


La gioia di quando si  compra un vestito nuovo.

L̀ emozione di quando si  assapora per la 

prima volta un piatto sconosciuto.

Il  ricordo di un viaggio fatto insieme a una persona cara.

Sono questi  i  momenti di  gioia che si  possono ottenere da 

un ambiente leggermente diverso dal quotidiano.

Noi crediamo che il  

luogo dove si  possa incontrare questa gioia 

nasce dalla l ibera immaginazione.

A dare forma a questa immaginazione e'  un 

materiale chiamato pizzico di creativita' .

Attraverso ogni singolo pizzico di creativita' ,  vi  aiuteremo nella 

realizazzione di uno spazio nuovo, nato dal pensiero libero.

Un momento speciale,  da un ambiente speciale.

新しい服を買うときの喜び。

初めての料理を口にした感動。

大切な人と訪れた想い出。

それは日常とは少し離れた特別な空間で

得ることができる幸せなひと時。

そんな幸せと出会える場所は、

自由に羽ばたく、無限の想像力から

生まれると私たちは信じています。

その想像力をカタチにするのが、

建材という「創造力のかけら」。

私たちは、ひとつひとつの「創造力のかけら」を通して、

自由な発想で空間を創造するチカラになります。

特別な時間を、特別な空間から。
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マーク表示について

SYMBOLS

屋内壁

住宅やビルなどの屋内壁部。
リビング壁、ダイニング壁、キッチンバック、トイレ壁、
店舗壁等の高さが比較的低い壁部。

耐凍害

耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用可能。

色幅大

商品デザインの特性上、1枚ごとに色幅があります。
色調のミックスにより美しい意匠となりますので、
仮並べしてからの施工を推奨致します。

屋外壁

住宅やビルなどの屋外壁部。
（※上裏部は含みません）

重歩行

駅や空港等、歩行頻度の高い施設に施工可能。
（※耐摩耗性試験( JIS A 1509-5/6）において、
重歩行の基準となる摩耗体積175ｍ㎥以下の結果のタイル）

屋外床

住宅やビルなどの屋外床部や、
土足で歩行する雨水などの水濡れのある床部。
住宅の玄関、マンションやビルのロビー等の屋内床部も含む。

レクティファイド

タイル焼成後、四方の側面を削って寸法精度を高めています。
同一ロット内の寸法のバラつきが少ないこと、
側面の丸みが取れていることから細目地での施工が可能となります。

浴室床

住宅やマンションなどの浴室床部。
（※浴場・プールサイドでのご使用は別途ご相談ください）

目地幅

施工時の最小目地幅を表示しています。
施工の際は、この目地幅以上を取るようにしてください。

屋内床

住宅やビルなどの水濡れがない屋内床部。
リビング床、ダイニング床、キッチン床、トイレ床、
室内店舗床等雨水などの水濡れがない床部。

ペット

ペットが滑りにくい屋内床タイル商品に表示しています。

床暖房

床暖房仕上げに対応できる商品に表示しています。
（※ 靴を脱いで上がる床を想定しています。 

靴履きの場所で使用する場合は別途ご相談ください）

新価格

今回のカタログから価格改定となった商品です。

新商品

今回のカタログから追加された新商品です。
新商品のため、在庫数量が既存商品より少ないことがあります。
物件にてご検討の際には、事前の在庫確認や在庫確保を
行ってください。

限定商品

在庫量に限りがございますので、
在庫状況のご確認をお願い致します。
在庫がなくなり次第、廃番にさせていただきます。

限
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お願いとご注意

ATTENTION

価格について
●表示価格は2020年8月現在のものです。 
●施工費、加工費および運賃は、表示価格に含まれておりません。運賃は数量や場所によって異なります。ご注文時にご確認ください。 
●表示価格に消費税は含まれておりませんので、別途加算をお願い致します。 
●価格は諸事情により変更することもありますのでご了承ください。

ご注文/納品について
●お届けは、原則的に車上渡しとなります。荷受けの方がいる日をご指定ください。 
●諸事情によりご指定日に配送できない場合もあります。ご注文は早めにお願い致します。 
●納品時間の指定はできません。納品時間は10：00～17：00を目安としてください。なお、時間指定の場合は別途運賃が発生します。詳しくは営業スタッフまでご相談ください。 
●日曜、祝日、夏季休暇、年末年始の配送はありませんのでご注意ください。
●配送は原則4ｔ車にて行います。4ｔ車が入れない場合は、納品先の変更をお願いする場合があります。 
●一現場につきまして、できるだけ一括でのご発注をお願い致します。サイズ・色違いのロットが納品される可能性があります。追加の場合は、その旨ご注文書にご記入ください。 
● お買い上げ頂いた商品の返品はお受けできません。ただし、カタログ表記と著しく異なった形状、および破損の場合はお取替え致します。日数が経過した場合の破損返品は受けか
ねますので、納品後すぐに商品をご確認ください。 

●施工後のクレームはお受けできない場合があります。必ず施工前に材料をお確かめください。
●1200mmを超える商品は、少量でもチャーターでの配送となります。

タイルのご選定について
●在庫・納期のご確認を営業スタッフにお願い致します。品切れの場合、入荷まで数ヶ月要する場合があります。 
●このカタログに掲載されている内容は2020年8月現在のものです。予告なしに仕様・サイズなどの変更、生産中止になる場合がありますのであらかじめご了承ください。 
●正確なタイルの質感、色、柄などはカットサンプル等を参考になさってください。（実物サンプルは有償でのご提供となります） 
●カタログ上の商品画像は、印刷のため実物の色合い・仕上げと若干異なる場合があります。

