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アドヴァン
グループ 表紙（表）（1,4）H1,H4

２０２２年版総合カタログ　①石材
X4
0085 23 責了

背幅（データサイズ）11mm

製版寸法	 天地 305.0mm

	 左右 441.0mm
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アドヴァン
グループ 表紙 2-3

２０２２年版総合カタログ　①石材
X4
0085 23 責了

背幅（データサイズ）11mm

製版寸法	 天地 305.0mm

	 左右 441.0mm

表紙：バチカン美術館 /バチカン
商品：バサルティーナ Ｐ.35

裏表紙：ホテル イル セレーノ ラーゴ ディ コモ / イタリア
商品：チェポ ストーン Ｐ.31
デザイン：パトリシア ウルキオラ

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム ■その他営業所
〒 812-0025
福岡市博多区店屋町 6-18
ランダムスクウェア 1階
TEL 092(291)1011　FAX 092(291)0240

 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 無 お近くのパーキングを
ご利用ください

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

■札幌営業所
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 10丁目 4-133

南大通ビル新館 8階
TEL：011(231)3281 ㈹　FAX：011(208)5561

■仙台営業所
〒 980-0822　仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3階
TEL：022(211)5560 ㈹　FAX：022(211)5561

■広島営業所
〒 730-0037　広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5階
TEL：082(246)3344 ㈹　FAX：082(246)3417

TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

 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

※ショールームの詳しい営業日は
　HPをご覧ください

FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

インターネットで簡単に注文！

OSAKA

NAGOYA
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株式会社アドヴァングループは、1975 年の創業以来社会と協調し、事業活動
を通じて社会・地球の持続可能な発展に貢献する取り組みを進めてまいりました。
取り組みの根底にあるのは、創業理念であり、その考え方は国連の持続可能
な開発目標（SDGs）が目指すものと一致しています。
世界 350 社のパートナー企業や取扱商品の多くはワールドクラスの環境認証を
取得しています。

アドヴァングループは、今後も、地球のために人類のために最大限の努力を
行ってまいります。

人や環境に優しい企業として
さまざまな取り組みをしています！

【社章に込めた精神】
大地、人（イエロー）
すべての基本を表します

大海（ブルー）
生命の源を表します

植物（グリーン）
成長を表します

太陽（レッド）
情熱と愛を表します

４点がすべて揃ってこそ、人は生きていける。
自然と同じように環境に合わせて変化していける会社であり続け
なければいけないという企業信念を表しています。
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自然の恵み、だからこそ
長い年月の中、雄大な大自然の摂理と数知れぬ偶然から生み出された多種多様の天然石。
まるでキャンバスに描かれた絵のように同じ石種でありながら同じ模様のものはひとつとしてあり得ない。
自然の奇跡ともいえるその個性は、常に人々を魅了し続けています。
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スペインのインテリアデザイナー、建築家。
マドリード工科大学建築科を卒業し、1989 年
にミラノ工科大学のアッキーレ・カステリオーニ
のもとで博士号を取得した。2001 年にミラノ
で自らのスタジオ「スタジオウルキオラ」を設立。

 パトリシア・ウルキオラ
Designer : Patricia Urquiola

ホテル イル セレーノ（客室）ホテル イル セレーノ（全景）

A stone loved by the Italian royal aristocrats

イタリア王侯貴族がこよなく愛する石
チェポストーン ▶  P.31 ～
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イタリア北部のエメラルドグリーンの水をたたえた湖畔でのみ採石さ
れるチェポストーン。神秘的な洞窟のような採石場でのみ採れるチェ
ポストーンは、イタリアの宝と呼ばれるに相応しい不思議な魅力に満
ちています。複数の石の塊が天然石灰セメントで固められた世界的に
も珍しい天然石です。

イタリアの街中を歩いているとよく見かける天然石ですが、実はイタ
リアの王貴族により古代から愛されてきた特別な天然石です。
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（セリーヌ） ”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石をそ
のままお店のファサードとして使っています。何百年という歳月を経て
風化され、味わい深さを醸し出しています。

近年では、埋蔵量が少ないことから採石量そのものがイタリア政府
に厳しく制限されており、希少価値の高い石として知られています。

ホテル イル セレーノは、イタリアの避暑地として名高いコモ湖畔に建つ、
贅を尽くした小さなホテル。豊かな自然と歴史に囲まれたこの高級リゾー
ト地の華々しいホテルのひとつとしてその名を連ねています。サンバルテ
ルミー島のル セレーノの成功を基に、ホテルのオーナーがミラノを中心に
活躍するデザイナー、パトリシア・ウルキオラの協力を得て、くつろぎ感
を高めた現代的なラグジュアリーやデザイン、パーソナライズされたサー
ビスをもつホテルをコモ湖に誕生させました。外壁から客室の内壁まで
チェポストーンで仕上げられており、コモ湖の高級ホテルの中でも最もス
タイリッシュなプライベートサンクチュアリと言われる、個性あふれる隠れ
家的ホテルとなっています。

湖畔の奇跡“ミラノ  チェポ”

