
600×1200角 　全色 ¥15,800 ¥13,800

100×600角 ボーダーMIX 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P12 　CALACATTA 450×900角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

450×900角 、600角(ラパート面) 　全色 ¥13,800 ¥11,800

450×900角、600角 (マット面） 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P18 　EPOQUE 600角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P22 　MARMAROS 600角 (ラパート面） 　全色 ¥7,500 ¥6,800

P24 　NEWDECO 600角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P26 　ESPRIT V 600角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P28 　FS VENECIA 600角 (GRIP面状) 　FS VENECI60×60R ¥10,800 ¥9,800

P30 　SERPE 600角 　全色 ¥7,500 ¥6,800

P31 　PIETRADA　BIANCO 600角 　EPKA630T ¥7,500 ¥6,800

P31 　COOLWHITE 600角 　Q2343G ¥9,800 ¥9,800

600×1200角 　全色 ¥13,800 ¥11,800

600角、300×600角（GRIP面状） 　全色 ¥10,800 ¥9,800

600角、300×600角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P36 　ALPS 600×1200角（ラパート面） 　全色 ¥15,800 ¥13,800

P38 　ALPS　GRIP 600×1200角（GRIP面） 　全色 ¥15,800 ¥13,800

750φ 　MOON PEARL75×75 ¥9,800 廃番

トライアングル 　PORC TRIAN MOON GREY ¥2,000 廃番

600角 、300×600角 　WHITE、SUN、ORIGIN ¥11,800 ¥9,800

300×600角 (GRIP面状) 　WHITE、SUN、ORIGIN ¥11,800 ¥9,800

600角、300×600角 　PLAN RTT 60×60 ¥11,800 ¥9,800 限定在庫品

300×600角 (GRIP面状) 　PLAN STRUTT 30×60 ¥11,800 ¥9,800 限定在庫品

P44 　ART ROCK 600角、300×600角、300角 　全色 ¥6,800 ¥6,800 限定在庫品

P46 　ERZ 600角、300×600角、300角 　全色 ¥6,800 ¥6,800 限定在庫品

600角、300×600角 (GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

100×600角 ボーダーMIX 　全色 ¥13,800 ¥11,800

600角 、300×600角 　全色 ¥6,500 ¥5,800

300角 　全色 ¥8,800 ¥7,800

600角、300×600角 (GRIP面状) 　全色 ¥5,800 ¥5,800 限定在庫品

P54 　LIFE 600角、300×600角 (GRIP面状) 　全色 ¥9,800 ¥8,800

600角 、300×600角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

300×600角 (GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P58 　I QUARZI 600角 、300×600角(GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P60 　PLANETO 600角 、300×600角(GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P62 　ESPRIT M 600角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P64 　ESPRIT R 600角 　762082 ESP NEUT BRUN ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P65 　MIX STONE 600角 (GRIP面状) 　HD6F117GRIP ¥7,500 ¥6,800

600角（GRIP面状）   全色 ¥6,500 ¥5,800

300×600角（GRIP面状）   全色 ¥6,500 ¥5,800

P68 　RAINSTONE 600角 　全色 ¥5,800 ¥5,800 限定在庫品

P70 　WIDE 600角 (GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P72 　BALZA 400×800角 (GRIP面状) 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P74 　NANO QUARTS 300×600角、300角　（GRIP面状） 　全色 ¥7,800 ¥6,800

P75 　INK STONE 300×600角（GRIP面状） 　全色 ¥7,500 ¥6,800

P76 　REGGIO NELL' EMILIA 400角、200×400角、200角 (GRIP面状) 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P78 　PIETRONE 150×310角 (GRIP面状) 　004078 PIETRONE R11 ¥6,500 ¥5,800

P79 　VALS 150×310角 (GRIP面状) 　303516 VALSMIX COLDR11 ¥6,500 ¥5,800

P80 　OXYD 600×1200角 　全色 ¥15,800 ¥13,800

P84 　INTERNO 9 600×1200角 　全色 ¥15,800 ¥13,800

P86 　PLAIN 750角 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P88 　CROMAT THE ONE 750角 　全色 ¥9,800 ¥8,800

