
2022年 10月 吉日
お客様各位

リビエラ株式会社
https://riviera.jp/

対象商品：

改定日 ：

以上

   詳細につきましては、弊社営業担当者までご連絡ください。

 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご採用賜り、厚く御礼申し上げます。

 昨今の急激な市況環境の変化に伴い、原材料や海上、国内運賃の高騰が続いております。
弊社では、これまで生産性向上と合理化に努めコストアップを抑えてきましたが、最早企業努力での価格維持
が困難な状況となっております。誠に遺憾ではございますが、『TILE COLLECTION 2022-2023  LINEUP
CATALOGUE VOL.19』カタログより価格を改定させて頂きます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
（※価格改定は2023年1月出荷分からになります）

今後も「世界中の輝きある建築素材の提案を通して、空間と時間に「楽しさ」を添えるお手伝いをします」
という企業ミッションの実現に向け、時代の変化に対応しながら全力で取り組んでまいります。
引き続きのご愛顧をよろしくお願い致します。

価格改定のお知らせ

記

2023年1月出荷分から

『TILE COLLECTION 2022-2023  LINEUP CATALOGUE VOL.19』
 カタログ掲載中 次ページ以降の一覧表に掲載の商品



リビエラ株式会社

㎡単価 販売単価 ㎡単価 販売単価
外用 30×30 T8201〜T8206 ¥7,800 ¥697 ¥8,700 ¥777 枚
外用 30×60 T8211〜T8216 ¥7,800 ¥1,401 ¥8,700 ¥1,562 枚
30×30 T7201〜T7205 ¥7,800 ¥697 ¥8,700 ¥777 枚
30×60 T7211〜T7215 ¥7,800 ¥1,401 ¥8,700 ¥1,562 枚
30×30 T7301〜T7303 ¥9,000 ¥791 ¥10,900 ¥967 枚
30×60 T7311〜T7313 ¥9,000 ¥1,587 ¥10,900 ¥1,942 枚
60×60 T7321〜T7323 ¥9,000 ¥3,186 ¥10,900 ¥3,897 枚

31 STONETRACK ストーントラック 30×60 T7801〜T7803 ¥8,800 ¥1,591 ¥9,800 ¥1,784 枚
33 COTTO NOBILE コットノビレ 30×30 T7601〜T7603 ¥7,800 ¥697 ¥8,700 ¥777 枚
35 STRADALE ストラダーレ 30×60 T7711〜T7713 ¥8,800 ¥1,591 ¥10,900 ¥1,942 枚

30×30 T5701〜T5705 ¥7,800 ¥702 ¥8,700 ¥777 枚
ステップ T5711〜T5715 − ¥1,560 − ¥1,750 枚
30×60 T4401〜T4402 ¥9,000 ¥1,638 ¥10,900 ¥1,942 枚
60×60 T4421〜T4422 ¥11,300 ¥4,040 ¥13,900 ¥4,970 枚
15×15 T3911〜T3915 ¥6,900 ¥155 ¥8,700 ¥190 枚
30×30 T3901〜T3905 ¥7,800 ¥702 ¥8,700 ¥777 枚
30×60 T3921〜T3925 ¥7,800 ¥1,401 ¥8,700 ¥1,562 枚
30×30 T3301〜T3302 ¥9,000 ¥810 ¥9,800 ¥905 枚
30×60 T3311〜T3312 ¥10,500 ¥1,890 ¥11,900 ¥2,213 枚
45×45 T3321〜T3322 ¥9,900 ¥2,000 ¥10,900 ¥2,256 枚

57 LUCE ルチェ 30×30 T9411 ¥7,800 ¥702 ¥10,900 ¥1,026 枚
67 外用 30×30 T7911〜T7914 ¥7,800 ¥702 ¥8,700 ¥783 枚
68 内用 30×30 T7901〜T7904 ¥7,800 ¥702 ¥8,700 ¥783 枚