タイルの品質特性について
●焼成して製造しているため、製造ロットが異なると色合い・サイズが異なることもあります。 
●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 
●屋外床用タイルでも、常時水がかかる場所や勾配のあるスロープ部は滑りやすくなりますのでご注意ください。 
●屋外床用タイルを素足で歩行する屋内床に使用する場合、靴下等が引っかかることがあります。 
●屋外床用タイルを壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 
● 屋内床用タイルは、住宅やビルなどの水濡れがない場所での使用を想定しています。住宅の玄関、マンションやビルのロビー等の水で濡れる可能性がある屋内床部は屋外床用タイ
ルをご使用ください。 

●壁用タイルは、表面と側面で色が大きく異なるものがあります。 
●「色幅大」マークの付く商品は、デザインの特性上1枚ごとに色幅があります。色調のミックスにより美しい意匠となりますので、仮並べしてからの施工を推奨致します。

メンテナンスについて
● 屋外床用タイルで凹凸の激しいもの・ざらつきが強いものは汚れが付着しやすくなっています。日常的な掃き掃除が重要ですが、頑固な汚れが付着した場合は高密度のメラミン
フォームでこすり落としてください。 

●浴室床は、石鹸等の汚れが付くと滑りやすくなります。浴室用中性洗剤で定期的に清掃してください。 
●壁専用タイルは中性洗剤での拭き掃除で汚れを落としてください。液体クレンザー等で擦ると、表面を傷つけることもありますのでご注意ください。

施工について
●突きつけ目地はタイルの剥離・欠けの原因となります。決められた目地幅以上での施工をお願い致します。 
●馬目地施工をおすすめしていないシリーズがあります。個別の注意書きに従ってください。 
●屋外床用タイルで凹凸の激しいもの・ざらつきが強いものは、目地の拭き取りを丹念に行ってください。 
●床用タイル裏面に隙間ができる施工はお避けください。隙間はタイルの割れにつながる可能性があります。 
●大判タイルは特に平滑な下地を必要としますのでご注意ください。 
●水まわり（キッチン・浴室・洗面化粧室等）でのご使用は、凍害（陶器質の場合）・剥離・白華現象などを防止するために規定の目地幅で、十分に目地詰めしてください。 
●陶器質タイル（主に壁専用タイル）をモルタルで施工する場合、タイルの性質上吸水性が高いので施工前にきれいな水に十分つけてからご使用ください。 
●フッ酸、乳酸系薬品はタイルが著しく変色する可能性がありますので使用をおやめください。
●タイルを切断する場合、その切断面に素手で触れないようにしてください。手を傷つける恐れがあります。
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　ベージュ内用[60×60] / 600×600×10.5mm / ZR-021208



美しく仄かな石の流れ目を表現した「ハイブリッド」。

落ち着いた色合いと表情は、空間をよりエレガントで印象的なものにすることができます。

タイルのボディと表面は、より緻密に柄合わせされており、小口が露わになる箇所でも違和感はありません。

ハイブリッド

HYBRID

●屋外床用を素足で歩行する屋内床に使用する場合、靴下等が引っかかることがあります。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意
ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

Made in Portugal

屋内床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

ホワイト内用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0211｠　

ホワイト内用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0201｠　

ホワイト内用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0221｠　

ベージュ内用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0212｠　

ライトグレー内用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0213｠　

ブラック内用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0214｠　

ベージュ内用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0202｠　

ベージュ内用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0222｠　

ライトグレー内用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0203｠　

ライトグレー内用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0223｠　

ブラック内用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0204｠　

ブラック内用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0224｠　

09



●屋外床用を素足で歩行する屋内床に使用する場合、靴下等が引っかかることがあります。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意
ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋外床・屋内外壁用

Made in Portugal

屋外床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

ホワイト外用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0261｠　

ホワイト外用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0251｠　

ホワイト外用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0271｠　

ベージュ外用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0262｠　

ライトグレー外用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0263｠　

ブラック外用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0264｠　

ベージュ外用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0252｠　

ベージュ外用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0272｠　

ライトグレー外用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0253｠　

ライトグレー外用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0273｠　

ブラック外用
［30×60］
¥9,800/㎡
［¥1,758/枚］
SIZE: 
299×600×10.5mm
　｠ZR-0254｠　

ブラック外用
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,788/枚］
SIZE: 
600×1202×11mm
　｠ZR-0274｠　
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※原寸部分表示です。

ホワイト内用 / 
ホワイト外用 ［30×60] ［60×60] ［60×120]

ベージュ内用 / 
ベージュ外用 ［30×60] ［60×60] ［60×120]

ライトグレー内用 / 
ライトグレー外用 ［30×60] ［60×60] ［60×120]

ブラック外用
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,528/枚］
SIZE: 
600×600×10.5mm
　｠ZR-0264｠　

H
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ブラック内用 / 
ブラック外用 ［30×60] ［60×60] ［60×120]

4
1

※タイル長辺をずらす場合、1/4以内に
おさえての施工を推奨致します。

30×60

ホワイト内用 ｠　｠ZR-0201｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZR-0202｠　

ライトグレー内用 ｠　｠ZR-0203｠　

ブラック内用 ｠　｠ZR-0204｠　

ホワイト外用 ｠　｠ZR-0251｠　

ベージュ外用 ｠　｠ZR-0252｠　

ライトグレー外用 ｠　｠ZR-0253｠　

ブラック外用 ｠　｠ZR-0254｠　

60×60

ホワイト内用 ｠　｠ZR-0211｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZR-0212｠　

ライトグレー内用 ｠　｠ZR-0213｠　

ブラック内用 ｠　｠ZR-0214｠　

ホワイト外用 ｠　｠ZR-0261｠　

ベージュ外用 ｠　｠ZR-0262｠　

ライトグレー外用 ｠　｠ZR-0263｠　

ブラック外用 ｠　｠ZR-0264｠　

60×120

ホワイト内用 ｠　｠ZR-0221｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZR-0222｠　

ライトグレー内用 ｠　｠ZR-0223｠　

ブラック内用 ｠　｠ZR-0224｠　

ホワイト外用 ｠　｠ZR-0271｠　

ベージュ外用 ｠　｠ZR-0272｠　

ライトグレー外用 ｠　｠ZR-0273｠　

ブラック外用 ｠　｠ZR-0274｠　
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［品質チャート］   無釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [30×60][60×60][60×120]｠ ホワイト内用 / ベージュ内用 /  
ライトグレー内用 / ブラック内用

