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 CAN'BRICK STANDARD　｜　4544　｜　CAN'BRICK MANCHESTER

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

Flat（二丁平）

60
～80

18～21

211～240

Flat（半マス平）

65
～72

18～21

100～117

Corner（曲り）

必要数	 	 13枚 /m　

入り数	 	 20枚 /ケース

重　量	 	 16kg/ ケース

標準価格		 ￥7,900/m

211～240
100～117

90°

60
～80

Magusa（マグサ）

必要数	 	 4.5 枚 /m　

入り数	 	 12枚 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥7,900/m

211～240

100～117

90°

60
～80

Box（箱曲）

必要数	 	 -　

入り数	 	 10個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/ 個

211～240

100～117

60
～80

必要数	 	 54枚 /m2　

入り数	 	 40枚 /ケース

重　量	 	 21kg/ ケース

標準価格		 ￥12,000/m2

必要数	 	 108枚 /m2　　

入り数	 	 80枚 /ケース

重　量	 	 20kg/ ケース

標準価格		 ￥13,200/m2

マンチェスター

COLOR VARIATION

◆ CAN'BRICK MANCHESTER は、不揃いな寸法・色幅 
 によってよりアンティークな仕上がりが可能です。
◆ CAN'BRICK MANCHESTER の目地幅は、
 10 〜 12mm を目安にして下さい。
◆ 外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上ま 
 で目地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏 
 面に水が廻り、剥離の原因となります。
◆ 外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため
　「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
◆ 色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカー 
 トンより混ぜ合わせてご使用下さい。
◆ m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

MC-1 MC-2 MC-3

使用ブリック：MC-1

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

Flat（二丁平）

60
～64

12～14

194～200

Flat（半マス平）

60
～64

12～14

92～98

Corner（曲り）

必要数	 	 14枚 /m　

入り数	 	 35枚 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/m

60
～64

194～200
92～98

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5 枚 /m　

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 12kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/m

194～200

92～98

90°

60
～64

Box（箱曲）

必要数	 	 -　

入り数	 	 16個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥2,800/ 個

194～200

92～98

60
～64

必要数	 	 65枚 /m2　

入り数	 	 65枚 /ケース

重　量	 	 19kg/ ケース

標準価格		 ￥5,900/m2

必要数	 	 130枚 /m2　　

入り数	 	 130枚 /ケース

重　量	 	 18kg/ ケース

標準価格		 ￥7,150/m2

スタンダード

STD-10

STD-30

STD-20

STD-45

STD-25

STD-55

COLOR VARIATION

MEJI COLOR VARIATION（目地色）
CAN'BRICK は、目地も意匠の一つであると考えています。
目地の色によって、様々なイメージを拡げることができますので、イメージに合った色をチョイスしてください。

◆ CAN'BRICK STANDARD の目地幅は、10 〜 12mm 
 を目安にして下さい。
◆外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで 
 目地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面に 
 水が廻り、剥離の原因となります。
◆外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため
　「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
◆色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカート 
 ンより混ぜ合わせてご使用下さい。
◆ m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

ACCENT SERIES（半マス・倍厚・クサビ）

1-Half Brick Flat（半マス平） 2-Thick Brick Flat（倍厚平） 3-Thick Half Brick Flat
（半マス倍厚平）

4-Thick Brick Coner（倍厚曲り）

5-Thick Brick Magusa
（倍厚マグサ）

6-Taper Brick Flat
（クサビ型平）

7-Taper Half Brick Flat
（クサビ型半マス平）

95 × 62 × 12~14
￥55/ 枚

200 × 62 × 25~30
￥220/ 枚 95 × 62 × 25~30 ￥110/ 枚

(200+95) × 62 × 25~30 
￥560/ 枚

62 × 200 × 10~30
￥220/ 枚

62 × 95 × 10~30
￥110/ 枚

(95+62) × 200 × 25~30  
￥1,560/ 枚

MT-100 
ホワイト

MT-100 
クリーム

MT-100 
オフホワイト

MT-100 
イエロー

MT-100 
ライトブラウン

MT-100 
ライトピンク

MT-100 
ピンク

MT-100 
ベージュ

MT-100 
レッドブラウン

MT-100 
ブラウン

MT-100 
グレー

MT-100 
ダークグレー

イギリスの古レンガをモチーフとして作られた、マンチェスターシリーズ。 古レンガの欠けやひび等の味わい深い
レンガ形状をリメイクして、しっくりとした趣のある製品に仕上がりました。
重厚感ある住宅・店舗の壁面仕上げ材としてご使用ください。