外用 15×90 T7411〜T7414 ¥8,500 ¥1,138 ¥8,900 ¥1,223 枚
内用 15×90 T7401〜T7404 ¥8,500 ¥1,138 ¥8,900 ¥1,223 枚
15×15 T5401〜T5402 ¥11,500 ¥258 ¥12,900 ¥290 枚
30×30 T5411〜T5412 ¥8,500 ¥770 ¥9,800 ¥887 枚
30×60 T5421〜T5422 ¥8,500 ¥1,542 ¥9,800 ¥1,775 枚
外用 30×60 T4912〜T4915 ¥9,800 ¥1,772 ¥11,900 ¥2,120 枚
外用 45×45 T4922〜T4925 ¥9,800 ¥1,984 ¥11,900 ¥2,409 枚
外用 60×60 T4932〜T4935 ¥10,800 ¥3,862 ¥12,900 ¥4,613 枚
マット 30×60 T4982〜T4985 ¥8,800 ¥1,591 ¥10,900 ¥1,942 枚
マット 45×45 T4992〜T4995 ¥8,800 ¥1,782 ¥10,900 ¥2,207 枚
マット 60×60 T4996〜T4999 ¥10,800 ¥3,862 ¥12,900 ¥4,613 枚
外用/内用 10×60 T3503〜T3513 ¥15,800 ¥903 ¥17,900 ¥1,034 枚
外用/内用 30×60 T3501〜T3511 ¥12,800 ¥2,265 ¥14,900 ¥2,637 枚
外用/内用 45×45 T3502〜T3512 ¥12,800 ¥2,545 ¥14,900 ¥2,950 枚
モザイク T3521 ¥27,500 ¥5,445 ¥33,900 ¥6,712 枚

96 BORGOGNA ボルゴーニャ 45×45 T2811〜T2813 ¥9,000 ¥1,822 ¥10,900 ¥2,207 枚
30×30 T3401〜T3406 ¥7,800 ¥702 ¥8,700 ¥777 枚
45×45 T3421〜T3426 ¥7,800 ¥1,580 ¥8,700 ¥1,769 枚
30×60 T3411〜T3416 ¥7,800 ¥1,404 ¥8,700 ¥1,562 枚
ステップ T3431〜T3436 ー ¥1,560 ー ¥1,750 枚
25×21.6 T8401〜T8411 ¥12,400 ¥502 ¥13,900 ¥562 枚
ミックス T8412〜T8413 ¥12,400 ¥14,558 ¥13,900 ¥16,298 ケース

107 ALLURE アリュール 30×30 T5661〜T5664 ¥21,800 ¥1,948 ¥25,800 ¥2,306 シート
30×30 T5601〜T5612 ¥17,800 ¥1,590 ¥19,800 ¥1,770 シート
出隅用 T5631〜T5642 ー ¥980 ー ¥1,200 シート

113 磨き 60×60 ZC-0201〜ZC-0207 ¥13,800 ¥4,722 ¥13,800 ¥4,885 枚
114 マット 60×60 ZC-0211〜ZC-0217 ¥11,800 ¥4,117 ¥11,800 ¥4,177 枚

セルベ 30×30 T2631〜T2633 ¥9,800 ¥9,570 ¥10,800 ¥10,549 ケース
セルべ 40×40 T2641〜T2643 ¥9,800 ¥12,416 ¥10,800 ¥13,680 ケース
セルべ 60×60 T2651〜T2653 ¥9,800 ¥14,112 ¥10,800 ¥15,552 ケース
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ 30×30 T2601 ¥8,900 ¥8,810 ¥9,800 ¥9,570 ケース
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ 40×40 T2611 ¥8,900 ¥11,390 ¥9,800 ¥12,416 ケース
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ 60×60 T2621 ¥8,900 ¥12,810 ¥9,800 ¥14,112 ケース

121 マット 7.5×30 T4201,T4223〜T4227 ¥12,800 ¥288 ¥14,300 ¥321 枚
122 ブライト 7.5×30 T4202〜T4207 ¥12,800 ¥288 ¥14,300 ¥321 枚

