GURANO

グラーノ

マット

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・受注輸入商品

（土足歩行）（土足以外）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

斑点模様が特徴のテラゾーをモチーフにしたタイルです。

GRN-600-82M マット
GRN-600-82G グリップ
GRN20-600-82M マット
GRN20-600-82G グリップ

GRN-600-85M マット
GRN-600-85G グリップ
GRN20-600-85M マット
GRN20-600-85G グリップ

内 外 床
inner and outer floor

GRN-600-87M マット
GRN-600-87G グリップ
GRN20-600-87M マット
GRN20-600-87G グリップ

マット

600角

受注輸入商品

マット

600角
（20㎜厚）
写真上：GRN-600-85M / 写真下：GRN-600-87M
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GRN-600-○○M
実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
4,300円/㎡

GRN20-600-○○M
実寸法600×600×20㎜
必要数2.8枚/㎡
入数2枚/ケース・32kg
9,400円/㎡

グリップ

600角

受注輸入商品

600角
（20㎜厚）

GRN-600-○○G
実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
4,300円/㎡

GRN20-600-○○G
実寸法600×600×20㎜
必要数2.8枚/㎡
入数2枚/ケース・32kg
9,400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。 ■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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■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。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干
の差があります。 ■突きつけ施工は避け、
必ず目地をおとりください。
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NOLFOR
ノルフォ

マット

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・受注輸入商品

（土足歩行）（土足以外）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

木目を強調したリアルなデザインが優雅な空間を作り出します。
木目を強調したリアルウッドシリーズ

NLF-1220-421M マット
NLF-1220-421G グリップ

NLF-1220-422M マット
NLF-1220-422G グリップ

NLF-1220-423M マット
NLF-1220-423G グリップ

内 外 床

NLF-1220-420M マット
NLF-1220-420G グリップ

inner and outer floor

海沿いのピアをイメージしたビーチウッドシリーズ

NLF-1220-520M マット※
NLF-1220-520G グリップ

NLF-1220-521M マット※
NLF-1220-521G グリップ

マット

NLF-1220-○○○M

実寸法1200×197×11㎜
必要数4.2枚/㎡
入数6枚/ケース
・38kg
1200×200角
8,900円/㎡
※ビーチウッドのマットは 受注輸入商品

NLF-1220-522M マット※
NLF-1220-522G グリップ

グリップ

1200×200角

NLF-1220-○○○G
実寸法1200×197×10.5㎜
必要数4.2枚/㎡
入数4枚/ケース・24kg
8,900円/㎡

NLF-1220-423G
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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。 ■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。 ■馬踏目地のずらし幅は1/4
以内に納めてください。 ■ビーチウッド
（グリップ）
は常備在庫品、
（マット）
は受注輸入品です。
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ELEGAN
エレガン

マット

900×150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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

美しい木目が優雅な空間を作り出します。

ELE-915-21M マット
ELE-915-31G グリップ

ELE-915-22M マット
ELE-915-32G グリップ

内 外 床

ELE-915-23M マット
ELE-915-33G グリップ

inner and outer floor

ELE-915-24M マット
ELE-915-34G グリップ

ELE-915-25M マット
ELE-915-35G グリップ

マット

900×150角

ELE-915-25M
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ELE-915-2○M
実寸法900×150×9㎜
必要数7.4枚/㎡
入数10枚/ケース・25kg
6,000円/㎡

グリップ

900×150角

ELE-915-3○G
実寸法900×150×9㎜
必要数7.4枚/㎡
入数10枚/ケース・25kg
6,000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。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■目地幅5mm以上を確保してください。 ■水
濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■スロープ部は勾配によっては、
滑り性が著しく変化しますので、
ご使用の際は、
必ずご相談ください。 ■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。 ■
［マット］
は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。
実寸法については事前にお問い合わせください。 ■タイルを
ずらして施工する場合は、
1/4以内にしてください。
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NESTA
ネスタ

マット

900×150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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類(施釉)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

