GETTY

ゲッティ

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）

場所を選ばないスタンダードなカラーバリエーションです。

GET-600-56

GET-600-58

GET-600-62

GET-600-63

GET-600-64

GET-600-75

GET-600-76

外

GET-600-54

床
outer floor

GET-600-○○

600角

実寸法600×600×20㎜
必要数2.75枚/㎡
入数2枚/ケース・33kg
16,900円/㎡

GET-600-58
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■大型タイルのため厚み寸法にバラツキがあります。 ■標準目地幅3〜5㎜以上を確保してください。 ■屋内外の壁に使用する場合は、
金具併用にて施工してください。
詳しくはご相談ください。 ■出荷
は1ケース単位での出荷です。
端数出荷はできませんのでご了承ください。
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STARK

スタルク

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）

20㎜厚の強い存在感と600角サイズならではの大きなテクスチャーが魅力です。

外

STK-600-2

STK-600-3

STK-600-4

床

STK-600-1

outer floor

STK-600-○

600角

STK-600-4
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実寸法600×600×20㎜
必要数2.78枚/㎡
入数2枚/ケース・35kg
11,900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。 ■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。 ■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。 ■壁面への使用の場合は、
天
然石施工と同様の乾式施工
（金物等による充分な落下防止措置）
をお願いします。 ■ケース単位の出荷です。
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TERAWALK

テラウォーク

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）

車両乗り入れもできる木目調の床タイルです。

TWK-1220-1

TWK-1220-2

外
床

TWK-1220-3

outer floor

TWK-1220-4

TWK-1220-○

1200×200角

TWK-1220-3

134

実寸法1,195×195×20㎜
必要数4.2枚/㎡
入数2枚/ケース・21kg
35,000円/㎡

■高温焼成につき多少の寸法誤差及び色幅があります。 ■この商品は大きな色幅があります。
施工前の仮並べを必ず行ってください。 ■長尺タイルの性質上、
管理基準内の反りがあります。
馬目地
で施工する場合は、
ずらし幅を300㎜以内で設定してください。 ■標準目地幅は3㎜以上です。 ■輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がありますので、
追加注文の際はご注意ください。
■輸入品につき一時的に品切れを生じる場合がありますので、
ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。 ■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。 ■表面に凸凹がありますので
目地残りにご注意ください。 ■商品写真は印刷のため、
現物とは若干色が異なる場合がありますので、
実際の商品見本でご確認ください。
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STORIA

ストリア

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）

山から削り出した天然石のようなデザインと面状は36パターンあり、
自然な表情を生み出します。

外
床
outer floor

STO-1220

STO-1220

1200×200角
STO-1220
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実寸法1200×198×10㎜
必要数4.17枚/㎡
入数6枚/ケース・33kg
7,400円/㎡

■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■焼物のため、
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り工法にてお願い
します。
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。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。 ■カット、
接着加工等はお問い合わせください。
■デザインパターンが数種類ある製品です。
柄の指定はできません。 ■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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SANTO
サント

900×450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）

磁器質/Ⅰ類
（施釉）

トルコ石を9種類の模様で表現。
自然に近いカラーセレクトで活気のある空間を生み出します。

SNO-945-1

外
床
outer floor

SNO-945--2

SNO-945-○

900×450角
SNO-945-1
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実寸法900×450×10.5㎜
必要数2.5枚/㎡
入数3枚/ケース・29kg
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。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■目地幅3㎜以上を確保してください。
■ロットにより多少の寸法誤差があります。
実寸法につては事前にお問い合わせください。 ■面状に凸凹がありますので、
目地残りにご注意ください。 ■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。 ■柄模様には方向性がありますが、
ランダムに使用していただくことを想定しています。 ■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。 ■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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SUELO

スエロ

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）

天然石の表情を多彩なパターンでリアルに表現。
屋外床にも使えるグリップタイプのタイルです。

SUE-600-20

外

SUE-600-10

床
outer floor

SUE-600-30

SUE-600-○○

600角
SUE-600-20
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実寸法595×595×9.7㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・23kg
7,500円/㎡

■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■焼物のため、
生産ロットごとに色差が生じます。
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り工法にて
お願いします。
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。 ■目地残りしやすい面状のため、
拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、
中性
洗剤をお使いください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。
モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。
■カット、
接着加工等はお問い合わせください。
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BETON
ベトン

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）

洗練されたコンクリート調の大判タイルでスタイリッシュな空間に。

BTN-600-03

BTN-600-04

床

BTN-600-02

外

BTN-600-01

outer floor

BTN-600-○○

600角
BTN-600-02
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実寸法598×598×10.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース26kg
9,200円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。 ■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幅があります。 ■壁へのご使用の際は、
壁の高さ・下地にあった接着剤
をご使用ください。 ■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。 ■窯変釉による色ムラ及び色幅があります。 ■目地幅3㎜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。
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ARPINE

アルパイネ

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）

大理石のような静脈がほとばしるダイナミックなテクスチャー。

APN-6○○-3

APN-6○○-4

床

APN-6○○-2

外

APN-6○○-1

outer floor

APN-600-○

600角
APN-630-2
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実寸法600×600×10㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
7,300円/㎡