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.3N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R10

 [30×60][60×60][60×120]｠ ホワイト外用 / ベージュ外用 /  
ライトグレー外用 / ブラック外用

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.3N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R11
すべり値 JIS A 1509-12 C.S.R値 0.59
すべり値 JIS A 1509-12 C.S.R-B値 1.40

［商品概要］

 [30×60]｠ ホワイト内用 / ベージュ内用 / ライトグレー内用 /  
ブラック内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.58枚 5枚 4.82kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.10kg ¥9,800 ¥1,758

 [60×120]｠ ホワイト内用 / ベージュ内用 / ライトグレー内用 /  
ブラック内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
1.39枚 2枚 18.65kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
37.3kg ¥10,800 ¥7,788

 [60×60]｠ ホワイト内用 / ベージュ内用 / ライトグレー内用 /  
ブラック内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.78枚 3枚 8.03kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.09kg ¥9,800 ¥3,528

 [60×60]｠ ホワイト外用 / ベージュ外用 / ライトグレー外用 /  
ブラック外用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.78枚 3枚 8.03kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.09kg ¥9,800 ¥3,528

 [30×60]｠ ホワイト外用 / ベージュ外用 / ライトグレー外用 /  
ブラック外用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.58枚 5枚 4.82kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.10kg ¥9,800 ¥1,758

 [60×120]｠ ホワイト外用 / ベージュ外用 / ライトグレー外用 /  
ブラック外用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
1.39枚 2枚 18.65kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
37.3kg ¥10,800 ¥7,788

※出荷単位は「枚」となります。

H
YB
R
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アントラチッテ磨き内用 ［45×90] / 448×898×10mm / ZD-048414



主張しすぎない色合い、色ムラ、脈模様。自然と空間になじむことのできるのが「アルティカ」の最大の特長です。

外用内用と揃っており、内から外まで一続きの大空間を作り上げることができます。

アルティカ

ARTICA

●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy 【出荷単位：枚】

ビアンコ内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0401｠　

ビアンコ内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0461｠　

ビアンコ内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0421｠　

ビアンコ内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0451｠　

ビアンコ内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0441｠　

ヌーベ内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0422｠　

ヌーベ内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0402｠　

ヌーベ内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0462｠　

ヌーベ内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0452｠　

ヌーベ内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0442｠　
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●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy 【出荷単位：枚】

グリジオ内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0423｠　

アントラチッテ内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0424｠　

グリジオ内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0403｠　

グリジオ内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0463｠　

グリジオ内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0453｠　

グリジオ内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0443｠　

アントラチッテ内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0404｠　

アントラチッテ内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0464｠　

アントラチッテ内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0454｠　

アントラチッテ内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0444｠　
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●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy 【出荷単位：枚】

ベージュ内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0425｠　

ブランデー内用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0426｠　

ベージュ内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0405｠　

ベージュ内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0465｠　

ベージュ内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0455｠　

ベージュ内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0445｠　

ブランデー内用
［60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0406｠　

ブランデー内用
［45×45]
¥8,400/㎡
［¥1,651/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0466｠　

ブランデー内用
［22.5×90］
¥8,400/㎡
［¥1,681/枚］
SIZE: 
223x898x10mm
　｠ZD-0456｠　

ブランデー内用
［45×90］
¥8,400/㎡
［¥3,379/枚］
SIZE: 
448x898x10mm
　｠ZD-0446｠　
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●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy 【出荷単位：枚】

ビアンコ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0471｠　

ヌーベ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0472｠　

ヌーベ磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0482｠　

ビアンコ磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0481｠　

グリジオ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0473｠　

アントラチッテ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0474｠　

アントラチッテ磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0484｠　

グリジオ磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0483｠　
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●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy

屋外床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

屋外床・屋内外壁用

ビアンコ外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0411｠　

ヌーベ外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0412｠　

ヌーベ外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0432｠　

ビアンコ外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0431｠　

アントラチッテ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0474｠　

ベージュ磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0475｠　

ブランデー磨き内用  
[45×45]
¥9,800/㎡
［¥1,926/枚］
SIZE: 
448×448×10mm
　｠ZD-0476｠　

ブランデー磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0486｠　

ベージュ磨き内用
［45×90］
¥9,800/㎡
［¥3,942/枚］
SIZE: 
448×898×10mm
　｠ZD-0485｠　

屋内床・屋内外壁用

A
R
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●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを
設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅
にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

Made in Italy

屋外床・屋内外壁用

屋外床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

ブランデー外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0416｠　

ベージュ外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0415｠　

ブランデー外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0436｠　

ベージュ外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0435｠　

グリジオ外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0413｠　

アントラチッテ外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0414｠　

アントラチッテ外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0434｠　

グリジオ外用
［30×60］
¥7,300/㎡
［¥1,275/枚］
SIZE: 
295x592x9mm
　｠ZD-0433｠　
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ブランデー外用  
[60×60]
¥7,800/㎡
［¥2,733/枚］
SIZE: 
592×592×10mm
　｠ZD-0416｠　

