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250 anni di storia ci VENETIAN TERAZZO™️ impiegati in ROYAL ACADEMY OF ARTS
250 年の歴史あるロイヤルアカデミー オブ アーツに採用されている“ヴェネチアン・テラゾ TM ”
Royal Academy of Arts è il più antico Royal College of Art nel Regno Unito, con una storia di 250 anni fondata
da Re Giorgio III nel 1768 presso la National Art School di Piccadilly, nel centro di Londra, in Inghilterra.Per
più di qualche migliaio di collezioni, ci sono opere di Michelangelo e una scatola di dipinti della regina Vittoria,
un capolavoro di consulbation, un tesoro dell’arte britannica.Il risanamento che collega “Burlington Hause”
e “Burlington Garden” completato nel maggio 2018, che sarà l’anno di commemorazione di 250 anni, è stato
gestito da David Chipper Field, un affermato designer del museo d’arte.”VENETIAN TERAZZO™️” ha scelto
Mr. Chipper Field come materiale per pavimenti nel luogo principale.”VENETIAN TERAZZO™️” utilizzato in
questo luogo visitato da artisti e architetti di tutto il mondo è sicuramente un materiale di finitura indispensabile
per la costruzione futura.
ロイヤル アカデミー オブ アーツは、イギリス・ロンドン中心部のピカデリーにある美術館併設の国立美術学校で 1768 年
国王ジョージ３世によって設立された 250 年の歴史を誇るイギリス最古の王立芸術院です。
数千を超えるコレクションには、15 〜 16 世紀のイタリア芸術家ミケランジェロの作品や 19 世紀のイギリス画家コンスタブル
の傑作であるビクトリア女王のペイントボックスなどがあり、イギリス芸術の宝庫です。 創立から 250 年を迎えた 2018 年
5 月、5600 万ポンドの費用をかけた改装が完成しました。
3 年以上に及ぶ今回の再開発計画を手がけたのは、美術館の設計に定評のあるデイヴィッド・チッパーフィールド氏。そのチッパー
フィールド氏が主要な場所での床材として選んだのが“ヴェネチアン・テラゾ TM ”です。 世界中の芸術家や建築家が訪れる
この場所に使われている“ヴェネチアン・テラゾ TM ”は、これからの建築に欠かせない仕上材となることは間違いないと言え
ます。
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I migliori marchi di moda cercano materiale “VENETIAN TERAZZO™️”

有名ファションブランドに愛される“ヴェネチアン・テラゾ™️”

È stato acquisito da Permira Advisers nel 2007 ed è rimasto stanco da quando il fondatore Valentino Garabani è
andato in pensione, ma nel 2012 ha acquistato Mayfura e la ricostruzione del marchio è progredita, e ora con una
notevole ripresa con lo sviluppo globale del negozio era “VALENTINO”Il concetto di design del negozio è anche
unificato in tutto il mondo ed è uno spazio circondato da un morbido “VENETIAN TERAZZO™️” grigio nel
design del Sig. David · Chipper Field, simboleggiato dalla 5th Avenue, il flagship store di New York Lo è.Inoltre, è
stato adottato come una serie di marchi tra cui i negozi United of Benetton London (foto 1 a 4) e il primo marchio
australiano di prodotti per la cura della pelle Aesop (foto 5 a 8).

イタリアを代表するブランド“ VALENTⅠNO”は、2007 年ペルミラ・アドバイザーズに買収され、創立者のヴァレンティノ・
ガラヴァーニ氏が退いてから低迷が続いていましたが、2012 年メイフーラに再買収されブランドの立て直しが進み、現在
グローバルな店舗展開で見事な復活を遂げています。 ショップのデザインコンセプトは、著名建築家デイヴィッド・チッパー
フィールド氏のデザインで世界統一されています。なかでも 5th Avenue,New York 店や銀座シックス店は、1 階から４階まで建物
がまるで無垢の柔らかなグレー色のヴェネチアン・テラゾ TM をくり抜いて作られたような迫力ある店舗となっており必見です。
その他にもユナイテッド・オブ・ベネトン ロンドン店（写真①～④）や、オーストラリア発のスキンケア商品ブランド
Aesop（写真⑤～⑧）など数々のブランドに採用されています。
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品質データ（厚み：20㎜）

