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TOSHIN Proposal
住む人の想いに響く提案です。

たとえば、家庭菜園で野菜を育て、

ガーデニングで花や草木と親しむ暮らし。

たとえば、家族の一員ともいえる

愛するペットとのかけがえのない暮らし。

ご家族それぞれが思い描く

心ときめく暮らしに

しっかりと寄り添いながら、

想いに応えるアイテムをお届けすること。

それが、トーシンからみなさまへの

あたらしい提案―TOSHIN Proposal。

ガーデンに映える多彩なアイテムは、

ご家族が迎えるこれからの暮らしを

より豊かに彩ることでしょう。
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駐車スペースにアクセントを。
人の注意を引いたり、空間にアクセントを生んだり。
目を引くカラーリングがポイント。

FRAME　
ユナイト パーキングブロック フレーム

PARKING
BLOCK

本体 CS-UNITE-PB-RD 

標準色

UNITE 
パーキングブロック フレーム
CS-UNITE-PB-□□ 
本体価格 ¥20,000（税抜）

本体： W795×H130xD195mm   21kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
　RD（レッド）、BU（ブルー）、OR（オレンジ）
付属品  アンカーボルト（W3/8 x L100mm x 2本）

RD（レッド）

OR（オレンジ）

BU（ブルー）
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TOSHIN
P r o p o s a lFUPU　

フープ

本体 EXF-FUPU-KH

フープ
EXF-FUPU-□□ 
本体価格 ¥39,800（税抜）

W750×H400xD330mm   42kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装　
付属品  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※品番の□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、KH（カーキ）、
　BG（ベージュ）、SB（サックスブルー）

WH（ホワイト）

KH（カーキ）

BK（ブラック） BG（ベージュ）

標準色

SB（サックスブルー）

ベンチにもなるプランター。
幅450mmのプラ鉢が入るので植え替えがカンタン。
標準装備の座板を置けばベンチに早変わり。
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テーブル UNIPF-CRTABLE / ベンチ UNIPF-GEBENCH-BG

庭でもテラスでも、どこでも憩いの場へ。
家族や仲間でランチやティータイム、バーベキューなどを楽しむときなどに。
どこにでも持ち運べる、折り畳み可能なベンチ&テーブルです。

TABLE/NEW

CRANE
GR AND
ECDYSIS
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BENCH　
クレーン テーブル/グランド エクディシス ベンチ

グランド エクディシス ベンチ
UNIPF-GEBENCH-□□ 
本体価格 ¥20,000（税抜）

設置時サイズ：H740×W1190×D550mm 約6kg
座面高さ：約370mm

（背もたれ高さ約450mm、座面有効幅：1000mm 座面
奥行き450mm）
収納時サイズ：H700×W1190×D100mm
耐荷重：約140kg (片側：約70kg)
フレーム：アルミ（シルバー）／座面：ポリエステル／アーム
レスト：タモ材（日本製）
※品番の□□には色番号が入ります。
　BG（ベージュ）、NV（ネイビー）、
　OG（オリーブグリーン）

クレーン テーブル
UNIPF-CRTABLE
本体価格 ¥27,500（税抜）

設置時サイズ：H650×W670×D67mm 
約5.7kg
収納時サイズ：H700×周囲450mm
耐荷重：約20kg
脚部：アルミ、樹脂／天板：タモ材（日本製）

BG（ベージュ）

OG（オリーブグリーン）

NV（ネイビー）

標準色

グランド エクディシス ベンチ

ペレグリン・ファニチャーとのWネーム商品です。アーム部分の
構造をより強固にしたシルバーフレームを採用し、座り心地の向
上と同時に、北海道で手作りしたタモ材のアームレストをボルト・
ナットでの固定に改良し、安定した強度を実現。また特徴として、
アームレストに便利なカップホルダーほか、UNITEオリジナルの
焼印、背もたれの裏にはオリジナルのスタンプが施されています。

クレーン テーブル

軽くて丈夫なアルミ製の脚と、北海道で手作りした丈夫なタモ材
の天板を組み合わせたテーブルです。天然木素材のため、ひと
つずつ木目の表情が違うのも特徴で、天然オイル仕上げ。2～ 4
人で使うのにちょうど良いサイズ感で、アウトドアで椅子に腰掛
けて使いやすい高さです。マジックテープで簡単に固定でき、丸
めて筒状にしてコンパクトに収納出来ます。専用の収納袋付き。