750φ 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

トライアングル 　全色 ¥2,000 ¥2,000 限定在庫品

P92 　SONARAⅡ 600角、300×600角、300角 (GRIP面状) 　全色 ¥5,800 ¥5,800 限定在庫品

600角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

3形状MIX
(約150×600/100×600/50×600)

　全色 ¥13,800 ¥13,800 限定在庫品

P98 　SOHO 600角 　全色 ¥6,500 ¥5,800

P100 　UPTOWN 600角 　全色 ¥6,800 ¥6,800 限定在庫品

P66   REEF STONE

P90 　ROUND EARTH

P94 　INDUSTRIAL COLOR CHIC

P48 　MARSTOOD STONE

P52 　COLOR BOARD PLUS

P56 　KONE

P32 　MB3

P40 　ROUND MOON

P42 　DIZOURCE

旧上代/㎡ 生産区分 備考

P10 　MARSTOOD MARBLE

P14 　MARVEL PRO

22年4月価格改定に伴う

ダイナデザイン商品価格一覧
2022年2月1日

カタログ
頁掲載

シリーズ名 形状・仕上げ 色番 改定上代/㎡
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P102 　ETERNITY 600角 　全色 ¥5,800 ¥5,800 限定在庫品

P104 　DALLES 500角、330×500角、330角 　全色 ¥9,800 ¥8,800

200角 　M0UA 、M0UK、M0UM 、M0UL ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

200角 　M2JC 、M2JH、M2JJ 、M2JF ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

P108 　CEMENTINE 200角 　全色 ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

P110 　CHEMENTINE_COCCI 200角 　全色 ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

P112 　LIQUIDA 200角 　全色 ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

600×1200角 　089005 ELLISON 60×120 ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

600角 　089085 ELLISON 60×60 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P116  　B LANE 100×610角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

300角 (GRIP面状) 　DN-300/NEZ-1 ¥13,800 ¥13,800

300角 (GRIP面状) 　DN-300/NEZ-2 ¥13,800 ¥11,800

P120 　KAWARASAIYU 285角 　DN-285/AM-1 ¥21,800 ¥19,800

P121 　IRAKA 285角 (GRIP面状) 　DN-285/IR-1 ¥15,800 ¥12,800

P122 　OLD　COTTO 250角 　全色 ¥7,500 ¥6,800

P124 　SARDINIA BLUE 200角 　SARDINA A.MARE ¥17,800 ¥15,800

P125 　MARE 180角 　全色 ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

150×175角 (六角形) 　DN-150X/KH ¥15,800 ¥13,800

70×310角、70×150角、70角 ¥13,800 ¥11,800

100×210角、63×210角 (GRIP面状) ¥10,800 ¥9,800

100角 (GRIP面状) ¥10,800 ¥9,800

210角 (GRIP面状) 　DN-210/KS-BN 都度問合せ 注文生産

P128 　SAVANA 200×1200角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P130 　HICKORY 200×1210角 (GRIP面状) 　全色 ¥9,800 ¥8,900

P132 　KORU 200×1200角 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P136 　TALES 150×900角（マット・GRIP面状） 　全色 ¥7,800 ¥6,800

P138 　TIMBER 150×600角 (GRIP面状) 　全色 ¥6,500 ¥5,800

P139 　HICKORY MOSAIC 300×300角 裏ネット 　全色 ¥27,800 ¥24,800

P140 　WOODCHOICE 110×540角 異形状 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P142 　ORIENTAL WOOD 100×400角 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P144 　MARBLE＆WOOD 250角 　全色 ¥8,800 ¥7,800

