
２０２３年１月吉日 

お客様各位 

 

 

 

２０２３年商品価格改定のご案内 

 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  

 

弊社では原材料・燃料価格の高騰が続く中、全社をあげて生産性の向上、合理化によるコ

ストダウン・諸経費の削減を行い、商品価格の上昇を抑制してまいりました。しかしながら

原材料・燃料価格に加え輸送コストも依然上昇を続けており、もはや企業努力のみで対応す

ることが困難な状況となっております。つきましては、このような厳しい環境の下、商品価

格を改定させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 

何卒、これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

【対象品】弊社取扱商品全般 

 

【値上率】５％～３０％程度 

※限定在庫品化による値下げ、及び一部の価格据え置き商品を除きます。 

「スフェア SPE ｰ／25MM ﾆﾒ」のみ１９０％の値上率となりますが、 

こちらは製造方法の変更が主な要因となります。 

 

【実施日】２０２３年４月１日～ 

 

【備 考】改定対象品と価格の詳細は、別紙価格表をご確認ください。また、ご不明な点が 

ございましたら弊社営業担当までお問い合わせください。 

 

以上 



2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

BRL 300X50 ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

BRL 300X50A ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

38 koh KOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-L ¥16,000 円/㎡ ¥17,600 円/㎡

KTG-100～103 1200X600 ¥11,800 円/㎡ ¥13,600 円/㎡

KTG-200～203 1200X600 ¥13,800 円/㎡ ¥15,900 円/㎡

KTG-100～103 600 ¥10,800 円/㎡ ¥12,400 円/㎡

KTG-200～203 600 ¥11,800 円/㎡ ¥13,600 円/㎡

AKT 300X50 ¥2,700 円/枚 ¥3,000 円/枚

AKT 300X50A ¥3,200 円/枚 ¥3,500 円/枚

AKT 300X25 ¥1,900 円/枚 ¥2,100 円/枚

AKT 300X25A ¥2,000 円/枚 ¥2,200 円/枚

RLR-100 250X150 ¥37,800 円/㎡ ¥41,600 円/㎡

RLR-200～203 250X150 ¥6,100 円/枚 ¥6,700 円/枚

RLR-100 250X100 ¥37,800 円/㎡ ¥41,600 円/㎡

RLR-200～203 250X100 ¥5,300 円/枚 ¥5,800 円/枚

JPW 250X150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPW 250X100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPW 250X50 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPW 150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPW 100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X50 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X150A ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X100A ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 250X50A ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 150A ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPS 100A ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPB 250X150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPB 250X100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPB 250X50 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPB 150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPB 100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPT 250X150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPT 250X100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPT 250X50 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPT 150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPT 100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPC 250X150 ¥35,000 円/㎡ ¥38,500 円/㎡

JPC 250X100 ¥35,000 円/㎡ ¥38,500 円/㎡

JPC 250X50 ¥35,000 円/㎡ ¥38,500 円/㎡

JPC 150 ¥35,000 円/㎡ ¥38,500 円/㎡

JPC 100 ¥35,000 円/㎡ ¥38,500 円/㎡

JPM 250X150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPM 250X100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPM 250X50 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPM 150 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

JPM 100 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

KNT ﾎﾞ-ﾀﾞ-40 ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

KNT ﾎﾞ-ﾀﾞ-20 ¥42,000 円/㎡ ¥46,200 円/㎡

KNT ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥42,000 円/㎡ ¥46,200 円/㎡

KOT ﾎﾞ-ﾀﾞ-30 ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

KOT ﾎﾞ-ﾀﾞ-15 ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

62 陶波紋（とうはもん） THJ ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥22,100 円/㎡ ¥24,300 円/㎡

MKT 60Hﾈ ¥27,300 円/㎡ ¥30,000 円/㎡

MKT 60H ¥24,200 円/㎡ ¥26,600 円/㎡

MKT 60HF ¥24,200 円/㎡ ¥26,600 円/㎡

OXD 900(内床タイプ） ¥12,000 円/㎡ ¥13,800 円/㎡

OXD 600(内床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

OXD 600RH(外床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

74 ボード BOD 900X600 ¥10,500 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

ジャパン／テンモク

ジャパン／コッパーグリーン

ジャパン／マホガニー

櫟（くぬぎ）

古陶木（ことうぼく）

あかつき

レッドリスト

ジャパン／トクハク

ジャパン／シロ

ジャパン／セイジ

木瓜（もっか）

オキシド

D+dee plus

52

54

56

36

40

brill

KINTSUGI

42

44

46

48

50

58

60

64

70

床
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

TVT 1200X600 ¥13,800 円/㎡ ¥15,900 円/㎡

TVT 600 ¥11,000 円/㎡ ¥12,700 円/㎡

TVT 600X300 ¥10,500 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

NCT 1200X600LEV(磨き面) ¥18,000 円/㎡ ¥20,700 円/㎡

NCT 1200X600MAT(マット面) ¥14,500 円/㎡ ¥16,700 円/㎡

NCT 600LEV(磨き面) ¥16,000 円/㎡ ¥18,400 円/㎡

NCT 600MAT(マット面) ¥11,800 円/㎡ ¥13,600 円/㎡

SLR 1200X600 ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

SLR 900X450 ¥10,700 円/㎡ ¥12,300 円/㎡

SLR 600X300 ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

EVS 1200X600 ¥11,600 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

EVS 600 ¥9,800 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

EVS 600X300 ¥9,800 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

EVS 300 ¥9,800 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

MOV 1200X600 ¥11,600 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

MOV 600 ¥9,800 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

MOV 600X300K ¥9,800 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

DOT-100～102 1200X600 ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

DOT-200～202 1200X600DT ¥14,200 円/㎡ ¥16,300 円/㎡

DOT-100～102 600 ¥10,500 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

PTG 1200X600W ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

PTG 600W ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

PTG 600X300W ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

LAG 1200X600 ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

LAG 600 ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

LAG 600X300 ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

VLS 1200X600W(内床タイプ) ¥14,700 円/㎡ ¥16,900 円/㎡

VLS 1200X300W(内床タイプ) ¥13,700 円/㎡ ¥15,800 円/㎡

VLS 600W(内床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

VLS 600X300W(内床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

VLS 600X300RHW(外床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

VLS ﾓｻﾞｲｸ ¥47,300 円/㎡ ¥54,400 円/㎡

CTO-1、2、3、5 1200X600W ¥13,700 円/㎡ ¥15,800 円/㎡

CTO 600W ¥10,400 円/㎡ ¥12,000 円/㎡

CTO 600X300W ¥10,400 円/㎡ ¥12,000 円/㎡

CTO ﾍｷｻｺﾞﾝ ¥12,600 円/㎡ ¥14,500 円/㎡

CTO-1、2 ﾍｷｻｺﾞﾝA ¥11,600 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

CTO-10 ﾍｷｻｺﾞﾝB ¥11,600 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

LMT 1200X600W(内床タイプ) ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

LMT 1200X300W(内床タイプ) ¥13,100 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

LMT 600W(内床タイプ) ¥11,600 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

LMT 600X300W(内床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

LMT 600X300RHW(外床タイプ) ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

SOG 1200X600RH(外床タイプ) ¥11,800 円/㎡ ¥13,600 円/㎡

SOG 1200X600(内床タイプ) ¥11,800 円/㎡ ¥13,600 円/㎡

LIP 600RH(外床タイプ) ¥7,300 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

LIP 600X300RH(外床タイプ) ¥7,300 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

LIP 600(内床タイプ) ¥7,300 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

LIP 600X300(内床タイプ) ¥7,300 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

PIO 600W ¥9,900 円/㎡ ¥9,900 円/㎡ 限定在庫品に移行

PIO 600X300W ¥9,900 円/㎡ ¥9,900 円/㎡ 限定在庫品に移行

MET 600K ¥9,800 円/㎡ ¥9,800 円/㎡

MET 600X300 ¥9,800 円/㎡ ¥9,800 円/㎡

MET 300 ¥9,800 円/㎡ ¥9,800 円/㎡

QUO 600U ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

QUO-100、102 600A ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

QUO 600X300U ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

SIN 600X300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

SIN 300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

SQ 600X300 ¥10,400 円/㎡ ¥12,000 円/㎡

SQ 300 ¥9,800 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

SQ 300D ¥9,500 円/m ¥10,900 円/m

118 ナチュラルムード NTM 1200X200 ¥9,900 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

120 アウトウッド OWD 900X150U ¥10,300 円/㎡ ¥10,300 円/㎡

QB(内床タイプ) 900X150 ¥7,200 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

QBC(外床タイプ) 900X150 ¥7,800 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

ルナピエナ

エヴォストーン

ムーヴ

ドット

ピエトラデグレ

ラゴス

122

トラベルティーノ78

86

ピオッジャ

メテオ

クォーツ

シントラ

セラミッククォーツ

ノクターン

シーリアル

80

82

110

112

114

117

102

104

106

107

108

90

94

96

98

100 ヴァルスストーン

コット

ライムテイスト

サンドグランデ

サルタス
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

LDG 600MAT(内床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LDG 600X300MAT(内床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LDG 300MAT(内床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LDG 600RH(外床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LDG 600X300RH(外床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LDG 300RH(外床タイプ) ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

RME-1、5 600 ¥8,200 円/㎡ ¥4,100 円/㎡ 限定在庫品に移行

RME-2、3、4、6、7 600 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

RME-1、5 600X300 ¥8,200 円/㎡ ¥4,100 円/㎡ 限定在庫品に移行

RME-2、3、4、6、7 600X300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

RME-1、5 300 ¥8,200 円/㎡ ¥4,100 円/㎡ 限定在庫品に移行

RME-2、3、4、6、7 300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

LVT 600 ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LVT 600X300 ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