グリジオ外用2cm
［60×60］
¥11,800/㎡
［¥4,318/枚］
SIZE: 
605×605×20mm
　｠ZD-0513｠　

グリジオ外用2cm
［30×60］
¥11,800/㎡
［¥2,152/枚］
SIZE: 
301.5×605×20mm
　｠ZD-0503｠　

●サイズによって厚みが異なりますのでご注意ください。外用2cmは、厚さ20mmのタイルになります。 ●磨き仕上げは鏡面のような磨きではなく、半磨きとなります。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れてい
ると滑りやすくなります。足拭きマットなどを設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●屋外床用を壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意く
ださい。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照くださ
い。

屋外床用

Made in Italy

屋外床用

【出荷単位：枚】

ビアンコ外用2cm
［60×60］
¥11,800/㎡
［¥4,318/枚］
SIZE: 
605×605×20mm
　｠ZD-0511｠　

ヌーベ外用2cm
［60×60］
¥11,800/㎡
［¥4,318/枚］
SIZE: 
605×605×20mm
　｠ZD-0512｠　

ブランデー外用2cm
［60×60］
¥11,800/㎡
［¥4,318/枚］
SIZE: 
605×605×20mm
　｠ZD-0516｠　

ビアンコ外用2cm
［30×60］
¥11,800/㎡
［¥2,152/枚］
SIZE: 
301.5×605×20mm
　｠ZD-0501｠　

ヌーベ外用2cm
［30×60］
¥11,800/㎡
［¥2,152/枚］
SIZE: 
301.5×605×20mm
　｠ZD-0502｠　

ブランデー外用2cm
［30×60］
¥11,800/㎡
［¥2,152/枚］
SIZE: 
301.5×605×20mm
　｠ZD-0506｠　
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ビアンコ内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
ビアンコ磨き内用 [45x45][45x90] / 
ビアンコ外用 / ビアンコ外用2cm [30x60][60x60]

ヌーベ内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
ヌーベ磨き内用 [45x45][45x90] / 
ヌーベ外用 / ヌーベ外用2cm [30x60][60x60]

グリジオ内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
グリジオ磨き内用 [45x45][45x90] / 
グリジオ外用 / グリジオ外用2cm [30x60][60x60]

※原寸部分表示です。
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アントラチッテ内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
アントラチッテ磨き内用 [45x45][45x90] / 
アントラチッテ外用 [30x60][60x60]

ベージュ内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
ベージュ磨き内用 [45x45][45x90] / 
ベージュ外用 [30x60][60x60]

ブランデー内用 [30x60][45x45][60x60][22.5x90][45x90] / 
ブランデー磨き内用 [45x45][45x90] / 
ブランデー外用 / ブランデー外用2cm [30x60][60x60]

A
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30×60

ビアンコ内用 ｠　｠ZD-0421｠　

ヌーベ内用 ｠　｠ZD-0422｠　

グリジオ内用 ｠　｠ZD-0423｠　

アントラチッテ内用｠　｠ZD-0424｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZD-0425｠　

ブランデー内用 ｠　｠ZD-0426｠　

ビアンコ外用 ｠　｠ZD-0431｠　

ヌーベ外用 ｠　｠ZD-0432｠　

グリジオ外用 ｠　｠ZD-0433｠　

アントラチッテ外用｠　｠ZD-0434｠　

ベージュ外用 ｠　｠ZD-0435｠　

ブランデー外用 ｠　｠ZD-0436｠　

ビアンコ外用2cm ｠　｠ZD-0501｠　

ヌーベ外用2cm ｠　｠ZD-0502｠　

グリジオ外用2cm ｠　｠ZD-0503｠　

ブランデー外用2cm ｠　｠ZD-0506｠　

45×90

ビアンコ内用 ｠　｠ZD-0441｠　

ヌーベ内用 ｠　｠ZD-0442｠　

グリジオ内用 ｠　｠ZD-0443｠　

アントラチッテ内用｠　｠ZD-0444｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZD-0445｠　

ブランデー内用 ｠　｠ZD-0446｠　

ビアンコ磨き内用 ｠　｠ZD-0481｠　

ヌーベ磨き内用 ｠　｠ZD-0482｠　

グリジオ磨き内用 ｠　｠ZD-0483｠　

アントラチッテ磨き内用｠　｠ZD-0484｠　

ベージュ磨き内用 ｠　｠ZD-0485｠　

ブランデー磨き内用｠　｠ZD-0486｠　

22.5×90

ビアンコ内用 ｠　｠ZD-0451｠　

ヌーベ内用 ｠　｠ZD-0452｠　

グリジオ内用 ｠　｠ZD-0453｠　

アントラチッテ内用｠　｠ZD-0454｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZD-0455｠　

ブランデー内用 ｠　｠ZD-0456｠　

60×60

ビアンコ内用 ｠　｠ZD-0401｠　

ヌーベ内用 ｠　｠ZD-0402｠　

グリジオ内用 ｠　｠ZD-0403｠　

アントラチッテ内用｠　｠ZD-0404｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZD-0405｠　