圧倒的な存在感 

Milacolo di  “Milano Ceppo” del lago

Overwhelming Presence
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Natural stone that fascinates artists

芸術家を魅了する天然石
ブルガ ストーン ▶  P.25 ～
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3,000 万年前のサンゴ礁などの海洋生物の残骸の堆積によって形成されたライムストーン。

アントニオ・チッテリオが設計するイタリア高級宝石ブランドが運営するホテルでも数多く採用されています。

1950 年イタリア、メーダにて誕生。
イタリアデザイン界の巨匠であり、
国際的に最も影響力あるデザイナー
のひとり。

アントニオ・チッテリオ
Designer : Anntonio Citterio

ルネッサンス期の建築家（1508～
1580）。この天然石をこよなく愛し、
代表作の多くでブルガストーンを象徴
的に採用。

アンドレア・パッラーディオ
Architects : Andrea Palladio

Bvlga Stone™
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Premium Stone
COLOR INDEX

プレミアム ストーン

チェポストーン
（水磨き）
P.34

チェポストーン
（ブラシ仕上げ）
P.34

チェポストーン
（エクストリーム仕上げ）
P.34

ブルガストーン アルピ
（サンドブラスト仕上げ）
P.28

ブルガストーン アルジェント
（ブラシ仕上げ）
P.30

チェポストーン ブルガストーン

エンゼル ホワイト
（水磨き）
P.84

スターダスト
（水磨き）
P.82

シンデレラ グレー
（水磨き）
P.78

ミラノ チェポ
（水磨き）
P.80

セレナーデ ブラック
（水磨き）
P.86

ヴェネチアン・テラゾ®

ファンタジー ブラック
（レザーフィニッシュ）
P.148

ファンタジー グレー
（レザーフィニッシュ）
P.150

レッドスターナイト
（マット・レザーフィニッシュ）
P.48

シルバーグレー
(レザーフィニッシュ)
P.151

レザーブラック
(レザーフィニッシュ)
P.44

スレートコッパー
（マット・レザーフィニッシュ）
P.48

ブルースター
（ディープ・レザーフィニッシュ）
P.42

グレーマトリクス
（ディープ・レザーフィニッシュ）
P.48

ブルースター
（マット・レザーフィニッシュ）
P.42

ダーク クリプトン
（レザーフィニッシュ）
P.46

レザーフィニッシュ®仕上げ石材

アンティカ トラベルティーノ
P.62

バサルライト ネオ
P.40

バサルティーナ
P.38

パトリントン
P.61

トザノア
P.60

火山岩・アンティーク石材・粘板岩
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リーフ ネロ
P.66

オブリオ
P.68

パルモ ネロ
P.69

フィリグリー ネロ
P.70

フィリグリー ホワイト
P.70

アンブラ ホワイト
P.65

マディソン
P.72

リーフ グリジオ
P.66

アンブラ グレー
P.65

彫刻石材

スノーキアラ
（スクラッチライン仕上げ）
P.57

ヘブロン ゴールド
（ブッシュハンマー仕上げ）
P.54

アルデ イエロー
（スクラッチライン仕上げ）
P.56

オデッサ ベージュ
（ラインチーズル仕上げ）
P.56

ベンジャミン グレー
（ムサムサム仕上げ）
P.54

ダーク クリプトン
（本磨き）
P.46

マーレコッチャ
P.58

ベンジャミン グレー
（ブッシュハンマー仕上げ）
P.54

コンスタンティ ベージュ
（スクラッチライン仕上げ）
P.56

ヘブロン ゴールド
（ムサムサム仕上げ）
P.54

長方形石材

ブルースター
（マット調水磨き）
P.42

ブラッククォーツ
（ナチュラルバーナー）
P.59

クォーツサイト スノーフレーク
P.174

ホワイトミスト®
（ナチュラルバーナー）
P.163

ファンタジー グレー
（ナチュラルバーナー）
P.150

STONE COLLECTION 10



Marble & Limestone
COLOR INDEX

大理石・ライムストーン

ドラマチック ホワイト
ファーストチョイス
P.132

ルスキッサ・ライトピンク
ファーストチョイス
P.139

クレママーフィル
ファーストチョイス
P.137

エンペラドール
P.137

リボルノ グレー
P.125

ネロトルナード
P.122

ノルマン ブラック
P.123

マロンブラウン ダーク
P.137

サボナブラウン ダーク
P.121

アストラ グレー
P.117

シエナ ブラウン
P.119

ムルシア ブラウン
P.122

ジュラミックス
ファーストチョイス
P.143

オデッサ ベージュ
P.128

ボテチーノ クラシコ
ファーストチョイス
P.136

トラバーチン クラシコ
ファーストチョイス
P.136

トラバーチン ロマーノ
ファーストチョイス
P.136

マジョルカ クレタ
ファーストチョイス
P.130

マジョルカ コルスタ
ファーストチョイス
P.130

ジュラ ベージュ
ファーストチョイス
P.142

モカクリーム
ファーストチョイス
P.144

マジェッタ・ホワイト
P.134

ビアンコブロイエ
P.135

アラベスカート
P.136

ビアンコカララ
ファーストチョイス
P.135
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ジャロ ラスティック
P.167

