アドヴァン取り扱い石材について
■豊富なラインナップと品質管理
アドヴァンの｢アド･ストーン｣カタログは､地球の歴史を刻み続けた石を､世界中から採石､豊富にラインナップしています｡一般に､石は硬
く重厚な材料と思われがちですが､内部に空洞や異質部分があると､建材としては用をなしません｡アドヴァンは､原産地で材料の精選
と品質の管理を徹底｡より多くの建築プランに対応するために､規格品のほかに特注サイズ･加工にも柔軟に対応｡クリエイターの創造力
に施工性とクオリティーの高さで応えます｡

●スラブ材

●天然石モザイク

大板のスラブ材を用いて加工することにより、カウンタートップ、かまち石など
の様々な形状の役物へ幅広くご使用いただけます。天然大理石､ 天然み
かげ石、人造石からお選びいただけます。

ヨーロッパ伝統の装飾技術が､ 施工性の高いデザインシートになりました｡
自然が織り成す地球の産物と人の無限の創造力が､ 卓越したデザインと
華やかな空間をつくりだします｡

●天然大理石

●スレート・クォーツサイト

混入鉱物によって､ 白､ ベージュ､ 灰､ 緑､ 紅､ 黒などのカラーと､
無地､ 縞､ 筋､ 更紗､ 蛇紋などの紋様が微妙に変化します｡ 粒子が
緻密で､ 磨き仕上げでさらに美しさが際立ちます｡

原石に近い割り肌の石は､ 時間の経過とともに､ 味わい深い表情と独特
の美しさをかもしだします｡ 自然のノンスリップ効果が公園や公共施設に安
心感をそえる適材です｡

●壁用石材

●天然みかげ石

大理石、
みかげ石、
ライムストーン、
クォーツサイ
ト…それぞれ割り肌に仕上げることで、
磨き仕上げとはまた違う、天然石ならではの魅力を引き出しました。

マグマが地中深くで冷え固まった結晶質の石です｡ 摩耗しにくく風化にも
強く､ 耐久性があり､ 採石量が多く安定しているため､ 公共の建築物にも
よく使われます｡

●天然石ハンドクラフト

●人造石

天然大理石やライムストーンに手作業で仕上げを施すことで、味わい深い
意匠性を持たせました。

地球が永い時をかけて創りだした天然石をモチーフに､ 天然石と樹脂で
形成しました。豊富なデザインで時代の需要に応えます｡

ムサムサム仕上げ

ブッシュハンマー仕上げ

●ライムストーン
殻を持つ生物が堆積したり､ 海水中の成分が沈殿してできたものです｡
緻密で不純物を含まないものが良質とされますが､ 化石や空隙など独特
の風合いを楽しむこともできます｡

■石材の表面仕上げ

■石材の用途

■メンテナンス

石材は表面の仕上げによって全く違う表情を見
せてくれます｡ 鏡のように磨き上げた華やかで高
級な雰囲気や､ ざらざらした素朴で渋い趣などの
仕上がりイメージの他に､ 以下の代表的な仕上
げの特性を参考に、施工場所に求められる機能
性も考慮のうえ、お選びください｡

それぞれの石材には屋内､ 屋外､ 床､ 壁など
の向き ･ 不向きがあります｡ 吸水性の高い砂岩
や､ 酸に弱いライムストーンには､ 屋外や水回り
に不向きとされるものがあります｡ しかし､ もとも
と石は雨の降る大地にあったものですから､ 絶
対に使えないというわけではありません｡ 施工方
法､ 使用環境､ メンテナンスによって適用性は異
なりますが､ 選択の目安として用途区分マークを
表示しています｡

石材には凹凸があり､ 吸水性があります｡ 石種
によってメンテナンスは多少異なりますが､ 基本
的には､ こぼしたジュースはすぐに拭き取る､ 油は
つけないようにするなど､ こまめに掃除をすれば、
石材の汚れはずいぶん予防できます。また石材
保護のためワックスや撥水剤の塗布をおすすめし
ます｡ 詳しくは、営業担当者にお問い合わせくだ
さい。

●本磨き仕上げ
石材本来の色調や紋様が最も出る仕上げで､
細かい砥石で研磨した後､ つやだし粉とバフを
使って､ さらにつやをだした状態です｡ 水磨きよ
りも濃い色調に仕上がり､ 平滑でつやがあり､
壁､ 飾り棚やカウンタートップ､ 暖炉などの化粧
材に適しています｡