LVT 600X150 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

LVT 600X100 ¥17,000 円/㎡ ¥19,600 円/㎡

LVT 600X50 ¥30,500 円/㎡ ¥35,100 円/㎡

LVT ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥26,300 円/㎡ ¥30,200 円/㎡

ETY 600 ¥5,500 円/㎡ ¥6,300 円/㎡

ETY 600X300 ¥5,500 円/㎡ ¥6,300 円/㎡

ETY 300H ¥5,500 円/㎡ ¥6,300 円/㎡

ETY-50～55 300D ¥7,200 円/m ¥8,300 円/m

CLD 600X300 ¥4,900 円/㎡ ¥5,600 円/㎡

CLD 300 ¥4,900 円/㎡ ¥5,600 円/㎡

CLD 300D ¥6,000 円/m ¥6,900 円/m

CLD 300DﾀN ¥6,600 円/m ¥7,600 円/m

CM-70P 600

¥7,200

円/㎡

¥8,300

円/㎡

CM-43P 600 ¥9,100 円/㎡ ¥10,500 円/㎡

CM-03P、07P、13P、14P、15P 600

¥11,100

円/㎡

¥12,800

円/㎡

CM-70P 400 ¥11,100 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

NA 1200X600 ¥14,700 円/㎡ ¥16,900 円/㎡

NA-01、04 600 ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

NA-13、14、15 600 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

NA-01、04 400 ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

NA-13、14、15 400 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

NA-01、04 300 ¥7,100 円/㎡ ¥8,200 円/㎡

NA-13、14、15 300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

135 ミラノ MIL 300 ¥8,900 円/㎡ ¥9,800 円/㎡

BA 600X300 ¥11,800 円/㎡ ¥13,000 円/㎡

BA 300 ¥6,400 円/㎡ ¥7,000 円/㎡

BA 300D ¥7,500 円/m ¥8,300 円/m

MTO-1～4 400 ¥7,700 円/㎡ ¥8,500 円/㎡

MTO-5～7 400 ¥8,500 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

MTO-1～4 300 ¥7,700 円/㎡ ¥8,500 円/㎡

MTO-5～7 300 ¥8,500 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

MTO-1～4 300D ¥7,100 円/m ¥7,800 円/m

MTO-5～7 300D ¥7,900 円/m ¥8,700 円/m

MYB-800 500X400 ¥11,000 円/枚 ¥12,100 円/枚

MYB-802 400 ¥11,000 円/枚 ¥12,100 円/枚

DTZ-307 600 ¥8,600 円/㎡ ¥9,500 円/㎡

DTZ-306 600X300 ¥8,600 円/㎡ ¥9,500 円/㎡

DTZ-305 300 ¥8,600 円/㎡ ¥9,500 円/㎡

140 稲田 IND 600X300 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

142 陶斑 THN 300H ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

GSY-1 300H ¥14,500 円/㎡ ¥16,000 円/㎡

GSY-2 300H ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

GSY-3 300H ¥26,300 円/㎡ ¥28,900 円/㎡

GSY-1 300DﾀN ¥10,500 円/m ¥11,600 円/m

GSY-2 300DﾀN ¥11,600 円/m ¥12,800 円/m

GSY-3 300DﾀN ¥13,500 円/m ¥14,900 円/m

GSY-1 150H ¥9,500 円/㎡ ¥10,500 円/㎡

GSY-2 150H ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

GSY-3 150H ¥17,300 円/㎡ ¥19,000 円/㎡

GSY-1 150DﾀN ¥6,000 円/m ¥6,600 円/m

GSY-2 150DﾀN ¥6,600 円/m ¥7,300 円/m

GSY-3 150DﾀN ¥7,800 円/m ¥8,600 円/m

123

124

126

128

ロッジ

138

139

143

130

132

134

136

137

ライム

レバンテ

エタニティー

リミテッド

マーブルポリッシュ

ナチュラルポリッシュ

カンバ

マチス

みやび陶板

漆黒（しっこく）タイル

玄昌
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

TSN 300H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

TSN 300DﾀN ¥10,000 円/m ¥11,000 円/m

TSN 150H ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

TSN 150DﾀN ¥6,000 円/m ¥6,600 円/m

MKS 300H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

MKS 300DﾀN ¥10,000 円/m ¥11,000 円/m

ANN 400H ¥7,900 円/㎡ ¥8,700 円/㎡

ANN 300H ¥5,600 円/㎡ ¥6,200 円/㎡

ANN 300D ¥5,000 円/m ¥5,500 円/m

ANN 150Hﾈ ¥5,600 円/㎡ ¥6,200 円/㎡

ANN 150D ¥2,500 円/m ¥2,800 円/m

ANN 150Dﾏ ¥700 円/枚 ¥770 円/枚

ANL 300H ¥7,600 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

ANL 300D ¥5,100 円/m ¥5,600 円/m

ANL 300DﾀS ¥9,500 円/m ¥10,500 円/m

ANL 150H ¥7,600 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

ANL 150Hﾈ ¥7,600 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

ANL 150D ¥3,100 円/m ¥3,400 円/m

ANL 150Dﾏ ¥900 円/枚 ¥990 円/枚

ANL 150DﾀS ¥5,100 円/m ¥5,600 円/m

ANL 150DﾀﾏS ¥2,200 円/枚 ¥2,400 円/枚

ANL 150HB ¥10,500 円/㎡ ¥11,600 円/㎡

GC 300H ¥17,600 円/㎡ ¥18,500 円/㎡

GC 300Dﾀ ¥10,700 円/m ¥11,200 円/m

GC 200H ¥13,000 円/㎡ ¥13,700 円/㎡

GC 200Dﾀ ¥3,200 円/m ¥3,400 円/m

GC 150H ¥12,000 円/㎡ ¥12,600 円/㎡

GC 150Dﾀ ¥5,900 円/m ¥6,200 円/m

GC 150DﾀﾏN ¥3,000 円/枚 ¥3,200 円/枚

GC 100Hﾈ ¥9,300 円/㎡ ¥9,800 円/㎡

GC 100Dﾀ ¥2,800 円/m ¥2,900 円/m

GC 100DﾀﾏN ¥1,700 円/枚 ¥1,800 円/枚

GC-1、2、3、4、6、7、9、11 150HB ¥14,100 円/㎡ ¥14,800 円/㎡

GC-1、2、3、4、6、7、9、11 100HBﾈ ¥11,000 円/㎡ ¥11,600 円/㎡

GC 300JT ¥3,300 円/枚 ¥3,500 円/枚

GC 300JU ¥3,300 円/枚 ¥3,500 円/枚

QF 300HU ¥14,600 円/㎡ ¥16,100 円/㎡

QF 300DﾀU ¥9,200 円/m ¥10,100 円/m

QF 200HU ¥10,600 円/㎡ ¥11,700 円/㎡

QF 200DU ¥5,300 円/m ¥5,800 円/m

QF 200DﾏU ¥2,100 円/枚 ¥2,300 円/枚

QF 200DﾀSU ¥5,800 円/m ¥6,400 円/m

QF 150HU ¥7,100 円/㎡ ¥7,800 円/㎡

QF 150HﾈU ¥7,800 円/㎡ ¥8,600 円/㎡

QF 150DU ¥2,800 円/m ¥3,100 円/m

QF 150DﾏU ¥800 円/枚 ¥880 円/枚

QF 150DﾀSU ¥5,000 円/m ¥5,500 円/m

QF 150DﾀﾏSU ¥2,200 円/枚 ¥2,400 円/枚

QF 100Hﾈ ¥5,700 円/㎡ ¥6,300 円/㎡

QF 100D ¥1,400 円/m ¥1,500 円/m

QF 100Dﾏ ¥250 円/枚 ¥280 円/枚

QF 100DﾀS ¥3,400 円/m ¥3,700 円/m

QF 100DﾀﾏS ¥1,320 円/枚 ¥1,500 円/枚

QF 150HBU ¥12,200 円/㎡ ¥13,400 円/㎡

QF 100HBﾈ ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

150 パーキングフロアー PKF 150HA ¥9,900 円/㎡ ¥10,900 円/㎡

DU 150H ¥7,600 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

DU 150Dﾀ ¥4,400 円/m ¥4,800 円/m

DU 150Dﾀﾏ ¥2,500 円/枚 ¥2,800 円/枚

DU 100Hﾈ ¥6,100 円/㎡ ¥6,700 円/㎡

DU 100Dﾀ ¥2,500 円/m ¥2,800 円/m

DU 100Dﾀﾏ ¥1,700 円/枚 ¥1,900 円/枚

GF 200X100 ¥13,900 円/㎡ ¥15,300 円/㎡

GF 200Dﾀ ¥3,900 円/m ¥4,300 円/m

GF 150 ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

GF 150Dﾀ ¥4,400 円/m ¥4,800 円/m

146

147

149

144

145

148

151

152

アネーロ

グラニオン

クイーンフロアー

バーム

陶扇Ⅱ（とうせん）

木彩Ⅱ（もくさい）

アネーロネオ

ガーデンフロアー
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

PLC 500X100 ¥19,300 円/㎡ ¥21,200 円/㎡

PLC 300X100 ¥13,900 円/㎡ ¥15,300 円/㎡

PLC 200X100 ¥10,700 円/㎡ ¥11,800 円/㎡

LN 100Hｵﾈ ¥8,400 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

LN 100Dﾀ ¥5,100 円/m ¥5,100 円/m

LN 50MM ¥6,000 円/㎡ ¥6,000 円/㎡

LN 50ﾏ ¥3,400 円/m ¥3,400 円/m

NQ 50MM ¥8,700 円/㎡ ¥9,600 円/㎡

NQ 50ﾏ ¥4,000 円/m ¥4,400 円/m

156 フロチェッポ FLO 300 ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

DYF-101～106 200H ¥15,600 円/㎡ ¥17,200 円/㎡

DYF-107～110 200H ¥16,400 円/㎡ ¥18,000 円/㎡

DYF-101～106 150H ¥12,700 円/㎡ ¥14,000 円/㎡

DYF-107～110 150H ¥13,400 円/㎡ ¥14,700 円/㎡

CWD 200H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 150H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 200H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 150H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 200H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 150H ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

