WALL
COASTAL

Coastal
Create the look of a sea glass backsplash with this
beautiful tumbled edge frosted beached glass
subway tile.

This design will give your any decorated room within
your home a bright and fresh look.

TB-CST- ２

TB-CST-3
<< WEBSITE
made in China
ガラス
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WALL

コースタル

Coastal
COASTAL

珍しいすりガラスのサブウェイタイル。
シーグラスを彷彿とさせる美しいタンブルエッジが特徴。

TB-CST-1

TB-CST-2

TB-CST-3

NO.

SIZES

THICKNESS

kg/BOX

BOX

PIECES/m2

PRICES

TB-CST-1…3

約 50.8 × 203.2

7～ 8

6.85

36

約 97

¥14,345/ 箱
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ORDER

1.

2. 商品を検索する

ショップにアクセス

3. カートに入れる

4. 決済のお手続き

5.

商品のお届け

QR コードまたは検索で
オンラインショップにアクセス！

https://bowcs.tilemarket.jp/
セレクトタイルでこだわりライフ♪
ボウクス・タイルマーケット

Follow me

GARDEN SHOP

タイルを、もっと自由に。もっと身近に。

タイル やガーデ ン 雑 貨 など、 一 部 商 品 は

新商品やお得なキャンペーン情報など配信中 !

ボウクス川崎本店隣接の「ガーデンショップ」
でもご 覧いただけます。お近くまでお越し

bowcs.tilemarket
bowcs_tilemarket

tile_market

の 際 は 是 非、 お 立 ち 寄 りくだ さ い ま せ。
→ ACCESS MAP p80

info@bowcs.co.jp
掲載のない商品や他社タイルの
ご注文・お見積りも承ります。

ボウクスは、タイル専門の「セレクトショップ」として、ほぼすべての

アイコットリョーワ / アドヴァン / エービーシー商会 / エクシィズ / オルスタンダード /KY タイル / ダイナワン /

国内タイルメーカー様とお取引しています。ご希望の商品情報と、納期・

ダントータイル /Tchic/ TOTO/ 長江陶業 / 名古屋セラミックス / 名古屋モザイク工業 / ニッタイ工業 /

お客様名・配送先を添えてお気軽にご相談ください。

平田タイル / マラッツィ・ジャパン / マリスト / 丸鹿セラミックス / ミツル陶石 / 美濃タイル商業協同組合 /
ラミナムジャパン / LIXIL / リビエラ / キャン’
エンタープライゼズ
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MAILFORM >>

お取り扱いタイルメーカー（一部抜粋）
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ご注文・お見積り

店頭はもちろん、

ご自宅でも。

タイルの事は

ボウクスにお任せ。

SERVICE

<< WEBSITE
サービス案内

www.bowcs.co.jp
タイルコンシェルジュ

オンライン相談

工事や施工のご相談承ります

ご希望の雰囲気やカラー・サイズ・施工箇所などから、最

ご自宅等の PC・タブレット・スマートフォンを利用して

東京・神奈川エリアの工事請負、また施工全般に関する

適なタイルや副資材をご提案いたします。

オンラインでご相談を承っております。

ご相談も承っております。

タイル照合

タイル・石材加工

店頭受け取りサービス

欠けてしまったタイルを補修したいけど品番が分からない

寸法カット・斜めカット以外にも、穴あけ加工・接着加工・

方へ。同等品・または類似品をご案内いたします。

磨き加工など、さまざまな加工が可能です。

オンラインでのご購入商品をボウクス株式会社の各店舗
（川崎本店・横浜店・相模原店）にてお受取りいただけます。

BOWCS TILE CATALOG 2022-2023
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CONTACT
お問い合わせ総合窓口

i n fo@b owc s .co.jp

ボウクスでは新築・リフォームを問わず、住まいに
関するあらゆる建 築資材のご提供から空間提案、
工事施工（東京都・神奈川県エリア）まで、一括サ
ポートが可能です。お気軽にご相談ください。