100×230角台形 　 MOKA ¥13,800 ¥11,800 限定在庫品

100×230角台形 　BROWN、BLUE、PEARL、WHITE ¥13,800 ¥11,800

100×230角台形 　 BLACK、MUSTARD、RED ¥13,800 ¥11,800

P150 　METALLO 450×900角 　全色 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

P152 　DENIM 140角 　全色 ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

200角 　全色 ¥9,800 ¥8,800

40角 　全色 240/枚 \200/枚

P156 　BERLIN 150角 　全色 ¥9,800 ¥8,800

P164 　FS SAJA 330角 　全色 ¥8,800 ¥7,800

P166 　ELLE V型特殊形状 　118216 ELLE MIX ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

150角 　CROSS-WB ¥1,500/枚 ¥1,500/枚 注文生産

150角 　CROSS-DR ¥2,000/枚 ￥2,000/枚 注文生産

P169 　SOFT 150角 　SOFT-WM,   SOFT-BM ￥1,300/枚 ￥1,300/枚 注文生産

P169 　DISH 140角 　DISH-WM,   DISH-BM \900/枚 \900/枚 注文生産

P170 　MARK 145角レリーフ形状 　MARK-BR ¥39,800 ¥39,800 注文生産

P170 　RHYTHM 145角レリーフ形状 　RHYTHM-BR ¥32,800 ¥32,800 注文生産

P171 　KOMOREBI 　DNDC-1311/KOMOREBI ￥1,200/枚 ￥1,200/枚

100角平 　WHITE, BLACK ¥8,800 ¥7,800

90°曲り （接着） 　WHITE, BLACK ￥6,800/m \6,200/ｍ 注文生産

100角テーパー 　WHITE, BLACK ¥10,800 ¥9,800

ストレート (タイプA) 　WHITE, BLACK ￥3,600/枚 \3200/枚

コーナー (タイプB) 　WHITE, BLACK ￥3,600/枚 \3,200/枚

ターミナル (タイプC) 　WHITE, BLACK ￥3,600/枚 \3,200/枚

ドット (タイプD) 　WHITE, BLACK ￥3,600/枚 \3,200/枚

100角 絵付け
　SHIPPO,MASU,
　UROKO,KARAKUSA

\1,000/枚 \1,000/枚 限定在庫品

P174 　SKT 100角レリーフ 　DNDC-100/SKT-SET ￥6,000/セット ￥6,000/セット 注文生産

P175 　KALEIDO SCOPE V型特殊形状 　KALE-WM, BEM, BRM ¥17,800 ¥15,800

P176
　MARSTOOD MARBLE
  BORDER

100×600角 ボーダーMIX 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P177 
　MARSTOOD STONE
  BORDER

100×600角 ボーダーMIX 　全色 ¥13,800 ¥11,800

P178
　INDUSTRIAL COLOR
  CHIC  BORDER

3形状MIX
(約150×600/100×600/50×600)

　全色 ¥13,800 ¥13,800 限定在庫品

ボーダーセット 　TEAKWOOD．RAINBOW ¥15,800 ¥13,800

25角ネット張り (タンブル仕上げ) 　TEAKWOOD．RAINBOW ¥17,800 ¥15,800

25×50角ネット張り (タンブル仕上げ) 　TEAKWOOD．RAINBOW ¥17,800 ¥15,800

50角ネット張り (タンブル仕上げ) 　TEAKWOOD．RAINBOW ¥17,800 ¥15,800

P180 　WOOD STONE

P154 　OTTO

P168 　CROSS

P172 　TILE+

P126 　DAICHI

P127 　KOKSⅡ

P146 　PALERMO

P106 　D_SEGNI

P114 　LASCAUX

P118 　NEZU IRO
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割肌仕上げ 　H-WHITE、P-THATCH、B-PURPLE ¥19,800 ¥18,900