ビル､ 住宅等の屋内壁部｡

●屋内壁

( エントランス壁 ･ ホール壁 ･トイレ壁 ･
店舗壁等 )

中目の砥石で研磨したもので､ まだ石材表面の
光沢は少なく､ あまりつやもありません｡ やや粗
い仕上げで滑りにくいので､ 安全性の面でも床
材として適しています｡

●屋内床

●バーナー仕上げ

●屋外壁

表面に火炎を短時間あて､ 石材に含まれる鉱物
の熱膨張率の違いを利用して均一な粗面に仕上
げたものです｡ 粗面仕上げですから､ 狭い廊下
など､ 肩が当たって擦れるような壁面には避けた
方が無難です｡

●割り肌仕上げ
厚手の石材を石目に沿って割り､ そのままの破
面を活かした仕上げで､ 表面の凹凸の角がたっ
ています｡

※ここにご紹介したものの他にも、様々な意
匠性に富んだ仕上げの商品をご用意してお
ります。各商品ページをご参照ください。

(エントランス床･ホール床･室内トイレ床･室
内店舗床等､土足やスリッパ等で歩く場
所で雨水等の水濡れがない床部｡)

ビル､ 住宅等の屋外壁部｡

●屋外床

石材によっては塗り目地､ 酸洗いのできないもの
もありますのでご注意ください｡

■販売価格
ビル､住宅等の水濡れがない屋内床部｡

●マット調水磨き仕上げ

注意 !!

ビル､ 住宅等の屋外床部､ および
土足で歩行し水濡れがある､ もし
くは雨水等が持ち込まれる床部｡
( ビルのロビー ･ 住宅の玄関等の屋内
床部を含む｡ 公園や歩道等､ 公共エ
クステリア部位は別途ご相談ください｡ )

■石材の規格
●カタログ表示の規格は2016年7月1日現在のも
のです｡やむを得ず規格が変更になる場合が
ありますのでご了承ください｡
●表示寸法は切石､割石のため多少の誤差があ
ります｡
●カタログ掲載以外の特注サイズ･加工も承り
ます｡詳細は営業担当者にお問い合わせく
ださい｡

●表示価格は販売価格になります。
●販売価格は2016年7月1日現在のものです。
●販売価格には､施工費､加工費､および運賃は
含まれていません｡(運賃は別途請求となります｡)
●販売価格には消費税は含まれていません｡別
途加算をお願いします｡

■ご注文・お届け・返品
●お届けは原則として軒先渡しとなります｡
●掲載商品は常時在庫を原則としていますが､
大量注文や採石場の諸事情により一時的に
品切れを生じることがあります｡ ご検討の際は、
必ず営業担当者に在庫と納期をご確認ください｡
●お買い上げいただいた商品の返品はお受け
できません｡
●ご注文は、できるだけ一括でお願いします。
追加注文の場合は、その旨、注文書にご記入
ください。
色調等が異なるロットが現場に納品されること
がございます。
安全にお使いいただくために､ 商品説明を
良く読み､ 用途にあった適切な商品を選定
のうえ､ 正しい施工方法をお守りください｡

■天然ならではの色調と紋様

■画像ダウンロードについて http://www.advan.co.jp/

天然石材は､ 世界中の山から切り出され断裁さ
れます｡ 同じ山の岩塊から採石したものでも､ 同
じ色調と紋様のものは 1 枚としてありません｡ 1
枚の石材でも､ 光の加減や視線の角度､ 水濡
れなどによって､ 常に見え方が変わります｡ そし
て風雨にさらされ､ 踏みしめられ､ 時の経過とと
もに､ さらに味わいのある表情に変化します｡

●アドヴァンホームページにて商品写真および施工例写真のダウンロードサービスを行なっております。
ハイクオリティーな画像データを常に更新しておりますので、パターン貼りの作成、プレゼンテーション
の資料等に是非ご利用ください。

●同じ山の石材でも､ 採石層によって基調色や
紋様に変化が生じるため､ ロットによって色調
や紋様が変わることがあります｡ 追加注文は
できるだけお避けいただくのが無難です｡
●施工の際には必ず数ケースを混ぜ合わせ仮置
きし､ 全体の仕上がりバランスを見てから張り
込んでください｡