UNIPF-GEBENCH-BG
（ベージュ）

UNIPF-CRTABLE
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BROOKS780/400　
ブルックス780/400

　GRC

NEW

防災グッズなどを収納できるベンチ。
幅が約780mmとワイドなので、さまざまものの収納に。
玄関先や庭先に設置しておくと便利です。

本体 SB-BR780-KH

市販の折りたたみ式宅配ボックスや、防災グッズなど
を収納すると便利です。

水切り穴に防犯チェーンを通し、宅配ボックスを固定
することができます。ブルックス780

SB-BR780-□□ 
本体価格 ¥59,900（税抜）

W800×H395xD360mm   27kg（本体のみ）
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製
　　 複層左官材吹付け仕上げ
座板：FRP製アクリルウレタン樹脂塗装
※品番の□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、
　SB（サックスブルー）

WH（ホワイト）

KH（カーキ）

標準色

SB（サックスブルー）
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本体 SB-BR400-SB

収納スペースにもなる便利なベンチ。
防災グッズやお子様の遊び用具、掃除用具などの収納に。
ちょっと腰を下ろせるベンチにもなるので便利です。

ブルックス400
SB-BR400-□□ 
本体価格 ¥52,400（税抜）

W420×H445xD410mm   23kg（本体のみ）
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製
　　 複層左官材吹付け仕上げ
座板：FRP製アクリルウレタン樹脂塗装
※品番の□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、KH（カーキ）、
　SB（サックスブルー）

WH（ホワイト）

KH（カーキ）

標準色

SB（サックスブルー）
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本体 GPT-MLTGS-WH

本体 GPT-MLTGS-WH /水栓ユニット（un ティーラ）/ 蛇口（シャワーホースセット）P192    

ガーデンパン  トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□ 
本体価格 ¥45,800（税抜）

本体： W850×H60xD450mm   19kg
すのこ： W580×H24×D357　1.5kg
本体： GRC（ガラス繊維強化セメント）製　
　　　アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ： 高熱乾燥木材
付属品  排水用目皿・ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。
※樹脂製の排水口がついています。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）

※すのこの上で飛び跳ねないでくだ
さい。破損の原因になります。

GPT-MLTGS-BG
（ベージュ）

本体
・ガーデンパン  トレビ マルチ ¥45,800

WH（ホワイト）

BG（ベージュ）

標準色

すのこ部分は高熱乾燥木材を使用し、
取り外す事ができます。
また、汚れやゴミを流しやすい形状で
お手入れが簡単です。

本体は GRC製で、やや重量
があるので安定しています。

高熱乾燥木材

腐食に強く、一般的な木材に比
べひび割れやささくれが生じに
くい木材です。

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

　

（税抜）

TREVI MULTI　
トレビ マルチ

GRC

さまざまなシーンで
活躍するガーデンパン。
マンションのエントランスや共有スペースに
設置すれば、ちょっとした水洗い場が確保できます。
また、ご自宅の玄関先に置いて、
ご家族やペットの足洗い場にしたり、
バケツなども置きやすく用途はさまざま。

本体 GPT-MLTGS-WH
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KITCHEN GARDEN　
キッチンガーデン

屋上やベランダで家庭菜園やガーデニングを。
軽量で組み立てが簡単な、木目パネルのプランター。
限られたスペースで家庭菜園やガーデニングを楽しめます。

組立式プランター

キッチンガーデン
KGN-9050 
本体価格 ¥31,400（税抜）

W900 x H300 x D500mm
24kg（本体のみ）　容量：113ℓ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
付属品  底面用中空プラスチックパネル・透水フィルター・取付け金具
※キッチンガーデンに底板はありません。

KGN-9090
本体価格 ¥36,000（税抜）

W900 x H300 x D900mm
28kg（本体のみ）　容量：210ℓ
GRC（ガラス繊維強化セメント）製

KGN-9050

（焼杉木目）

仕様 標準色

GRC

受注
生産

受注
生産

KGN-9090

パネルを「仮締め」します。 ダンプレートを設置します。 本締めをします。

透水フィルターを敷き詰めます。 土壌を敷きならします。 最後に植栽をして完成です。

組み立てはこんなに簡単！ 

※写真の黒色シートは、実際の施工時には不要です。
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重さと設置しやすさを改善