リアルなレンガイメージを追求した、CAN'BRICK の定番シリーズ - スタンダード。 くせが少ない表情のため、様々
なデザイン用途にお使いいただけます。

Box( 右 ) Box( 左 )

Box( 右 ) Box( 左 )



46　｜　CAN'BRICK CAMBRIDGE

ケンブリッジ

堅牢な意匠によって英国の伝統的でクラシックな煉瓦積み建築を再現。経年変化による、欠けや汚れまでを忠実に
模したキャン’ブリック ケンブリッジ。洗練された佇まいと厳かな雰囲気は記憶に残る外観をもたらします。

Flat（二丁平）

64
～68

15～18

218～230

Flat（半マス平）

64
～68

15～18

110～115

Corner（曲り）

必要数	 	 13枚 /m　

入り数	 	 24枚 /ケース

重　量	 	 18kg/ ケース

標準価格		 ￥5,700/m

64
～68

218～230
111～115

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 4.5 枚 /m　

入り数	 	 12枚 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥5,700/m

218～230

111～115

90°

64
～68

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 10個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/ 個

218～230

111～115

64
～68

CB-5CB-2 CB-3

必要数	 	 54枚 /m2　

入り数	 	 44枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥8,600/m2

必要数	 	 108枚 /m2　　

入り数	 	 88枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥9,500/m2

◆

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK CAMBRIDGE は、不揃いな寸法・色幅によ
ってよりアンティークな仕上がりが可能です。
CAN'BRICK CAMBRIDGE の目地幅は、10 〜 12mm
を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで目
地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面に水が廻
り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため「浸透
性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカートンよ
り混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

使用ブリック：CB-SH2
	 H-CB-SH2（半マス平）
	 ( 特注色 )

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

ACCENT SERIES（半マス・倍厚・クサビ）

3-Thick	Half	Brick	Flat（半マス倍厚平）

110~115× 64~68× 30~36
必要数	 ：108枚 /m2　　
入り数	 ：48枚 /ケース
重　量	 ：24kg/ ケース (0.5kg/個）
標準価格	：￥180/ 枚
出荷単位	：枚

5-Taper	Half	Brick	Flat
（クサビ型半マス平）

110~115× 64~68× 38~40
必要数	 ：108枚 /m2　　
入り数	 ：48枚 /ケース
重　量	 ：19kg/ ケース (0.4kg/個）
標準価格	：￥180/ 枚
出荷単位	：枚

4-Thick	Brick	Corner（倍厚曲り）

（218~230+110~115）×64~68× 30~36

必要数	 ：13枚 /m2　　
入り数	 ：14枚 /ケース
重　量	 ：17kg/ケース (1.2kg/個）
標準価格	：￥880/ 枚
出荷単位	：枚

2-Thick	Brick	Flat（倍厚平）

218~230× 64~68× 30~36
必要数	 ：54枚 /m2　　
入り数	 ：24枚 /ケース
重　量	 ：22kg/ ケース (0.9kg/個）
標準価格	：￥360/ 枚
出荷単位	：枚

1-Half	Brick	Flat（半マス平）

110~115× 64~68× 15~18
必要数	 ：108枚 /m2　　
入り数	 ：88枚 /ケース
重　量	 ：22kg/ ケース
標準価格	：￥9,500/m2

出荷単位	：ケース

 CAN'BRICK ENGLAND　｜　47

英国の最もトラディショナルなアンティークブリックをリアルに再現したこだわりの逸品です。
ハイグレードなこだわりを求めている方におすすめの、キャン’ブリックイングランド。

