PALAZZO
パラッツォ

1200×600角・600角・400角・300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（無釉）

流れるような大理石調の模様が優しくも高級感溢れるテクスチャーです。

PLZ-○○○○-02

PLZ-○○○○-03

PLZ-○○○○-05

内

PLZ-○○○○-01

床
inner floor

1200×600角

400角

PLZ-6A02 / PLZ-6A05

68

PLZ-1200-○○

PLZ-600-○○

実寸法1198×598×14㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・40kg
14,400円/㎡

600角

実寸法598×598×9.6㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・31kg
7,000円/㎡

PLZ-400-○○

PLZ-300-○○

実寸法398×398×11.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース・26kg
7,000円/㎡

300角

実寸法298×298×9.6㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・22kg
7,000円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、
表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品
ではありますが、
寸法には多少の誤差があります。
標準目地幅3〜5mm以上を確保してください。 ■ロット、
サイズによって色が異なる場合があります。
張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によって
は、
タイル表面に靄がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。
艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護
剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角はタイルの性質上反りがあります。
反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧めします。
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RESTI1260

レスティ1260

1200×600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品
（少量在庫品）

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

クラシックでありながら新しいラグジュアリー。
大理石の持つ確かな高級感を表現します。

RES-1260-V

RES-1260-MB

RES-1260-GB

RES-1260-PW（磨）
RES-1260MT-PW（マット）
RES-1260M-PW

RES-1260-VO（磨）
RES-1260MT-V0（マット）
RES-1260M-V0

内

RES-1260-GC

床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

RES-1260-○○

1200×600角

RES-1260-GC
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実寸法1200×600×10～12㎜厚
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・40kg
15,200円/㎡

■床へのご利用の際、
泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、
屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物
のため、
生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、
施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合
があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しないでください。
（例：濃色タイルに淡色目地） ■低層床及び低層部壁へは、
接着剤貼り工法、
高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後の
クリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、
目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、
目地が完全に乾いてから行ってください。
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RESTI600

レスティ600

600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

タイル上を縦横無尽に走る流線の表情はまるで本物の石材。
力強く、
魅力的な風合いです。

RES-600-MW

RES-600-VO ※
RES-600M-VO ※

RES-600-VOD ※
RES-600M-VOD ※

RES-600-SG ※
RES-600M-SG ※

RES-600-MC ※

RES-600-SCⅡ※

RES-600-ECⅡ※

RES-600-AG ★

RES-600-MI ※

RES-600-KB ※

RES-600-PB ※
RES-600M-PB ※

内

RES-600-PW ※
RES-600M-PW ※

床
inner floor

RES-600（M）-○○

600角

受注加工品

600×300角

RES-600-PW
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RES-630（M）-○○
実寸法600×299×9～10.2㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
8,800円/㎡
※11,600円/㎡ ★15,400円/㎡

受注加工品

300角

実寸法600×600×9～10.2㎜
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,000円/㎡
※9,000円/㎡ ★12,800円/㎡

RES-300（M）-○○
実寸法299×299×9～10.2㎜
必要数11枚/㎡
入数12枚/ケース・23kg
11,600円/㎡
※14,200円/㎡ ★18,000円/㎡

■床へのご利用の際、
泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SCⅡ、
ECⅡ、
PBは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。
又、
施工は黒色系の
接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、
屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、
生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、
施工
は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しない
でください。
（例：濃色タイルに淡色目地） ■低層床及び低層部壁へは、
接着剤張り工法、
高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを
養生する場合は、
目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、
目地が完全に乾いてから行ってください。

73

PIETRO

ピエトロ

1200×600角・600角・600×300角・400角・300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（無釉）

大理石の風合いをそのままに、
耐水性も備えて浴室壁にも使えます。

PIE-○○○-05

PIE-○○○-18 ※

PIE-1260-00 ★ PIE-630-00 ★
PIE-600-00 ★ PIE-400-0A ★
PIE-300-33 ★

PIE-○○○-13 ★

内

受注加工にて框の作成も承ります。

600×300角

400角

300角

PIE-○○○-13イメージ
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実寸法1200×600×約14㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・約40kg
★11,800円/㎡

PIE-600-05

PIE-600-18

PIE-600-○○

実寸法600×600×10㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・31kg
7,000円/㎡