構造を改良し、持ち運びやすさ
を実現しました。

収納スペースとしても

内部にボックスを設置でき、防災
グッズや備品を収納できます。

TERRACE UNIT　
テラスユニット

暮らしの幅を広げる、
簡単施工のテラスユニット。
割石肌の踏み面が無機質になりがちな
テラス周りに高級感と味わいを実現します。

テラスユニット
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
割石肌/塗装仕上げ

TUS-1007 
本体価格 ¥23,200（税抜）

W1000×H150xD700mm   40kg ※接合面以外には、割石調の
　テクスチャーが入ります。

TUS-1007 x 2

勝手口だけでなく、

戸建やアパートの

掃き出し窓や

その他の段差解消にも

活用いただけます。

FUN STEP　
ファンステップ

置くだけ設置のステップに収納機能をプラス。

ファンステップ
KSBF-8058（踊り場） 
本体価格 ¥30,400（税抜）

W800×H400xD580mm   43kg
本体：GRC（ガラス繊維強化セメント）製/御影石調仕上げ
天板：9㎏/5本、リサイクル樹脂、ダークグレー
※天板の色ムラについて：色合いに程よいバラつきをつくり、より自然な素材感や

質感を表現していますので若干の色ムラが生じる場合がございますが、不良品
ではございません。ご了承ください。

※ご使用時は天板がしっかりはまっていることをご確認ください。
※天板が外れて脱落しケガをする危険がありますので、跳びはねたりしないよう

充分にご注意ください。

KSUF-3058（ステップ）

本体価格 ¥11,600（税抜）

W300×H200xD580mm   15kg

標準色

GRC

御影石調（グレー）

GRC
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AQUATOWER　
アクアタワー

PE

ガーデンにもエコ発想。
恵みの雨が水源です。
雨水を最大で約200ℓも収容できる貯留タンク。
節水対策のほか災害時の非常用水としても。

雨水貯留タンク

アクアタワー
013969-00
本体価格 ¥42,000（税抜）

W550（蛇口含む） x H1530 x D500mm
12.6kg（本体のみ）
材質 : 高分子ポリエチレン
付属品  分流器・大キャップ・ドレンキャップ

・金属製蛇口付きキャップ・ホース1m
・チェーン・ホースバンド・フック・ビス
・施行説明書

アクアタワーの特長
・貯水量を150L と200L 仕様に変更が可能。
・分流器で降り始めの雨をカットします。
・丸60mm、丸55mm、角60mm の、さまざまな縦樋に
マッチします。

・150L で使用する場合は50kg の水が底部に貯まる低
重心設計。また、付属のチェーンで外壁に固定することに
より、転倒防止になります。

・水漏れや破損、耐久性を考慮し、樹脂製コックではなく、
金属製の蛇口を採用。

・デザインに優れた縦型のスリム形状。場所もとりません。

高強度
高耐久

スリム
形状

転倒防止
チェーン

災害時の
備えに
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FOR PET OWNERS　
ペットの飼い主の方へ

愛するペットは、かけがえのない家族の一員。
ペットを想う気持ちをかたちにしました。

 フープ ドッグステイ
EXF-FUPU-DOG-□□ 
本体価格 ¥47,200（税抜）

W750×H400xD330mm　42kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装　
付属品  座部/天然木、
　　　プランター/ポリプロピレン
※品番の□□には色番号が入ります。
　WH（ホワイト）、BK（ブラック）、BG（ベージュ）、
　KH（カーキ）、SB（サックスブルー）

受注
生産

GRC

GRC

フープに専用金具（カラビナ）を取り付けたタイプで、
犬のリードをつなぐことができ、
愛犬と一緒にくつろげる
ベンチになります。

 FU-PU
DOG STAY　

フープ ドッグステイ

お散歩の後の足洗い場などに
お使いいただけるガーデンパン。

ガーデンパン  トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□ 
本体価格 ¥45,800（税抜）

本体： W850×H60xD450mm   19kg
すのこ： W580×H24×D357　1.5kg
本体： GRC（ガラス繊維強化セメント）製　
　　　アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ： 高熱乾燥木材
付属品  排水用目皿・ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。
※樹脂製の排水口がついています。
※□□には本体の色品番が入ります。
　WH（ホワイト）、BG（ベージュ）