受注加工品

600×300角

APN-630-○
実寸法600×299×10㎜
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
8,200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。 ■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。
■ロットにより多少の寸法誤差があります。 ■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■600×300角は600角からのカット品です。
納期は事前にお問い合わせください。 ■タイル表面の手触りがよく、
水濡れしても滑りにくい、
機能付き商品です。
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PILA

ピラ

600角・600×300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
（施釉）

モダンでありながらトラディショナル。
落ち着いた空間に寄り添うようなタイルです。

PIL-○○○-1

PIL-○○○-2

外
床
outer floor

PIL-○○○-3

PIL-○○○-4

PIL-600-○

600角

受注加工品

600×300角
PIL-○○○-4
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PIL-630-○
実寸法597×297×9.5㎜
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
9,900円/㎡

受注加工品

300角

実寸法597×597×9.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
9,600円/㎡

PIL-300-○
実寸法297×297×9.5㎜
必要数11.2枚/㎡
入数12枚/ケース・24kg
11,700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。 ■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。 ■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。 ■壁面にご使用の際は、
接着
剤張り工法を推奨します。 ■ケース単位の販売です。 ■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、
使用箇所等十分配慮の上
ご決定ください。
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SEEK

シーク

800×400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
（施釉）

洗練されたシンプルさ。
シティーモダンな表情です。

SEK-○○○-10

SEK-○○○-20

外
床
outer floor

SEK-○○○-30

SEK-○○○-40

SEK-840-○○

800×400角

600角

実寸法800×398.5×10㎜
必要数3.2枚/㎡
入数4枚/ケース・29kg
7,000円/㎡

SEK-600-○○

SEK-630-○○

実寸法600×600×9.5㎜
必要数2.78枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
5,600円/㎡

実寸法600×300×8.5㎜
必要数5.5枚/㎡
入数6枚/ケース・22kg
5,600円/㎡

600×300角

SEK-630-40
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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。 ■寸法修正品のため、
細目地施工が可能です。 ■800×400角、
600角、
600×300角の厚さは、
それぞれ異なります。 ■屋内壁、
屋外壁へ使用される場合は、
推奨下地、
推奨施工方法等お問い合わせください。 ■800×400角と600角はケース単位の販売です。
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GHETNA

ゲートナ

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）

クォーツサイト調の流れるような模様でありながら、
さらっとした手触りです。

GTN-6○○-2

外

GTN-6○○-1

床
outer floor

GTN-6○○-3

GTN-600-○

600角

GTN-600-3
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実寸法598×598×9.5㎜
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,200円/㎡

受注加工品

600×300角

GTN-630-○
実寸法598×298×9.5㎜
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
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。 ■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。 ■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。
■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■600×300角は600角からのカット品です。
納期は事前にお問い合わせください。 ■タイル表面の手触りがよく、
水濡れしても滑りにくい、
機能付き商品です。
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SAFARI
サファリ

600角・600×300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
（施釉）

勇壮な大地をイメージさせるダイナミックで野性的な印象のタイルです。

SFR-○○○-102

SFR-○○○-104

SFR-○○○-105

SFR-○○○-103

外

SFR-○○○-101

床

600角

実寸法600×600×10㎜
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,900円/㎡

outer floor

受注加工品

SFR-600-○○○

600×300角

SFR-630-○○○

SFR-630K-○○○

実寸法600×299×10㎜
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
9,500円/㎡

実寸法600×299×10㎜
必要数1.7枚/m
7,300円/m
600×300角
階段

受注加工品

300角

SFR-300-○○○

SFR-300K-○○○

実寸法299×299×10㎜
必要数11枚/㎡
入数12枚/ケース・23kg
12,000円/㎡

実寸法299×299×10㎜
必要数3.3枚/m
7,800円/m

300角
階段

SFR-600-103
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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。 ■ロットごとに色合い差が生じる場合があります。 ■600角以外のサイズは全てカット品です。
ご注文後数日の納期をいただきます。 ■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。 ■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。
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SANSILOⅡ
サンシーロⅡ

600×300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
（施釉）

自然と隆起したかのような面状。
ストーンテクスチャーの定番です。

SAN-○○○-2

SAN-○○○-3

SAN-○○○-4

外

SAN-○○○-1

床
outer floor

SAN-○○○-5

SAN-630-○
600×300角

SAN-300-○

300角

実寸法295×295×9㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・23kg
7,200円/㎡

受注加工品

300角
階段

実寸法600×300×9㎜
必要数5.5枚/㎡
入数7枚/ケース・27kg
7,800円/㎡

SAN-300K-○
実寸法295×295×9㎜
必要数3.3枚/m
入数11枚/ケース・23kg
7,800円/m

SAN-630-4
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■ロットごとに基準寸法が異なります。
タイルの割付の際はご注意ください。 ■SAN-300K-1〜5は平タイルからの加工品です。
受注生産にて承ります。
お問い合わせください。
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FIORE
フィオーレ

