
オプション
H O U S I N G  M A T E R I A L

機能門柱

●	エクステリア商品は、常に屋外に設置されています。気象条件によっては使用に影響を受ける場合があります。
	 また長期に渡りお使いいただくと、退色や変色のおそれがあります。
●	本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早目に郵便物を取り出してください。
	 また、郵便物が過度に多い場合や、重量物の場合に取り出し口蓋が開いてしまう場合があるため、こまめに郵便物を取り出してください。
●	インターホンは別途手配となっておりますが、各社製品に概ね対応可能な設計になっております。
	 但し、インターホンの種類によっては取り付かない場合もありますのでご購入の際は商品の寸法・開口・取付ピッチをご確認ください。
●	表面は塗装仕上げです。傷や擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
●	厳重に防錆処理を行っておりますが、経年変化、使用環境により錆がでることがあります。予めご了承ください。
●	基礎サイズ、施工などに関してはデザインアーク担当窓口までご連絡ください。
●	配線工事は必ず有資格者が行ってください。
●	このカタログの内容は2015年2月現在のものです。
●	製品の色は、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
●	製品の仕様、外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

	ご使用の時は使用手順をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表札
矩形のアクリルタイプと
ステンレスタイプの2種
類をご用意しております。

外枠パンチング
ちょっとした傘かけや、花
鉢のハンギングにご利用
いただけます。
耐荷重：10㎏　

インターホンカバー
インターホンの形状に	
あわせてお選びいただけ
ます。

センサー
人を察知して、連動して
いる照明をＯＮにします。
防犯の抑制効果を高め
ることも目的にしてい
ます。

コンセント
車のお手入れやガーデニ
ングの際に、ご利用いた
だけます。　

マーク
お花など自然のものをモ
チーフにしたデザインを
加えることができます。

オプション

オプション標準 TOMORI
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照明には一般的に販売されてい
る26口径のLED電球を上段と
下段に1つずつ使用。電球の交
換等のメンテナンスが簡単です。

機 能 門 柱

心地よい生活を、機能門柱から。

コンパクトながらも使いやすさと応用性を高めた意匠設計。
街並みにとけ込むプレーンなデザインは、家と庭との調和を可能にし、
地域の継承やテーマに添った分譲地などの独創的な提案にもお応えします。

オリジナル表札
背面にLED照明を配置し、
漏れ出る光で
切り文字のシルエットを演出。

インターホンカバー
むき出しのインターホンを
すっきりシンプルにカバー。

側面からの視点を強調
カラー部分の見え方を
シンメトリーにデザイン。
街並みをサイドビューからも
引き立てます。

※インターホンは別手配

標準タイプ

前入後出タイプ

前入前出タイプ

間接照明を兼ねたスリット
抜け感をシンプルに施した
エアリーなフロントデザインで、
漏れ出る柔らかい「灯り」を演出。

縦型ポスト（2タイプ）
容量だけでなく、安全性能と防
水性能を確保しつつ、本体カラー
と同色にすることで一体感を演
出。さらに雨水対策として、フタ
の開け放しを防ぐマグネットと	
しっかりロックができるダイヤル
式つまみを搭載。

洗練された周辺環境を幅広くサポートするプレーンなデザイン

26mm
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街並みや家の外観にあわせて多彩なアレンジが可能
外枠部と本体部を独立させ、それぞれバリエーションを設けることでアレンジの選択肢
を拡げました。周辺環境と調和する独創的なカスタマイズが可能です。

木の温もりを感じさせる 
4種類のテクスチャー
外枠部には、自然な風合いを意識した木調パ
ネルを採用。和テイストの家にも合わせやす
く、周りにある自然素材との統一感をも考慮
し、4種類のテクスチャーをご用意しました。

