル（全色）を変更します。

ファミアージュ フォンテⅡ 400×1700 全色

背面点検口の仕様、タイル（ダークグレー）を変更

します。

P380 P48

コルディアラック LEDライト・サインシールセット ― ―

全色 背面点検口の仕様を変更します。

コルディアラック 471×1400 全色

仕様変更

サイズ（高さ）、LEDライト・サインシール取付け部

の仕様を変更いたします。

ユニット

ウォール

ファミアージュ アクシス 500×1600

ベージュ

グレー

平成29年4月1日より代替色を販売します。本体色

アイボリー、ホワイトは継続して販売します。

ファミアージュ スマート 200×1700

P374 P42

フレンテアリィ250 250×1550 全色 背面点検口の仕様を変更します。

ジェノバストーン／フラットボーダー16、24 全規格 ムーングレー

コーラルホワイト、オリエントホワイト、オリエントブ

ラウン、オリエントブラックは継続して販売します。

セラムフラットボーダー16 全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

セラムキャップ 全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

P320 P408

ルートガイド用両面テープ BW-01 ―

舗装材

周辺商品

ルートガイド30、45、60、90 CR-PE30、45、60、90 黒

廃番▲ ―

チェザーノ ―

グレイッシュブラウン

ダークブラウン

全色廃番となります。※9月版の案内と内容が異

なりますのでご注意ください。

P314 P394

ライトブラウン

ミッドブラウン

グラニスストーン/ステップ 400角 全色 ―

ソイルレンガ210

ソイルレンガ210ミニ

タンブル グレー

平成29年4月1日より新色を販売します。ベー

ジュ、オレンジ、イエロー、ダルバイオレットは継続

して販売します。

P264 ―

ヤクモ

クレモナプレート 600×300 ゴールデンイエロー

ゴールデンイエローの300角、アルモア、マーブ

ル、ナチュラルホワイト、クォーツブラック、クラウド

グレー、リードブラウンは継続して販売します。

ブロンテペイバー 全規格 ウェザードバフ オールドストーンは継続して販売します。

ワズロック 全規格

カスガ

ワラ、コウガ、ヨシノは継続して販売します。平成

29年4月1日より新色を販売します。※9月版の案

内と内容が異なりますのでご注意ください。

300角 全色 受注後生産品から常備品へ変更します。

ファミアージュモザイク 表紙張りユニット フォンテアイボリー11

平成29年4月1日より新色を販売します。スマート

アイボリー07、スマートブラウン09、スマートダーク

グレー02、フォンテベージュ18、フォンテブラウン22

は継続して販売します。

セーフティベガス60、80 全規格 全色 平成29年4月1日より透水性タイプを販売します。

クーラス[ai]遮熱透水60

ナチュラル01、クラウド04、ブルーグレー05は継続

して販売します。

レジェンドブリック 全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

カルタレンガスリム 全規格

弁柄（べんがら）

伽羅（きゃら）

茜、栗渋、山吹、銀黒は継続して販売します。

全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

マナーヒルズ 全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

張材

パイルストーン波型 全規格 ホワイトベージュ ―

パレスヒープ 全規格 全色 ―

ロックパイルズ

ネーデルレンガスリム 全規格 全色 ―

アンダルシア 基本 マーフィル02

全規格 アンチックグレー

平成29年4月1日より新色を販売します。アンチッ

クシルバー、アンチックオレンジ、アンチックイエ

ロー、ダルバイオレットは継続して販売します。

ネーデルレンガ ― 全色 ―

商品名 規格・名称 色 備考

カルタブリック 全規格

弁柄（べんがら）

伽羅（きゃら）

茜、栗渋、山吹、銀黒は継続して販売します。

ソイルレンガ210

ソイルレンガ210ミニ

その他 常備品／受注後生産品の変更になります。 変更日：平成29年4月1日（土）

廃番▲ 在庫がなくなり次第販売終了とさせていただく商品を含みます。

廃番 全規格・全色を廃番とさせていただきます。 廃番日：平成29年3月31日（金）

一部廃番 一部の規格・色を廃番とさせていただきます。 廃番日：平成29年3月31日（金）

廃番・各種変更のお知らせ廃番・各種変更のお知らせ廃番・各種変更のお知らせ廃番・各種変更のお知らせ
【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2016／ガーデンエクステリア商品カタログ2016】

【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2016／ガーデンエクステリア商品カタログ2016】【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2016／ガーデンエクステリア商品カタログ2016】

【ガーデンエクステリア商品総合カタログ2016／ガーデンエクステリア商品カタログ2016】

　　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、下記の通り廃番、仕様変更、常備品／受注後生産品の変更を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。

敬具

記

仕様変更 仕様変更をさせていただきます。 変更日：平成29年4月1日（土）
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カテゴリー 区分