CWD 100Hﾈ ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

160 カーサ CAE 300 ¥8,800 円/㎡ ¥9,200 円/㎡

161 キッチンフロアー［厨房用床タイル］ KCF 150H ¥12,000 円/㎡ ¥13,200 円/㎡

CC 150ｳﾏ ¥7,000 円/m ¥7,700 円/m

CC 150ｳﾁﾃﾞｽﾐ ¥6,300 円/枚 ¥7,600 円/枚

CC 150ｳﾁｲﾘｽﾐ ¥6,300 円/枚 ¥7,600 円/枚

KDT-3～5 50DB ¥1,400 円/m ¥1,500 円/m

KDT-12、51、62、76 50DB ¥1,300 円/m ¥1,400 円/m

SM-1C 400JT ¥9,200 円/枚 ¥10,100 円/枚

SM-1C 400JU ¥9,200 円/枚 ¥10,100 円/枚

SM-6SY 300JT ¥6,900 円/枚 ¥7,600 円/枚

SM-6SY 300JU ¥6,900 円/枚 ¥7,600 円/枚

SM-1C 300JT10 ¥4,400 円/枚 ¥4,800 円/枚

SM-1C 300JU10 ¥4,400 円/枚 ¥4,800 円/枚

SM-1C 300JT ¥4,400 円/枚 ¥4,800 円/枚

SM-1C 300JU ¥4,400 円/枚 ¥4,800 円/枚

SM-1C 400X300JTU ¥6,800 円/枚 ¥7,500 円/枚

164  テラセラ陶扇Ⅱ［カーペットタイルシステム材］
TCO 300CTF ¥2,600 円/枚 ¥2,900 円/枚

164 テラセラ木彩Ⅱ［カーペットタイルシステム材］
TCM 300CTF ¥2,600 円/枚 ¥2,900 円/枚

164 テラセラアネ－ロ［カーペットタイルシステム材］
TCN 300CTF ¥2,600 円/枚 ¥2,900 円/枚

TCTF HCS ¥1,200 円/枚 ¥1,300 円/枚

TCTF SLH ¥1,200 円/枚 ¥1,300 円/枚

TCTF SLC ¥800 円/枚 ¥800 円/枚

TCTF HBH ¥900 円/枚 ¥900 円/枚

TCTF HBC ¥660 円/枚 ¥700 円/枚

TCW 300CTF ¥25,900 円/箱 ¥27,200 円/箱

TCW 150CTF ¥25,900 円/箱 ¥27,200 円/箱

TCTF 300S ¥2,600 円/セット ¥2,900 円/セット

TCTF 340DS ¥3,500 円/セット ¥3,700 円/セット

TCTF AFP ¥17,700 円/箱 ¥18,600 円/箱

172 ライムライト LML 300X150 ¥8,200 円/㎡ ¥8,900 円/㎡

VUL 3TQ ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

VUL 3TQﾏ ¥9,700 円/m ¥10,700 円/m

VUL 3TQﾋﾞ ¥8,400 円/m ¥9,200 円/m

VUL ﾎﾞ-ﾀﾞ-Q ¥12,600 円/㎡ ¥13,900 円/㎡

VUL ﾎﾞ-ﾀﾞ-Qﾏ ¥10,000 円/m ¥11,000 円/m

VUL ﾎﾞ-ﾀﾞ-Qﾋﾞ ¥8,900 円/m ¥9,800 円/m

VUL ﾎﾞ-ﾀﾞ-AQ ¥14,200 円/㎡ ¥15,600 円/㎡

VUL ﾎﾞ-ﾀﾞ-AQﾏ ¥10,300 円/m ¥11,300 円/m

FLB 2TQ ¥7,900 円/㎡ ¥8,700 円/㎡

FLB 2TQﾋﾏ ¥8,400 円/m ¥9,200 円/m

FLB 2TQﾋﾞ ¥7,400 円/m ¥8,100 円/m

FLB ｺｸﾞﾁQ ¥11,300 円/㎡ ¥12,400 円/㎡

FLB ｺｸﾞﾁQﾏ ¥8,900 円/m ¥9,800 円/m

FLB ｺｸﾞﾁQﾋﾞ ¥7,900 円/m ¥8,700 円/m

157

158

158

159

161

153

154

155

169

174

176

162

163

165

168

陶扇Ⅱ（とうせん）セラウォームＤＸ

木彩Ⅱ（もくさい）セラウォームＤＸ

セラウォームＤＸ

クリンコーブ［内巾木タイル］

磁器階段タイル

プランシュ

エルトーン

カルチャー

ドライフロア

フランドルブリック

点字タイル［視覚障がい者用床タイル］

テラセラ副資材

テラセラデザインウッド
［カーペットタイルシステム材］

テラセラデザインウッド副資材

ボルカノ

外装壁 接着剤張り工法
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

DRP 240X90 ¥20,600 円/㎡ ¥22,700 円/㎡

DRP 240X60 ¥18,600 円/㎡ ¥20,500 円/㎡

DRP 240X30 ¥18,600 円/㎡ ¥20,500 円/㎡

YES ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥12,500 円/㎡ ¥13,800 円/㎡

YES ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,800 円/m ¥9,700 円/m

DIR 100A ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡

DIR 100Aﾏ ¥7,800 円/m ¥8,600 円/m

DIR 100B ¥11,700 円/㎡ ¥12,900 円/㎡

DIR 100Bﾏ ¥8,300 円/m ¥9,100 円/m

TAN ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,000 円/㎡ ¥9,900 円/㎡

TAN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,800 円/m ¥9,700 円/m

TAN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥4,000 円/m ¥4,400 円/m

SYT 3T ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

SYT 3Tﾏ ¥8,400 円/m ¥9,200 円/m

SYT 2T ¥7,500 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

SYT 2Tﾋﾏ ¥6,900 円/m ¥7,600 円/m

SYT 2Tﾋﾞ ¥4,600 円/m ¥5,100 円/m

SYT ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,000 円/㎡ ¥9,900 円/㎡

SYT ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,800 円/m ¥9,700 円/m

SYT ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥4,000 円/m ¥4,400 円/m

PAD-1、2、5、6 300X200 ¥23,100 円/㎡ ¥25,400 円/㎡

PAD-7 300X200 ¥20,000 円/㎡ ¥22,000 円/㎡

PAD-1、2、5、6 300X200ﾏ ¥19,400 円/m ¥21,300 円/m

PAD-7 300X200ﾏ ¥18,400 円/m ¥20,200 円/m

TSN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥14,400 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

TSN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥13,200 円/m ¥13,900 円/m

TSN ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥3,200 円/m ¥11,000 円/㎡

MKS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥14,400 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

MKS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥13,200 円/m ¥13,900 円/m

MKS ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥3,200 円/m ¥11,000 円/㎡

ACE ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥9,900 円/㎡ ¥10,900 円/㎡

ACE ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,700 円/m ¥10,700 円/m

ACE ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥3,200 円/m ¥3,500 円/m

SEG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥10,500 円/㎡ ¥11,600 円/㎡

SEG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥10,200 円/m ¥11,200 円/m

SEG ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥3,300 円/m ¥3,600 円/m

DTR-2、5 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥24,200 円/㎡ ¥26,600 円/㎡

DTR-4 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥22,100 円/㎡ ¥24,300 円/㎡

DTR-6、7 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥24,700 円/㎡ ¥27,200 円/㎡

DTR-2、5 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥19,400 円/㎡ ¥21,300 円/㎡

DTR-4 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

DTR-6、7 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥21,000 円/㎡ ¥23,100 円/㎡

NAM-1、6 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥18,800 円/㎡ ¥20,700 円/㎡

NAM-2、3、5 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥17,600 円/㎡ ¥19,400 円/㎡

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈM ¥17,100 円/㎡ ¥18,800 円/㎡

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏU ¥11,000 円/m ¥12,100 円/m

KMV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

KMV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾃﾞｽﾐ ¥9,100 円/m ¥10,000 円/m

KMV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏU ¥12,900 円/m ¥14,200 円/m

KMV ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥15,900 円/㎡ ¥17,500 円/㎡

KMV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥12,700 円/m ¥14,000 円/m

STB 47MM ¥9,500 円/㎡ ¥10,500 円/㎡

STB 47ﾀﾃﾏ ¥6,600 円/m ¥7,300 円/m

STB 47ﾖｺﾏ ¥6,600 円/m ¥7,300 円/m

STB 47ﾀﾃﾖｺﾏ ¥6,600 円/m ¥7,300 円/m

PBQ ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥6,100 円/㎡ ¥6,700 円/㎡

PBQ ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,200 円/m ¥7,900 円/m

DAL ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥6,600 円/㎡ ¥3,300 円/㎡ 限定在庫品に移行

DAL ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,700 円/m ¥4,350 円/m 限定在庫品に移行

BLY ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥6,400 円/㎡ ¥7,000 円/㎡

BLY ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥6,500 円/m ¥7,200 円/m

BLY ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥3,200 円/m ¥3,500 円/m

BLY ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾃﾞｽﾐ ¥7,500 円/m ¥8,300 円/m