ブランデー内用 ｠　｠ZD-0406｠　

ビアンコ外用 ｠　｠ZD-0411｠　

ヌーベ外用 ｠　｠ZD-0412｠　

グリジオ外用 ｠　｠ZD-0413｠　

アントラチッテ外用｠　｠ZD-0414｠　

ベージュ外用 ｠　｠ZD-0415｠　

ブランデー外用 ｠　｠ZD-0416｠　

ビアンコ外用2cm ｠　｠ZD-0511｠　

ヌーベ外用2cm ｠　｠ZD-0512｠　

グリジオ外用2cm ｠　｠ZD-0513｠　

ブランデー外用2cm ｠　｠ZD-0516｠　

4
1

※タイル長辺をずらす場合、1/4以内に
おさえての施工を推奨致します。

45×45

ビアンコ内用 ｠　｠ZD-0461｠　

ヌーベ内用 ｠　｠ZD-0462｠　

グリジオ内用 ｠　｠ZD-0463｠　

アントラチッテ内用｠　｠ZD-0464｠　

ベージュ内用 ｠　｠ZD-0465｠　

ブランデー内用 ｠　｠ZD-0466｠　

ビアンコ磨き内用 ｠　｠ZD-0471｠　

ヌーベ磨き内用 ｠　｠ZD-0472｠　

グリジオ磨き内用 ｠　｠ZD-0473｠　

アントラチッテ磨き内用｠　｠ZD-0474｠　

ベージュ磨き内用 ｠　｠ZD-0475｠　

ブランデー磨き内用｠　｠ZD-0476｠　

［品質チャート］   施釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [30×60] [45×45] [60×60] [22.5×90] [45×90] 
  ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 / アントラチッテ内用 / ベージュ内用 / ブランデー内用

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.5N/m㎡
耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R9

 [30×60] [60×60]   ビアンコ外用 / ヌーベ外用 / グリジオ外用 /  
アントラチッテ外用 / ベージュ外用 / ブランデー外用

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.5N/m㎡
耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R11
すべり値 JIS A 1509-12C.S.R値 0.54
すべり値 JIS A 1509-12C.S.R-B値 0.96

 [30×60] [60×60]   ビアンコ外用2cm / ヌーベ外用2cm /   
グリジオ外用2cm / ブランデー外用2cm

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.7N/m㎡
耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R11
すべり値 JIS A 1509-12C.S.R値 0.54
すべり値 JIS A 1509-12C.S.R-B値 0.96

 [45×45] [45×90]   ビアンコ磨き内用 / ヌーベ磨き内用 / グリジオ磨き内用 /  
アントラチッテ磨き内用 / ベージュ磨き内用 / ブランデー磨き内用

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.5N/m㎡
耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし

※外用2cmのタイルの厚みは20mmに
なります。
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［商品概要］

 [30×60]｠ ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 / アントラチッテ内用 /  
ベージュ内用 / ブランデー内用 / ビアンコ外用 / ヌーベ外用 /  
グリジオ外用 / アントラチッテ外用 / ベージュ外用 / ブランデー外用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.73枚 7枚 3.57kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.99kg ¥7,300 ¥1,275

 [60×60]｠ ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 / アントラチッテ内用 /  
ベージュ内用 / ブランデー内用 / ビアンコ外用 / ヌーベ外用 /  
グリジオ外用 / アントラチッテ外用 / ベージュ外用 / ブランデー外用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.86枚 3枚 8kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24kg ¥7,800 ¥2,733

 [22.5×90]｠ ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 /  
アントラチッテ内用 / ベージュ内用 / ブランデー内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5枚 6枚 4.6kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
27.6kg ¥8,400 ¥1,681

※出荷単位は「枚」となります。

 [45×45]｠ ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 /  
アントラチッテ内用 / ベージュ内用 / ブランデー内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.09枚 6枚 4.2kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
25.2kg ¥8,400 ¥1,651

 [45×45]｠ ビアンコ磨き内用 / ヌーベ磨き内用 / グリジオ磨き内用 /  
アントラチッテ磨き内用 / ベージュ磨き内用 / ブランデー磨き内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.09枚 6枚 4.2kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
25.2kg ¥9,800 ¥1,926

 [45×90]｠ ビアンコ内用 / ヌーベ内用 / グリジオ内用 /  
アントラチッテ内用 / ベージュ内用 / ブランデー内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.49枚 3枚 9.3kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
27.9kg ¥8,400 ¥3,379

 [45×90]｠ ビアンコ磨き内用 / ヌーベ磨き内用 / グリジオ磨き内用 /  
アントラチッテ磨き内用 / ベージュ磨き内用 / ブランデー磨き内用

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.49枚 3枚 9.3kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
27.9kg ¥9,800 ¥3,942

 [30×60]｠ ビアンコ外用2cm / ヌーベ外用2cm /  
グリジオ外用2cm / ブランデー外用2cm

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.49枚 3枚 8.33kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
24.99kg ¥11,800 ¥2,152

 [60×60]｠ ビアンコ外用2cm / ヌーベ外用2cm /  
グリジオ外用2cm / ブランデー外用2cm

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.74枚 2枚 16kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
32kg ¥11,800 ¥4,318

A
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床・壁：テクノビアンコ水磨き[60×120] / 596×1195×10mm / ZT-0111 
暖炉：テクノネロ水磨き[60×120] / 596×1195×10mm / ZT-0112 26



テクノビアンコ水磨き
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,480/枚］
SIZE: 
596×596×10mm
　｠ZT-0101｠　

テクノネロ水磨き
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,480/枚］
SIZE: 
596×596×10mm
　｠ZT-0102｠　

テクノネロ水磨き
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,691/枚］
SIZE: 
596×1195×10mm
　｠ZT-0112｠　

テクノビアンコ水磨き
［60×120］
¥10,800/㎡
［¥7,691/枚］
SIZE: 
596×1195×10mm
　｠ZT-0111｠　

優美な白と黒の大理石をデザインした「アルカディア」。

表面の仕上げは鏡面ではなく鈍い光沢感のある水磨きです。

主張しすぎることなく仄かに輝く表情は、素材の新たな魅力を引き出す最先端の技術の結晶です。

アルカディア

ARCADIA

●特に柄・色幅の大きい商品となります。仮並べしてからの施工を強く推奨致します。 ●柄の指定はできません。 ●磨きのタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを設置し、タ
イル表面が濡れないようにしてください。 ●ワックス等の保護剤の塗布はお避けください。 ●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの
施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy

屋内床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】
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※原寸部分表示です。

テクノビアンコ水磨き ［60×60] ［60×120] テクノネロ水磨き ［60×60] ［60×120]
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［品質チャート］   施釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [60×60][60×120]｠ テクノビアンコ水磨き /  
テクノネロ水磨き 

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.15%
曲げ強度 ISO 10545-4 56.4N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし

［商品概要］

 [60×60]｠ テクノビアンコ水磨き /  
テクノネロ水磨き 

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.82枚 3枚 7.5kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
22.5kg ¥9,800 ¥3,480

 [60×120]｠ テクノビアンコ水磨き /  
テクノネロ水磨き

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
1.41枚 2枚 15.5kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
31kg ¥10,800 ¥7,691

※出荷単位は「枚」となります。

4
1

※タイル長辺をずらす場合、1/4以内に
おさえての施工を推奨致します。

60×60

テクノビアンコ水磨き ｠　｠ZT-0101｠　

テクノネロ水磨き ｠　｠ZT-0102｠　

60×120

テクノビアンコ水磨き ｠　｠ZT-0111｠　

テクノネロ水磨き ｠　｠ZT-0112｠　

※水磨きは鏡面仕上げではありません。

A
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PATTERN VARIATION

テクノビアンコ水磨き [60×60][60×120] テクノネロ水磨き [60×60][60×120]

30
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ウォームメタル [20×20] / 198×198×10mm / ZH-0704 32



屋内床・屋内外壁用

屋内床・屋内外壁用

Made in Italy 【出荷単位：ケース】

コールドメタル
［20×20］
¥34,800/㎡
［¥12,276/ケース］
SIZE: 
198×198×10mm
　｠ZH-0705｠　

世界的なファッションアイコンのアイリス・アプフェル（Iris Apfel）がデザイン監修をした「アイコン」。ポップでカラフルなファッションスタイルを、 

そのままタイルに落とし込んでいます。軽やかなグラフィック、明るくコントラストの強い色、メタリックなタッチは、ファブリックやジュエリーから 

インスピレーションを得ています。アイリス・アプフェル曰く、「スタイルにルールはありません。自分を表現する方法・態度を知ることが重要なのです。」

ウォームメタル
［20×20］
¥34,800/㎡
［¥12,276/ケース］
SIZE: 
198×198×10mm
　｠ZH-0704｠　

アイコン

ミックスイエロー 
［20×20］
¥34,800/㎡
［¥12,276/ケース］
SIZE: 
198×198×10mm
　｠ZH-0703｠　

ICON

ミックスグリーン
［20×20］
¥34,800/㎡
［¥12,276/ケース］
SIZE: 
198×198×10mm
　｠ZH-0702｠　

ミックスレッド
［20×20］
¥34,800/㎡
［¥12,276/ケース］
SIZE: 
198×198×10mm
　｠ZH-0701｠　

●ケース単位でのご発注をお願いします。 ●仮並べしてからの施工を強く推奨致します。 ●柄は9種類あります。1箱9枚入りでランダムに入っています。柄のご指定はできませんのであらかじめご了承くださ
い。 ●一部の柄には方向性があります。 ●中性洗剤での拭き掃除で汚れを落としてください。液体クレンザー等で擦ると、釉薬を傷つけることもありますのでご注意ください。 ●異なるサイズの張り合わせは、
色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。
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※原寸部分表示です。

ミックスレッド ［20×20] ミックスグリーン ［20×20] ミックスイエロー ［20×20]

34



ウォームメタル ［20×20] コールドメタル ［20×20]

IC
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20×20

ミックスレッド ｠　｠ZH-0701｠　

ミックスグリーン ｠　｠ZH-0702｠　

ミックスイエロー ｠　｠ZH-0703｠　

ウォームメタル ｠　｠ZH-0704｠　

コールドメタル ｠　｠ZH-0705｠　

［品質チャート］   施釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [20×20]｠ ミックスレッド / ミックスグリーン /  
ミックスイエロー / ウォームメタル / コールドメタル

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.06%
曲げ強度 ISO 10545-4 57.9N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし

［商品概要］

 [20×20]｠ ミックスレッド / ミックスグリーン /  
ミックスイエロー / ウォームメタル / コールドメタル

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
25.52枚 9枚 0.92kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/ケース）
8.3kg ¥34,800 ¥12,276

※出荷単位は「ケース」となります。

36



DESIGN VARIATION ミックスレッド [20×20] ※9種類のパターンがあります。
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DESIGN VARIATION ミックスグリーン [20×20] ※9種類のパターンがあります。
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DESIGN VARIATION ミックスイエロー [20×20] ※9種類のパターンがあります。

IC
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DESIGN VARIATION ウォームメタル [20×20] ※9種類のパターンがあります。
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DESIGN VARIATION コールドメタル [20×20] ※9種類のパターンがあります。

IC
O
N
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パンプキン [60×120] / 598×1198×9mm / ZC-1224 42