CPN-50（乱形）

KS-4400（400角）

画像ダウンロードの手順
本カタログ P.093 の例

ご希望の写真の商品番号を
説明に従って入力してください。

KS-4600（400×600）

検索結果

注意 !!
現物をショールームでご確認いただくか、
現物サンプル（有料）をお取寄せいただき、
実物にてご確認ください。
■貼り合わせ例／CPN-50

施工例写真はカタログに表記
されているコードを入力して
ください。

石材施工の概要
壁への施工
●接着剤貼り（点づけ）

仮固定用接着剤

①モルタルと、 合板、パーティクルボード等の下地にはエポ

400角の例

キシ系接着剤が最適です。下地モルタルをつくる場合は壁面
の接着面をよく清掃してください。
石

②エポキシ系接着剤を石の裏側にだんご状に 4 点、もしくは 5
点、点づけして、壁面に押しつけて圧着します。

エポキシ系接着剤
材

③ 2 液混合タイプの接着剤は、よく撹拌して、ご使用ください。
撹拌が不充分ですとシミの原因になることがあります。

皿頭ビス

④汚染を防止するために、白色系の石材およびライムストーン
系の石材では、撥水処理のうえ施工してください。

ボード

⑤目地詰めは、石質により 3 〜 6㎜で行ってください。

鋼鉄下地

●乾式工法

エポキシ系接着剤

ホールインアンカー

●半湿式工法

石材

して使われています。

近年 3 階以上の外壁石

縦筋

主に内装の石貼り方法と

貼りは、ほとんどこの乾
式 工 法を採 用する場 合

帯トロ
石材

外 装 の 場 合 は、2 階 程
ダボピン

が多くなっています。

度までの低い箇所にとど

ただし、厚みは 25㎜以

ダボピン

め、水の流れなどを充分

上とします。

に検討してください。
プレート

Ａ…
（使用する金物の型
式により異なる）
1 次金物を使用後、
50㎜〜 70㎜
2 次金物を使用時、
70㎜以上必要

引金物

ボルト・ナット

横筋

アングル
A

t

４０

アド・クリップ工法

t

特許第5667465号

タイルや石材の段差をなくして平滑に仕上げます。
アド・クリップ
工法

通常の圧着貼り工法
丁寧に圧着しても
下地の傾斜を拾いやすく、
段差が出来やすくなります。

アド・クリップ工法なら、
下地のボコボコを拾わず
平滑に仕上げることができます。

使用方法
A cm

石の大きさにより使用する
クリップスペーサーが違います。

10 200
15 133 89
20 100 67 50
25 80 53 40 32
30 100 67 50 40 44

①目地ピッチと
クリップを置く。

②クリップの上に
タイルを置く。

③クリップにくさびを入れ、
プライヤーで
きつく締める。

B

33 91 61 45 36 40 37
40 75 50 37 30 33 30 25

A

45 67 44 33 27 30 27 22 20
50 60 40 30 24 27 24 20 18 16

必ず専用接着剤
アド・フラットクリップボンド
をご使用ください。

60 50 33 25 20 22 20 17 15 13 11
80 50 33 25 20 21 19 16 14 12 10

9

90 44 30 22 18 19 17 14 12 11

9

8

7

100 50 33 25 20 20 18 15 13 12 10

9

8

8

120 42 28 21 17 17 15 13 11 10

7

6

7

8

詳しくはP.284をご覧ください。
6

10 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 90 100 120 B cm

例）①400×400→25個/㎡
②600×600→11個/㎡
③300×600→22個/㎡

施工用目地ピッチ（3㎜）
薄物用クリップ（厚さ3 〜 12mm）

厚物用クリップ（厚さ12 〜 20mm）

くさび

床用プライヤー

KBCP-180BA500

KBCP-180BA400

KBCP-180CU500

KBCP-231
231

販売価格 ￥10,900/袋(500個入)

販売価格 ￥11,900/袋(400個入)

販売価格 ￥12,900/袋(500個入) 販売価格 ￥6,700/個
6,700/個

KBCP-180BA250

KBCP-180BA200

KBCP-180CU250

販売価格 ￥5,500/袋(250個入)

販売価格 ￥6,000/袋(200個入)

販売価格 ￥6,500/袋(250個入)

