
エコルトウォールライト
EA 07001 52
EA 07002 52
EA 07003 52

ブラウン ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P398

UNOG 254 628LD、629LD 全色 ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P408

UNOG 254 627LD ブラウン ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

　さて、「ガーデンエクステリア商品総合カタログ2021」に掲載の商品につきまして、下記の通り、廃番とさせて

いただきますのでお知らせいたします。

　ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

- - ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P251

- 薄墨（うすずみ）

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

黒孔、紀山、播磨、紫檀、赤城、伽羅は継続して販売します。
同じ色合いの商品として、グラベランド：ポーラーアイスをご用意して
います。

P254

セルバストーン

ワズストーン
（販売単位：10㎡（1箱)）

【中部、近畿、中国・四国版】

総合
カタログ

2021
カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考

お客様各位

敬具

ガーデンエクステリア商品総合カタログ2021

廃番のお知らせ

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。

令和 3 年 10 月 11 日

株式会社ユニソン

記

■廃番 ＜在庫が無くなり次第販売終了＞

P120

全色
※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

販売単位：1㎡（3袋）は継続して販売します。
P232乱形

張材 クレモナスリム 300角

P407

ボーダー
デコラ／フラットボーダー16

デコラ／キャップ
全規格 全色

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

令和4年4月より新色を発売します。
P295

サザレ

ヴェローナ

オルビア 全規格 全色 ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P278

全規格 ブラック

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

ホワイト、ベージュ、ブラウンは、令和4年3月31日(木)をもって販売を
終了させていただきます。
同じ色合いの商品をご用意しています。詳しくはお問い合わせくださ
い。

舗装材

スレートブラック

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

シルバーグレー、ナチュラルホワイト、ゴールデンイエローは継続して
販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

P281

ライティング ポージィウォールライト

ポージィオプション
明暗センサ（タイマー付）

UNOA 075 801 ブラック
※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

UNOA 075 868 ブラウンは継続して販売します。
P411



■廃番 ＜在庫が無くなり次第販売終了＞

■廃番 廃番日：令和4年3月31日（木）　　※出荷状況によっては、廃番日より前に販売を終了させていただく場合がございます。

舗装材

ボーダー

副資材

ウォーター
シリーズ

フィーノポット φ300 - ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P599

P315

P292

P318

商品名 規格・名称 色 備考

-

テラスボード76
テラスボード125

- - 令和4年4月より新規格を発売します。

- -

ルーセント - 全色 ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P491

P293

トビーボーダー／フラットボーダー18 全規格 全色

カッシア[ai]230・115
カッシア[ai]230/80・115/80

-
アルテシルバー
アルテグレー

エイジグリーン、エイジブラウン、アルテイエロー、アルテベージュは
継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

P166

フラミア[ai]280 基本コーナー兼用
アルテシルバー
アルテグレー

アルテイエロー、アルテベージュは継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

P172

バレリア[ai]345 345角
アルテシルバー
アルテグレー

アルテイエロー、アルテベージュは継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

P174

エミリーボーダー／フラットボーダー18 全規格
ベージュ

チャコールグレー
オフホワイト、マットブラウンは継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

BK レザーレッド、BK レザーブラウン、BK レザーブラック、SL レザー
レッド、SL レザーブラウン、SL レザーブラックは継続して販売しま
す。
令和3年11月より新色を発売します。

P472ボルサ 全規格
BK レザーキャメル
SL レザーキャメル

カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考
総合

カタログ
2021

トビーウォール450 全規格 全色 - P44

組積材

オフホワイトは継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

P52

ウェルズウォール450 全規格 チャコールグレー
オフホワイトは継続して販売します。
令和4年4月より新色を発売します。

レフィナ 全規格 全色 ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。 P499

シルト

ファニチャー テンデ DX自在ロープ5m（2ｐｃｓ） - オレンジ
※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