イングランド 屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

使用ブリック：E-Yellow

E-Yellow E-Red

表面

◆

◆
◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK ENGLAND は、不揃いな寸法・色幅によって、よりアンティー
クな仕上がりが可能です。
CAN'BRICK ENGLAND の目地幅は、10 〜 12mm を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで目地を入れて下さい。
目地を入れないと BRICK 裏面に水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため「浸透性吸水防止剤

“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカートンより混ぜ合わせてご
使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

200 年の歴史を再現した、
深くリアルなひび割れ

厚さ 20mm の重厚感

どんなカラーも製造可能
圧縮強度
800kgcm

2
(MAX)

使用ブリック：E-Yellow

Flat（二丁平）

64
～70

16～20

210～225

Flat（半マス平）

65
～72

18～21

100～108

Corner（曲り）

必要数	 	 13枚 /m　

入り数	 	 24枚 /ケース

重　量	 	 18kg/ ケース

標準価格		 ￥5,700/m

64
～70

210～225
102～110

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 4.5 枚 /m　

入り数	 	 12枚 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥5,700/m

210～225

102～110

90°

64
～70

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 10個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/ 個

210～225

102～110

64
～70

必要数	 	 54枚 /m2　

入り数	 	 44枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥8,600/m2

必要数	 	 108枚 /m2　　

入り数	 	 88枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥9,500/m2

Box( 右 ) Box( 左 )

Box( 右 ) Box( 左 )



48　｜　CAN'BRICK St.James

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

英国で最もポピュラーな煉瓦を再現したキャン’ブリック セントジェームス。
古き良き時代の意匠を継承しながらも、馴染み易い色味と風合いは万人に煉瓦の暖かみを伝えます。

セントジェームス

SJ-1 SJ-3 SJ-5

◆

◆
◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK St.James は、不揃いな寸法・色幅によって、よりアンティー
クな仕上がりが可能です。
CAN'BRICK St.James の目地幅は、10 〜 12mm を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで目地を入れて下さい。
目地を入れないと BRICK 裏面に水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため「浸透性吸水防止
剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカートンより混ぜ合わせて
ご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

使用ブリック：SJ-3使用ブリック：SJ-1

Flat（二丁平）

61
～65

15～17

208～212

Flat（半マス平）

61
～65

15～17

99～103

Corner（曲り）

必要数	 	 14枚 /m　

入り数	 	 28枚 /ケース

重　量	 	 16kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

61
～65

208～212
100～104

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5 枚 /m　

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 16kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

208～212

100～104

90°

61
～65

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 12個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥3,000/ 個

208～212

100～104

61
～65

必要数	 	 61枚 /m2　

入り数	 	 54枚 /ケース

重　量	 	 23kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m2

必要数	 	 122枚 /m2　　

入り数	 	 108枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥7,800/m2

CAN'BRICK AMSTERDAM　｜　49

ボーダーサイズの古レンガ調ブリック - キャン’ブリック アムステルダム。
ラフに欠け等を再現し、深い陰影のなかの豊かな表情が特徴です。

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床アムステルダム

使用ブリック：AM-1 

AM-1 AM-2

COLOR VARIATION
◆

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK Amsterdam は、不揃いな寸法・色幅に
よって、よりアンティークな仕上がりが可能です。
CAN'BRICK Amsterdam の目地幅は、13 〜 15mm
を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで
目地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面
に水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため

「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカート
ンより混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁
です。

Flat（二丁平）

47
～52

17
～20

170～182

Corner（曲り）

必要数	 	 17枚 /m　

入り数	 	 28枚 /ケース

重　量	 	 10kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m

47
～52

170～182
82
～87

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5.3 枚 /m

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 11kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m

170～182

82～87

90°

47
～52

Box（箱曲）

必要数	 	 -　

入り数	 	 12個 /ケース

重　量	 	 8kg/ ケース

標準価格		 ￥3,900/ 個

170～182

82～87

47
～52

必要数	 	 87枚 /m2　

入り数	 	 54枚 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥9,500/m2

Box( 右 ) Box( 左 )

Box( 右 ) Box( 左 )



50　｜　CAN'BRICK Netherlands

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

細身のオランダ煉瓦を模したキャン’ブリックネザーランド。自由と花と緑、美しいものを愛するその風土を反映
した、柔らかくも素材感のあるその意匠は、空間に瀟洒な雰囲気を醸し出します。