KBR-159200E
販売価格 ￥1,100/袋（200個入）

壁用プライヤー
ー

KBCP-231RIV
31R
R
RIV
販売価格 ￥6,700/個
,700/個
/個

目地ピッチ（3㎜）

KBR-02902
K
販売価格 ￥900/袋（200個入）
販

床への施工
●アドヴァン推奨接着剤による接着剤貼り 1
アド・ユカ・ピタリボンド

アド・ユカ・ピタリボンド A ＋アド・ソフト A

A ソフト施工方法（石材をベニヤ下地に施工）

※下地の清掃後、吸水が激しい場合は アド・下地プライマー A を塗布してから施工してください。
①ソフト A・7.5 〜 8ℓとユカ・ピタリボンド A・25kg（1 袋）をハンドミキサーを使用して均一になるように
よく混ぜます。
※混合後の使用可能時間は 4 時間です。混合後はバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よ
く混ぜてください。（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認しながら施工してください。）
※施工が可能な下地の温度は＋ 5℃〜＋ 35℃です。
※気温が 10℃以下になると下地の温度が 5℃以下になる事があるので注意してください。

指先にくっつく状態で
張り付けてください。

②下地にくし目ごてでユカ・ピタリボンド A ソフトをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。
※塗り付け後 5 〜 15 分以内に石材、床タイルを張り付けてください。しごき塗り後 5 分以内でも表面に膜
が張ったら（皮張り）取り除いて、再度しごき塗り後すみやかに施工してください。

※皮張りして
いないか確認

③石材の裏面にもユカ・ピタリボンド A ソフトを薄く全面に塗り付け、改良圧着貼りしてください。
※ズレの手直しは、20 分以内に行ってください。
④施工後、48 時間で目地詰め可能になります。
（気温 23℃、湿度 50％）さらに 72 時間で軽歩行が可能に
なります。
※冬季の気温 7℃湿度 20％では 7 日以上、養生期間をとってください。
注）養生シートは、必ず通気性のあるタイプをご使用ください。
外部の場合、施工後 1 週間は雨、水をあてないよう養生を行ってください。
※二重床で使用する場合は営業担当にご相談ください。

石材裏面しごき塗り
（塗厚 1㎜）

●アドヴァン推奨接着剤による接着剤貼り 2（速乾性があるセメント系接着剤）
ニュースピードボンド＋水

アド・ニュ−スピードボンド

A ソフト施工方法（石材をモルタル下地に施工）

※下地の清掃後、吸水が激しい場合は アド・下地プライマー A を塗布してから施工してください。
（乾燥は 1 時間程度）
①ニュースピードボンド A・25kg（1 袋）とソフト A・8 〜 8.5ℓを（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認
しながら施工してください。）均一になるようによく混ぜます。
※混合後の使用可能時間は 30 分です。混合後はバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よ
く混ぜてください。
※施工が可能な下地の温度は＋ 5℃〜＋ 25℃です。
※気温が 10℃以下になると下地の温度が 5℃以下になる事があるので注意してください。

指先にくっつく状態で
張り付けてください。
※皮張りして
いないか確認

②下地にくし目ごてで、ニュースピードボンド A ソフトをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。
※塗り付け後 5 分以内に石材を張り付けてください。しごき塗り後 5 分以内でも表面に膜が張ったら
（皮張り）
取り除いて再度しごき塗り後、すみやかに施工してください。
③石材の裏面にもニュースピードボンド A ソフトを全面に塗り付け改良圧着貼りをしてください。
※ズレの直しは 5 〜 10 分以内で行ってください。
④施工後 3 〜 4 時間で目地詰めが可能になります。（気温 23℃、湿度 50％）
目地詰め可能目安
（施工後）
：
壁・床 4 時間後
歩行可能目安
（施工後）
：
4 時間後
※外部の場合、施工後 1 週間は雨、水をあてないよう養生を行ってください。

石材裏面しごき塗り
（塗厚 1㎜）

割り肌石の施工
●方形商品
①割り肌商品の石材は寸法に多少の誤差がありますので、目地幅は各商品ページをご参照ください。
②割れ面のため、5 〜 10㎜前後の板厚の差がありますので、施工ではこれを考慮にいれた施工法をとってください。
③壁・床の施工とも、従来工法のモルタルにより貼り込み、板厚の差を吸収する工法をとってください。
④目地詰めの際は、割り肌の粗面にモルタルが残らないように拭き取りを充分に行ってください。
⑤汚染防止のため、施工後に「石にしみこんで保護」の塗布をおすすめします。