実寸法600×600×10㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
※6,300円/㎡

実寸法600×600×10㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・31kg
★5,600円/㎡

PIE-630-05

PIE-630-00

実寸法600×298×10㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・31kg
7,000円/㎡

実寸法600×298×10㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・31kg
★5,600円/㎡

PIE-400-05

PIE-400-18

PIE-400-○○

実寸法398×398×約10.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース・22kg
7,000円/㎡

実寸法398×398×約10.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース・22kg
※6,300円/㎡

実寸法398×398×約10.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース・22kg
★5,600円/㎡

PIE-300-05

PIE-300-18

PIE-300-○○

実寸法298×298×10㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・22kg
7,000円/㎡

実寸法298×298×10㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・22kg
※6,300円/㎡

実寸法298×298×10㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・22kg
★5,600円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、
表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品
ではありますが、
寸法には多少の誤差があります。
標準目地幅3〜5mm以上を確保してください。 ■ロット、
サイズによって色が異なる場合があります。
張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合に
よっては、
タイル表面に靄がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。
艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミ
ナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角、
600×300角はタイルの性質上反りがあります。
反りを目立たせないようにイモ貼りまたはランダム張りをお勧め
します。

inner floor

600角

PIE-1260-00

実寸法1200×600×約10.5㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・約40kg
※13,100円/㎡

床

1200×600角

厚みはお問い合わせください。

PIE-1260-18
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BLILIO
ブリリオ

800角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

エレガントでダイナミックな大理石の表情を再現。
ゴージャスな時間と空間を演出します。

BLO-800-AW

BLO-800-GC

BLO-800-PB

BLO-800-SC ※

BLO-800-EC ※

BLO-800-VO

内

BLO-800-PW
BLO-800M-PW

床
inner floor

BLO-800-PB ※

BLO-800（M）-○○

800角

厚みはお問い合わせください。

実寸法800×800×11～12.5㎜
必要数1.57枚/㎡
入数3枚/ケース・47kg
10,300円/㎡
※11,000円/㎡

受注加工にて800×400角、
400角も承ります。

BLO-800-VO
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■床へのご利用の際、
泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SC、
EC、
PBは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。
又、
施工は黒色系の
接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、
屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、
生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、
施工
は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しない
でください。
（例：濃色タイルに淡色目地） ■低層床及び低層部壁へは、
接着剤張り工法、
高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを
養生する場合は、
目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、
目地が完全に乾いてから行ってください。 ■800角以外のサイズはカット品になります。
納期をご確
認ください。
※水濡れする床等、
滑りやすい状態の場所では使用しないでください。
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LEGGENDA1260

レジェンダ1260

1200×600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（施釉)

人気の大理石柄に1200×600㎜サイズが登場。
石模様を十分に堪能できる迫力あるサイズ感です。

LGD-1260-75

LGD-1260-10

LGD-1260-80
LGD-1260-80M

内

LGD-1260-05

床
inner floor

LGD-1260-79
LGD-1260-79M

受注加工にて框の作成も承ります。

LGD-1260-○○

1200×600角

LGD-1260-10
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実寸法1200×600×12.5㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・44kg
11,600円/㎡

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅が
あります。 ■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。 ■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ■形状・寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標
準寸法です。
ロットにより寸法誤差が生じます。 ■水濡れする床では滑りやすいためご注意ください。 ■壁面にご使用の際は、
接着剤張り工法を推奨します。 ■切断等でタイルを加工する際は、
作業中の
保管も含めて、
タイル表面どうしを合わせて保管・梱包願います。
裏足がタイルの表面に汚れ・キズ等のダメージを与える場合がありますので充分ご注意ください。 ■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合が
あります。
施工時には完全に除去したうえでご使用願います。
緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。
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LEGGENDA960

レジェンダ960

900×600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

美しく強い。
900×600㎜サイズで天然石の持つ質感をリアルに表現しています。

LGD-960-07

LGD-960-08

LGD-960-05

内

LGD-960-00

床
inner floor

LGD-960-06

受注加工にて框の作成も承ります。

LGD-960-○○

900×600角

LGD-960-05
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実寸法900×600×11㎜
必要数1.85枚/㎡
入数3枚/ケース・43kg
10,800円/㎡