ネザーランド

NL-5 NL-6 NL-7

◆

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK Netherlands は、不揃いな寸法・色幅によっ
て、よりアンティークな仕上がりが可能です。
CAN'BRICK Netherlands の目地幅は、13 〜 15mm を
目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで目
地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面に水が廻
り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため

「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカートンよ
り混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

使用ブリック：NL-5

Flat（二丁平）

50
～54

15～17

196～202

Flat（半マス平）

48
～51

15～17

94～99

Corner（曲り）

必要数	 	 15枚 /m　

入り数	 	 28枚 /ケース

重　量	 	 12kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

50
～54

196～202
93～98

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5 枚 /m　

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

196～202

93～98

90°

50
～54

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 12個 /ケース

重　量	 	 10kg/ ケース

標準価格		 ￥3,000/ 個

196～202

93～98

50
～54

必要数	 	 70枚 /m2　

入り数	 	 54枚 /ケース

重　量	 	 18kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m2

必要数	 	 140枚 /m2　　

入り数	 	 108枚 /ケース

重　量	 	 17kg/ ケース

標準価格		 ￥7,800/m2

 CAN'BRICK Texas Crenshaw　｜　51

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

TX-1 TX-6TX-5

◆

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK TexasCrenshaw は、不揃いな寸
法・色幅によって、よりアンティークな仕上がり
が可能です。
CAN'BRICK TexasCrenshaw の目地幅は、
10 〜 12mm を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以
上まで目地を入れて下さい。目地を入れないと
BRICK 裏面に水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防
ぐため「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご
使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数の
カートンより混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗い
は厳禁です。

雄大なアメリカの風土と洗練を融合したキャン’ブリック テキサスクレンショー。
気候に対抗する安定感とゆったりとした暮らしを感じさせるその意匠は、懐かしさと力強さを表現します。

テキサスクレンショー

COLOR VARIATION

使用ブリック：TX-1使用ブリック：TX-5

Flat（二丁平）

62
～66

15～17

209～213

Flat（半マス平）

62
～66

15～17

99～103

Corner（曲り）

必要数	 	 14枚 /m　

入り数	 	 28枚 /ケース

重　量	 	 16kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

62
～66

209～213
101～105

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5 枚 /m　

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 16kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

209～213

101～105

90°

62
～66

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 12個 /ケース

重　量	 	 14kg/ ケース

標準価格		 ￥3,000/ 個

209～213

101～105

62
～66

必要数	 	 60枚 /m2　

入り数	 	 54枚 /ケース

重　量	 	 23kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m2

必要数	 	 120枚 /m2　　

入り数	 	 108枚 /ケース

重　量	 	 22kg/ ケース

標準価格		 ￥7,800/m2

Box( 右 ) Box( 左 ) Box( 右 ) Box( 左 )



52　｜　 CAN'BRICK "SHIRO BRI"

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床

白一面のなかにのぞく赤やベージュの地色と、忠実に再現された煉瓦のひびや割れのリアル感は、空間へ味わい深
い雰囲気を表現します。

WH-5WH-2 WH-3

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK"SHIRO BRI" の目地幅は、10 〜 12mm
を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで
目地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面に
水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため

「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカート
ンより混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

使用ブリック：WH-2

Flat（二丁平） Flat（半マス平） Corner（曲り） Magusa（マグサ） Box（箱曲）

CAN'BRICK "KURO BRI"　｜　53

屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床KURO BRI
渋い黒系のレンガを再現。黒色の中からわずかにのぞく焼き色や、薄グレー色など、懐かしい時代を想わせる味わい
深い色彩が特徴です。

BK-1 BK-2 BK-3

◆

◆

◆

◆

◆

CAN'BRICK"KURO BRI" の目地幅は、10 〜 12mm
を目安にして下さい。
外壁に施工する際は、必ず BRICK 厚さの 2/3 以上まで
目地を入れて下さい。目地を入れないと BRICK 裏面に
水が廻り、剥離の原因となります。
外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防ぐため