121~122 クオーターラウンド
T4211〜T4217
T4233〜T4237

ー ¥2,900 ー ¥3,300 本

15×60 T7501〜T7502 ¥8,500 ¥775 ¥9,800 ¥880 枚
コーナー T7511〜T7512 ¥2,200 ¥2,850 枚
15×60 T7101〜T7102 ¥8,500 ¥775 ¥9,800 ¥880 枚
コーナー T7111〜T7112 ー ¥2,200 ¥2,850 枚
15×60 T6401〜T6404 ¥8,500 ¥775 ¥9,800 ¥880 枚
コーナー T6411〜T6414 ー ¥2,200 ¥2,850 枚
15×60 T6501〜T6503 ¥8,500 ¥775 ¥9,800 ¥880 枚
コーナー T6511〜T6513 ー ¥2,200 ¥2,850 枚

BRICKLANE ブリックレーン

80

82

117

118

103~104

ETERNITY エタニティ

LUMIERE ルミエール

109~110 FIORE フィオーレ

JEWELS ジュエルズ

『TILE COLLECTION 2022-2023  LINEUP CATALOGUE VOL.19』 価格改定商品一覧

2022年10月

NEW YORKER ニューヨーカー

LUSERNA ルザーナ

GRANITO EVO グラニートエボ

54 FIORA QUARTZ フィオラクォーツ

46~47 BARGE バルジェ

商品シリーズ名頁

A-ROCK エイ・ロック

K-ROCK ケイ・ロック

ROCKING ロッキング

125 PALISSANDRO パリッサンドロ

販売単位
2023年1月からの出荷分2022年12月までの出荷分

品番仕上げ・サイズ

72 ALPI アルピ

HYPER ハイパー

91 VALS ヴァルス

PAPRICA パプリカ

43 GALAPAGOS ガラパゴス

50

21

25

27〜28

75

99

133 CUBICS キュービック

137 WALLART ウォールアート

129 WALL MARMI ウォールマルミ



㎡単価 販売単価 ㎡単価 販売単価
商品シリーズ名頁 販売単位

2023年1月からの出荷分2022年12月までの出荷分
品番仕上げ・サイズ

143 フラット RXS-LEU-V1〜V6 ¥12,300 ¥13,407 ¥13,800 ¥15,042 ケース
144 ラフフラット RXS-CAU-V1〜V6 ¥14,800 ¥10,656 ¥16,800 ¥12,096 ケース

出隅用 RXS-LEU-V1K〜V6K ￥7,200/m ¥15,120 ￥8,000/m ¥16,800 ケース

接着ボーダー RXS-LE-V1M3〜V6M3 ￥11,400/m ¥54,720 ￥12,670/m ¥60,816 ケース

RXK-SD229-W11〜
W14

¥14,800 ¥9,472 ¥17,800 ¥11,392 ケース

出隅用左 RXK-SD229-T802-W11〜
W14 ￥4,600/m ¥12,788 ￥5,120/m ¥14,233 ケース

出隅用右 RXK-SD229-T812-W11〜
W14 ￥4,600/m ¥12,788 ￥5,120/m ¥14,233 ケース

195 GLASS CANDY グラスキャンディ RX-GDP-201〜208 ー ¥25,760 ー ¥27,120 ケース
RX̲IA10、RX̲IA48、RX̲IA69 ー ¥42,282 ー ¥46,980 ケース
RX̲IB59、RX̲IB62 ー ¥44,718 ー ¥49,700 ケース
RX̲IC46、RX̲IC91 ー ¥46,980 ー ¥52,200 ケース