シンデレラ グレー

Cinderella Grey

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

イタリアを代 表する大 理 石ビアンコカララの大 理 石チップを絶妙なバランスで散りばめ
柔らかなグレーセメントで包みました。

Flexural strength
曲げ強度

9.1MPa

Water absorption
吸水率

3.37M%

Resistance to abrasion
耐摩耗性

19.10cm³/50cm²

Resistance to compression
≥ 60MPa
圧縮強度
Breaking load
破壊強度

≥ 3kN

Fire resistance
耐火性

A1fl fire resistant

Frost resistance
耐凍害性

Class 2/B

Slippage resistance
すべり値

水磨き

本磨き

ブラシ仕上げ

ブッシュハンマー仕上げ

Standard R9

ー

Standard R10

Standard R13

規格：EN13748
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シンデレラグレー

600
角

水磨き / 本磨き / ブラシ仕上げ

水磨き
ATZ-SB240H6
600 × 600 × 20mm
（2.78 枚 /m²）
販売価格 ¥22,800/m²
販売単位 ¥8,201/枚
（1 枚 /約 18kg）
● 梱包費が別途必要となります。

スラブ

水磨き

本磨き

ATZ-SB240SL

ATZ-SB240PSL

2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）

2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）

販売価格 ¥20,500/m²
販売単位 ¥73,595/枚
（1 枚 /約 180kg）

販売価格 ¥29,000/m²
販売単位 ¥104,110/枚
（1 枚 /約 180kg）

ブラシ仕上げ
ATZ-SB240BRSL
2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥30,000/m²
販売単位 ¥107,700/枚
（1 枚 /約 180kg）
● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、
アドしみこんで保護システムをご使用ください。

シンデレラグレー

ブッシュハンマー仕上げ

ブッシュハンマー仕上げ
スラブ

ATZ-SB240BHSL
2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥31,000/m²
販売単位 ¥111,290/枚
（1 枚 /約 180kg）

シンデレラ グレー

Cinderella Grey

内壁

内床

○

○

推奨目地カラー

● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、
アドしみこんで保護システムをご使用ください。

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

イタリアを代表する大理石ビアンコカララの大理石チップを絶妙なバランスで散りばめ柔らかなグレーセメントで包みました。

● 種石、顔料の関係で同商品であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。

KBA-005101 KBA-005102
（ホワイト） （ライト グレー）

● スラブを加工の際には端を切り落とす為、加工品の寸法は若干小さくなります。 ● 水

磨き仕上げ商品は、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常にすべりやすくなり危険です。足ふきマットを設置するなどして、表面が濡れないようにしてください。 ● カタロ
グ写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用
ください。 ● 寸法には多少の誤差があります。標準目地5㎜以上を確保してください。

● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 製法上、製品裏

面の角や辺に多少のカケがある場合がございます。 ● テラゾはセメント製品ですので、光（熱）、湿気、空気の流れ（風）等により、製品内部の水分比が変化するため収縮し反りや目違
い（段違い）が発生することがあります。

● 床にご使用の場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、キズ等を十分に検討した上でご採用ください。

砕いて顔料を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いので、酸を付着させないよう十分にご注意ください。

● テラゾは天然大理石等を

● 酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでく

ださい。 ● 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。

● 吸水性のある商品です。エントランス周

りや洗面所に使用する等、濡れる可能性がある場合は「アド・しみこんで保護システム」等、撥水・撥油剤のご使用をおすすめいたします。
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Milacolo di “Milano Ceppo” del lago
“ミラノ チェッポ石”は、湖畔の奇跡