屋内床・屋内外壁用

Made in Italy

屋内床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

アフターグロウ
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1201｠　

エクスカリバー
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1202｠　

べノム
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1203｠　

パンプキン
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1204｠　

アフターグロウ
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1221｠　

エクスカリバー
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1222｠　

べノム
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1223｠　

パンプキン
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1224｠　

金属の鈍い光沢と酸化してくすんだ色合いが混ざる「レミー」。都会的で洗練された雰囲気とインダストリアルテイストの無骨さを併せ持つ、

独特の存在感を醸しだすシリーズです。ホワイトやグレー、ブラックのベーシックな色合いと、それとは対照的な藍色のインディゴ、 

深い緑のビリジアンという型破りな色合いは、掛け合わせるとエレガントな雰囲気を空間にもたらします。

パンプキン
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1214｠　

レミー

べノム 
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1213｠　

LEMMY

エクスカリバー
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1212｠　

アフターグロウ
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1211｠　

●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。
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屋内床・屋内外壁用

Made in Italy

屋内床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】

ビリジアン
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1205｠　

インディゴ
［30×60］
¥8,800/㎡
［¥1,568/枚］
SIZE: 
298×598×9mm
　｠ZC-1206｠　

ビリジアン
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1225｠　

インディゴ
［60×120］
¥9,800/㎡
［¥7,020/枚］
SIZE: 
598×1198×9mm
　｠ZC-1226｠　

インディゴ
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1216｠　

ビリジアン
［60×60］
¥9,800/㎡
［¥3,504/枚］
SIZE: 
598×598×9mm
　｠ZC-1215｠　

●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。
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※原寸部分表示です。

アフターグロウ ［30×60] ［60×60] ［60×120] エクスカリバー ［30×60] ［60×60] ［60×120] べノム ［30×60] ［60×60] ［60×120]

LEM
M
Y
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パンプキン ［30×60] ［60×60] ［60×120] ビリジアン ［30×60] ［60×60] ［60×120] インディゴ ［30×60] ［60×60] ［60×120]
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30×60

アフターグロウ ｠　｠ZC-1201｠　

エクスカリバー ｠　｠ZC-1202｠　

べノム ｠　｠ZC-1203｠　

パンプキン ｠　｠ZC-1204｠　

ビリジアン ｠　｠ZC-1205｠　

インディゴ ｠　｠ZC-1206｠　

60×60

アフターグロウ ｠　｠ZC-1211｠　

エクスカリバー ｠　｠ZC-1212｠　

べノム ｠　｠ZC-1213｠　

パンプキン ｠　｠ZC-1214｠　

ビリジアン ｠　｠ZC-1215｠　

インディゴ ｠　｠ZC-1216｠　

60×120

アフターグロウ ｠　｠ZC-1221｠　

エクスカリバー ｠　｠ZC-1222｠　

べノム ｠　｠ZC-1223｠　

パンプキン ｠　｠ZC-1224｠　

ビリジアン ｠　｠ZC-1225｠　

インディゴ ｠　｠ZC-1226｠　

［品質チャート］   無釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [30×60][60×60][60×120]｠ アフターグロウ /  
エクスカリバー / べノム /  
パンプキン / ビリジアン /  
インディゴ

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.11%
曲げ強度 ISO 10545-4 61.9N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R9

［商品概要］

 [30×60]｠ アフターグロウ / エクスカリバー / べノム /  
パンプキン / ビリジアン / インディゴ

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
5.62枚 7枚 3.85kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
26.95kg ¥8,800 ¥1,568

 [60×60]｠ アフターグロウ / エクスカリバー / べノム /  
パンプキン / ビリジアン / インディゴ

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
2.8枚 3枚 7.66kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
22.98kg ¥9,800 ¥3,504

 [60×120]｠ アフターグロウ / エクスカリバー / べノム /  
パンプキン / ビリジアン / インディゴ

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
1.4枚 2枚 16.5kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
33kg ¥9,800 ¥7,020

※出荷単位は「枚」となります。

4
1

※タイル長辺をずらす場合、1/4以内に
おさえての施工を推奨致します。

LEM
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Y
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アグロパープル [75×150] / 744.5×1492×10mm / ZE-0712 ※壁は参考商品です。48



屋内床・屋内外壁用

紫色のイタリアの天然石・ポルフィードがデザインソースとなっている「ポルフィリカ」。 

斑岩であるポルフィードは、鉱物として非常に多彩で複雑な構造になっています。 

細かな鉱石や結晶の紋様を、テラゾーのようにアレンジして粗い粒の塊にして表現しています。

ポルフィリカ

PORFIRICA

●異なるサイズの張り合わせは、色幅にご注意ください。目地幅も異なる場合がありますので、仮並べを行ってからの施工を推奨致します。 ●その他注意点はP.07の「お願いとご注意」をご参照ください。

アグログレー
［75×75］
¥10,800/㎡
［¥5,985/枚］
SIZE: 
744.5×744.5×10mm
　｠ZE-0701｠　

アグロパープル
［75×75］
¥10,800/㎡
［¥5,985/枚］
SIZE: 
744.5×744.5×10mm
　｠ZE-0702｠　

アグロブラック
［75×75］
¥10,800/㎡
［¥5,985/枚］
SIZE: 
744.5×744.5×10mm
　｠ZE-0703｠　

アグログレー
［75×150］
¥13,800/㎡
［¥15,327/枚］
SIZE: 
744.5×1492×10mm
　｠ZE-0711｠　

アグロパープル
［75×150］
¥13,800/㎡
［¥15,327/枚］
SIZE: 
744.5×1492×10mm
　｠ZE-0712｠　

アグロブラック
［75×150］
¥13,800/㎡
［¥15,327/枚］
SIZE: 
744.5×1492×10mm
　｠ZE-0713｠　

Made in Italy

屋内床・屋内外壁用

【出荷単位：枚】
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※原寸部分表示です。

アグログレー ［75×75] ［75×150] アグロパープル ［75×75] ［75×150] アグロブラック ［75×75] ［75×150]
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75×75