BRS 300X70 ¥16,400 円/㎡ ¥18,000 円/㎡

BRS 300X70ﾏ ¥11,300 円/m ¥12,400 円/m

184

185

186

180

181

192

193

194

195

196

187

188

189

190

191

ドレープ

層土彩（そうどさい）

トロット

クラッツボーダー

182

183

雪月華（せつげっか）

トップロック

フィヨルド

ルイボスミックス

スラントテッセラ

サイト

プライムストーン

陶扇Ⅱ（とうせん）ボーダー

木彩Ⅱ（もくさい）ボーダー

クラストエッジ

デミルーン

プレジールボーダー

デュアルボーダー

ニールボーダー

バロン

197

198
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

RMS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥4,800 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

RMS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,800 円/m ¥7,800 円/m

RMS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾀﾃﾈ ¥2,100 円/m ¥2,100 円/m

RMS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾗﾏ ¥6,200 円/m ¥6,200 円/m

TPR 300X150 ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

TPR 300X150A ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

TPR 300X100 ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

TPR 300X100A ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

TPR 300X50 ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

TPR 300X50A ¥19,000 円/㎡ ¥20,900 円/㎡

RTY ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

RTY ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,700 円/m ¥9,600 円/m

BAF ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥11,300 円/㎡ ¥12,400 円/㎡

BAF ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,500 円/m ¥10,500 円/m

SAD ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

SAD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,700 円/m ¥9,600 円/m

CEB ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥8,600 円/㎡ ¥9,500 円/㎡

CEB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,400 円/m ¥9,200 円/m

CGH 240X90 ¥10,300 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

CGH 240X90ﾏ ¥8,100 円/m ¥8,900 円/m

CNH 2T ¥9,700 円/㎡ ¥10,700 円/㎡

CNH 2Tﾋﾏ ¥9,500 円/m ¥10,500 円/m

CNH 2Tﾋﾞ ¥7,200 円/m ¥7,900 円/m

CHB ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,900 円/㎡ ¥10,900 円/㎡

CHB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,900 円/m ¥10,900 円/m

CL-01～23 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥8,000 円/㎡ ¥8,800 円/㎡

CL-01～23 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,200 円/m ¥10,100 円/m

CL-01～23 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥4,300 円/m ¥4,700 円/m

CL-0120～2320 ﾎﾞ-ﾀﾞ-20 ¥8,600 円/㎡ ¥9,500 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥16,000 円/㎡ ¥17,600 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈM ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾃﾞｽﾐ ¥9,200 円/m ¥10,100 円/m

CAV 3T ¥12,800 円/㎡ ¥14,100 円/㎡

CAV 2T ¥12,100 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

CAV 2TA ¥14,800 円/㎡ ¥16,300 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-40T ¥11,200 円/㎡ ¥12,300 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-40TA ¥13,700 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,700 円/㎡ ¥10,700 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥14,000 円/㎡ ¥15,400 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-M ¥12,100 円/㎡ ¥13,300 円/㎡

CAV ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥11,400 円/m ¥12,500 円/m

IKA ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,200 円/㎡ ¥11,200 円/㎡

IKA ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥8,200 円/m ¥9,000 円/m

OLD 2T ¥8,600 円/㎡ ¥8,600 円/㎡

OLD 2Tﾋﾏ ¥7,100 円/m ¥7,800 円/m

OLD 2Tﾋﾞ ¥4,600 円/m ¥5,100 円/m

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-R ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-Y ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-K ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-H ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-Rﾏ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-Yﾏ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-Kﾏ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

KU ﾎﾞ-ﾀﾞ-Hﾏ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-F ¥11,200 円/㎡ ¥12,300 円/㎡

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Fﾏ ¥9,200 円/m ¥10,100 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Fﾋﾞ ¥6,100 円/m ¥6,700 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-10 ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-10ﾏ ¥9,700 円/m ¥10,700 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-10ﾋﾞ ¥6,100 円/m ¥6,700 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-15 ¥13,100 円/㎡ ¥14,400 円/㎡

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-15ﾏ ¥10,300 円/m ¥11,300 円/m

MOD ﾎﾞ-ﾀﾞ-15ﾋﾞ ¥6,100 円/m ¥6,700 円/m

218

220

222

224

225

211

212

213

214

216

226

227

ラムス

テフラ

ラストレイ

バークフォーム

サンドボーダー

外装壁 モルタル・接着剤張り

199

202

210

シブレット

イカット

オールドブリック

トリニ―タセレクト

ルイボスボーダー

シエラボーダー

ヒルズグランド

ヒルズネクスト

ヒルズボーダー

アジョワンボーダー
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

SKR-10、20、40 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥8,500 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

SKR-30 ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥9,300 円/㎡ ¥10,200 円/㎡

SKR-10、20、40 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,400 円/m ¥8,100 円/m

SKR-30 ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,900 円/m ¥8,700 円/m

SKR-10、20、40 ﾖﾛｲ ¥14,200 円/㎡ ¥15,600 円/㎡

SKR-30 ﾖﾛｲ ¥15,000 円/㎡ ¥16,500 円/㎡

SKR-10、20、40 ﾖﾛｲﾏL ¥16,800 円/m ¥18,500 円/m

SKR-30 ﾖﾛｲﾏL ¥17,300 円/m ¥19,000 円/m

SKR-10、20、40 ﾖﾛｲﾏR ¥16,800 円/m ¥18,500 円/m

SKR-30 ﾖﾛｲﾏR ¥17,300 円/m ¥19,000 円/m

SUR 3T ¥11,500 円/㎡ ¥12,700 円/㎡

SUR 3Tﾏ ¥9,500 円/m ¥10,500 円/m

SUR 3Tﾋﾞ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

SUR 2T ¥9,800 円/㎡ ¥10,800 円/㎡

SUR 2Tﾋﾏ ¥8,000 円/m ¥8,800 円/m

SUR 2Tﾋﾞ ¥7,000 円/m ¥7,700 円/m

SUR ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,900 円/㎡ ¥12,000 円/㎡

SUR ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,000 円/m ¥9,900 円/m

SUR ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥8,000 円/m ¥8,800 円/m

SUR ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥14,500 円/㎡ ¥16,000 円/㎡

SUR ﾎﾞ-ﾀﾞ-Aﾏ ¥10,200 円/m ¥11,200 円/m

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥7,200 円/㎡ ¥7,900 円/㎡

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,100 円/m ¥7,800 円/m

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥4,500 円/m ¥5,000 円/m

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥16,200 円/㎡ ¥17,800 円/㎡

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Aﾏ ¥11,700 円/m ¥12,900 円/m

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Aﾋﾞ ¥10,600 円/m ¥11,700 円/m

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-B ¥15,000 円/㎡ ¥16,500 円/㎡

MUD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Bﾏ ¥10,600 円/m ¥11,700 円/m

GRB ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥14,500 円/㎡ ¥16,000 円/㎡

GRB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥11,400 円/m ¥12,500 円/m

FIN ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,500 円/㎡ ¥11,600 円/㎡

FIN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,900 円/m ¥8,700 円/m

LG 3TSH ¥14,100 円/㎡ ¥15,500 円/㎡

LG 2TSH ¥13,200 円/㎡ ¥14,500 円/㎡

LG 2TSHﾋﾏ ¥8,000 円/m ¥8,800 円/m

LG 2TSHﾋﾞ ¥5,900 円/m ¥6,500 円/m

LG ﾎﾞ-ﾀﾞ-L ¥19,800 円/㎡ ¥21,800 円/㎡

LG ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥14,900 円/㎡ ¥16,400 円/㎡

DB ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥11,400 円/㎡ ¥12,500 円/㎡

DB ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥15,100 円/㎡ ¥16,600 円/㎡

DB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥7,200 円/m ¥7,900 円/m

DB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥5,600 円/m ¥6,200 円/m

DS ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥8,100 円/㎡ ¥8,900 円/㎡

DS ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥11,800 円/㎡ ¥13,000 円/㎡

DS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥6,900 円/m ¥7,600 円/m

DS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥4,300 円/m ¥4,700 円/m

RT 2TT ¥12,000 円/㎡ ¥13,200 円/㎡

RT 2TTﾋﾏ ¥10,100 円/m ¥11,100 円/m

RT 2TTﾋﾞ ¥7,800 円/m ¥8,600 円/m

PRD 2T ¥15,100 円/㎡ ¥16,600 円/㎡

PRD ﾎﾞ-ﾀﾞ-40 ¥15,100 円/㎡ ¥16,600 円/㎡

PRD ﾎﾞ-ﾀﾞ-25 ¥15,900 円/㎡ ¥17,500 円/㎡

BMX 3T ¥13,200 円/㎡ ¥14,500 円/㎡

BMX 3Tﾏ ¥8,300 円/m ¥9,100 円/m

SKD 2T ¥13,800 円/㎡ ¥15,200 円/㎡

SKD 2Tﾋﾏ ¥9,100 円/m ¥10,000 円/m

SKD 2Tﾋﾞ ¥6,100 円/m ¥6,700 円/m

TN2H 2T ¥7,400 円/㎡ ¥8,100 円/㎡

TN2H 2Tﾋﾏ ¥8,200 円/m ¥9,000 円/m

TN2H 2Tﾋﾞ ¥6,400 円/m ¥7,000 円/m

HB ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,300 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