C’è un bellissimo lago nel posto che a nord è a poche ore di macchina dalla città di Milano.La pietra estratta dal lago
è Cheppo. È una pietra molto rara che il pendio collassa, si forma un grande corpo di smontaggio e questo pezzo
è composto da cemento grigio chiaro naturale a base di calce.Particolarmente utilizzati negli edifici del centro di
Milano, Via Monte Napoleone con negozi di marca, i marchi più importanti come “MONCLER” e “CELINE” (Foto
1) hanno resistito per centinaia di anni Lo uso come facciata del negozio così com’è.Negli ultimi edifici, “La Bocconi
University” di Milano, che Grafton Architects ha lavorato molto famoso nel design della scuola, è stata completata a
Cheppo.
Lo svantaggio della pietra naturale è che è molto costoso mescolare pietre molto grandi.
Rendendo questa meravigliosa pietra naturale come una pietra da semina “VENETIAN TERAZZO™️”, siamo riusciti
a controllare la dimensione della pietra di semina e a sopprimere il costo mantenendo la sua tonalità di colore.
ミラノの市街から車で 2、3 時間北上した場所に美しい湖があります。その湖畔から採石されるチェッポ石は、複数の石の塊
が天然石灰セメントで固められた珍しい天然石です。

ミラノ チェッポ

Milano Ceppo

チェッポ石は特にミラノ市街地の建物に多く使われており、ブランドショップが立ち並ぶモンテナポレオーネ通りで“ CELⅠNE

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

（セリーヌ）”
（写真上）や“MONCLER（モンクレール）”などのトップブランドも何百年の間に風化したチェッポ石をそのまま
お店のファサードとして使っています。 近年の建物では、学校建築で特に著名なアイルランドの建築集団グラフトン・アーキ

数 百 年の年月を経た今でもミラノの建 物を彩るイタリア産チェッポ石は、その独特な色合いと

テクツが手掛けたミラノの“Bocconi University”はチェッポ石で仕上げられています。

多 様 美でヨーロッパの建 築 家やデザイナーのハートを掴みます。

天然石チェッポ石の難点は、石の斑が非常に大きいものが混ざることと、非常に高価であるという点です。この素晴らしい
天然石を種石とした“ヴェネチアン・テラゾ TM ”の“ミラノ チェッポ”は、独自の色合いをそのままに種石の大きさを一定
規模にコントロールし価格は天然石のほぼ半額に抑えられています。
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品質データ（厚み：20㎜）

ミラノ チェッポ

Milano Ceppo

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

数 百 年の年を経た今でも、ミラノの建 物を彩るイタリア産チェッポ石は、その独特な色合いと
多 様 美でヨーロッパの建 築 家やデザイナーのハートを掴みます。

Flexural strength
曲げ強度

9.9MPa

Water absorption
吸水率

4.36M%

Resistance to abrasion
耐摩耗性

21.9cm³/50cm²

Resistance to compression
≥ 60MPa
圧縮強度
Breaking load
破壊強度

≥ 3kN

Fire resistance
耐火性

A1fl fire resistant

Frost resistance
耐凍害性

Class 2/B

Slippage resistance
すべり値

水磨き

本磨き

ブラシ仕上げ

ブッシュハンマー仕上げ

Standard R9

ー

Standard R10

Standard R13

規格：EN13748
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ミラノチェッポ 水磨き / 本磨き / ブラシ仕上げ

600
角

水磨き
ATZ-SB130H6
600 × 600 × 20mm
（2.78 枚 /m²）
販売価格 ¥24,500/m²
販売単位 ¥8,812/枚
（1 枚 /約 18kg）
● 梱包費が別途必要となります。

スラブ

水磨き

本磨き

ATZ-SB130SL

ATZ-SB130PSL

2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）

2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）

販売価格 ¥22,000/m²
販売単位 ¥78,980/枚
（1 枚 /約 180kg）

販売価格 ¥29,000/m²
販売単位 ¥104,110/枚
（1 枚 /約 180kg）

ブラシ仕上げ
ATZ-SB130BRSL
2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥30,000/m²
販売単位 ¥107,700/枚
（1 枚 /約 180kg）
● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、
アドしみこんで保護システムをご使用ください。

ミラノチェッポ ブッシュハンマー仕上げ

ブッシュハンマー仕上げ
スラブ

ATZ-SB130BHSL
2,530 × 1,420 × 20mm
（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥31,000/m²
販売単位 ¥111,290/枚
（1 枚 /約 180kg）