■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。 ■ご注文の際は
在庫・納期をご確認ください。 ■水濡れする床では滑りやすいためご注意ください。 ■壁面にご使用の際は、
落下防止の対策を施すなど、
施工方法に十分にご注意ください。
低層部は接着剤張り工法・高層
部は金具併用を推奨します。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■切断等でタイルを加工する際は、
作業中の保管も含めて、
タイル
表面どうしを合わせて保管・梱包願います。
裏足がタイルの表面に汚れ
・
キズ等のダメージを与える場合がありますので十分ご注意ください。 ■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。
施工時には完全に除去
したうえでご使用願います。
緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。
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NEOMARBLE
ネオマーブル

600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

スタンダードでありながら大胆なテクスチャーは様々なシーンで使えます。

NMB-600-7

NMB-600-13

NMB-600-14

内

NMB-600-3

床
inner floor

NMB-600-15

NMB-600-○

600角

NMB-600-13
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実寸法600×600×8.5㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・29kg
5,600円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、
表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■磨き面は、
施釉磨きのため無釉磨きと比べるとタイル表面に擦り傷が付きやすく、
特に
濃色は目立ちます。
そのため、
土や砂を持ち込む床にはお勧めできません。 ■磨き面には、
穏やかな凹凸があり、
光や影の映り込みが揺らいで見えます。 ■マット面状は製造上、
表面に端反り、
波型反り
があります。
規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。
ご理解、
ご承知の上でご使用頂きますようお願いします。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意くださ
い。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、
寸法には多少の誤差があります。
標準目地幅3〜5mm以上を確保してください。 ■ロット、
サイズによって色が異なる場合があります。
張り分けにはご注意く
ださい。 ■光の反射具合によっては、
タイル表面に靄がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。
艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及び
コバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■生産時に起こる茶褐色の寄りが目立つ場合があります。
（主に白系）
ご了承の上ご使用くださ
い。 ■表面を保護するワックスが塗布してあります。
拭き取ってご使用ください。
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MARBRE
マルブル

1200×600角・800角・600角・400角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

インクジェットプリンティングで天然大理石を忠実に再現。
優雅な磨き仕上げ、
上品なマット仕上げをご用意。

MBE-1260-51P / MBE-800-51P
MBE-600-51P•M / MBE-400-51P•M

MBE-1260-33P / MBE-800-33P
MBE-600-33P•M / MBE-400-33P•M

MBE-1260-59P / MBE-800-59P
MBE-600-59P•M / MBE-400-59P•M

MBE-800-19P
MBE-600-19P•M / MBE-400-19P•M

MBE-800-55P
MBE-600-55P•M / MBE-400-55P•M

内

MBE-1260-21P / MBE-800-21P
MBE-600-21P•M / MBE-400-21P

床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

1200×600角
磨き
（P）

600角
磨き
（P）
・マット
（M）

MBE-600-21P
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MBE-1260-○○P

MBE-800-○○P

実寸法1200×600×11.5㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・35kg
15,700円/㎡

実寸法800×800×12.5㎜
必要数1.56枚/㎡
入数3枚/ケース・56kg
7,600円/㎡

800角
磨き
（P）

MBE-600-○○P（M）

MBE-400-○○P（M）

実寸法600×600×10.5㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・34kg
7,600円/㎡

実寸法398×398×12.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース28kg
7,600円/㎡

400角
磨き
（P）
・マット
（M）

■形状、
寸法に多少のバラツキがあります。 ■磨きタイルは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■目地幅3〜5mm以上を確保してください。 ■ロット、
サイズにより色差が生じま
す。
張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、
タイル表面に靄がかかったように見える場合があります。 ■酸性、
アルカリ性の薬品は使用しないでください。
光沢用保護材と反応し艶落ち
する恐れがあります。 ■二層製品のため、
巾木として使用される場合はご相談ください。 ■サイズ間で色が多少異なります。 ■壁への施工は必ず接着剤張り工法にてお願いします。 ■壁面の施工には
落下防止対策との併用を推奨します。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤やアルカリ性洗剤は使用せず、
水または中性洗剤を使用し、
雑巾等で拭いてください。 ■メラミンスポンジで強く擦らないでください。
■化学モップは使用しないでください。
化学モップに含まれる成分がタイルの保護剤に悪い影響を与える場合があります。
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CERAVERN
セラバーン