アグログレー ｠　｠ZE-0701｠　

アグロパープル ｠　｠ZE-0702｠　

アグロブラック ｠　｠ZE-0703｠　

75×150

アグログレー ｠　｠ZE-0711｠　

アグロパープル ｠　｠ZE-0712｠　

アグロブラック ｠　｠ZE-0713｠　

［品質チャート］   無釉 / Ⅰ類 / 磁器質

 [75×75][75×150]｠ アグログレー / アグロパープル /  
アグロブラック

項目 規格 数値
吸水率 ISO 10545-3 0.12%
曲げ強度 ISO 10545-4 55.4N/m㎡

耐凍害性 ISO 10545-12 異常なし
耐薬品性 ISO 10545-13 異常なし
すべり値 DIN51130 R10

［商品概要］

 [75×75]｠ アグログレー / アグロパープル / アグロブラック

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
1.81枚 2枚 12.75kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
25.5kg ¥10,800 ¥5,985

 [75×150]｠ アグログレー / アグロパープル / アグロブラック

枚数（/㎡） 入数（/ケース） 重量（/枚）
0.91枚 1枚 26kg

重量（/ケース） 販売価格（/㎡） 販売価格（/枚）
26kg ¥13,800 ¥15,327

※出荷単位は「枚」となります。

4
1

※タイル長辺をずらす場合、1/4以内に
おさえての施工を推奨致します。

P
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COMPANY
会社概要

リビエラは、イタリア・スペインから磁器タイルを、世界中の産地から大理石・御影石などの天然石材を直輸入しています。

ご注文受付より48時間以内（一部地域を除く）にタイル1枚・乱形石1㎡から現場納品できる配送センターを

国内に7ヶ所（北海道・宮城・埼玉・静岡・大阪・福岡・沖縄）完備しています。

会社概要

社　　　　名
住　　　　所

ホームページ
事  業  内  容
主 要 取 引 先
主 な 輸 入 先

リビエラ株式会社
静 岡 本 社 〒 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワー 23F　　
 TEL:054-266-9711   FAX:054-275-2133
東 京 支 社 〒 107-0052 東京都港区赤坂 3-3-5 住友生命山王ビルB1F
 TEL:03-6276-3450   FAX:03-6276-1121
大 阪 支 社 〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-5-8 オーク心斎橋ビル 2F
 TEL:06-6121-2514   FAX:06-6121-2614
九州営業所 〒 812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア 1F
 TEL:092-402-0194   
https://riviera.jp
建築資材の輸入販売（タイル・石材・レンガ等）
大手住宅会社・工務店・設計事務所・マンション・ディベロッパー等
イタリア・スペイン・ポルトガル・フランス・ブラジル・マレーシア

配送センター

北海道倉庫
宮 城 倉 庫
埼 玉 倉 庫
静 岡 倉 庫
大 阪 倉 庫
福 岡 倉 庫
沖 縄 倉 庫

〒 003-0030 北海道札幌市白石区流通センター 2-6-5-101 札幌通運（株）内
〒 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 3-4-21 東邦運輸倉庫（株）内
〒 344-0051 埼玉県春日部市内牧 4053-5 遠州トラック（株）関東倉庫内
〒 438-0072 静岡県磐田市鳥之瀬 10-5 遠州トラック（株）磐田倉庫内
〒 566-0044 大阪府摂津市西一津屋 2-22 遠州トラック関西（株）摂津配送センター
〒 812-0051 福岡県福岡市東区箱崎埠頭 1-4-45 カガミ産業（株）
〒 903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇 343 （株）あんしん 西原営業所第二内

to NagahoribashiShinsaibashi 
Station

M
idosuji

Shinsaibashisujito Namba

Tokyu Hands

to Umeda

Shinsaibashi OPA Daimaru

大阪支社（大阪ショールーム）

Aoyama St.

Okamura Chair Museum

Hie Jinja

Sotobori St.Akasaka St.

Tokyu Plaza Akasaka

Prudential Tower

Akasakam
itsuke

Station

東京支社（東京ショールーム）静岡本社・静岡ショールーム
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ショールーム　

東　　京
〒 107-0052 東京都港区赤坂 3-3-5 住友生命山王ビルB1F
TEL:03-6276-3450   FAX:03-6276-1121
営業時間 月曜～土曜　10：00～ 17：30
休  館  日 日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
アクセス 東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」
 11 番出口より徒歩 2分、10番出口より徒歩 3分
※ 土曜日は住友生命山王ビルのメインエントランスが閉まっています。弊社ロゴの
外看板隣の階段よりB1Fにお越しください。 B1Fにインターホンがありますので、
そちらを押してスタッフをお呼びください。

静　　岡
〒 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 17-1　葵タワー 2F
TEL:054-266-9711   FAX:054-275-2133
営業時間 月曜～土曜　10：00～ 17：30
休  館  日 日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
※ 静岡ショールームは完全予約制となります。 
ホームページの予約フォームよりお申し込みください。

2020年8月第一刷

TOKYO SHOWROOM

OSAKA SHOWROOM

SHIZUOKA SHOWROOM

大　　阪
〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-5-8 オーク心斎橋ビル 2F
TEL:06-6121-2514   FAX:06-6121-2614
営業時間 月曜～土曜　10：00～ 17：30
休  館  日 日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
アクセス 大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」
 2 番出口より徒歩 2分
※ 土曜日14:00にオーク心斎橋ビル1F正面の入口は閉鎖となります。 
土曜日14:00以降は東急ハンズ横の裏口より入館頂く必要がありますので、 
大変お手数ではございますが、オーク心斎橋ビルにお着きになりましたら 
大阪ショールームにお電話をお願い致します。スタッフがお迎えに参ります。

Photo：Nacasa&Partners Inc.
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riviera.jp

0120-148-8480120-148-845
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