ミラノ チェッポ

Milano Ceppo

● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

内壁

内床

○

○

推奨目地カラー

アドしみこんで保護システムをご使用ください。
KBA-005102 KBA-005104
（ライト グレー）（アイアン グレー）

数 百 年の年を経た今でも、ミラノの建 物を彩るイタリア産チェッポ石は、その独特な色合いと

● 種石、顔料の関係で同商品であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。

● スラブを加工の際には端を切り落とす為、加工品の寸法は若干小さくなります。 ● 水

多 様 美でヨーロッパの建 築 家やデザイナーのハートを掴みます。

写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用くだ

磨き仕上げ商品は、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常にすべりやすくなり危険です。足ふきマットを設置するなどして、表面が濡れないようにしてください。 ●カタログ
さい。 ● 寸法には多少の誤差があります。標準目地5㎜以上を確保してください。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 製法上、製品裏面の角
や辺に多少のカケがある場合がございます。 ● テラゾはセメント製品ですので、光（熱）、湿気、空気の流れ（風）等により、製品内部の水分比が変化するため収縮し反りや目違い（段違
い）が発生することがあります。 ● 床にご使用の場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、キズ等を十分に検討した上でご採用ください。 ● テラゾは天然大理石等を砕いて顔料
を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いので、酸を付着させないよう十分にご注意ください。 ● 酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでください。 ●
吸水性のある商品です。エントランス周りや洗面所に使用する等、濡れる可能性がある場合は「アド・しみこんで保護システム」等、撥水・撥油剤のご使用をおすすめいたします。
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スターダスト（水磨き）
600
角

品質データ（水磨き仕上げ / 厚み：20㎜）

ATZ-SB173H6
600 × 600 × 20mm（2.78 枚 /m²）
販売価格 ¥21,500/m²
販売単位 ¥7,733/枚
（1 枚 /約 18kg）
● 梱包費が別途必要となります。

2,530 × 1,420 × 20mm（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥18,500/m²
販売単位 ¥66,415 枚
（1 枚 /約 180kg）

スターダスト

Star Dust

内壁

内床

○

○

推奨目地カラー

● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

8.9MPa

Water absorption
吸水率

2.55M%

Resistance to abrasion
耐摩耗性

19.8cm³/50cm²

Resistance to compression
≥ 60MPa
圧縮強度

ATZ-SB173SL
スラブ

Flexural strength
曲げ強度

KBA-005101 KBA-005102
（ホワイト） （ライト グレー）

アドしみこんで保護システムをご使用ください。

● 種石、顔料の関係で同商品であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。

Breaking load
破壊強度

≥ 3kN

Slippage resistance
すべり値

Standard R9

Fire resistance
耐火性

A1fl fire resistant

Frost resistance
耐凍害性

Class 2/B
規格：EN13748

● スラブを加工の際には端を切り落とす為、加工品の寸法は若干小さくなります。 ● 水

イタリアならではのセンスで、ロッソベローナ・バルディグリオ・ビアンコカララなど赤・黒・白と全く個性の違う

磨き仕上げ商品は、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常にすべりやすくなり危険です。足ふきマットを設置するなどして、表面が濡れないようにしてください。 ● カタロ

イタリア産 大 理 石を淡いホワイトグレーセメントで包み込むことで 見事なハーモニーを生み出しています。

ください。 ● 寸法には多少の誤差があります。標準目地5㎜以上を確保してください。

グ写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用
● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 製法上、製品裏

面の角や辺に多少のカケがある場合がございます。● テラゾはセメント製品ですので、光（熱）、湿気、空気の流れ（風）等により、製品内部の水分比が変化するため収縮し反りや目違い
（段違い）が発生することがあります。

● 床にご使用の場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、キズ等を十分に検討した上でご採用ください。

いて顔料を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いので、酸を付着させないよう十分にご注意ください。

● テラゾは天然大理石等を砕

● 酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでくだ

さい。 ● 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。

● 吸水性のある商品です。エントランス周り

や洗面所に使用する等、濡れる可能性がある場合は「アド・しみこんで保護システム」等、撥水・撥油剤のご使用をおすすめいたします。
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エンゼル ホワイト（水磨き）
600
角

