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62　｜　STONE - COTSWOLD STONE

コッツウォルズストーンはイギリスのコッツウォルズ地方でしか採れない貴重な天然石で、蜂蜜色をした美しい輝
きがやさしく懐かしい味わいがあります。そのやわらかな色、素朴な質感を活かし、さまざまな演出が可能です。

850 プレート SCW-850

サイズ	 直径150〜 400× 50〜

100mm

必要数	 -

入り数	 -

重量  850kg/ パレット

標準価格		 お問い合わせください

800 ロック SCW-800

サイズ	 直径150〜 400mm

必要数	 -

入り数	 -

重量	 	 800kg/ パレット

標準価格		 お問い合わせください

セミドレス 

サイズ	 -

必要数	 -

入り数	 -

重量	 	 900kg/ 袋

標準価格		 お問い合わせください

使用石材：850 プレート

サイズ	 -

必要数	 -

入り数	 -

重量	 	 900kg/ 袋

標準価格		 お問い合わせください

ナチュラルグレー	SCW-1000G

ハニーカラー	SCW-1000H

使用石材：800 ロック
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乾式工法

外断熱効果

溝付きコッツウォルズ・ストーン

目地

接着剤

柱

透湿防水シート

金属シート

金属ガイドレール

金属ガイドレール

縦胴縁

20

18

20

スライス加工されたコッツウォルズ・ストーンの上側面に溝を入れて、
金属シート（ガルバリウム鋼板）に嵌め込んでいく工法。
湿式工法のように乾燥待ちの工程を待つ必要がないので、スピーディー
な施工が可能です。
レールに嵌め込みさらに接着剤・目地で固定することから、地震や台風
などの際も落下の危険がなく安心かつ安全な施工技術です。

乾式工法は外断熱の効果が得られる施工方法です。
夏は外の湿気や暑さを遮断し、冬は住まいの暖気を外に逃がさない、快
適な住まいの実現が可能で、光熱費の節約にもつながります。

ランダム
20～40

125

80～19050～80

125

20～40

乾式用平	SCW-001 乾式用曲り	SCW-002

サイズ	 ランダム×125×20〜40mm

必要数	 	 -

入　数	 	 -	

重　量	 	 -

標準価格		 お問い合わせください

下地ガルバリウム鋼鈑	SCW-GR

サイズ	 	 -

必要数	 	 -

入　数	 	 -	

重　量	 	 -

標準価格		 お問い合わせください

サイズ	 (50〜80+80〜190)×125×20〜40mm

必要数	 	 -

入　数	 	 -

重　量	 	 -

標準価格		 お問い合わせください

※天然石の為、色合い・石目・サイズのバラツキがありますので予めご了承ください。 施工時に仮並べをして模様や色幅を確認してください。
石種によっては石の断層がありますので剥がしてからお使いください



64　｜　STONE - NATURAL STONE

ソルンフォーヘン乱形厚手 SNS-001

サイズ（厚さ）	 13〜 20mm

原産国	 ドイツ

石種	 石灰岩

重量	 約 40kg/m2

標準価格	￥7,200/m2

アルビノイエロー乱形 SNS-003

サイズ（厚さ）	 10〜 30mm

原産国	 ブラジル

石種	 石英岩

重量	 約 40kg/m2

標準価格	￥7,200/m2

マローピンク乱形 SNS-004

サイズ（厚さ）	 10〜 30mm

原産国	 ブラジル

石種	 石英岩

重量	 約 40kg/m2

標準価格	￥7,200/m2

ダイヤモンドホワイト乱形 SNS-020

サイズ（厚さ）	 10〜 30mm

原産国	 ブラジル

石種	 石英岩

重量	 約 40kg/m2

標準価格		 ￥9,900/m2

ソルンフォーヘン乱形薄手 SNS-002

サイズ（厚さ）	 8〜 12mm

原産国	 ドイツ

石種	 石灰岩

重量	 約 25kg/m2

標準価格	￥5,700/m2

使用石材：ソルンフォーヘンストーン乱形（奥）, アルビノイエロー乱形（手前）

クオーツサイトピンコロ SNS-008

サイズ	 100× 100× 20〜 40mm

原産国	 ブラジル

石種	 石英岩

重量	 約 1.0kg/ 個

標準価格	 ￥105/ 個

使用石材：クォーツサイトピンコロ ※天然石の為、色合い・石目・サイズのバラツキがありますので予めご了承ください。 施工時に仮並べをして模様や色幅を確認してください。
石種によっては石の断層がありますので剥がしてからお使いください
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SNS-012
サイズ	 140× 200× 30〜 50mm	