HB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,200 円/m ¥10,100 円/m

HB ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥6,600 円/m ¥7,300 円/m

244

245

246

247

247

230

236

240

外装壁

リークボーダー

パプリカボーダー

パプリカシャープ

254

248

249

250

251

253

リゴレット

エシャロット

錣（しころ）

サーレイ

マッドウォール

カンゲンブリックボーダー

フィーネボーダー

ビーツ

ソイルテッセラ

シンロック

クローブボーダー
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

ESG ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥12,500 円/㎡ ¥13,800 円/㎡

ESG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥10,900 円/m ¥12,000 円/m

ESG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥6,200 円/m ¥6,800 円/m

ESG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥12,500 円/㎡ ¥13,800 円/㎡

MD ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,100 円/㎡ ¥11,100 円/㎡

MD ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥15,500 円/m ¥17,100 円/m

TI 2T ¥6,500 円/㎡ ¥6,800 円/㎡

TI 2TﾋﾏN ¥5,700 円/m ¥6,000 円/m

TI 2TﾏN ¥5,700 円/m ¥6,000 円/m

TI 2TﾋﾞN ¥5,700 円/m ¥6,000 円/m

TI ｺｸﾞﾁ ¥6,500 円/㎡ ¥6,800 円/㎡

TI ｺｸﾞﾁﾏ ¥3,600 円/m ¥3,800 円/m

TI ｺｸﾞﾁﾋﾞ ¥3,600 円/m ¥3,800 円/m

ANM 2T ¥5,900 円/㎡ ¥6,500 円/㎡

ANM 2Tﾋﾏ ¥5,700 円/m ¥6,300 円/m

ANM 2Tﾋﾞ ¥4,300 円/m ¥4,700 円/m

TNP-1、3、7、8 2T ¥6,400 円/㎡ ¥7,000 円/㎡

TNP-1、3、7、8 2Tﾋﾏ ¥6,900 円/m ¥7,600 円/m

TNP-1、3、7、8 2Tﾋﾞ ¥3,400 円/m ¥3,700 円/m

TNP-1、7、8 ｺｸﾞﾁ ¥6,800 円/㎡ ¥7,500 円/㎡

TNP-1、7、8 ｺｸﾞﾁﾏ ¥3,900 円/m ¥4,300 円/m

TNI-1、7、8 2Tﾄｸ ¥6,600 円/㎡ ¥7,300 円/㎡

TNI-1、7、8 2Tﾄｸﾋﾏ ¥7,100 円/m ¥7,800 円/m

TNI-1、7、8 2Tﾄｸﾋﾞ ¥4,300 円/m ¥4,700 円/m

PVD 75MM ¥6,200 円/㎡ ¥6,800 円/㎡

PVD 75ﾏ ¥3,400 円/m ¥3,700 円/m

TCD 218X65 ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

TCD 218X65ﾏ ¥8,100 円/m ¥8,900 円/m

KYD ﾎﾞ-ﾀﾞ-F ¥14,100 円/㎡ ¥15,500 円/㎡

KYD ﾎﾞ-ﾀﾞ-K ¥17,500 円/㎡ ¥19,300 円/㎡

KYD ﾎﾞ-ﾀﾞ-T ¥14,100 円/㎡ ¥15,500 円/㎡

KYD ﾎﾞ-ﾀﾞ-Y ¥17,500 円/㎡ ¥19,300 円/㎡

263 クルヴァ SCC ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥14,900 円/㎡ ¥16,400 円/㎡ 標準品*に移行

YUH 2T ¥9,500 円/㎡ ¥10,500 円/㎡

YUH 2Tﾋﾏ ¥7,900 円/m ¥8,700 円/m

YUH 2Tﾋﾞ ¥7,100 円/m ¥7,800 円/m

YOG 2T ¥18,900 円/㎡ ¥20,800 円/㎡

YOG 2Tﾋﾏ ¥13,900 円/m ¥15,300 円/m

YOG 2Tﾋﾞ ¥8,800 円/m ¥9,700 円/m

DLU 2T ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

DLU 2Tﾋﾏ ¥13,500 円/m ¥14,900 円/m

DLU 2Tﾋﾞ ¥8,700 円/m ¥9,600 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,300 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥9,500 円/m ¥10,500 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾋﾞ ¥5,700 円/m ¥6,300 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-B ¥12,600 円/㎡ ¥13,900 円/㎡

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Bﾏ ¥10,300 円/m ¥11,300 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Bﾋﾞ ¥6,000 円/m ¥6,600 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-D ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Dﾏ ¥11,000 円/m ¥12,100 円/m

YOH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Dﾋﾞ ¥6,300 円/m ¥6,900 円/m

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥10,300 円/㎡ ¥11,300 円/㎡

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥13,000 円/m ¥14,300 円/m

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ-A ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Aﾏ ¥13,400 円/m ¥14,700 円/m

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ-M ¥10,900 円/㎡(参考) ¥12,000 円/㎡(参考)

KAH ﾎﾞ-ﾀﾞ-Mﾏ ¥13,200 円/m(参考) ¥14,500 円/m(参考)

FS4 100BH ¥40,100 円/㎡ ¥44,100 円/㎡

FS4 100K ¥400 円/枚 ¥440 円/枚

FS4 100KC ¥2,900 円/枚 ¥3,200 円/枚

FS4 100KDC ¥2,900 円/枚 ¥3,200 円/枚

FS4 100C ¥2,900 円/枚 ¥3,200 円/枚

FS4 100DC ¥2,900 円/枚 ¥3,200 円/枚

FS4 100T ¥400 円/枚 ¥440 円/枚

255

256

257

258

265

266

267

268

269

259

260

261

262

264

マンダリンボーダー

オーロラタイル

アテナ

ルージュブリック

オーカー

セージボーダー

窯華（ようか）ボーダー

香煬（かよう）

ハイブリッドブロック

ライトブリック

キャトルボーダー

釉妃（ゆうひ）

窯雅（ようが）

泥龍（でいりゅう）
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

TR 2TU ¥7,000 円/㎡ ¥7,700 円/㎡

TR 2TﾋﾏU ¥6,300 円/m ¥6,900 円/m

TR 2TﾋﾞU ¥4,700 円/m ¥5,200 円/m

TR ｺｸﾞﾁU ¥8,500 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

TR ｺｸﾞﾁﾏU ¥4,800 円/m ¥5,300 円/m

TR ｺｸﾞﾁﾋﾞU ¥4,800 円/m ¥5,300 円/m

TR 100HU ¥10,700 円/㎡ ¥11,800 円/㎡

TR 100HﾏU ¥5,800 円/m ¥6,400 円/m

QGIS 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

QGIS 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

QGIS 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

QGLI 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

QGLI 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

QGLI 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

PRM 50.4Tﾌﾗﾝｽ ¥5,600 円/㎡ ¥2,800 円/㎡ 限定在庫品に移行

PRM 50.2Tﾏｳﾏ ¥6,000 円/m ¥3,000 円/m 限定在庫品に移行

PRM 50.4Tﾌﾗﾝｽﾋﾞ ¥5,400 円/m ¥2,700 円/m 限定在庫品に移行

SEM 47.4T ¥4,600 円/㎡ ¥5,500 円/㎡

SEM 47.4Tｸ ¥4,600 円/㎡ ¥5,500 円/㎡

SEM 47.4Tﾏ ¥5,400 円/m ¥6,500 円/m

SEM 47.4Tﾋﾞ ¥3,700 円/m ¥4,400 円/m

SEM 47.2Tﾏｳﾏ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m

RMQ 50.4T ¥5,000 円/㎡ ¥6,000 円/㎡

RMQ 50.4Tﾏ ¥5,900 円/m ¥7,100 円/m

RMQ 50.4Tﾋﾞ ¥4,300 円/m ¥5,200 円/m

MAP 50.4T ¥4,600 円/㎡ ¥5,500 円/㎡

MAP 50.4Tｳﾏ ¥7,000 円/㎡ ¥8,400 円/㎡

MAP 50.4Tｸ ¥4,600 円/㎡ ¥5,500 円/㎡

MAP 50.4Tﾏ ¥5,400 円/m ¥6,500 円/m

MAP 50.4Tﾋﾞ ¥3,700 円/m ¥4,400 円/m

MAP 50.3Tﾏｳﾏ ¥4,600 円/m ¥5,500 円/m

MAP 50.2Tﾏｳﾏ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m

EPF 50.4T ¥4,300 円/㎡ ¥5,200 円/㎡

EPF 50.4Tﾏ ¥6,400 円/m ¥7,700 円/m

EPF 50.4Tﾋﾞ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

EPK 50.3T ¥4,100 円/㎡ ¥4,900 円/㎡

EPK 50.3Tﾏ ¥6,400 円/m ¥7,700 円/m

EPK 50.3Tﾋﾞ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

EP 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

EP 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

EP 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

EPH 50MM ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

EPH 50ﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

EPC 47.2TQ ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

EPC 47.2TQﾏ ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

EPC 47.2TQﾋﾞ ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

QNT 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

QNT 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

QNT 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

YR 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

YR 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

YR 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

GR 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

GR 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

GR 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

VS/VSO 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

VS/VSO 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

VS/VSO 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

RR 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

RR 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

RR 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

RR 50MM ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

RR 50ﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

315

316

317

321

322

323

324

325

318

319

320

320

321

326

327

ノーバ陶爛（とうらん）

ダンクイックグリース

外装壁モザイク

270

314

ユーカリＦ

ユーカリＫ

ユーカリＳ

ユーカリＨ

ユーカリＣ

ダンクイックグライン

プリモ

ペイネボーダー

ブリーロ

ヴァーグボーダー

ユーカリＱ

ログレス

ガルーダ

オーロラビスタ
/オーロラビジョン

オーロラリセラ
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

PM 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

PM 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

PM 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

PM 50MM ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

PM 50ﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

SND 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

SND 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

SND 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

ZA 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

ZA 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

ZA 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

QZA 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

QZA 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

QZA 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

AUS 50.2T ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

AUS 50.2Tﾏ ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

AUS 50.2Tﾋﾞ ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

VLE 50.2T ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

VLE 50.2TﾏL ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

VLE 50.2TﾏR ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

VLE 50.2TﾋﾞSG ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

VLE 50.2TﾋﾞSC ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

QGRV 50.4T ¥5,300 円/㎡ ¥6,400 円/㎡

QGRV 50.4Tﾏ ¥6,000 円/m ¥7,200 円/m

QGRV 50.4Tﾋﾞ ¥3,600 円/m ¥4,300 円/m

QGRV 50.3T ¥4,900 円/㎡ ¥5,900 円/㎡

QGRV 50.3Tﾏ ¥6,000 円/m ¥7,200 円/m

QGRV 50.3Tﾋﾞ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

QGRV 50.2T ¥4,400 円/㎡ ¥5,300 円/㎡

QGRV 50.2Tﾏ ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

QGRV 50.2Tﾋﾞ ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

QKA 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

QKA 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

QKA 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

OB 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

OB 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

OB 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.3T ¥7,400 円/㎡ ¥8,900 円/㎡