シャビ―調が渋い木目調タイル。
耐久性も追求し2つの面状で使用場所に応じて使えます。

NES-915-1M マット
NES-915-1G グリップ

NES-915-3M マット
NES-915-3G グリップ

内 外 床
inner and outer floor

NES-915-4M マット
NES-915-4G グリップ

NES-915-5M マット
NES-915-5G グリップ

NES-915-6M マット
NES-915-6G グリップ

マット

NES-915-○M

実寸法900×147×10㎜

グリップ

※厚みはロットにより異なります。

900×150角

必要数7.4枚/㎡
入数8枚/ケース・27kg
6,200円/㎡

NES-915-○G

実寸法900×147×10㎜
※厚みはロットにより異なります。

900×150角

必要数7.4枚/㎡
入数8枚/ケース・27kg
6,700円/㎡

NES-915-6M
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■寸法に多少のバラツキがあります。 ■標準目地幅3〜5mm程度を確保してください。 ■天然木の風合いを表現するため、
色・柄にバラツキを持たせています。 ■ロットによりグリップ面とマット面では色・
明るさが異なる場合があります。 ■タイルの性質上反りがあります。
反りを目立た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。 ■馬踏み目地のずらし幅は1/4以内に納めてください。
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ARBOL

アルボル

マット

600×150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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

暖かみのある色合いが本物の木の質感を演出します。
内外装どちらの床にもご使用いただけます。

ABL-615-2M マット
ABL-615-2G グリップ

ABL-615-3M マット
ABL-615-3G グリップ

ABL-615-4M マット
ABL-615-4G グリップ

内 外 床

ABL-615-1M マット
ABL-615-1G グリップ

600×150角

ABL-615-1M
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ABL-615-○M
実寸法600×150×9㎜
必要数11枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
5,200円/㎡

グリップ

600×150角

inner and outer floor

マット

ABL-615-○G
実寸法600×150×9㎜
必要数11枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
5,200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、
廃盤に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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがあります
のでご注意ください。 ■
［グリップ］
はスロープ部は勾配によって、
滑り性が著しく変化しますので、
ご使用の際は必ずご相談ください。 ■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。 ■ロットにより多少の寸法差があります。 ■目地幅5mm以上を確保してください。 ■面状に凸凹がありますので、
目地残りにご注意ください。 ■この商品はカリバー品のため、
サイズ表示は標準
寸法です。
ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付の際はご注意ください。 ■長尺の製品を馬踏み目地で施工する場合は、
ずらし幅を長辺の1/4程度までにしてください。 ■
［マット］
はスロープ部
へのご使用はお控えください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。
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GRAYSCALE

グレイスケール

マット

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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

ヨーロッパで採掘される石材をモチーフにしたタイルは瑞々しい雰囲気が魅力です。

GSL-600-672M マット
GSL-600-672G グリップ

GSL-600-673M マット
GSL-600-673G グリップ

GSL-630-670M マット
GSL-630-670G グリップ

GSL-630-672M マット
GSL-630-672G グリップ

GSL-630-673M マット
GSL-630-673G グリップ

内 外 床

GSL-600-670M マット
GSL-600-670G グリップ

600角

600角

受注加工品

GSL-630-○○○M

受注加工品

600×300角
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グリップ

実寸法600×600×9.8㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,700円/㎡

マット

GSL-600-672M

GSL-600-○○○M

実寸法600×298×9.8㎜
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
8,400円/㎡

グリップ

600×300角

inner and outer floor

マット

GSL-600-○○○G
実寸法600×600×9.8㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,700円/㎡

GSL-630-○○○G
実寸法600×298×9.8㎜
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
8,400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。 ■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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■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。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干
の差があります。 ■突きつけ施工は避け、
必ず目地をおとりください。
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WOZMAC

ウォズマック

マット

450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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