1200×600角・600角・400角・300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(無釉)

まるで地層のような柄がダイナミックでありながら柔らかく空間を包みます。

CRV-○○○-02

CRV-○○○-07

CRV-○○○-08

CRV-○○○-09

CRV-○○○-802

CRV-○○○-807

CRV-○○○-808

内

CRV-○○○-01

床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

1200×600角

400角

CRV-01 / CRV-08イメージ
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CRV-1260-○○

CRV-600-○○

実寸法1200×600×約14㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・約42kg
14,400円/㎡

実寸法600×600×10㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・31kg
7,000円/㎡

600角

CRV-400-○○

CRV-300-○○

実寸法398×398×10.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース・23kg
7,000円/㎡

実寸法298×298×10㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・22kg
7,000円/㎡

300角

■磨き面は表面を研磨した後、
表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品
ではありますが、
寸法には多少の誤差があります。
標準目地幅3〜5mm以上を確保してください。 ■ロット、
サイズによって色が異なる場合があります。
張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合に
よっては、
タイル表面に靄がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。
艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミ
ナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角、
600×300角はタイルの性質上反りがあります。
反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧め
します。
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CUSCINAPERTO

クシーナペルト

1200×600角・800角・600角・400角・300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品 巾木・框受注加工品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(無釉)

高級な大理石をタイルで表現。
マンション住戸の玄関からエントランスまでトータルコーディネート。

CSP-○○○-04（框対応）

CSP-○○○-13※（框対応）

CSP-○○○-14 ※（框対応）

CSP-○○○-15 ※（框対応）

CSP-○○○-18 ※（框対応）

CSP-○○○-19 ※（框対応）

CSP-○○○-20 ※（框対応）

内

CSP-○○○-01（框対応）

床
inner floor

CSP-1260-○○

1200×600角

400角

受注輸入商品

800角

実寸法1200×600×13.5㎜
必要数1.4枚/㎡
入数2枚/ケース・48kg
13,500円/㎡
（CSP-01～20全て同じ価格）

CSP-600-○○

600角

実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・28kg
6,500円/㎡
※7,400円/㎡

CSP-400-○○

CSP-300-○○

実寸法398×398×10.5㎜
必要数6.25枚/㎡
入数8枚/ケース・31kg
6,500円/㎡
※7,400円/㎡

300角

実寸法298×298×9.5㎜
必要数11.5枚/㎡
入数11枚/ケース・19kg
6,500円/㎡
※7,400円/㎡

CSP-800-○○
実寸法800×800×10.5㎜
必要数1.56枚/㎡
入数3枚/ケース・50kg
6,500円/㎡
※7,400円/㎡

受注加工品
30～198

糸面≒3
30～198

1,200

框形状（接着）

実寸法（30～198）
×
（30～198）
×1.200㎜
スタンダードタイプ12,300円/本
※12,800円/本

上記の寸法範囲でサイズをご指定ください。

CSP-300-01
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■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■形状、
寸法に多少のバラツキがあります。 ■巾木加工も承ります。
サイズをご指定ください。
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ADAMAS

アダマス

1200×600角・400角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

高級感溢れる大理石模様がラグジュアリーな空間にします。

内

AMS-1260-07
AMS-400-07

床

AMS-1260-06
AMS-400-06

inner floor

AMS-1260-08
AMS-400-08
受注加工にて框の作成も承ります。

1200×600角

AMS-400-08
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AMS-1260-○○

AMS-400-○○

実寸法1200×600×10～11㎜
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・35kg
11,200円/㎡

実寸法398×398×10～11㎜
必要数6.25枚/㎡
入数8枚/ケース・30kg
8,400円/㎡

400角

■本物の大理石に近いデザインのため、
表面に凸凹があります。 ■1200×600角と400角は生産ラインが異なるため、
表面とボディの色、
柄の大きさに差があります。 ■表面には保護ワックスが塗布されて
います。
施工後は中性洗剤で拭き取ってください。 ■生産ロットにより厚みに差異が生じることがあります。 ■目地施工後は速やかにしっかりと目地を拭き取ってください。
必ず乾燥後に養生してください。
乾燥が不十分な場合、
表面に除去できない目地残り、
曇りなどが発生することがあります。
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LUDOS
ルードス