品質データ（水磨き仕上げ / 厚み：20㎜）

ATZ-SB250H6
600 × 600 × 20mm（2.78 枚 /m²）
販売価格 ¥22,500/m²
販売単位 ¥8,093/枚
（1 枚 /約 18kg）
● 梱包費が別途必要となります。

Angel White

2,530 × 1,420 × 20mm（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥19,800/m²
販売単位 ¥71,082/枚
（1 枚 /約 180kg）

エンゼル ホワイト

内壁

内床

○

○

推奨目地カラー

● 梱包費が別途必要となります。
●カ
 ウンターとして施工される際には、

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

8.1MPa

Water absorption
吸水率

2.7M%

Resistance to abrasion
耐摩耗性

19.6cm³/50cm²

Resistance to compression
≥ 60MPa
圧縮強度

ATZ-SB250SL
スラブ

Flexural strength
曲げ強度

Breaking load
破壊強度

≥ 3kN

Slippage resistance
すべり値

Standard R9

Fire resistance
耐火性

A1fl fire resistant

Frost resistance
耐凍害性

Class 2/B

KBA-005101 KBA-005102
（ホワイト） （ライト グレー）

アドしみこんで保護システムをご使用ください。

● 種石、顔料の関係で同商品であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。

規格：EN13748

● スラブの加工の際には端を切り落とす為、加工品の寸法は若干小さくなります。 ● 水

ビアンコカララを主 体としたイタリア産 大 理 石が生み出す白色はまさに天使が舞い降りてくるほど美しく

磨き仕上げ商品は、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常にすべりやすくなり危険です。足ふきマットを設置するなどして、表面が濡れないようにしてください。 ● カタロ

ミケランジェロや多くの彫 刻 家がイタリアの白大 理 石を使った理由でもあります。

ください。 ● 寸法には多少の誤差があります。標準目地5㎜以上を確保してください。

グ写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用
●施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 製法上、製品裏面

の角や辺に多少のカケがある場合がございます。 ● テラゾはセメント製品ですので、光（熱）、湿気、空気の流れ（風）等により、製品内部の水分比が変化するため収縮し反りや目違い
（段違い）が発生することがあります。

● 床にご使用の場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、キズ等を十分に検討した上でご採用ください。

いて顔料を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いので、酸を付着させないよう十分にご注意ください。

● テラゾは天然大理石等を砕

● 酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでくだ

さい。 ● 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。

● 吸水性のある商品です。エントランス周り

や洗面所に使用する等、濡れる可能性がある場合は「アド・しみこんで保護システム」等、撥水・撥油剤のご使用をおすすめいたします。
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セレナーデ ブラック（水磨き）
600
角

品質データ（水磨き仕上げ / 厚み：20㎜）

ATZ-SB171H6
600 × 600 × 20mm（2.78 枚 /m²）
販売価格 ¥21,500/m²
販売単位 ¥7,733/枚
（1 枚 /約 18kg）
● 梱包費が別途必要となります。

セレナーデ ブラック

Serenade Black

2,530 × 1,420 × 20mm（3.59m²/ 枚）
販売価格 ¥18,500/m²
販売単位 ¥66,415/枚
（1 枚 /約 180kg）
● 梱包費が別途必要となります。

内壁

内床

○

○

推奨目地カラー

●カ
 ウンターとして施工される際には、

VENETIAN TERAZZO™️ NEW

アドしみこんで保護システムをご使用ください。

12MPa

Water absorption
吸水率

2.54M%

Resistance to abrasion
耐摩耗性

18.4cm³/50cm²

Resistance to compression
≥ 60MPa
圧縮強度

ATZ-SB171SL
スラブ

Flexural strength
曲げ強度

Breaking load
破壊強度

≥ 3kN

Slippage resistance
すべり値

Standard R9

Fire resistance
耐火性

A1fl fire resistant

Frost resistance
耐凍害性

Class 2/B

KBA-005104
（アイアン グレー）

規格：EN13748

散りばめられたイタリア産バルデッリオの大 理 石チップは、白に近いグレーから黒に近いグレーまで幅広く

● 種石、顔料の関係で同商品であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。 ● スラブを加工の際には端を切り落とす為、加工品の寸法は若干小さくなります。 ● 水磨