割肌仕上げ 　B-MULTI ¥16,800 ¥15,800

割肌仕上げ 　H-SGREY, H-JBLACK ¥13,800 ¥12,800

P184 　MIX STONE WALL 75×300角　5面状MIX 　6F115 ¥6,500 ¥5,800

30×195角 　DN-30B/ROS-3 ¥9,800 ¥8,900

パターンネット張り3・6・12mm目地 　全て ¥14,800 ¥13,800 注文生産

P188 　SYボーダー アルミMIX・アルミなし 　全色 ¥17,800 ¥15,800

20×240角(バラ) 　全色 ¥12,800 ¥11,800

20×240角通し目地、パターン紙張り 　全色 ¥13,800 ¥12,800 注文生産

コーナーユニット 　全色 \39,800/m \39,800/m 限定在庫品

150×200角ユニット 　全色 ¥29,800 ¥29,800 限定在庫品

P194 　CHICAGO 100×200角 　全色 ¥9,300 ¥9,300 限定在庫品

90×240角、60×240角、40×240角 　全色 ¥11,800 ¥11,800

40×240(22)角 　DN-40B/OM-1/22 ¥17,800 ¥15,800

60×240角、40×240角ドブヅケ 　ドブヅケ Y4D ・ Y9D ¥11,800 ¥10,800

60×240角　90°曲（接着） 　ドブヅケ Y4D ・ Y9D ￥6,500/m \5,800/m 注文生産

40×240角　90°曲（接着） 　ドブヅケ Y4D ・ Y9D ￥7,500/m \6,800/m 注文生産

60×240角　90°マグサ（接着） 　ドブヅケ Y4D ・ Y9D ￥5,500/m \4,800/m 注文生産

90×240角フラット、ラフ面 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ¥10,800 ¥9,800

60×240角フラット、ラフ面 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ¥10,800 ¥9,800

40×240角フラット、ラフ面 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ¥10,800 ¥9,800

90×240角　90°曲（接着） 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ￥7,500/m \6,800/m 注文生産

60×240角　90°曲（接着） 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ￥6,500/m \5,800/m 注文生産

40×240角　90°曲（接着） 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ￥7,500/m \6,800/m 注文生産

90×240角　90°マグサ（接着） 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ￥8,800/m \7,800/m 注文生産

60×240角　90°マグサ（接着） 　ラフ面Y1 ・フラット面 Y4 ・Y6 ￥5,500/m \4,800/m 注文生産

90×240、60×240、40×240角＋ブラスト 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ¥11,800 ¥10,800 注文生産

90×240角ブラスト90°曲（接着） 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ￥8,800/m \7,800/m 注文生産

60×240角ブラスト90°曲（接着） 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ￥7,500/m \6,800/m 注文生産

40×240角ブラスト　90°曲（接着） 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ￥8,800/m \7,800/m 注文生産

90×240角ブラスト90°マグサ（接着） 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ￥9,800/m \8,800/m 注文生産

60×240角ブラスト90°マグサ（接着） 　ブラストY1 ・Y4 ・Y6 ￥6,500/m \5,800/m 注文生産

P200 　HINONE25 40×240(25)角 　T=25 Y1 ・Y6 ¥13,800 ¥11,800 注文生産

90×240、60×240、40×240角　ラフ面   Y2、Y5 ¥9,800 ¥9,800 限定在庫品

90×240角ラフ面＋ブラスト   Y2、Y5 ¥10,800 ¥10,800 限定在庫品

60×240角ラフ面＋ブラスト   Y2、Y5 ¥10,800 ¥10,800 限定在庫品

40×240角ラフ面＋ブラスト   Y2、Y5 ¥10,800 ¥10,800 限定在庫品

60×240角、40×240角ドブヅケ 　Y2D ・Y5D ¥10,800 ¥10,800 限定在庫品

60×240角フラット面 　OR、BE、AM、WM、BK、UG ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

60×240角フラット面 　SK（漆黒） ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

30×240角フラット面 　OR、BE、AM、WM、BK、UG ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

30×240角フラット面 　SK（漆黒） ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

60×240角スクラッチ面 　OR、BE、AM、WM、BK、UG ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

60×240角スクラッチ面 　SK（漆黒） ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

30×240角スクラッチ面 　OR、BE、AM、WM、BK、UG ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

30×240角スクラッチ面 　SK（漆黒） ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

P204 　SCRATCH BRICK 60×227角 　全色 ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