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.3Tﾏ ¥5,700 円/m ¥6,800 円/m

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.3Tﾋﾞ ¥4,100 円/m ¥4,900 円/m

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.2T ¥5,700 円/㎡ ¥6,800 円/㎡

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.2Tﾏ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50.2Tﾋﾞ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50MM ¥5,900 円/㎡ ¥7,100 円/㎡

エスタホワイト（プレーンシリーズ） ZHB 50ﾏ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.3T ¥7,400 円/㎡ ¥8,900 円/㎡
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.3Tﾏ ¥5,700 円/m ¥6,800 円/m
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.3Tﾋﾞ ¥4,100 円/m ¥4,900 円/m
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.2T ¥6,000 円/㎡ ¥7,200 円/㎡
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.2Tﾏ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50.2Tﾋﾞ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50MM ¥6,100 円/㎡ ¥7,300 円/㎡
エスタホワイト（テクスチャーシリーズ） ZHD 50ﾏ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.3T ¥5,200 円/㎡ ¥6,200 円/㎡

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.3Tﾏ ¥5,600 円/m ¥6,700 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.3Tﾋﾞ ¥3,500 円/m ¥4,200 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.2T ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.2Tﾏ ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50.2Tﾋﾞ ¥2,800 円/m ¥3,400 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50MM ¥4,100 円/㎡ ¥4,900 円/㎡

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 50ﾏ ¥3,400 円/m ¥4,100 円/m

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 47MM ¥4,600 円/㎡ ¥5,500 円/㎡

スノーライン・Ｗシリーズ SNW 47ﾏ ¥3,800 円/m ¥4,600 円/m

331

334

335

338

342

328

329

330

343

344

345

オーロラプラム

オーロラサンド

オーロラサフラ

ダンクイックオーロラサフラ

オーロラアッシュ

オーロラバリー

ダンクイックグルーヴ

ライラ

ハルディ
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

CR 50.3T ¥4,400 円/㎡ ¥5,300 円/㎡

CR 50.3Tﾏ ¥5,400 円/m ¥6,500 円/m

CR 50.3Tﾋﾞ ¥3,600 円/m ¥4,300 円/m

CR 50.2T ¥3,700 円/㎡ ¥4,400 円/㎡

CR 50.2Tﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

CR 50.2Tﾋﾞ ¥2,600 円/m ¥3,100 円/m

CR 50MM ¥4,000 円/㎡ ¥4,800 円/㎡

CR 50ﾏ ¥3,200 円/m ¥3,800 円/m

TNT-1、2 60MM ¥33,400 円/㎡ ¥36,700 円/㎡ 標準品*に移行

TNT-1B、2B 60MM ¥30,200 円/㎡ ¥33,200 円/㎡ 標準品*に移行

OC 25MM ¥10,800 円/㎡ ¥11,900 円/㎡ 標準品*に移行

OC 25MMﾒ ¥6,100 円/m ¥6,700 円/m 標準品*に移行

OC 25MMﾆﾒ ¥660 円/個 ¥730 円/個 標準品*に移行

SPE 25MM ¥10,500 円/㎡ ¥12,600 円/㎡ 注文品に移行

SPE 25MMﾒ ¥7,000 円/m ¥7,700 円/m 注文品に移行

SPE 25MMﾆﾒ ¥380 円/個 ¥1,100 円/個 注文品に移行

358 ピエトラテイスト PIE 72MM ¥23,100 円/㎡ ¥25,000 円/㎡

360 エリート ELT 148X73ﾈ ¥21,000 円/㎡ ¥25,200 円/㎡

364 ポルベレ POL 20MM ¥27,300 円/㎡ ¥28,700 円/㎡

365 リバティ LIB 8MM ¥21,000 円/㎡ ¥24,200 円/㎡

366 ウィッティーグラス WTG 15MM ¥26,300 円/㎡ ¥27,600 円/㎡

367 フェリーチェ FAI 15MM ¥14,700 円/㎡ ¥16,900 円/㎡

GGR 42MM ¥19,800 円/㎡ ¥21,800 円/㎡

GGR 42ﾒS ¥2,800 円/m ¥3,100 円/m

GGR 42ﾒT ¥3,300 円/m ¥3,600 円/m

GM（Aグループ） 20MM ¥37,200 円/㎡ ¥40,900 円/㎡

GM（Bグループ） 20MM ¥33,000 円/㎡ ¥36,300 円/㎡

GM（Cグループ） 20MM ¥18,500 円/㎡ ¥20,400 円/㎡

GM（Dグループ） 20MM ¥14,700 円/㎡ ¥16,200 円/㎡

VMP-11、15 ﾓｻﾞｲｸP ¥27,700 円/㎡ ¥31,900 円/㎡

VMP-20、28、33、40 ﾓｻﾞｲｸP ¥25,200 円/㎡ ¥29,000 円/㎡

VMP-30 ﾓｻﾞｲｸP ¥30,500 円/㎡ ¥35,100 円/㎡

VMP-35、42 ﾓｻﾞｲｸP ¥25,200 円/㎡ ¥30,200 円/㎡

VMT-11、15 ﾓｻﾞｲｸT ¥27,700 円/㎡ ¥31,900 円/㎡

VMT20、28、33、40 ﾓｻﾞｲｸT ¥25,200 円/㎡ ¥29,000 円/㎡

VMT-30 ﾓｻﾞｲｸT ¥30,500 円/㎡ ¥35,100 円/㎡

VMT-35、42 ﾓｻﾞｲｸT ¥25,200 円/㎡ ¥30,200 円/㎡

JOY 200X100 ¥11,000 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

JOY-100、101、102、106、109、111、112のみ 200X12 ¥1,700 円/枚 ¥1,900 円/枚

JOY-100、101、102、106、109、111、112のみ 100X12 ¥1,700 円/枚 ¥1,900 円/枚

372 レクタン BE 147X72 ¥7,900 円/㎡ ¥8,700 円/㎡

373 レクタンウェーブ BE 147X72 ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

NV-97197 97.2T ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

NV-1221S 2T ¥7,800 円/㎡ ¥8,600 円/㎡

BE-100 147X72 ¥7,900 円/㎡ ¥8,700 円/㎡

NV-221S ｺｸﾞﾁ ¥7,200 円/㎡ ¥7,900 円/㎡

NV-4797 47.2T ¥7,500 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

NV-9797 97MM ¥7,500 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

NV-7272 72MM ¥7,500 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

NV-4747 47MM ¥7,500 円/㎡ ¥8,300 円/㎡

NV-2247 22.2T ¥9,300 円/㎡ ¥10,200 円/㎡

NV-2222 22MM ¥9,300 円/㎡ ¥10,200 円/㎡

NV-1 150X12 ¥2,700 円/m ¥3,000 円/m

NV-2 150X16 ¥3,500 円/m ¥3,900 円/m

SUM-1 300X100 ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

SUM-1 150X75 ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

CFW-1L～4L 200H ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

CFW-5L 200H ¥9,300 円/㎡ ¥10,200 円/㎡

CFW-1M～4M 200H ¥8,200 円/㎡ ¥9,000 円/㎡

CFW-5M、6M 200H ¥9,300 円/㎡ ¥10,200 円/㎡

PND 47MM ¥8,000 円/㎡ ¥8,800 円/㎡

PND 47ﾏ ¥3,300 円/m ¥3,600 円/m

LND 43X38ﾄｸ ¥14,400 円/㎡ ¥15,800 円/㎡

LND ﾊﾝﾏｽｾﾂﾄ ¥210 円/セット(左右1個ずつ) ¥230 円/セット(左右1個ずつ)

357

357

368

369

370

348

356

内装壁

ティント

オセアン

スフェア

インヴェール

ガラスモザイク

378

371

374

375

376

377

エルダー

プッチ

ソルベ

バニラモザイク

ジョイフル

ネーヴェ

ホワイトロード

グレイズ
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

HGL ﾍｷｻｺﾞﾝ ¥14,700 円/㎡ ¥16,200 円/㎡

HGL ﾍｷｻｺﾞﾝﾊ-ﾌA ¥120 円/個 ¥130 円/個

HGL ﾍｷｻｺﾞﾝﾊ-ﾌB ¥120 円/個 ¥130 円/個

MAW 75X60 ¥16,200 円/㎡ ¥21,100 円/㎡

MAW ﾊﾝﾏｽｶﾂﾄA ¥240 円/個 ¥260 円/個

MAW ﾊﾝﾏｽｶﾂﾄB ¥180 円/個 ¥200 円/個

OTG ﾊﾁｶｸ ¥16,000 円/㎡ ¥19,200 円/㎡

OTG ﾊﾁｶｸﾐﾂｸｽ ¥19,800 円/㎡ ¥23,800 円/㎡

382 ミカーレ KIR 25MM ¥17,900 円/㎡ ¥21,500 円/㎡

384 ペールモザイク PTI 25MM ¥9,200 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