WH（ホワイト）

BG（ベージュ）

標準色

TREVI MULTI　
トレビ マルチ

本体 GPT-MLTGS-WH /水栓柱（エーゲ/ 特注）/ 蛇口（シャワーホースセット・横水栓十字ハンドル）P192    

WH（ホワイト）

KH（カーキ）

BK（ブラック） BG（ベージュ）

標準色

SB（サックスブルー）
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MEMORIAL
PLANTER

あたらしい供養のかたち

いままでずっと家族としてともに時をすごし、

楽しい思い出や、笑顔をたくさんくれたペット。

そんな大切なペットが安らかに眠る場所を

お花でいっぱいにしてみませんか。

毎日、水やりのたびに楽しかった時間を思い出し、

その優しい光に包まれた場所は、

きっと心を癒やしてくれるはず。

メモリアルプランターは、

そんな供養のかたちを提案します。

メモリアルプランター
MEM-PLS-MT□□-WH
本体価格 ¥20,800（税抜）

W300 x H420 x D300mm　5kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
容量：下部18ℓ・上部10ℓ
標準セット：メモリアルボックス（下部）
　　　　　プランター（上部）
※□□にはタイルの色品番が入ります。
　PK（ピンク）、GN（グリーン）

上部がプランターになっている
骨つぼ収納箱なので、
いつも近くでお花を供えて、
供養していただくことができます。

骨つぼ収納部（排水穴付き）

骨つぼ収納可能数は
3寸…5口　3.5寸…5口
4寸…4口   　5寸…2口

プランター部（排水穴付き）

10ℓの容量で 9cmの苗ポッ
トがちょうど 9個入ります。

モニュメントタイプ

お庭に埋めて供養
していただくタイプ
もございます。

メモリアルプランター

容量：18ℓ

容量：10ℓ

GN（グリーン）PK（ピンク）

FRP
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ORNAMENT　
オーナメント

ガーデンを華麗に演出するイタリア製オーナメント。

オルトナ コロッサ
OC2009
本体価格 ¥320,000（税抜）

φ750×Ｈ1160mm　130kg（本体のみ）
材質：大理石・セメント
原産国：イタリア
付属品  ポンプセット
循環式噴水
※設置現場での施工組立工事が必要となります。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。
※製品の特性上、若干の個体差があります。商品の欠けなどは風合いを出すためであり、不良品では
　ございません。

小便小僧
SK0130
本体価格 ¥37,000（税抜）

H620mm・ベース150×150mm  15kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
※水を出す施工は可能ですが製品にポンプ等の付属品は一切含まれておりません。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。

コルベッチオ
KB1205
本体価格 ¥90,000（税抜）

W400×H750×D300mm  29kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
蛇口付壁泉／非循環式
※設置現場での施工組立工事が必要となります。
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。
※ポンプ、配管部材等は含まれておりません。現場の仕様に合わせて適切な施工をしてください。

エイジングがより大胆に強調された仕上げが特徴です。
古代から時を刻んだ遺跡の様な風合いをお楽しみ下さい。

ベルギーの首都ブリュッセルの
シンボルともなっている小便小僧の噴水。
「ジュリアン坊や」の愛称で親しまれています。

壁泉と呼ばれる、壁に取り付けるタイプの噴水。
本体はもちろん蛇口にいたるまで装飾性が高く、
ヨーロピアンテイストの気品が色濃く漂います。
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TOSHIN
P r o p o s a l

【ストーン製品について】
粒状の白色大理石と白色セメントの混合物を主原料とし製作されております。最終の仕上げ段階においてアンティーク処理を施すことにより立体感が生まれ、景観に一層調和をもたらすエイジングの技術が
製品の特長となっております。ストーン製品は全てイタリアから直輸入しておりますので在庫切れの場合は納期にお時間をいただく場合がございます。

コリント
CR0066
本体価格 ¥55,000（税抜）

W470×H440×D470mm  47kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。

ロバと花かご
RH0382
本体価格 ¥86,000（税抜）

W700×H800×D350mm  66kg（本体のみ）
材質：大理石・白色セメント
原産国：イタリア
付属品  花かご2個・花かご用フック
※オプションで吸水防止剤の塗布(別料金)が可能です。
※製品に植栽は含まれておりません。

花かご付きのロバのオブジェ。イタリアの職人が
ひとつひとつ手仕事で丹念に仕上げています。
花かごに花を置けばガーデンがいっそう華やかに。

コリント式の柱頭を模したガーデンオブジェ。
石像のほか鉢の台座としてもお使いいただけます。
アンティ―ク処理などイタリアの工房の手技が冴えます。