「浸透性吸水防止剤“REPEL･S”」をご使用下さい。
色調とテクスチャーを充分に生かすには、複数のカート
ンより混ぜ合わせてご使用下さい。
m2・m あたりの必要数は、目地込の数となります。

※ CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。

COLOR VARIATION

Flat（二丁平）

60
～64

12～14

194～200

Flat（半マス平）

60
～64

12～14

92～98

Corner（曲り）

必要数	 	 14枚 /m　

入り数	 	 35枚 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m

60
～64

194～200
92～98

90°

Magusa（マグサ）

必要数	 	 5 枚 /m　

入り数	 	 16枚 /ケース

重　量	 	 12kg/ ケース

標準価格		 ￥4,300/m	

194～200

92～98

90°

60
～64

Box（箱曲）

必要数	 	 -

入り数	 	 16個 /ケース

重　量	 	 15kg/ ケース

標準価格	￥3,000/ 個

194～200

92～98

60
～64

必要数	 	 65枚 /m2　

入り数	 	 65枚 /ケース

重　量	 	 19kg/ ケース

標準価格		 ￥6,500/m2

必要数	 	 130枚 /m2　　

入り数	 	 130枚 /ケース

重　量	 	 18kg/ ケース

標準価格		 ￥7,800/m2

使用ブリック：BK-1

シロブリ クロブリ

Box( 右 ) Box( 左 )

Box( 右 ) Box( 左 )

WH-2
必要数	 ：-　
入り数	 ：16個 /ケース
重　量	 ：15kg/ ケース
設計価格	：￥3,000/ 個
出荷単位	：個
WH-3&5
必要数	 ：-　
入り数	 ：12個 /ケース
重　量	 ：14kg/ ケース
設計価格	：￥3,000/ 個
出荷単位	：個

WH-2
必要数	 ：5枚 /m　
入り数	 ：16枚 /ケース
重　量	 ：12kg/ ケース
設計価格	：￥4,300/m
出荷単位	：枚
WH-3&5
必要数	 ：5枚 /m　
入り数	 ：16枚 /ケース
重　量	 ：16kg/ ケース
設計価格	：￥4,300/m
出荷単位	：枚

WH-2
必要数	 ：14枚 /m　
入り数	 ：35枚 /ケース
重　量	 ：15kg/ ケース
設計価格	：￥4,300/m
出荷単位	：枚
WH-3&5
必要数	 ：14枚 /m　
入り数	 ：28枚 /ケース
重　量	 ：16kg/ ケース
設計価格	：￥4,300/m
出荷単位	：枚

WH-2
必要数	 ：130枚 /m2　
入り数	 ：130枚 /ケース
重　量	 ：18kg/ ケース
設計価格	：￥7,800/m2

出荷単位	：ケース
WH-3&5
必要数	 ：120枚 /m2　
入り数	 ：108枚 /ケース
重　量	 ：22kg/ ケース
設計価格	：￥7,800/m2

出荷単位	：ケース

WH-2
必要数	 ：65枚 /m2　
入り数	 ：65枚 /ケース
重　量	 ：19kg/ ケース
設計価格	：￥6,500/m2

出荷単位	：ケース
WH-3&5
必要数	 ：60枚 /m2　
入り数	 ：54枚 /ケース
重　量	 ：23kg/ ケース
設計価格	：￥6,500/m2

出荷単位	：ケース

12～14(wh-2)
15～17(wh-3&5)

92～98(wh-2)
99～103(wh-3&5)

60～64
(wh-2)
62～66
(wh-3&5)

12～14(wh-2)
15～17(wh-3&5)

194～200(wh-2)
209～213(wh-3&5)

60～64
(wh-2)

62～66
(wh-3&5)

90°

194～200
(wh-2)
209～213
(wh-3&5)101～105

(wh-3&5)

92～98
(wh-2)

60～64
62～66

194～200(wh-2)
209～213(wh-3&5)

101～105(wh-3&5)
92～98(wh-2)

60～64
62～66

194～200(wh-2)
209～213(wh-3&5)

101～105(wh-3&5)
92～98(wh-2)

90°

60～64
62～66



54　｜　CAN'BRICK TILE　｜　55

PERRANCHO	 56
MEXICAN	TILE	 58

TILE