P206 　COLOR BRICK 65×220角 　全色 ¥16,800 ¥15,800

P208   ADOBE 50×250角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

P210 　HI-IRO 60×200角 　K-HIR ¥36,800 ¥35,800

P211 　TURQUOISE 60×200角 　K-TUQ ¥34,800 ¥32,800

P212 　KAIRAGI 70角 　DN-70KAI/WHITE ¥39,800 ¥39,800

P213 　DIGDUG 30×240角 　全色 ¥16,800 ¥15,800

30×240角、45×240角 　SZ-5S ¥13,800 ¥11,800

30×235角、55×115角 　REN-5 ¥10,800 ¥9,800

P216 　YAGASURI 40×150平行四辺形 　全色 ¥13,800 ¥12,800

P218 　NUTS 27×57角 通し目地 　全色 ¥21,800 ¥19,800

100角ブロック 　全色 ¥39,800 ¥38,000 注文生産

出隅 (接着) 　全色 ￥32,800/m \29,800/m 注文生産

笠木 　全色 ￥4,200/m \3,800/m 注文生産

笠木BOX (接着) 　全色 ￥3,000/個 \2,800/個 注文生産

P222 　QUEENS 75×300角 　全色 ¥10,800 ¥9,800

75×300角、75×150角　  WHITE, WHITE MATT ¥9,800 ¥8,800

75×300角、75×150角　  CREAM、LIGHT GREY、BLACK、BLACK　MATT ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

P226 　COLOR BOARD 75×300角 　全色 ¥6,500 ¥5,800

P228 　ANTIQUE MIRROR 75×300角 　全色 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

P230 　PICKET 100×300六角形 　全色 ¥8,800 ¥7,800

P232 　COSTA 200角、100×200角、130角 　全形状 ¥8,800 ¥7,800

P233 　CORSO 100×200角 　全色 ¥7,500 ¥6,800

P224 　COTTAGE

P202 　YU-RIN

P214 　MINI & BORDER

P221 　YUKO BLOCK

P198
　HINONE標準色
　[フラット、ラフ面]

P200
　HINONE標準色
　[ブラスト面]

P201
　HINONE　特別注文色
 　[ラフ面・ドブヅケ]

P190 　ARCAICO BORDER

P192 　RIBLADE

P196 　TRAD

P182 　LUNGA

P186 　TERRAROSSA　BORDER
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75×150角 　01, 02, 20, 19 ¥9,800 ¥8,800

75×150角 　08, 06, 13, 10, 07, 09, 12 ¥15,800 ¥13,800

75×150角役物全形状 　01～20 ¥540 \320/枚
受注輸入

限定在庫品

92×142角 　PLT-WHITE,PLT- IVORY ¥13,800 ¥11,800

92×142角 　PLT-BLACK ¥13,800 ¥11,800 限定在庫品

  VIN-WM , VIN-BM ¥9,800 ¥8,900

　VIN-IVORY-N ¥10,800 ¥9,800

100角 　全色 ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

65×200角 　全色 ¥8,800 ¥8,800 限定在庫品

P240  　HAMPTON TIANA 65×130角 　全色 ¥19,800 ¥19,800

P242 　 HAMPTON HAVENS 50×150アーチ特殊形状 　全色 ¥24,800 ¥23,800

テトラ、トライコンビネーション 　ホワイトブライト ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

テトラ、トライコンビネーション 　ホワイトマット ¥15,800 ¥13,800

テトラ 　ホワイトブライト ¥15,800 ¥15,800 限定在庫品

トライ 　ホワイトブライト ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

トライ 　ホワイトマット ¥19,800 ¥19,800

テトラ 　ホワイトマット ¥15,800 ¥13,800

ポイントピース 90φドット 　90BLUE、90YELLOW、90RED \160/枚 \160/枚 限定在庫品

ポイントピース 90φフラワー 　FLOWER-WB、WM、PB \900/シート \900/シート 限定在庫品

　ホワイト , ブラック , ブラウン全種 ¥13,800 ¥11,800

  ROS-5 ¥11,800 ¥11,800 限定在庫品

45×95角馬目地 　U-5MIX ¥5,800 ¥5,800 限定在庫品

45×95角馬目地 　U-22、U-23、U-21、U-24 ¥6,500 ¥5,800

P252 　45×2 GLASS MIX 45×95角馬目地 　全色 ¥15,800 ¥13,800

P253 　FABRICK BACK GLASS 45×95角馬目地 　全色 ¥32,800 ¥29,800

P254 　INDIGO 27角+57角MIXネット張り 　INDI-B ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

