天然石
ポリエステル樹脂
ガラスファイバー
樹脂(ポリエチレン)
商品名・品番

普通シリーズ構成説明(22種類)

サイズ

商品名・品番

カルフォルニア ゴールド
(5001・6001)

マルティ ピンク
(5012・6012)

カッパー
(5002・6002)

サンジャニー ホワイト
(5013・6013)

D.グリーン
(5003・6003)

カッパー ニュー
(5014・6014)

シルバー シャイン ゴールド

シルバー グレー
(5015・6015)

(5004・6004)
バーニング

フォレストカッパー

(5005・6005)
インディアン オーダム
(5006・6006)
ジーラ グリーン
(5007・6007)
マルティ カラー
(5008・6008)

W610*H1220
(品番：5から始まる)

シルバー シャイン
(5016・6016)
インディアンオーダム

ラスティック

(5017・6017)

W1220*H2440
(品番：6から始まる)

ゴールド
(5018・6018)
ガラクシー ブラック
(5019・6019)

ブラック
(5009・6009)

タン
(5020・6021)

D.ブラック
(5010・6010)

マルティ カラー グレー
(5021・6021)

オーシャン グリーン
(5011・6011)

テラ レッド
(5022・6022)

サイズ

W610*H1220
(品番：5から始まる)

W1220*H2440
(品番：6から始まる)

天然石
接着剤
透明樹脂

商品名・品番

透光タイプ構成説明(22種類)

サイズ

商品名・品番

カルフォルニア ゴールド
(7001・8001)

マルティ ピンク
(7012・8012)

カッパー
(7002・8002)

サンジャニー ホワイト
(7013・8013)

D.グリーン
(7003・8003)

カッパー ニュー
(7014・8014)

シルバー シャイン ゴールド

シルバー グレー
(7015・8015)

(7004・8004)
バーニング

フォレストカッパー

(7005・8005)
インディアン オーダム
(7006・8006)
ジーラ グリーン
(7007・8007)
マルティ カラー
(7008・8008)

W610*H1220
(品番：7から始まる)

シルバー シャイン
(7016・8016)
インディアンオーダム

ラスティック

(7017・8017)

W1220*H2440
(品番：8から始まる)

ゴールド
(7018・8018)
ガラクシー ブラック
(7019・8019)

ブラック
(7009・8009)

タン
(7020・8021)

D.ブラック
(7010・8010)

マルティ カラー グレー
(7021・8021)

オーシャン グリーン
(7011・8011)

テラ レッド
(7022・8022)

サイズ

W610*H1220
(品番：7から始まる)

W1220*H2440
(品番：8から始まる)

天然石
水ベース接着剤
コットン メッシュ

商品名・品番

布普通タイプ構成説明(22種類)

サイズ

商品名・品番

カルフォルニア ゴールド
(9001・11001)

マルティ ピンク
(9012・11012)

カッパー
(9002・11002)

サンジャニー ホワイト
(9013・11013)

D.グリーン
(9003・11003)

カッパー ニュー
(9014・11014)

シルバー シャイン ゴールド

シルバー グレー
(9015・11015)

(9004・11004)
バーニング

フォレストカッパー

(9005・11005)
インディアン オーダム
(9006・11006)
ジーラ グリーン
(9007・11007)
マルティ カラー
(9008・11008)

W610*H1220
(品番：9から始まる)

シルバー シャイン
(9016・11016)
インディアンオーダム

ラスティック

(9017・11017)

W1220*H2440
(品番：11から始まる)

ゴールド
(9018・11018)
ガラクシー ブラック
(9019・11019)

ブラック
(9009・11009)

タン
(9020・11021)

D.ブラック
(9010・11010)

マルティ カラー グレー
(9021・11021)

オーシャン グリーン
(9011・11011)

テラ レッド
(9022・11022)

サイズ

W610*H1220
(品番：9から始まる)

W1220*H2440
(品番：11から始まる)

天然石
Transparent Resin

透明樹脂
コットン メッシュ

商品名・品番

布透光タイプ構成説明(22種類)

サイズ

商品名・品番

カルフォルニア ゴールド
(10001・12001)

マルティ ピンク
(10012・12012)

カッパー
(10002・12002)

サンジャニー ホワイト
(10013・12013)

D.グリーン
(10003・12003)

カッパー ニュー
(10014・12014)

シルバー シャイン ゴールド

シルバー グレー
(10015・12015)

(10004・12004)
バーニング

フォレストカッパー

(10005・12005)
インディアン オーダム
(10006・12006)
ジーラ グリーン
(10007・12007)
マルティ カラー
(10008・12008)

W610*H1220
(品番：10から始まる)

シルバー シャイン
(10016・12016)
インディアンオーダム

ラスティック

(10017・12017)

W1220*H2440
(品番：12から始まる)

ゴールド
(10018・12018)
ガラクシー ブラック
(10019・12019)

ブラック
(10009・12009)

タン
(10020・12021)

D.ブラック
(10010・12010)

マルティ カラー グレー
(10021・12021)

オーシャン グリーン
(10011・12011)

テラ レッド
(10022・12022)

サイズ

W610*H1220
(品番：10から始まる)

W1220*H2440
(品番：12から始まる)

天然大理石
水ベース接着剤
ガラスファイバー
Backing

大理石シリーズ構成説明(5種類)
商品名・品番

サイズ

レイン フォレスト グリーン
(1011)
レイン フォレスト ブラウン
(1012）
アトランティック ホワイト
(1013）

モンスーン ブラック
(1014)
クォーツァイト
(1015)

W610*H1220

樹脂(ポリエチレン)

天然砂岩
水ベース接着剤
ガラスファイバー
Backing

商品名・品番

砂岩シリーズ構成説明(8種類)

サイズ

イエロー
(2011)
オックスフォード イエロー
(2012）
ミント
(2013）
ミント イエロー
(2014)
セイガー ブラック
(2015)
アーグア レッド
(2016)
チーク ウッド
(2017)
レインボ
(2018)

W610*H1220

樹脂(ポリエチレン)