198 シルクタイプ
RX̲FLS201〜
RX̲FLS208

ー ¥18,144 ー ¥20,160 ケース

199 ナチュラルタイプ
RX̲FLN201〜
RX̲FLN208

ー ¥18,144 ー ¥20,160 ケース

RX̲MB101、RX̲MB107、
RX̲MB112、RX̲MB116 ー ¥21,620 ー ¥27,000 ケース

RX̲MB103、RX̲MB104、
RX̲MB105、RX̲MB114 ー ¥23,644 ー ¥27,000 ケース

RX̲MB106、RX̲MB111、
RX̲MB113、RX̲MB115、
RX̲MB117、RX̲MB118

ー ¥25,576 ー ¥28,400 ケース

インパラブラック P/B 30×30 R1501、R1505 ¥19,800 ¥1,782 ¥22,300 ¥2,007 枚
インパラブラック P/B 40×40 R5501、R5505 ¥19,800 ¥3,168 ¥22,300 ¥3,568 枚
ベルデフォンテン P/B 30×30 R2401、R2405 ¥24,800 ¥2,232 ¥29,800 ¥2,682 枚
ベルデフォンテン P/B 40×40 R6401、R6405 ¥24,800 ¥3,968 ¥29,800 ¥4,768 枚
ピンクポリーノ P/B 30×30 R1801、R1805 ¥19,800 ¥1,782 ¥21,200 ¥1,908 枚
ピンクポリーノ P/B 40×40 R5801、R5805 ¥19,800 ¥3,168 ¥21,200 ¥3,392 枚
ニューインペリアルレッド
P/B 30×30 R1201、R1205 ¥28,500 ¥2,565 ¥29,900 ¥2,691 枚
ニューインペリアルレッド
P/B 40×40 R5201、R5205 ¥28,500 ¥4,560 ¥29,900 ¥4,784 枚
カパオボニート P/B 30×30 R2301、R2305 ¥24,800 ¥2,232 ¥29,800 ¥2,682 枚
カパオボニート P/B 40×40 R6301、R6305 ¥24,800 ¥3,968 ¥29,800 ¥4,768 枚

214 セサミブラック P/B  30×30 A9501、A9505 ¥14,800 ¥1,332 ¥17,600 ¥1,584 枚
ビアンコカラーラ 30×30 H1001 ¥18,900 ¥1,701 ¥20,500 ¥1,845 枚
ビアンコカラーラ 40×40 H1401 ¥18,900 ¥3,024 ¥20,500 ¥3,280 枚
アラベスカート 30×30 H1002 ¥27,800 ¥2,502 ¥36,500 ¥3,285 枚
アラベスカート 40×40 H1402 ¥27,800 ¥4,448 ¥36,500 ¥5,840 枚
ロッソマニアボスキー 30×30 H1003 ¥24,800 ¥2,232 ¥27,000 ¥2,430 枚
ロッソマニアボスキー 40×40 H1403 ¥24,800 ¥3,968 ¥27,000 ¥4,320 枚
エメラルドグリーン 30×30 H1006 ¥19,800 ¥1,782 ¥22,400 ¥2,016 枚
エメラルドグリーン 40×40 H1406 ¥19,800 ¥3,168 ¥22,400 ¥3,584 枚

231 QUARTZITE クオーツサイト(方形) イエローミックス,ピンク,
モンブラン G1012, G1013, G1017 ¥24,500 ¥3,354 ¥25,500 ¥3,490 枚

ポリフィールド G1004 ¥9,100 ¥9,100 ¥10,800 ¥10,800 ㎡
モンテギュー G1005 ¥13,500 ¥13,500 ¥15,800 ¥15,800 ㎡
クオーツサイト
イエロ,ピンク,モンブラン G1002, G1003, G1007 ¥9,200 ¥9,200 ¥10,800 ¥10,800 ㎡

2.5kg Q3212〜Q3252 ー ¥6,400 ー ¥7,100 ケース
5kg Q3211〜Q3251 ー ¥9,800 ー ¥10,800 ケース
リトネット Q3102 ー ¥5,400 ー ¥6,000 本
リトストップ Q3103 ー ¥6,800 ー ¥7,600 本
ステップトリム M1019 ー ¥6,100 ー ¥6,800 本
Tカバーアルミ M1017 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
チタングレー M1041 ー ¥4,200 ー ¥4,700 本
シルバー M1042 ー ¥3,800 ー ¥4,200 本
チタングレーブライト M1051 ー ¥5,200 ー ¥5,700 本
シルバーブライト M1052 ー ¥5,200 ー ¥5,700 本
ジョリーキャップ チタングレー M1061 ー ¥1,200 ー ¥1,350 個
ジョリーキャップ シルバー M1062 ー ¥1,200 ー ¥1,350 個
ジョリーキャップ
チタングレーブライト M1071 ー ¥1,200 ー ¥1,350 個