必要数	 約 33個 /m2

入り数	

重量	 約 2.5kg/ 個

標準価格	￥20,000/m2

ストーンペイブ　スライス

SNS-014
サイズ	 140× 200× 60〜 75mm	

必要数	 約 33個 /m2

入り数	

重量	 約 4.0kg/ 個

標準価格	￥24,000/m2

SNS-016
サイズ	 150× 150× 60〜 75mm	

必要数	 約 40個 /m2

入り数	

重量	 約 4.0kg/ 個

標準価格	￥24,000/m2

ストーンペイブ　ハーフカットヘッド

SNS-015
サイズ	 140× 200× 60〜 75mm	

必要数	 約 33個 /m2

入り数	

重量	 約 4.0kg/ 個

標準価格	￥19,500/m2

SNS-017
サイズ	 150× 150× 60〜 75mm	

必要数	 約 40個 /m2

入り数	

重量	 約 4.0kg/ 個

標準価格	￥19,500/m2

ストーンペイブ　ハーフカットボトム

SNS-010-N
サイズ	 140×200×120〜150mm	

必要数	 約 33個 /m2

入り数	

重量	 約 8.0kg/ 個

標準価格	￥29,800/m2

SNS-011-N
サイズ	 150×150×120〜150mm	

必要数	 約 40個 /m2

入り数	

重量	 約 8.0kg/ 個

標準価格	￥29,800/m2

ストーンペイブ　フルボトム

SNS-013
サイズ	 150× 150× 30〜 50mm	

必要数	 約 40個 /m2

入り数	

重量	 約 2.0kg/ 個

標準価格	￥20,000/m2

（限定在庫品）



Travis トラヴィス

66　｜　STONE - Travis

セメント 2 次製品

COLOR VARIATION

温もりが伝わる、クラシカルで上質なトラバーチン独特の質感。空間にエレガントでクォリティーの高い雰囲気を
もたらします。シンボリックなフロアーラインを生み出す 600 × 400mmのシリーズです。

200× 400mm角	TRV-240

サイズ 195 × 400 × 20mm
必要数 12.1 枚 /m2

入り数 8 枚 / ケース
重量 24kg/ ケース

設計価格	￥14,900／m2

出荷単位 枚

400× 600mm角	TRV-460

サイズ 400 × 603 × 20mm
必要数 4 枚／ m2

入り数 3 枚／ケース
重量 27kg ／ケース

設計価格	￥13,900／m2

出荷単位 枚

400mm角	TRV-400

サイズ 400 × 400 × 20mm
必要数 6 枚 /m2

入り数 4 枚 / ケース
重量 24kg/ ケース

設計価格	￥14,400／m2

出荷単位 枚

200mm角	TRV-200

サイズ 195 × 195 × 20mm
必要数 24.3 枚 /m2

入り数 16 枚 / ケース
重量 23kg/ ケース

設計価格	￥15,400／m2

出荷単位 枚

SIZE VARIATION

使用製品：Travis
TRV-460-1（Avorio）
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使用製品：Travis
TRV-460-2(Marron)

PATTERN

400×603 ・・2枚
400×400 ・・4枚
195×400 ・・2枚
195×195 ・・4枚

1.44m2/setA+B

約8m2

A

B

※A+Bで1パターン
となります。

パターン参考上代
¥14,733/m2

400×603 ・・ 2枚
400×400 ・・ 4枚
195×400 ・・ 2枚
195×195 ・・ 4枚

1.44m2/setC

約8m2

C

パターン参考上代
¥14,733/m2

400×603 ・・1枚
400×400 ・・1枚
195×400 ・・1枚
195×195 ・・1枚

0.52m2/setD

約8m2

D

パターン参考上代
¥14,650/m2

400×603 ・・1枚
400×400 ・・1枚
195×400 ・・1枚
195×195 ・・1枚

0.52m2/setE

約8m2

E

パターン参考上代
¥14,650/m2

パターン貼りで御注文の場合、
各形状ごとの梱包荷姿で発送致
します。（1 パターン毎の梱包
ではありません）

◆ 目地幅は 8 〜 10mm とって下さい。
◆ 施工の際に、複数のカートンを開けた後それ
ぞれを混ぜあわせて下さい。
◆ ご注文前には必ず在庫確認をしていただきま
すようにお願い致します。
◆ 印刷上の都合により、色調が現物と異なって
いる場合があります。

※施工上の注意
◆製品の厚みにはばらつきがございます。過度の
不陸はつまずき事故の原因となります。
 必ず仮並べをし、接着剤等で不陸調整をして下
さい。
◆外部に施工する際は、汚れ・劣化・白華等を防
ぐため「浸透性吸水防止剤 REPEL・S」を必ず
ご使用下さい。