P255 　DENIM BLEND 12角裏ネット張り 　XDEN402 ¥32,800 ¥29,800

45角裏ネット張り 　ROS-4 ¥10,800 ¥9,800

45角裏ネット張り 　ROS-14MIX ¥12,800 ¥11,800

45角裏ネット張り、48角ネット張り 　ROS-1、ROS-2 ¥9,800 ¥8,900

50角ネット張り 　DNES-50LYM/GSP,GSM ¥79,000 ¥75,480 受注輸入

50角ネット張り 　DNES-50BASALT/GSP ¥79,000 ¥75,480 受注輸入

50角ネット張り 　DNES-50LYM、DNES-50BASALT ¥45,000 ¥42,180 受注輸入

90×270ユニット（ネット張り） 　ピエトンゴールド、ピエトンゴールドブラック ¥94,000 ¥89,000 受注輸入

90×270ユニット（ネット張り） 　ピエトン、ピエトンブラック ¥39,000 ¥36,000 受注輸入

単色・PATTERN-A、B、C 　01・・・24 ¥12,800 ¥11,800 注文生産

ランダムMIXPATTERN-A、B,、C 　01・・・24 ¥14,800 ¥13,800 注文生産

23角ネット張り 　MPAT-S93, MPAT-S210, MPAT-S62 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

23×73角ネット張り 　MPAT-S93, MPAT-S210, MPAT-S62 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

15×48角ネット張り 　MPAT-S93, MPAT-S210, MPAT-S62 ¥31,800 ¥31,800 限定在庫品

15角ネット張り 　MPAT-S93, MPAT-S210, MPAT-S62 ¥39,800 ¥36,800 受注輸入

P264 　SQUARE 25角ネット張り 　全色、全形状 ¥6,800 ¥5,800 受注輸入

P265 　ROUND 19丸ネット張り 　全色、全形状 ¥7,500 ¥6,800 受注輸入

P266 　Hive 六角モザイク 　全色、全形状 ¥6,800 ¥5,800

P268 　Classic バスケットMIX 　全色、全形状 ¥9,800 ¥12,800

23×48角裏ネット張り馬目地 　AC-1～AC-4,ROS-6 ¥12,800 ¥11,800

23×48角裏ネット張り 市松・通し目地 　AC-1～AC-4 ¥12,800 ¥11,800 注文生産

25角MIXネット張り 　1153S、1160S ¥19,800 ¥16,800 受注輸入

25角MIXネット張り 　1143S、1163S ¥19,800 ¥16,800 限定在庫品

25角裏ネット張り 　ST-WM ¥10,800 ¥9,800

25角裏ネット張り 　ST-SI, ST-GO ¥13,800 ¥13,800

P274 　METAL PENNY ROUND 19丸ネット張り 　全色 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

P276 　HONEY WOOD 六角ガラスフラットネット張り 　全色、全形状 ¥19,800 ¥19,800 限定在庫品

P277 　HONEY DIAMOND 六角ガラス凸面ネット張り 　全色 ¥24,800 ¥21,800

P278 　Glass&StoneBorder ボーダーMIXネット張り 　全色 ¥27,800 ¥24,800 受注輸入

P280 　AGED　GLASS ボーダーMIXネット張り 　全色 ¥27,800 ¥24,800 受注輸入

約318×293 　SHIBUI Series ¥32,800 ¥29,800

約312×321 　SHIBUI Series ¥32,800 ¥29,800

約318×293 　TOZEN Series ¥27,800 ¥24,800

約318×320 　TOZEN Series ¥27,800 ¥24,800

P286 　YUZEN BORDER 5㎜ボーダーMIXネット張り 　全色 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