750角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

ダイナミックな大理石模様がモダンで迫力のある空間を演出します。

内

LDS-750-20M
LDS-750-25P

床

LDS-750-10M
LDS-750-15P

inner floor
LDS-750-10M

750角・マット
（M）
LDS-750-20M
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LDS-750-○○M

LDS-750-○○P

実寸法745×745×10.5㎜
必要数1.65枚/㎡
入数2枚/ケース・27kg
8,900円/㎡

実寸法745×745×10.5㎜
必要数1.65枚/㎡
入数2枚/ケース・27kg
10,600円/㎡

750角・磨き
（P）

■箱単位の出荷です。 ■輸入品のため、
在庫を確認の上、
お早めにご注文ください。 ■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。 ■このシリーズは寸法修正品のため、
細目地施工が可能
です。 ■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、
施工時、
施工後は汚れに充分注意して目地詰め、
養生を行ってください。 ■淡色系製品をご利用の場合は、
濃色目地
（濃灰・黒）
を使用しないでくださ
い。
タイル表面に濃色目地特有のカーボン粒子が残ります。 ■磨きタイル施工後
（乾燥不十分の状況で）
の密閉養生はお避けください。
内部に結露水が付着し、
タイル表面の輝度が低下することがあります。
■壁面への施工は、
金具併用にてお願いします。
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NIENTE
ニエンテ

600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

古代ギリシャの砂れきの床をイメージしたタイルで大小の砂れきがナチュナルでファッショナブルな空間イメージを
醸し出します。

内

NET-600-10

NET-600-11

床
inner floor

NET-600-12

NET-600-○

600角
NET-600-10
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実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,200円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があ
ります。 ■形状、
寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標準寸法です。
ロットにより寸法誤差が生じます。 ■壁面にご使用の際は、
落下防止の対策を施すなど施工方法に十分ご注意く
ださい。
接着剤張り工法を推奨します。 ■タイル表面に緩衝材の埃が残る場合があります。
施工時には完全に除去した上でご使用願います。
緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。
■カット見本と現物とではロット差が生じる場合があります。
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DIDAZO
ディダゾ

600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

主張しすぎないクラシックカラーで空間に上品さを与えます。

DDZ-600-801

DDZ-600-802

DDZ-600-803

内

DDZ-600-100

床
inner floor

DDZ-600-804

DDZ-600-○○○

600角

DDZ-600-804
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実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
5,800円/㎡

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼き物特有の自然な色幅
があります。 ■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ■形状・寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標準寸法です。
ロットにより寸法誤差が生じます。 ■水濡れする床では滑りや
すいためご注意ください。 ■壁面にご使用の際は、
接着剤張り工法を推奨します。
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MATERIA
マテリア

600角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

コンクリートの堅牢さとアースカラーのヴィンテージ感ある表情は素材感を重視した空間にピッタリです。

MTCE-600-10

MTCE-600-11

MTCE-600-12

内
床

MTCE-600-○○

MTCO-600-1

MTCO-600-2

inner floor

600角

MTCE-600-15

実寸法600×600×10㎜
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース32kg
5,900円/㎡

MTCO-600-3

MTCO-600-○

600角

実寸法600×600×10㎜
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース32kg
5,900円/㎡

MTCE-600-10
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■焼き物特有の色幅があります。 ■タイルの厚みは中心値です。
ロットごとに多少のバラツキがあります。 ■ご注文前に納期をご確認ください。 ■形状・寸法に多少のバラつきがあります。 ■柄に方向
性があります。
ご注意ください。
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GYARASY
ギャラシー

600角・600×300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

程よい色むらが色々な空間にもマッチするシンプルなデザイン。

内

GRS-6○○-NE

GRS-6○○-CH

床
inner floor

GRS-6○○-GR

GRS-600-○○

600角

実寸法597×597×9.7㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・31kg
8,500円/㎡

受注加工品

600×300角

GRS-630-○○
実寸法597×297×9.7㎜
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・31kg
8,500円/㎡