総合

カタログ

商品

カタログ

9月版

案内

一部廃番

仕様変更

一部廃番 P390 P58

廃番 P392 P60

廃番 P394 P62

廃番 P397 P65

廃番▲ P402 P70

廃番 P404 P72

廃番

廃番

廃番▲ P429 P97

廃番▲

廃番▲

廃番▲

一部廃番 P436 P104

廃番▲

廃番▲

廃番▲

廃番▲

廃番▲

一部廃番 P456 P124

一部廃番 P457 P125

廃番▲

廃番▲

廃番▲ P462 P130

ポスト 廃番 P528 P196

廃番 P559 P227

廃番 P560 P228

廃番 P565 P233

廃番 P569 P237

廃番 P575 P243

廃番 P576 P244

廃番 P577 P245

廃番 P579 P247

廃番 P580 P248

廃番▲ ○

廃番

廃番 P585 P253

一部廃番 P586 P254

一部廃番 P587 P255

廃番 P588 P256

一部廃番 P590 P258

一部廃番 P591 P259

廃番 P596 P264

仕様変更 P597 P265

廃番 P626 P294

一部廃番

廃番▲

一部廃番 P636 P304

仕様変更 P638 P306

廃番▲ P650 P318

廃番▲

廃番▲

廃番▲ P662 P330

ファニチャー 廃番 P674 P342

以上
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ステンレスシルバー、ダークレッド、チョコブラウ

ン、ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドベージュ

は継続して販売します。

P630 P298全規格スプレスタンド70

ウォーター

シリーズ

―

―

抜き柄のデザインを変更します。

L310 レイアウトA 照明無し 全色 照明有りタイプは継続して販売します。

レイヤ

180×95 レイアウトF2、L2

 照明無し

エナメルグレー

エナメルブラウン

エナメルベージュ

レインストッカー110L ― グレーベージュ

シャインポット ―

エナメルグレー

エナメルベージュ

エナメルブラウン

ウンディーヌ ― ―

アイボリー

ミッドナイトブルー

クルーグ 180×85 レイアウトI2 全色

アラモード 全規格 全色

ペンディオ

グリーンは継続して販売します。

テーブル＆チェア

チークフォールディングチェア、チークアームチェア

チークアームチェアフットレストA、チークラウンジャー

チークダイニングチェア、チークハウス アームチェア

チークハウス ベンチ2シーター、チークテーブル820

チークハウス ベンチ3シーター、チークテーブル1200

―

P658 P326

クロス 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

ステンレスシルバーは継続して販売します。

プレーンフォーセット

マット ― ―

立水栓 1口 L1000 全色

不凍栓タイプ、立水栓 2口 左右仕様 L1000は継

続して販売します。

ファミエンテスタンド 全規格 全色 タイル（全色）を変更します。

エインスタンド

全色 照明有りタイプは継続して販売します。

サリエ

156×154 レイアウトA、B、Q

 照明無し

全色 照明有りタイプは継続して販売します。

ルンゴ 全規格 全色 ―

クク 全規格 全色 ―

エルカ

L180 照明無し レイアウト E2

L230 照明無し レイアウト E2

全色 照明有りタイプは継続して販売します。

ファスト パスト

150×150 方形 全色

平成29年4月1日よりデザインを変更し、ワンロック

サインとして販売します。※9月版の案内と内容が

異なりますのでご注意ください。

P582 P250

120×120 方形

150×150 フリーハンド

150×90 フリーハンド

全色

ファスト ホーク 全規格 全色 ―

ファスト アルコ 全規格 全色

平成29年4月1日よりワンロックサインとして販売し

ます。

ファスト グラーゼ 全規格 全色 ―

ファスト リブロ 全規格 全色 ―

ファスト オッティ 全規格 全色 ―

全規格 全色 ワンロック レジェは継続して販売します。

マレーザ 全規格 全色 ―

ファスト アーテル 全規格 全色 ―

サイン

ワンロック マーナ 全規格 全色

平成29年4月1日よりワンロック金具無しタイプを販

売します。

ワンロック レクス ES

UNOG 254 203、204

シルバー

（白色、電球色）

―

ポージィグランドライト UNOG 254 018 シルバー（白色） 電球色は継続して販売します。

ポージィスポットライト

UNOG 254 211、212

シルバー

（白色、電球色）

―

P461 P129

全規格 全色 平成29年4月1日より代替品を販売します。

レジェ

ポージィポールライト UNOG 254 437LD オフホワイト（電球色） ブラック、青銅は継続して販売します。

○

埋込ボックス UNCDO-4A ― ―

埋込ボックス用 樹脂カバー

UNOF-12P2Y

― ―

ポージィウォールライト

UNDWP-36975、36974 シルバー、ブラック ―

P454 P122

エコルトスポットライト 3個セット EB 01014 12

マットシルバー

（電球色）

EA 01011 12は継続して販売します。

エコルトスポットライト

EA 03003 12 シルバー（電球色） 平成29年4月1日より代替品を販売します。

ポージィトップライト UNOG 254 440LD オフホワイト（電球色） ブラック、青銅は継続して販売します。

EA 02005 71、72 （白色、電球色）

P437 P105

EA 03001 12 シルバー（電球色） ―

―

ビルトサイン ― ―

ライティング

エコルトグランドライト

EA 02009 62 ブラスト（電球色） ―

EA 02003 71、72

ビルトアリィ 200×1400 全色

― P405 P73

（白色、電球色） ―

P430 P98EA 02004 71、72 （白色、電球色） ―

全色 ―

フォルガW 全規格 全色 ―

フォルガスクリーン 全規格 全色 ―

P56

アイボリー 背面点検口の仕様を変更します。

フォルガコネクト typeⅠ 275×1500 全色 フォルガコネクト typeⅡは継続して販売します。

ユニット

ウォール

フレンテスリット 300×1700

ベージュ アイボリーは継続して販売します。

P388

フォルガN 全規格 全色 ―

パルトミニマム190 190×1200 全色 パルト190は継続して販売します。

ティレットミニマム 254×1500

商品名 規格・名称 色 備考