鏝で撫でたような温かみを感じるセメントルック。

内 外 床

WZM-450-01M マット
WZM-450-01G グリップ

WZM-450-02M マット
WZM-450-02G グリップ

inner and outer floor

WZM-450-03M マット
WZM-450-03G グリップ

マット

450角
WZM-450-01M
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WZM-450-○○M
実寸法450×450×10㎜
必要数5枚/㎡
入数6枚/ケース・25kg
3,900円/㎡

グリップ

450角

WZM-450-○○G
実寸法450×450×10㎜
必要数5枚/㎡
入数6枚/ケース・25kg
3,900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。 ■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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■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。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干
の差があります。 ■突きつけ施工は避け、
必ず目地をおとりください。
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CHARADE

シャレード

マット

450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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

大理石調の優しい風合いがどんな空間にも溶け込みます。

内 外 床

CRD-450-1M マット
CRD-450-1G グリップ

CRD-450-2M マット
CRD-450-2G グリップ

inner and outer floor

CRD-450-3M マット
CRD-450-3G グリップ

マット

450角
CRD-450-3M
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CRD-450-○M
実寸法450×450×10㎜
必要数5枚/㎡
入数6枚/ケース・25kg
3,900円/㎡

グリップ

450角

CRD-450-○G
実寸法450×450×10㎜
必要数5枚/㎡
入数6枚/ケース・25kg
3,900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。 ■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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■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。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干
の差があります。 ■突きつけ施工は避け、
必ず目地をおとりください。
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BLAVOD
ブラボド

マット

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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（うす釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

荒々しくも流麗なテクスチャーで内床タイプと外床タイプの２種類をご用意。
マット

BVD-600-1M
BVD-630-1M

BVD-600-2M
BVD-630-2M

BVD-600-3M
BVD-630-3M

BVD-600-4M
BVD-630-4M

BVD-600-20G
BVD-630-20G

BVD-600-30G
BVD-630-30G

BVD-600-40G
BVD-630-40G

グリップ

内 外 床

マット

600角

受注加工品

マット

600×300角

BVD-630-1M
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BVD-600-○M
実寸法598×598×10.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

BVD-630-○M
実寸法598×298×10.5㎜
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

グリップ

600角

受注加工品

グリップ

600×300角

inner and outer floor

BVD-600-10G
BVD-630-10G

BVD-600-○○G
実寸法598×598×10.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

BVD-630-○○G
実寸法598×298×10.5㎜
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

■グリップは外床タイプの商品のため、
高い防滑性を備えている反面汚れが付着しやすい場合があります。
ご採用にあたっては、
使用箇所等充分考慮の上ご決定ください。 ■輸入品につき在庫・納期をご確
認ください。 ■サンプルをカット品にてご用意しております。 ■天然石の雰囲気を表現しているため、
大きな色幅、
柄のバラツキが特徴の商品です。 ■色・柄の指定はできません。 ■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、
施工方法に充分にご注意ください。 ■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3㎜以上を確保してくだ
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。 ■600×300角は600角からのカット品です。
納期をご確認ください。

127

CAPRI

カプリ

マット

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）

グリップ

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
（土足歩行）（土足以外）

ライムストーン調の柔らかなカラーでマット面とグリップ面をご用意。
内外を同じイメージで統一することができます。

CPR-600-4M マット
CPR-600-4G グリップ
CPR-630-4M マット
CPR-630-4G グリップ

CPR-600-5M マット
CPR-600-5G グリップ
CPR-630-5M マット
CPR-630-5G グリップ

内 外 床
inner and outer floor

CPR-600-6M マット
CPR-600-6G グリップ
CPR-630-6M マット
CPR-630-6G グリップ

マット

600角

受注加工品

マット

600×300角
CPR-600-5M
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CPR-600-○M
実寸法598×598×9.7㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,300円/㎡

CPR-630-○M
実寸法598×298×9.7㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
6,300円/㎡

グリップ

600角

受注加工品

グリップ

600×300角

CPR-600-○G
実寸法598×598×9.7㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,300円/㎡

CPR-630-○G
実寸法598×298×9.7㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
6,300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。 ■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。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■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。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干
の差があります。 ■目地幅3㎜以上を確保してください。
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