黒のベースカラーにキラキラと光る星 屑のような輝きを生み出しています。

写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用く

き仕上げ商品は、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常にすべりやすくなり危険です。足ふきマットを設置するなどして、表面が濡れないようにしてください。 ● カタログ
ださい。 ● 寸法には多少の誤差があります。標準目地5㎜以上を確保してください。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 製法上、製品裏面の
角や辺に多少のカケがある場合がございます。● テラゾはセメント製品ですので、光（熱）、湿気、空気の流れ（風）等により、製品内部の水分比が変化するため収縮し反りや目違い（段
違い）が発生することがあります。

● 床にご使用の場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、キズ等を十分に検討した上でご採用ください。

● テラゾは天然大理石等を砕いて

顔料を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いので、酸を付着させないよう十分にご注意ください。 ● 酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでください。
● 吸水性のある商品です。エントランス周りや洗面所に使用する等、濡れる可能性がある場合は「アド・しみこんで保護システム」等、撥水・撥油剤のご使用をおすすめいたします。
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プロジェクト対応カラー

Project color selection
イタリアの大理石を使った様々なチップサイズや色の商品をプロジェクトに応じて取り寄せることができます。
※価格、納期等に関しましては、営業担当者までお問い合わせください。

CA DORO

カドーロ

MULTICOLOR VERONA

VERDE

ヴェルデ

VERDE SCURO

ヴェルデ スクーロ

MULTICOLOR GRIGIO
23

マルチカラー ヴェローナ

マルチカラー グリジオ

BIANCO

SB-140

GIALLO

SB-141

BRUNO ROTONDO

SB-111

MULTICOLOR VERDE

SB-112

GRIGIO ROTONDO

SB-114

MULTICOLOR NERO

ジアロ

ブルーノ ロトンド

マルチカラー ヴェルデ

グリジオ ロトンド

マルチカラー ネロ

ビアンコ

SB-109

BIANCO PERLA

SB-125

GRIGIO CHIARO

SB-115

PEPEGRIGIO

SB-124

ANTRACITE

SB-113

ROSA

ローザ

ビアンコ ペルラ

グリジオ キアロ

ぺぺグリジオ

アトランテ

SB-100

BIANCO VERONA

SB-170

PEPESALE

SB-102

GRIGIO MEDIO

グリジオ メディオ

SB-103

SB-119

GRIGIO SCURO

グリジオ スクーロ

SB-104

SB-105

GRIGIO NERO

SB-135

ビアンコ ヴェローナ

SB-101

ぺぺサーレ

グリジオ ネロ

GRIGIO MARRON

SB-136

グリジオ マロン

SB-128

SB-107
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※裏面のみの保護はできません。
Project Finishing Selection
※梱包代は別途お見積りとなります。