●乱形商品
①割り肌商品の石材は寸法に多少の誤差がありますので、目地幅は各商品ページをご参照ください。
②割れ面のため、5 〜 20㎜前後の板厚の差がありますので、施工はこれを考慮にいれた施工法をとってください。
③壁・床の施工とも、従来工法のモルタルにより貼り込み、板厚の差を吸収する工法をとってください。
④目地詰めの際は、割り肌の粗面にモルタルが残らないように拭き取りを充分に行ってください。
⑤汚染防止のため、施工後に「石にしみこんで保護」の塗布をおすすめします。
⑥必要数量についての注意

カタログ表示のパレット入数は、未加工で施工した場合の㎡数量です。石の形状を削り形
を整えて施工する場合は、20 〜 30％多めに必要になりますので、お見積り、ご注文の際は、
くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。

基準施工例 ( 未加工で施工）

このように形状を整え、目地幅を
つめた張り方にすると、使用量が
20 〜 30％増えます。

壁・床への施工時の注意事項
●ホワイト、ピンク系の大理石及び吸水性の高い石材をモルタルで施工する場合は壁、床とも必ず白色セメント、寒水粉をご使用ください。
●ホワイト、ピンク系の大理石や吸水性の高い石材をエポキシ系接着剤で貼る場合には石材の裏面に、石を裏から保護（SLST-1200）を均一に塗布し、撥水処理して
ください。
●目地は通常 8㎜以上が適当ですが、石材によって若干異なります。
●ホワイト、ピンク系の大理石をベニヤ合板やコンパネ下地の壁面に施工する場合は必ず下地パネルにアク止めプライマーを塗布してください。

商品の留意点
●表面に剥離した界面または空隙が存在する場合は、施工前に強制的にはがして下さい。
●外部に施工する際は、保護材をおすすめします。保護剤については、営業スタッフにお問い合わせください。
●白系の商品は、白色セメントと寒水モルタルを使用してください。アド・ボンドA シリーズをご使用の場合はホワイトタイプをご指定ください。
●ライムストーンは吸水性があるため、下地躯体面から異質物が染み出すと大変目立つので、石材表、裏面に、
「アドしみこん
で保護システム」をご使用ください。
●床への施工の際は､ 汚れ防止と表面保護のため､ 当社取扱いの
「アドしみこんで保護システム」をおすすめします。
●木質下地の場合は、施工後アクがしみ出すことがあります。あらかじめアク止めの処理をしてください。
（アド・下地プライマー
Aを使用してください）
●スレートは、浴室等の湿潤場所には使用しないでください。
●石種により、摩耗しやすいものや、汚れが付着しやすいものがあります。外部および床にご使用の際は石質をご確認ください。
●浴室等の湿潤場所､ 凍結の恐れのある場所には使用しないでください｡
●天然石のため色幅・石目摸様・亀裂があります。
●天然石材につき、外部及び水まわりに使用した場合、サビが出る場合があり、サビの進行をおさえる「アドしみこんで保護
システム」のご使用をおすすめします。

施工上の注意
●施工後の仕上がりを良くするために仮並べを行い、ジョイント部を調整されることをおすすめします。
●大理石、ライムストーンは酸に侵されます｡ 酸洗い､ 酸性洗剤の使用は絶対にしないでください｡

外壁工事は安心・安全の時代へ

アド・レールハル工法®

アド・オオバンレール工法
用途：規格石材・アド砂岩S・大判磁器タイル

従来では難しかった400角600角の規格石材、大型タ
イルの外壁への施工、さまざまな大きさや形状の外壁
材が、石材の大きさや目地幅に合わせてカンタンで安
全に外壁へ施工することを可能にした工法です。

アド・ピンメッシュ工法
用途：乱形石材・ボスコストーン・メルス

アド・アミレール工法
用途：ナチュラルロブソン・スプリットフェイス・ブリック

●より詳しい施工に関しましては、施工要領書を営業担当者にお問い合わせください。

改良圧着工法
●下地にくし目ゴテで張り付けモルタルを
塗り付けます。
指先にくっつく状態で張
り付けてください。

●石材の裏面にも張り付けモルタルを全面にしごき塗りし、
改良圧着張りしてください。