P287 　 RUSTIC 4形状ＭＩＸネット張り 　全色 ¥27,800 ¥24,800 受注輸入

P288  　LITTLE 六角モザイク 　全色 ¥24,800 ¥21,800

P290 　TINY BRICK 5×20角ネット張り 　全色 ¥32,800 ¥29,800 受注輸入

15×48角ネット張り 　MB-204, MB-203, MB-401, MB312 ￥3,000/シート \2,800/シート 受注輸入

15×48角ネット張り 　MB-601 ￥3,500/シート ￥3,300/シート 受注輸入

15角ネット張り 　A-101, A-210, ￥3,000/シート \2,800/シート 限定在庫品

15角ネット張り 　A-204, A-203, A-401, A-312 ￥3,000/シート \2,800/シート 受注輸入

15角ネット張り 　A-601 ￥3,500/シート ￥3,300/シート 受注輸入

P282 　RETRO

P292 　TRANSLUCENT　ACCORD

P270 　ARC

P272 　GION

P273 　STUDS

P258 　LYMRA

P259 　HISHI

P262 　PATCHWORK STONE

P246 　FORMAT 異形状セット

P250 　45×2

P256 　TERRAROSSA

P237 　VINTAGE 70×145角

P238 　MALLORCA

P244 　COMBINATION

P234 　ETRURIA

P236 　POOL
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12丸ネット張り 　全色 ¥29,800 ¥30,800 受注輸入

12角ネット張り 　全色 ¥29,800 ¥29,800 受注輸入

P298 　DOOR HANDLE 凸型ハンドル・凹型ハンドル 　全色 ￥2,000/個 ￥2,000/個

P299 　SHAORIN φ約350x高さ約130mm 　全色 ￥17,500/個 ￥17,500/個 限定在庫品

300×600角 　WHITE、SUN、ORIGIN ¥17,800 ¥15,800 受注輸入

300×600角 　PLAN ¥17,800 ¥15,800 限定在庫品

300角 　標準色全色 ¥8,800 ¥7,800

100角裏ネット・300角 　特別注文色　全色 ¥8,800 ¥7,800 特別注文

P303 　GRITION 150角 (GRIP面状) 　SOF-1 ¥4,800 ¥4,800 限定在庫品

300×600角、400角、300角平（T=14） 　全色 ¥10,800 ¥9,800 注文生産

300角歩道用スロープ
（Ｆパターン）

　全色 ¥17,800 ¥15,800 注文生産

300角視覚障害者用
（誘導表示型、位置表示型）

　全色 ￥4,800/枚 ￥4,300/枚 注文生産

300×600角、400角、300角平（T=20） 　全色 ¥15,800 ¥14,800 注文生産

400角視覚障害者用
（誘導表示型、位置表示型）

　全色 ￥7,500/枚 \6,800/枚 注文生産

P309 　PATCHWORK STONE 47角ネット張り 　MPAT-S93, MPAT-S210, MPAT-S62 ¥29,800 ¥29,800 限定在庫品

P309 　SQUARE MIX 15角/25角ネット張り 　全色 ¥24,800 ¥24,800 限定在庫品

P309 　MIRROR GLASS 10角ネット張り 　TJ-01 ¥49,800 ¥49,800 限定在庫品

P309 　INSIDE 20角ネット張り 　全色 ¥39,800 ¥39,800 限定在庫品

P309 　OVOLO 12角、12φランダムMIX 　全色・全形状 ¥29,800 ¥29,800 限定在庫品

（期中発売品）

　100角レリーフ ¥68,000

　100角レリーフ 注文生産品 　RED・GREEN ￥1,000/枚

P162 　STICKS 　ボーダー 　全色・全形状 ¥29,800 　12月期中発売

P308 　BASAMO G20,　BASAMO20

P160 　HALLE
　12月 期中発売

　12月期中発売

P301 　GRIP&THERMO DIZOURCE

P302 　ALANEⅡ

P304
P306

　BASAMO G、　BASAMO

P294 　JC MOSAIC
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