プロジェクト対応表面仕上げ

4 タイプの表面仕上げをプロジェクトに応じて取り寄せることができます。
※価格、納期等に関しましては営業担当までお問い合わせください。

THASSOS

タソス

SB-1000

GHIACCIO

SB-138

ギアッチョ

BRUNO ROTONDO

BRUNO ROTONDO

水磨き仕上げ

AVORIO

アヴァリオ

SB-144

SABBIA

SB-137

サビア

BRUNO ROTONDO

本磨き仕上げ
12

アド・しみこんで保護システム

ブッシュハンマー仕上げ
12

実費価格

油や汚れに強い！天然石材を守る撥水・撥油剤

BRUNO ROTONDO

ブラシ仕上げ

（石材用浸透性保護剤）

当社加工場にて塗布し発送いたします。そのまま施工できます。

キッチンカウンター
※裏面のみの保護はできません。
※梱包代は別途お見積りとなります。

洗面カウンター

塗布

価格

400×400mmまで

600×600mmまで

表面のみ

¥10,000/ 枚

-

-

※裏面のみの保護はできません。 ※梱包代は別途お見積もりとなります。

自社浸透試験

ZAFFERANO

ザッフェラーノ

SB-156

TERRACOTTA

SB-155

テラコッタ

■天然大理石に保護剤を塗布

■天然大理石に保護剤を塗布

①マーガリン②サラダ油③オリーブオイル④エンジンオイルを滴下。

①醤油②コーヒー③オレンジジュース④ヤクルト⑤赤ワイン⑥日本酒を滴下。

天然大理石 CM4373
保護剤なし

天然大理石 CM4373

保護剤あり

保護剤なし

12 時間後拭き取り、水で洗浄後乾燥

SMERALDO

スメラルド

SB-157

CENERE

12

※表面のツヤが落ちることがありますが、
シミはしみこみません。

A

速乾性
目地材

フーモ

SB-149

ZINCO

約￥206/㎡〜

販売価格
¥3,000・5kg/袋

（仕上げ材：サイズ 300 × 300 × 10㎜、目地幅 3㎜の場合）
（最大目地幅：5㎜）

■石材の施工には

施工場所：内壁、内床
下
地：コンクリート、モルタル
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SB-148

CARBONE

カルボーネ

SB-146

KBA-005101（ホワイト）

KBA-005106（ジャスミン ベージュ）

KBA-005108（マグノリア ピンク）

KBA-005102（ライトグレー）

KBA-005107（バハマ ベージュ）

KBA-005103（パールグレー）

KBA-005104（アイアン グレー）

（全7色）

グラファイト

※表面のツヤが落ちることがありますが、
シミはしみこみません。

アド・カラー目地 A ／アド・カラー目地 A ソフト共通カラーバリエ ーション

SB-151

ジンコ

アド・カラー目地A

GRAFITE

72 時間後拭き取り、水で洗浄後乾燥

SB-139

チェネレ

12

FUMO

保護剤あり

■用途

●石材、セラミックタイルの施工

■特長
・細かな粉末なので細目地にも入り易いです。
・輸入タイルとピッタリなカラーバリエーション。
・吸水率が低いので汚れにくいです。
・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

■使用方法
①カラー目地 A（粉末）5kg（1 袋）と水 1.3ℓを混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、
その後粉末のカラー目地 A を入れ、混ぜてください。
※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）20 分です。施工可能気温＋ 5℃〜＋ 35℃
②専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。
④目地が乾燥する前に強力スポンジでキレイに拭き取ってください。
（スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使
用してください。）水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。
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Showroom Information

ショールーム案内

■東京ショールーム
業界最大級

できるだけ
ご予約をお願い致します

圧倒的広さと 20,000 点の商品・施工例
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14
TEL 03(3475)0194 FAX 03(3475)0245
営業時間

月−土
10：00 〜 19：00
日・祝日 10：00 〜 18：00

休館日

年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場

有

車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

■大阪ショールーム
西日本業界最大級

できるだけ
ご予約をお願い致します

5,000㎡の圧倒的広さ
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12
TEL 06(6245)0573 FAX 06(6245)0976
営業時間

月−土
10：00 〜 19：00
日・祝日 10：00 〜 18：00

休館日

年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場

有

車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

営業時間

月−土

10：00 〜 18：00

休館日

日・祝・年末年始
当社夏期休暇期間

駐車場

有

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18
TEL 052(485)9200 FAX 052(485)9205

車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

■福岡ショールーム

■沖縄ショールーム

〒 812-0025
福岡県博多区店屋町 6-18 ランダムスクエア 1 階

〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27 ミルコ那覇ビル 1 階

TEL 092(291)1011 FAX 092(291)0240

TEL 098(866)1639

土曜のみ
ご予約をお願い致します

FAX 098(866)1728

SR 営業詳細は
HP よりご覧ください
●表示価格は 2018 年 12 月現在のメーカー希望小売価格です。 ●商品価格はすべて税別価格です。 ●写真は印
刷のため、実際の商品とは色及び柄が異なる場合がございます。 ●仕様・寸法・価格は予告なく変更する場合が
ありますのでご了承ください。 ●降雪、地震、暴風、戦争、船会社の倒産により商品の納入、工事の完成が遅れ
たとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたるかについては、その該当事項の発生内容により
判断されます。 ●在庫および納期につきましては、お問い合わせください。 ●本カタログ掲載内容および写真
等の無断転載はかたくお断りします。
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