※白華について
◆セメント二次製品は表面が白くなる「白華」を
生じる事があります。

TRV-1(Avorio) TRV-2(Marron) TRV-3(Grigio)



Hexagon ヘキサゴン

68　｜　STONE - Hexagon

セメント 2 次製品

手作りの雰囲気を残し、イタリアの伝統的なテラコッタにも通じる、
素朴な味わいのある新シリーズです。

HEX-1 HEX-2 HEX-3

使用製品：Hexagon
HEX-1

六角形平	HEX-

サイズ 250 × 220 × 20~25mm
必要数 23 枚 /m2

入り数 12 枚 / ケース
重量 20kg/ ケース

設計価格	￥12,000／m2

出荷単位 枚

SIZE VARIATION

COLOR VARIATION

 　CUBIC - STONE　｜　69

CUBIC キュービック
セメント 2 次製品

ヨーロッパの石畳を思わせるような舗石調床材。
住宅のエントランスからガーデンテラス、駐車スペースやラン
ドスケープまで幅広く使用できます。
フラット形状の他に用意された、コーナー、ボックス、カーブ
ストーンを合わせて使う事によって石積みの意匠をよりリアル
に再現できます。

G-601 受注生産品

COLOR VARIATION

G-602
（Soaked Grey ソークドグレイ）

G-603 受注生産品

G-604 受注生産品 T-601 受注生産品

T-602
（Soaked Grey ソークドグレイ）

T-603 受注生産品

T-604 受注生産品

Trad Type 馬フミ目地Grid Type イモ目地

カーブストーン (縁石 )Box( コーナー )

サイズ 95 × 95 × 95mm
必要数  - 
入り数  - 
重量  - kg ／ケース

設計価格	￥1,500／個
出荷単位 個

サイズ 500 × 95 × 60mm
必要数 2 枚／ m
入り数  - 
重量  - kg ／ケース

設計価格	￥2,800／個
出荷単位 個

CUBIC専用目地材	JE-100

サイズ  - 
必要数 4m2 ／袋
入り数  - 
重量 25kg ／袋

設計価格	￥4,100／袋
出荷単位 袋

サイズ 300 × 300 × 30mm
必要数 14 枚／ m2

入り数 6 枚／ケース
重量 25kg ／ケース

設計価格	￥8,500／m2

出荷単位 ケース

Grid-Type(300mm角 )	G-

サイズ 300 × 300 × 30mm
必要数 12 枚／ m2

入り数 6 枚／ケース
重量 25kg ／ケース

設計価格	￥8,500／m2

出荷単位 ケース

Corner( マグサ )

サイズ  (95+95) × 300 × 30mm
必要数 3.5 枚／ m
入り数 7 枚／ケース
重量 7kg ／ケース

設計価格	￥4,200／m
出荷単位 ケース

SIZE VARIATION
Trad-Type(300mm角 )	T-

◆ 1 ケースに 2 つの形状が半数ずつ
入っています。

◆ 目地幅は 10 〜 13mm 程とって下さい。
◆ 施工の際に、複数のカートンを開けた後
それぞれを混ぜあわせて下さい。
◆ ご注文前には必ず在庫確認をしていただ
きますようにお願い致します。
◆ 印刷上の都合により、色調が現物と異な
っている場合があります。

※施工上の注意
◆製品の厚みにはばらつきがございます。過
度の不陸はつまずき事故の原因となります。
 必ず仮並べをし、接着剤等で不陸調整をし
て下さい。
◆外部に施工する際は、汚れ・劣化・白華等
を防ぐため「浸透性吸水防止剤 REPEL·S」
を必ずご使用下さい。

※白華について
◆セメント二次製品は表面が白くなる「白華」
を生じる事があります。

◆貼り付けの際には複数のカートンを開け
　て、それぞれを混ぜながら施工して下さい。
◆ご注文前には必ず在庫確認をしてください
　ますようお願い致します。
◆記載のカラーサンプル及び施工例は、撮影
　の条件等により色調が異なる場合がござい
　ますのでご注意下さい。

※施工上の注意
◆製品の厚みにはばらつきがございます。過
　度の不陸はつまずき事故の原因となります。
 必ず仮並べをし、接着剤等で不陸調整をし
　て下さい。
◆外部に施工する際は、汚れ・劣化・白華等
　を防ぐため「浸透性吸水防止剤 REPEL·S」
　を必ずご使用下さい。

※白華について
◆セメント二次製品は表面が白くなる「白華」
　を生じる事があります。
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Exterior Item

自転車倉庫・メタルシェッド 72
ロートアイアン 74
コンサバトリー 76