ジョリーキャップ
シルバーブライト M1072 ー ¥1,200 ー ¥1,350 個

GRANITE 天然石材 御影石
P(本磨き仕上げ)/B(バーナー仕上げ)

MARBLE 天然石材 大理石

143~144

210

211

212

213

PEARL MOSAIC パールモザイク196

RUSK BORDER ラスクボーダー

CRINKLE BORDER クリンクルボーダー148

219

ANTIQUE MOSAIC アンティーク ファッション

MARBLE MOSAIC 大理石モザイク200~201

245

244

233~234

目地材 スターライク エボ

CRAZY PAVING 乱形石材

246

見切り材

見切り材 スクエアジョリー



㎡単価 販売単価 ㎡単価 販売単価
商品シリーズ名頁 販売単位

2023年1月からの出荷分2022年12月までの出荷分
品番仕上げ・サイズ

Ⅱホワイト 8mm厚 M1027 ー ¥2,300 ー ¥2,600 本
Ⅱホワイト 10mm厚 M1028 ー ¥2,300 ー ¥2,600 本
トリムキャップ
ホワイト8mm厚

M1004 ー ¥330 ー ¥370 個

トリムキャップ
ホワイト 10mm厚

M1011 ー ¥330 ー ¥370 個

アルミ 8mm厚 M1002 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
アルミ 10mm厚 M1009 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
トリムキャップ
アルミ8mm厚

M1003 ー ¥670 ー ¥750 個

トリムキャップ
アルミ 10mm厚

M1010 ー ¥670 ー ¥750 個

ホワイト 8mm厚 M1005 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
ホワイト 10mm厚 M1012 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
アルミ 8mm厚 M1006 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
アルミ 10mm厚 M1013 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
アルミ 12mm厚 M1026 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
レッド 8mm厚 M1007 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
レッド 10mm厚 M1014 ー ¥3,000 ー ¥3,300 本
スリム S300 RKS-0111 ー ¥8,000 ー ¥8,800 台
スリム S600 RKS-0121 ー ¥11,000 ー ¥12,100 台
ワイド W300 RKS-0211 ー ¥10,000 ー ¥11,000 台
ワイド W600 RKS-0221 ー ¥13,000 ー ¥14,400 台
タイルトレー 300 RKS-0311 ー ¥5,000 ー ¥5,500 台
タイルトレー 600 RKS-0321 ー ¥8,000 ー ¥8,800 台
カットタイプ S RKS-0131 ー ¥14,000 ー ¥15,400 台
カットタイプ W RKS-0231 ー ¥16,000 ー ¥17,600 台
サイズオーダー Sサイズ RKS-0141 ー ¥17,000 ー ¥18,700 台
サイズオーダー Wサイズ RKS-0241 ー ¥19,000 ー ¥20,900 台
タイルトレー サイズオーダー RKS-0341 ー ¥14,000 ー ¥15,400 台
インテリアフレックス
オフホワイト

F0143 ー ¥3,600 ー ¥3,900 本

インテリアフレックス
ダークグレー

F0146 ー ¥3,600 ー ¥3,900 本

MS-20 F0149 ー ¥2,970 ー ¥3,280 本
ME-05 F0150 ー ¥3,380 ー ¥3,680 本
EPS-20ソフト F0151 ー ¥17,240 ー ¥17,800 セット
マルチEP F0152 ー ¥23,710 ー ¥24,800 セット

254 MSフロア-10 F0147 ー ¥9,630 ー ¥9,900 セット
257 その他 サンプルラック14段 Q9006 ー ¥21,000 ー ¥27,000 台

247

グレーチング

接着剤

見切り材 アールトリム

見切り材 スクエアトリム

248

249

252

253