CX（Aグループ） 15MM ¥35,700 円/㎡ ¥39,300 円/㎡

CX（Bグループ） 15MM ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

CX（Cグループ） 15MM ¥20,900 円/㎡ ¥23,000 円/㎡

CX（Dグループ） 15MM ¥14,400 円/㎡ ¥15,800 円/㎡

QRM 50MM ¥8,500 円/㎡ ¥9,400 円/㎡

QRM 25MM ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

QRM 25MMﾏ ¥11,800 円/m ¥13,000 円/m

QRM 19ﾏﾙ ¥14,200 円/㎡ ¥15,600 円/㎡

QRM ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥12,600 円/㎡ ¥13,900 円/㎡

QRM ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾒS ¥11,600 円/m ¥12,800 円/m

QRM ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾒT ¥2,800 円/m ¥3,100 円/m

TS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥11,000 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

TS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ｳﾏﾈ ¥11,000 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

TS ﾎﾞ-ﾀﾞ-U ¥14,900 円/㎡ ¥16,400 円/㎡

TS ﾎﾞ-ﾀﾞ-ｳﾏU ¥14,900 円/㎡ ¥16,400 円/㎡

EN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥8,500 円/㎡ ¥11,100 円/㎡

EN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ｳﾏﾈ ¥12,100 円/㎡ ¥15,700 円/㎡

EN ﾎﾞ-ﾀﾞ-ｲﾁﾏﾂﾈ ¥14,500 円/㎡ ¥18,900 円/㎡

PF-1C～10C 17X61MM ¥12,800 円/㎡ ¥14,100 円/㎡

PF-101C、102C、107C、113C 17X61MMA ¥21,100 円/㎡ ¥23,200 円/㎡

PF-103C、104C 17X61MMB ¥21,100 円/㎡ ¥23,200 円/㎡

PF-111C、112C ﾊﾟﾀ-ﾝAB ¥21,100 円/㎡ ¥23,200 円/㎡

390 ヘキサゴン HEX ﾍｷｻｺﾞﾝ ¥12,500 円/㎡ ¥13,800 円/㎡

BM（Ｅグループ） 19ﾏﾙ ¥10,000 円/㎡ ¥11,000 円/㎡

BM（Ｄグループ） 19ﾏﾙ ¥11,000 円/㎡ ¥12,100 円/㎡

MIR-01、03 47MM ¥8,000 円/㎡ ¥8,800 円/㎡

MIR-11、13 47MM ¥10,900 円/㎡ ¥12,000 円/㎡

393 華麗（かれい） KND 47MM ¥10,400 円/㎡ ¥11,400 円/㎡

PC-01～03 36MM ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

PC-M1～M3 36MM ¥13,800 円/㎡ ¥15,200 円/㎡

CB-01～03 36MM ¥11,600 円/㎡ ¥12,800 円/㎡

CB-M1～M3 36MM ¥13,800 円/㎡ ¥15,200 円/㎡

395 ステビアキューブ QSV 25MM ¥10,900 円/㎡ ¥14,200 円/㎡

397 アッシュロン MED 25MM ¥16,800 円/㎡ ¥18,500 円/㎡

ZO 2T ¥15,900 円/㎡ ¥17,500 円/㎡

ZO ｺｸﾞﾁ ¥17,200 円/㎡ ¥18,900 円/㎡

ZO ｺｸﾞﾁﾏ ¥630 円/枚 ¥700 円/枚

ZO ｺｸﾞﾁﾊ-ﾌ ¥170 円/枚 ¥190 円/枚

FTI 2T ¥14,100 円/㎡ ¥15,500 円/㎡

FTI 30MM ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

KB-1～5 50MM ¥7,100 円/㎡ ¥8,500 円/㎡

KB-MIX 50MM ¥7,900 円/㎡ ¥9,900 円/㎡

401 アーキスタッコ ZAN 600X300 ¥13,100 円/㎡ ¥14,400 円/㎡

BAT-100 300X10 ¥5,000 円/m ¥5,800 円/m

BAT-101 300X10 ¥7,100 円/m ¥8,200 円/m

BAT-102 600X5 ¥7,000 円/m ¥8,100 円/m

TMA-1 54084-6.5CA ¥1,800 円/本 ¥2,000 円/本 標準品*に移行

TMA-1 54086-8.5CA ¥1,900 円/本 ¥2,100 円/本 標準品*に移行

TMA-1 54088-10.5CA ¥2,100 円/本 ¥2,300 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55016-DA6.5 ¥4,400 円/本 ¥4,800 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55018-DA8.5 ¥5,600 円/本 ¥6,200 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55020-DA10.5 ¥6,100 円/本 ¥6,700 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55036-BF6.5 ¥4,800 円/本 ¥5,300 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55038-BF8.5 ¥5,600 円/本 ¥6,200 円/本 標準品*に移行

TMA-1 55040-BF10.5 ¥6,100 円/本 ¥6,700 円/本 標準品*に移行

379

380

381

385

392

394

398

399

400

386

387

388

389

391

ヘキサデント

モミ

オクタゴン

マーシュモザイク

スパイスキューブ

トラペジオ

フォルテ

カラーズ

ローズモザイク

花椒（かしょう）モザイク

エレガンティア

アマンド

カルバ

バケッタ

ダントリムアルミ

ブランネーロ

402

403
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

TMP 32004 ¥1,200 円/本 ¥1,300 円/本 標準品*に移行

TMP 32005 ¥1,400 円/本 ¥1,500 円/本 標準品*に移行

TMP 32006 ¥1,500 円/本 ¥1,700 円/本 標準品*に移行

TMP 35018 ¥2,500 円/本 ¥2,800 円/本 標準品*に移行

TMP 35019 ¥2,800 円/本 ¥3,100 円/本 標準品*に移行

TMP 35020 ¥2,900 円/本 ¥3,200 円/本 標準品*に移行

TMP 35025 ¥2,500 円/本 ¥2,800 円/本 標準品*に移行

TMP 35026 ¥2,800 円/本 ¥3,100 円/本 標準品*に移行

TMP 35027 ¥2,900 円/本 ¥3,200 円/本 標準品*に移行

NAG ﾍｷｻｺﾞﾝ ¥12,500 円/㎡ ¥12,500 円/㎡

NAG ﾍｷｻｺﾞﾝﾊ-ﾌA ¥5,500 円/箱 ¥5,500 円/箱

NAG ﾍｷｻｺﾞﾝﾊ-ﾌB ¥5,500 円/箱 ¥5,500 円/箱

406 ニューアダージオ/ﾓｻﾞｲｸ NAG ﾓｻﾞｲｸ ¥10,000 円/㎡ ¥10,000 円/㎡

406 モデラート MDT 23MM ¥11,500 円/㎡ ¥11,500 円/㎡

407 ナチュラルアピール NAP 1200X200U ¥4,900 円/㎡ ¥4,900 円/㎡

ROG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾈ ¥4,700 円/㎡ ¥4,700 円/㎡

ROG ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾏ ¥4,600 円/m ¥4,600 円/m

ROG ﾎﾞ-ﾀﾞ- ¥1,500 円/m ¥1,500 円/m

STW 600RHU ¥4,750 円/㎡ ¥4,750 円/㎡

STW 600X300RHU ¥4,750 円/㎡ ¥4,750 円/㎡

408 アジョワンシード CJS 2T ¥4,950 円/㎡ ¥4,950 円/㎡

DNS-500 150X300 ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 150X300 ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 150X300 ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 150X300A ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 150X300A ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 150X300A ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 100X300 ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 100X300 ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 100X300 ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 100X300A ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 100X300A ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 100X300A ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 50X300 ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 50X300 ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 50X300 ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 50X300A ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 50X300A ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 50X300A ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-500 ﾐﾂｸｽ ¥45,700 円/㎡ ¥50,300 円/㎡