※受注輸入にて1200×300角
（11,000円/㎡）
もございます。
GRS-600-NE
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■3㎜以上の目地をおとりください。 ■施工後は必ず乾燥させてから養生してください。
乾燥が不十分な場合は目地残りやくすみが発生する可能性があります。 ■焼き物の為、
ロットにより色差が生じます。
全体のご使用量、
納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張工法にてお願いします。
2階層以上の壁面の施工にはステン線加工、
緊結金物など落下防止対策との併用を
推奨します。 ■メンテナンスには水拭き、
中性洗剤をお使いください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となる事があります。 ■カット、
接着加工などはお問い合わせください。 ■受注加工品は数量
により数日～数週間の納期をみてください。 ■受注輸入品は納期に75日以上いただく場合がございます。
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ALUSLATE

アルスレート

600角・600×300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

大胆な柄が生み出すコントラストがモダンな空間を演出する。

内

AST-6○○-1

AST-6○○-2

床
inner floor

AST-600-○

600角

実寸法598×598×10㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・23kg
8,300円/㎡

受注加工品

600×300角

AST-630-○
実寸法298×598×10㎜
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・23kg
8,300円/㎡

AST-600-1
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■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅
があります。 ■壁面へご使用される場合は、
推奨施工方法をご確認ください。 ■突きつけ施工は避け、
目地をおとりください。 ■ケース単位でのご注文をお願いします。

103

MONZU
モンズ

1200×600角・600角・600×300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(うす釉)

天然石をモチーフに、
大胆さの中に繊細さを感じるデザインです。

MNZ-○○○-20

MNZ-○○○-30

MNZ-○○○-40

内

MNZ-○○○-10

床
inner floor

2021年秋より随時仕様変更予定

MNZ-1260-○○

600角 ………… 4枚入/ケース・30kg 厚み9mm
600×300角 … 4枚入/ケース・30kg 厚み9mm

1200×600角

実寸法1198×598×10㎜
必要数1.4枚/㎡
入数2枚/ケース・32kg
9,600円/㎡

受注加工にて框の作成も承ります。

MNZ-600-○○

600角
MNZ-1260-20
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実寸法598×598×10.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
9,300円/㎡

受注加工品

600×300角

MNZ-630-○○
実寸法598×298×10㎜
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
9,300円/㎡

■輸入品のため、
一時的に欠品することがあります。
ご注文の際は在庫と納期を必ずお問い合わせください。 ■ケース単位でのご注文をお願いします。 ■サンプルをカット品にて用意しております。
（原寸サンプルは有償となります） ■個々のタイルにはロットにより多少の色幅、
寸法誤差があります。 ■壁面へのご使用の際は、
施工方法に充分ご注意ください。 ■用途区分以外にご使用の際は
事前にご相談ください。 ■目地幅は3mm以上お取りください。 ■掲載の写真は、
印刷のため実際とは色が異なる場合があります。
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LACUS
ラクス

300角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

堆積岩をモチーフにデザインしたタイル。
大浴場にもご使用いただけます。

内

LCS-300-2

LCS-300-3

LCS-300-4

床

LCS-300-1

inner floor

LCS-300-○
300角

LCS-300-1
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実寸法294×294×9㎜
必要数11.5枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
7,100円/㎡

■焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。 ■スロープ部へのご使用はお控えください。 ■ロットにより多少の寸法誤差があります。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、
推奨施工方法をご確認
ください。 ■大きな色幅、
柄のバラツキがある商品です。
色、
柄の指定はできません。 ■浴室床では、
石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■大浴場などで、
電動ポ
リッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。
タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。
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PIUS

ピウス

1200×200角
屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

標準品

（土足歩行）（土足以外）

磁器質/Ⅰ類(施釉)

優しい色味の柔らかい雰囲気を醸し出す、
ナチュラルな素材感です。

PUS-1220-1

PUS-1220-2

内
床
inner floor

PUS-1220-3

PUS-1220-4

PUS-1220-○
1200×200角

PUS-1220-4
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実寸法1200×198×10㎜
必要数4.16枚/㎡
入数6枚/ケース・34kg
8,300円/㎡

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
尚、
予告なしに仕様の変更や、
生産中止になる場合があります。 ■焼き物特有の自然な色幅があります。 ■形状・寸法に多少のバラツキがあります。 ■輸入
品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■壁面にご使用の際は接着剤張り工法及び金具併用を推奨します。 ■目地幅は3〜5mm以上お取りください。 ■目地をずらして施工する
場合ずらし幅は長辺の1/4以内の設定をお勧めします。
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