店舗案内（建材販売グループ）
営業時間

7：00 ～ 17：00

／

定休日

土・日・祝

※駐車場あり

川崎本店

横浜店

相模原店

〒 211-0025 川崎市中原区木月 4-28-8
T EL： 044-433-5111
FAX： 044-433-5117

〒 244-0845 横浜市栄区金井町 274-1
T EL： 045-414-5111
FAX： 045-414-5112

〒 252-0331 相模原市南区大野台 1-8-34
T EL： 042-707-1511
FAX： 042-786-6191

・ご相談やご提案など、コンシェルジュサービスをご希望の方は、事前予約をお願いします。

・総合窓口にご希望の店舗と、日時を第３希望までお伝えいただきましたら、折り返しご連絡差し上げます。
・店舗により商品の在庫状況は異なります。店頭でご覧になりたい商品がある場合は、あらかじめサンプルや商品の在庫状況をご確認ください。
・店舗の混雑具合により、ご予約のないお客様はお待ちいただく可能性があります。
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〒 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月 4-28-3
TEL： 044-431-5052 ／ FAX： 044-431-5053

INFORMATION
用途区分と生産区分
屋外壁

屋内壁

浴室壁

ビル、住宅等の屋外壁部。

ビル、住宅等の屋内壁部。

住宅等の浴室壁部。シャワールーム、大浴場、

（上裏部分は除く）

（使用高さ 3m 未満／上裏部分、天井部分は

プールサイド壁部を含む。
（使用高さ 3m 未満

除く）

／上裏部分、天井部分は除く）

屋外床

屋内床（靴履き）

浴室床

ビル、住宅等の屋外床部。
（土足で歩行し水

ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部。

住宅等の浴室床部。

濡れがある、雨水等が持ち込まれる床部／ビル

（土足で歩き、雨水などの水濡れがない床部）

のロビー、住宅の玄関等の屋内床部を含む）

生産
区分

A：押出し成形／ B：プレス成形
Ⅰ類 ： 吸水率 3.0% 以下 （旧規格：磁器質）
Ⅱ類 ： 吸水率 10.0% 以下（旧規格：せっ器質）
Ⅲ類 ： 吸水率 50.0% 以下（旧規格：陶器質）

居室床（土足以外）

耐凍害適正マーク

ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部。
（土

耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用できます。

足以外で歩き、水濡れがない床部）

但し、
水がかりするような箇所
（浴室壁面など）
では、凍害が発生することがあります。

諸注意とお願い
カタログ掲載内容・価格・納期について

商品特性・表示について

施工・使用上の注意について

・記 載された価格は税抜価格です。工事費・送料などは含まれません。

・表示の単位は一部を除き、寸法は「mm」
、重量は「kg」となります。
・表 示されている寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありま

・施 工箇所の条件に適した商品の選定・施工法をお選びください。
・ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分

ものがございます。
・天 然石やガラスを含む製品は、色や模様にバラツキがあります。
・切り石・割り石を含む製品は、寸法・厚みに多少の誤差があります。
・ガラス製品は浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返し

・使 用高さ 3m 以上、公園や歩道等の公共部位、上裏部分、吹き抜け、

・サンプルは、商品により有償の場合がございます。
（別途送料）
・納 品から 4 日以上経過した場合、または施工完了後のクレームはお受けできません。
納品後すぐに商品をご確認ください。
・ご注文の際は、在庫状況及び納期をご確認ください。
・予 告なく価格・寸法・カラー等の仕様変更、または生産中止となる場合があります。
・撮 影条件の違いや印刷インクの特性上、商品写真・施工例写真と現物は色が異なる
場合があります。

・このカタログに掲載されている商品は、2022 年 4 月現在のものです。
・最 新情報は弊社ウェブサイト（https://www.bowcs.co.jp）をご確認ください。

4

BOWCS TILE CATALOG 2022-2023

| INFORMATION

すので、タイル割付けの際はご注意ください。
・タイルは焼き物のため、同じ品番でも色味や柄の風合いが若干違う

による破損が生じる場合がありますので、使用場所にご注意ください。
・レンガは焼き物のため、特有の色幅及び寸法誤差があります。
・柄ランダムの商品は、柄を指定して出荷することはできません。

注意してください。また、カットの出ないような割付・納まりにしてく
ださい。

天井部、大浴場床、プールサイド床への施工をご検討の際は別途ご
相談ください。
・メンテナンス時、酸性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。

・記 載の諸 注 意に従わない使 用法・施工 法により発 生した問題には
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
・商品や施工についてご不明な点など詳細はお問い合わせください。