600×300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
（施釉）

「柔らかさ」
と
「温もり」
が感じられるようなカラーバリエーションが特徴のセラミックタイルです。

FOR-300-1

FOR-630-2

FOR-300-2

FOR-630-3

FOR-300-3

FOR-630-4

FOR-300-4

FOR-630-5

FOR-300-5

FOR-630-6

FOR-300-6

外

FOR-630-1

床
outer floor

FOR-630-○

600×300角

300角

FOR-630-1
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実寸法594×294×9㎜
目地共寸法600×300㎜
必要数5.75枚/㎡
入数7枚/ケース・24kg
8,300円/㎡

FOR-300-○

FOR-300K-○

実寸法294×294×9㎜
目地共寸法300×300㎜
必要数11.5枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
4,900円/㎡

実寸法294×294×9㎜
必要数3.5枚/m
入数14枚/ケース・23kg
5,700円/m

300角 階段

■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。 ■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。 ■超よごれ防止機能により、
付着した汚れが落ちやすいタイルです。
また、
傷がつきにくく、
滑りにくい特性も兼ね
ております。 ■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。
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STELLA

ステラ

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
（施釉）

住宅の玄関に人気の7色を厳選。
パターン張りもできる優れもの。

STE-○○○-2

STE-○○○-3

STE-○○○-5 ※

STE-○○○-6 ※

STE-○○○-7 ※

STE-○○○-4

外

STE-○○○-1

床
outer floor

STE-400-○

400角

実寸法400×400×8.7㎜
必要数6.25枚/㎡
入数8枚/ケース・24kg
5,500円/㎡
※6,100円/㎡

STE-300-○

３00角
STE-300-7
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実寸法300×300×8.7㎜
必要数11枚/㎡
入数12枚/ケース・21kg
5,500円/㎡
※6,100円/㎡

一部

受注加工品

300角 階段

STE-300K-○
実寸法300×300×8.7㎜
必要数3.3枚/m
入数12枚/ケース・21kg
5,000円/m
※5,400円/m

■寸法には多少の誤差があります。
標準目地5㎜程度を確保してください。 ■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げです。 ■焼物特有の色幅があります。
400角・300角は同じ番号でも色が多少異
なります。 ■製造上、
表面に端反り・波形反りがあります。
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・ご承知の上ご使用頂きますようお願いします。 ■防滑性の高
いグリップ面状のタイルです。
商品の特性上、
より汚れが付き易く特に白色系、
黒色系は目立つ場合があります。 ■壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。
モルタルでの施工は避けてください。
必要に応じ安全の為、
落下防止対策を行ってください。
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BALOTELI
バロテリ

340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）

天然スレートを彷彿とさせるデザインで、
美しい艶感が麗しく、
豊かな空間を演出します。

BLT-340-200

BLT-340-100

BLT-340-200

外

BLT-340-100

床
outer floor
※色幅の大きい商品です
写真は９枚施工時です

BLT-340-○00

340角
BLT-340-200
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実寸法337×337×8.5㎜
必要数8.6枚/㎡
入数11枚/ケース・21kg
6,300円/㎡

■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■焼物のため、
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り工法にてお願いし
ます。
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。 ■目地残りしやすい面状のため、
拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、
中性洗剤をお使い
ください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。
モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や、
限定在庫になる場合があります。 ■カット、
接着
加工等はお問い合わせください。 ■デザインパターンが数種類ある製品です。
柄の指定はできません。 ■製品上、
実寸法幅に±3.0㎜の寸法差が生じることがあります。
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GAYOHEN
瓦窯変
（がようへん）

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）

古来の和風建築を連想させる現代版の敷瓦調タイルです。

外

GYH-300-KOK

GYH-300-SHU

GYH-300-KIY

床

GYH-300-IBU

outer floor

GYH-300-○○○

300角

実寸法294×294×9㎜
必要数11枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
10,600円/㎡

受注加工品

GYH-300K-○○○
実寸法294×294×9㎜
必要数3.3枚/m
7,800円/m

300角 階段

GYH-300-SHU
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■防汚機能により、
付着した汚れが落ちやすいタイルです。
また、
傷がつきにくく、
滑りにくい特性も兼ねております。 ■壁へのご使用の際は、
壁の高さ・下地にあった接着剤をご使用ください。 ■焼物特有の
自然な色幅があります。 ■面状に凸凹がありますので、
目地残りにご注意ください。 ■製品の特徴を生かすために、
目地幅は広めにとることをお薦めします。
（割付にはご注意ください。
）
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HEAVEN COTTA
ヘブンコッタ

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）

せっ器質/Ⅱ類
（無釉）

撥水処理を施し、
メンテナンスも簡単なテラコッタタイルの定番品。

外

HVC-300-6C

HVC-300-6E

HVC-300-6L

床

HVC-300-6B

outer floor

HVC-300-6○

300角

実寸法300×300×12㎜
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・26kg
5,200円/㎡

HVC-300-6Bイメージ
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■焼物特有の色幅があります。 ■撥水処理のため、
施工直後の撥水塗布の必要はありませんが、
撥水効果については永久的ではありません。 ■生産ロットにより色合い、
実寸法が異なる場合があります。
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