DNS-501 ﾐﾂｸｽ ¥61,400 円/㎡ ¥67,500 円/㎡

DNS-502 ﾐﾂｸｽ ¥50,900 円/㎡ ¥56,000 円/㎡

DNS-901 ﾗﾝｾｷC ¥10,500 円/㎡ ¥11,600 円/㎡

DNS-902～905 ﾗﾝｾｷC ¥14,700 円/㎡ ¥16,200 円/㎡

406 ニューアダージオ/ﾍｷｻｺﾞﾝ

ダントリムＰＶＣ

限定在庫品

408

410

412

403

407 ログボーダー

ストーンワーク

大谷石

乱石

天然石
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

DNS-601 400 ¥27,300 円/㎡ ¥30,000 円/㎡

DNS-605、636 400 ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

DNS-606、623 400 ¥31,500 円/㎡ ¥34,700 円/㎡

DNS-614 400 ¥49,400 円/㎡ ¥54,300 円/㎡

DNS-618 400 ¥42,000 円/㎡ ¥46,200 円/㎡

DNS-620 400 ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

DNS-625 400 ¥72,500 円/㎡ ¥79,800 円/㎡

DNS-627、628 400 ¥38,900 円/㎡ ¥42,800 円/㎡

DNS-632、634 400 ¥38,900 円/㎡ ¥42,800 円/㎡

DNS-638 400 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

DNS-640 400 ¥50,400 円/㎡ ¥55,400 円/㎡

DNS-641 400 ¥28,400 円/㎡ ¥31,200 円/㎡

DNS-645 400 ¥33,600 円/㎡ ¥37,000 円/㎡

DNS-653 400 ¥29,400 円/㎡ ¥32,300 円/㎡

DNS-601 300 ¥26,300 円/㎡ ¥28,900 円/㎡

DNS-605、636 300 ¥30,500 円/㎡ ¥33,600 円/㎡

DNS-606、620、623 300 ¥29,400 円/㎡ ¥32,300 円/㎡

DNS-614 300 ¥48,300 円/㎡ ¥53,100 円/㎡

DNS-618 300 ¥38,900 円/㎡ ¥42,800 円/㎡

DNS-625 300 ¥69,300 円/㎡ ¥76,200 円/㎡

DNS-627 300 ¥37,800 円/㎡ ¥41,600 円/㎡

DNS-628、632、634 300 ¥36,800 円/㎡ ¥40,500 円/㎡

DNS-638 300 ¥28,400 円/㎡ ¥31,200 円/㎡

DNS-640 300 ¥52,500 円/㎡ ¥57,800 円/㎡

DNS-641 300 ¥25,200 円/㎡ ¥27,700 円/㎡

DNS-645 300 ¥34,700 円/㎡ ¥38,200 円/㎡

DNS-653 300 ¥28,400 円/㎡ ¥31,200 円/㎡

DNS-701 400J/P ¥28,400 円/㎡ ¥31,200 円/㎡

DNS-702 400J/P ¥25,200 円/㎡ ¥27,700 円/㎡

DNS-706 400J/P ¥39,900 円/㎡ ¥43,900 円/㎡

DNS-707 400J/P ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

DNS-708 400J/P ¥54,600 円/㎡ ¥60,100 円/㎡

DNS-710 400J/P ¥37,800 円/㎡ ¥41,600 円/㎡

DNS-719 400J/P ¥33,600 円/㎡ ¥37,000 円/㎡

DNS-722 400J/P ¥50,400 円/㎡ ¥55,400 円/㎡

DNS-725 400J/P ¥51,500 円/㎡ ¥56,700 円/㎡

DNS-726 400J/P ¥39,900 円/㎡ ¥43,900 円/㎡

DNS-766 400J/P ¥53,600 円/㎡ ¥59,000 円/㎡

DNS-701 300J/P ¥28,400 円/㎡ ¥31,200 円/㎡

DNS-702 300J/P ¥25,200 円/㎡ ¥27,700 円/㎡

DNS-706 300J/P ¥39,900 円/㎡ ¥43,900 円/㎡

DNS-707 300J/P ¥32,600 円/㎡ ¥35,900 円/㎡

DNS-708 300J/P ¥55,700 円/㎡ ¥61,300 円/㎡

DNS-710 300J/P ¥36,800 円/㎡ ¥40,500 円/㎡

DNS-719 300J/P ¥33,600 円/㎡ ¥37,000 円/㎡

DNS-722 300J/P ¥50,400 円/㎡ ¥55,400 円/㎡

DNS-725 300J/P ¥50,400 円/㎡ ¥55,400 円/㎡

DNS-726 300J/P ¥39,900 円/㎡ ¥43,900 円/㎡

DNS-766 300J/P ¥53,600 円/㎡ ¥59,000 円/㎡

みかげ石
［ジェットバーナー仕上げ］（Ｊ）
/［本磨き仕上げ］（Ｐ）

413

414

大理石
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2023年4月～改定価格表（総合カタログ2022記載分）

頁 製品名 製品記号 形状記号 旧設計価格 単位 新設計価格 単位 備考

DNS-804 400J/P ¥27,300 円/㎡ ¥30,000 円/㎡

DNS-813 400J/P ¥12,600 円/㎡ ¥13,900 円/㎡

DNS-829 400J/P ¥13,700 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

DNS-831 400J/P ¥18,900 円/㎡ ¥20,800 円/㎡

DNS-832 400J/P ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

DNS-833、835、841 400J/P ¥22,100 円/㎡ ¥24,300 円/㎡

DNS-834、845 400J/P ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

DNS-836 400J/P ¥13,700 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

DNS-847 400J/P ¥20,000 円/㎡ ¥22,000 円/㎡

DNS-804 300J/P ¥27,300 円/㎡ ¥30,000 円/㎡

DNS-813 300J/P ¥12,600 円/㎡ ¥13,900 円/㎡

DNS-829 300J/P ¥14,700 円/㎡ ¥16,200 円/㎡

DNS-831 300J/P ¥18,900 円/㎡ ¥20,800 円/㎡

DNS-832 300J/P ¥17,900 円/㎡ ¥19,700 円/㎡

DNS-833、835、841 300J/P ¥22,100 円/㎡ ¥24,300 円/㎡

DNS-834 300J/P ¥15,800 円/㎡ ¥17,400 円/㎡

DNS-836 300J/P ¥13,700 円/㎡ ¥15,100 円/㎡

DNS-845 300J/P ¥16,800 円/㎡ ¥18,500 円/㎡

DNS-847 300J/P ¥20,000 円/㎡ ¥22,000 円/㎡

CLP-2502 ｸﾘﾂﾌﾟ ¥11,600 円/袋 ¥12,800 円/袋

CLP-5002 ｸﾘﾂﾌﾟ ¥22,600 円/袋 ¥24,900 円/袋

CLP-2503 ｸﾘﾂﾌﾟ ¥11,600 円/袋 ¥12,800 円/袋

CLP-5003 ｸﾘﾂﾌﾟ ¥23,100 円/袋 ¥25,400 円/袋

CLP-500L ｸﾘﾂﾌﾟ ¥28,400 円/袋 ¥31,200 円/袋

CLP-250 ｸｻﾋﾞ ¥15,800 円/袋 ¥17,400 円/袋

CLP-2502 Cｽﾍﾟ-ｻ- ¥10,100 円/袋 ¥11,100 円/袋

CLP-2503 Cｽﾍﾟ-ｻ- ¥10,100 円/袋 ¥11,100 円/袋

CLP-1M ﾍﾟﾝﾁ ¥14,400 円/個 ¥15,800 円/個

CLP-2P ﾍﾟﾝﾁ ¥6,300 円/個 ¥6,900 円/個

CLP-3002 ｸﾛｽｽﾍﾟ-ｻ- ¥2,500 円/袋 ¥2,800 円/袋

CLP-2003 ｸﾛｽｽﾍﾟ-ｻ- ¥2,500 円/袋 ¥2,800 円/袋

424 エスフィットＥＸ SF-1020 ｴｽﾌｲﾂﾄ20 ¥4,000 円/袋 ¥4,400 円/袋

424 エスフィット SFN-10 ｴｽﾌｲﾂﾄ20 ¥5,000 円/袋 ¥5,500 円/袋

424 スーパーエスフィット SFX-10 ｴｽﾌｲﾂﾄ20 ¥7,200 円/袋 ¥7,900 円/袋

425 ブランカボンド DBB-1 ﾌﾞﾗﾝｶﾎﾞﾝﾄﾞ20 ¥21,200 円/缶 ¥23,300 円/缶

EX-777 S ¥24,200 円/セット ¥26,600 円/セット

EX-777 W ¥24,200 円/セット ¥26,600 円/セット

425 タイルエース床用 FBA-01 ﾌﾛｱ-ﾎﾞﾝﾄﾞ ¥58,100 円/箱 ¥63,900 円/箱

426 ダンクイックタフピタネオ DQZ ﾀﾌﾋﾟﾀ ¥35,600 円/ケース ¥39,200 円/ケース

MF-1010 ﾒｼﾞﾌｲﾂﾄ20 ¥4,100 円/袋 ¥4,500 円/袋

MF-1020、1030、1040、1110 ﾒｼﾞﾌｲﾂﾄ20 ¥3,700 円/袋 ¥4,100 円/袋

MFP-110 ｶﾗ-ﾒｼﾞ10 ¥3,200 円/袋 ¥3,500 円/袋

MFP-130、150 ｶﾗ-ﾒｼﾞ5 ¥1,700 円/袋 ¥1,900 円/袋

MFP-230 ｶﾗ-ﾒｼﾞ5 ¥2,900 円/2袋 ¥3,200 円/2袋

427 メジフィットほたる目地 MFH ﾎﾀﾙﾒｼﾞ10 ¥8,300 円/袋 ¥9,100 円/袋

428 ブリックモルタル［東日本向け］ DS ﾌﾞﾘﾂｸﾓﾙﾀﾙ25 ¥4,600 円/袋 ¥5,100 円/袋

428 ブリックモルタル［西日本向け］ BR ﾌﾞﾘﾂｸﾓﾙﾀﾙ25 ¥4,600 円/袋 ¥5,100 円/袋

429 タフメジネオ TMN ｸﾞﾚ-、ﾗｲﾄｸﾞﾚ-、ﾎﾜｲﾄ ¥12,600 円/セット ¥13,900 円/セット

DT-110 ﾎｲ-ﾙ ¥7,400 円/枚 ¥8,100 円/枚

DT-120 ﾎｲ-ﾙ ¥7,400 円/枚 ¥8,100 円/枚

DQT-160 ﾀﾞﾝｸｲﾂｸﾃ-ﾌﾟ160 ¥7,600 円/巻 ¥8,400 円/巻

DQT-230 ﾀﾞﾝｸｲﾂｸﾃ-ﾌﾟ230 ¥10,600 円/巻 ¥11,700 円/巻

429

441

415

418

427

425

Ｄｃｌｉｐ（ディークリップ）

みかげ石・ノバシリーズ
［ジェットバーナー仕上げ］（Ｊ）
/［本磨き仕上げ］（Ｐ）

ダンクイックテープ

ダイヤモンドホイール

メジフィット

メジフィットプリネカラー

内装用エポキシ接着剤

427

施工材料
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