仕様表 仕様表

本体部カラーバリエーション 木調テクスチャーバリエーション

施工図例 施工図例

本体

材質 枠部／アルミ
ベース部／鋼板

カラー

枠部／1色（シルバー）
ベース部／6色
（ストーンブラック・フォールブラウン・
オリーブグリーン・レインブルー・
シエルピンク・クリアホワイト）

寸法（㎜） 190（幅）×1922.5［GL1622.5］（高さ）
×190［ポスト込340］（奥行）

重量 25㎏

付属品
表札、
インターホンカバー（インターホン除く）
ポスト、照明（上部・下部）

ポスト
材質 SUS

仕様 前入前出／右、左扉
前入後出／右、左扉（奥行寸法共通）

付属品 ダイヤル／ブラック
トレー／パンチング鋼板

照明
光源 LED電球26口径
耐水性能 防雨形
入力電圧 AC100V

本体

材質 枠部／鋼板、アルミ型材
ベース部／鋼板

カラー

枠部／4色（ディープ・ブライト・ダーク・ライト）
ベース部／6色
（ストーンブラック・フォールブラウン・
オリーブグリーン・レインブルー・
シエルピンク・クリアホワイト）

寸法（㎜） 230（幅）×1939［GL1639］（高さ）
×190［ポスト込340］（奥行）

重量 35㎏

付属品
表札、
インターホンカバー（インターホン除く）
ポスト、照明

ポスト
材質 SUS

仕様 前入前出／右、左扉
前入後出／右、左扉（奥行寸法共通）

付属品 ダイヤル／ブラック
トレー／パンチング鋼板

照明
光源 LED電球26口径
耐水性能 防雨形
入力電圧 AC100V

隙間を機能的にデザインしたスタイリング
外枠部と本体部の間に設けた隙間が、昼と夜とで異なる表情を演出。昼間は抜け感が
軽快なデザインとなり、夜間は、LED照明が表札部だけでなく、外枠との隙間を間接的
に照らし、防犯効果にもつながります。

自然界から抽出した 
カラーバリエーションを厳選
本体部は6色のカラーバリエーションをご用
意。いずれも庭に咲く花や緑に馴染む自然
な色合いにこだわりました。外枠部のアルミ
フレームと組み合わせ、エントランスを美し
く彩ります。

4木調×6色からつくる 
豊富なバリエーション
4種類の木調外枠部と6色カラーバリエー
ションの本体部の中から、お好きな組み合わ
せをお選びいただけます。

安心のための細部へのこだわり
ポストの突起部の角を面取りしたり電気配線を隠すなど細かな工夫を加えることで、	
シンプルな使いやすさとプレーンな存在感を追求しました。

SB
ストーンブラック

P
ディープ

FB
フォールブラウン

B
ブライト

OG
オリーブグリーン

D
ダーク

RB
レインブルー

L
ライト

SP
シエルピンク

CW
クリアホワイト

商品ラインナップ

DM19A DM23S本体のカラーを引き立て、清潔感のある「アルミフレーム」 自然な風合いを再現した「木調フレーム」

※本体色はDM19Aと共通仕様です。
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プランニング例

木調素材を使ったアイテムが、
和風住宅の昔ながらの美しさを損なわずに、
心地よい住まいを長期間楽しむことができます。

昼間は主張しないエッジの効いたアイテムが、
夜間には色味を抑えて素材感で魅せ、
夜を意識した雰囲気をつくります。

plan 01 plan 02
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❷

❷列柱

❶❷ 門柱本体と列柱 ❹メッシュフェンス

❺メッシュフェンス❸トレリスフェンス

❸ 足元照明❺ 樹名板

❻ 樹名板

❻ 立水栓 ❹ 立水栓

❶❷ 門柱本体と列柱

家の外観とのバランスや暮らし方などを考慮したプランを様々なアイテムと一緒にご提案します。

アイテム例 アイテム例

❶ 機能門柱
				［DM19A-FR-RB］

❶ 機能門柱
				［DM23S-FR-DSB］

門柱以外の製品に関しては、お問い合わせください。 門柱以外の製品に関しては、お問い合わせください。