代替色をご用意しています。
P614

ストレングシート95 - - - P322

NSハイフレックスHF-1000 -

全規格
ホワイト
ベージュ
ブラウン

- P281ヴェローナ

P48

ハーディウォール450 全規格 モカベージュ

- 全色 ※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

総合
カタログ

2021

P490
ポスト

カテゴリー



■廃番 廃番日：令和4年3月31日（木）　　※出荷状況によっては、廃番日より前に販売を終了させていただく場合がございます。

ユニット
ウォール

ライティング

ポスト

全規格 - - P420

EA 07007 22、 92
レザーグレー
レザーレッド

マットブラック、マットホワイト、マットベージュ、レザーブラウン、シャン
パンゴールドは継続して販売します。

-

400×1700 全色

カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考
総合

カタログ
2021

エコルトウォールライト

- P491

スミスランプ
ハンギング用フック

LED ウォール ゼクス
LED ウォール クワトロ

- - P418

照楽

- - P490

EB 07009 21210、
2210、3210、4210、
5210、6210、1210

全色 -

P393

ルーセントスタンド - -

ファミアージュ フォンテⅡ

P395

ポージィトップライト UNOG 254 620、618 全色 - P417

-

P360

P391

P392 

EA 07005 42 マホガニー

-

EA 07006 92 レザーレッド
レザーグレー、レザーブラウン、シャンパンゴールドは継続して販売し
ます。

カーサ DR 全規格 ホワイト
ライトブラウン、ダークブラウン、ブラック、ストーンブラック、ストーンホ
ワイトは継続して販売します。

EA 07004 42 マホガニー
アニグレ、パイン、タモ、ウォールナット、シルバーは継続して販売し
ます。

EA 11022 112、132、
142、152、162、172、212、
222、232、242、252、272

全色

EA 11019 112、132、
142、152、162、172、212、
222、232、242、252、272

全色 -

EA 11018 112、132、
142、152、162、172、212、
222、232、242、252、272

全色 -

シャインチーク、アニグレ、パイン、タモ、ウォールナット、シルバーは
継続して販売します。

P394

テラ 全規格 全色 令和4年4月より新商品を発売します。 P476

EA 11023 112、132、
142、152、162、172、212、
222、232、242、252、272

全色 -

P368

シルトスタンド

全色 SUS 壁付けポストタイプ 200×1700は継続して販売します。カーサ DR200
SUS 埋込みポストタイプ

200×1700



■廃番 廃番日：令和4年3月31日（木）　　※出荷状況によっては、廃番日より前に販売を終了させていただく場合がございます。

プランター

カテゴリー 商品名 規格・名称 色 備考
総合

カタログ
2021

P621

センスイフォーセット 全規格

ワンロック ヴェローチェ

ワンロック ラック 全規格 全色 - P529

-

全色 398×160 ヨコは、継続して販売します。 P552

全規格 全色 -

グラム 全規格 - - P545

マレーナ

サイン／
インターホン

カバー

ウォーター
シリーズ

- 全色 令和4年4月より新商品を発売します。 P596

トリコ 全規格 黒土 - P624

ライアンポット - 全色 令和4年4月より新商品を発売します。 P600

コーテス
タワーL
タワーM

全色 ラウンドL・M・S、キューブL・M・Sは、継続して販売します。

ブロンズ

P528

全規格 全色 - P544

P603

センスイフォーセット
専用オプション

全規格 ブロンズ -

ワンロック リタ
153×146 レイアウトL2
180×100 レイアウトN

全色
146×146 レイアウトG2、187×100 レイアウトG2は、継続して販売し
ます。

P531

ライアンスタンド - 全色 令和4年4月より新商品を発売します。 P583

ガーデンシンク ライアン

リナート
160×160 基本

160×160 小サイン付
160×398 タテ

中 部 営 業 部 ／ 〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目7番5号　パークヒルズ千代田2・3階 TEL 052-238-1180 FAX 052-238-1186

近 畿 営 業 部 ／ 〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目8番13号 TEL 06-6914-0340 FAX 06-6914-0345

中 国 営 業 部 ／ 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2番20号 TEL 082-849-6860 FAX 082-849-6870

ホームページアドレス　　https://www.unison-net.com
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