Granite みかげ石

ガルダ ブラック
P.165

ベンガルブラック
P.158

キング ブラック
P.166

ファンタジー ブラック
P.148

エメラルド ブラウン
P.159

シルバーグレー
P.151

スター ギャラクシー
P.166

ダーク ミスト
ファーストチョイス
P.152

ゴールデンブラック
ファーストチョイス
P.160

ゼブラタイガー
P.165

ファンタジー グレー
P.150

インペリアルブラウン
P.156

カレドニア
P.166

パラダイス
P.167

ダコタ マホガニー
P.167

シカクラン ブルー
P.167

ラブラドリーテ アンティーク
ファーストチョイス
P.153

タンブラウン
P.154

ホワイト ミスト
P.163

コロニアル ホワイト
P.160

バニラホワイト
P.162

ベガス ホワイト
P.164

STONE COLLECTION 12



Wall Stone
COLOR INDEX

壁用石材

スプリット・フェイス

乱形石材

スプリット・フェイスパネル
ホワイト
P.106

スプリット・フェイス
マジョルカ
P.94

スプリット・フェイススリムⅡ
スノーホワイト
P.108

スプリット・フェイススリムⅡ
モカミックス
P.108

スプリット・フェイススリムⅡ
ブラック
P.108

スプリット・フェイス
モンガブラック
P.90

スプリット・フェイスパネル
ブラック
P.106

スプリット・フェイスレッジ
シルバーグレー
P.92

スプリット・フェイス
ニューバルガス
P.91

スプリット・フェイス
タソスホワイト
P.94

スプリット・フェイスパネル
クラウドグレー
P.106

スプリット・フェイス
パリッサンドロ
P.94

スプリット・フェイスパネル
サハマ
P.106

オーシャンストーン
P.113

ラポラーノストーン
P.114

ロックフェイス
P.111

ロックフェイス
P.109

ロックフェイス
P.110

シルクブラック
P.112
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ナチュラルロブソン

ストーンベニア

ナチュラルロブソン エアー
ホワイト
P.96

ナチュラルロブソン スタック
クオーツホワイト
P.98

ナチュラルロブソン スタック
ブラウンベージュ
P.102

ナチュラルロブソン バーレー
クリームホワイト
P.104

オウタムホワイト
P.50・P.52

マルチカラー
P.50・P.52

インディアンオウタム
P.50・P.52

モンゴリアン
P.50・P.52

テラレッド
P.50・P.52

コッパー
P.50・P.52

シルバー
P.50・P.52

ブラックスター
P.50・P.52

ナチュラルロブソン バーレー
グリーン
P.104

ナチュラルロブソン 細バーレー
ブラック
P.104

ナチュラルロブソン スタック
グレー
P.98

ナチュラルロブソン スタック
ブラック
P.100

ナチュラルロブソン エアー
ミッドナイト
P.96

ナチュラルロブソン エアー
ブラック
P.96

ナチュラルロブソン スタック
モカ
P.100

ナチュラルロブソン スタック
クリームホワイト
P.102

ナチュラルロブソン スタック
ベージュ
P.98

STONE COLLECTION 14



Exterior Stone
COLOR INDEX

外構石材

乱形・割肌石材

ピンコロ

石畳（パターン貼り）

ブリティッシュ・ベージュ
P.172

ブリティッシュ・グレー
P.172

ブリティッシュ・ブラック
P.172

ポルフィド モジュラー
P.178

クォーツサイト
スノーフレーク
P.183

ライムストーン
ストローブホーン
P.182

グレー クォーツ
P.176

ピンコラート ホワイト
P.180

ピンコラート ブラック
P.180

グレーバサルト キューブ ハーフ
P.177

ポルフィド キューブ
P.178

ピンコラート ピンク
P.180

ピンコラート サビ
P.180

ブラック ライムストーン
P.176

ブラック クォーツ
P.176

シャンパン ミックス
P.181

スレート
ラストブレンド
P.184

フォルマ スレート
モンテグロ
P.174

クォーツサイト
コロニアル グリーン
P.184

クォーツサイト
アルビノ
P.184

クォーツサイト
ローズ クォーツサイト
P.183
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表面仕上げ一覧 世界中の石材を集め、仕上げによって天然石でしか表現できないさまざまな表情をお楽しみいただけます。

ムサムサム仕上げ
P.54クラーツストーン

レザーフィニッシュ
P.43レザーフィニッシュシリーズ

ブッシュハンマー仕上げ
P.54クラーツストーン

ナチュラルバーナー
P.150ファンタジー グレー

アンティーク
P.58マーレコッチャ

エクストリーム仕上げ
P.34チェポ ストーン

ラインチーズル仕上げ
P.56スクラッチラインシリーズ

割肌
P.90モンガ ブラック

ブラシ仕上げ
P.34チェポストーン

サンドブラスト仕上げ
P.28ブルガストーン・アルピ

ブラシ仕上げ
P.30ブルガストーンアルジェント

スクラッチライン仕上げ
P.56スクラッチラインシリーズ

STONE COLLECTION 16
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STONE PROJECT

ADVAN GROUP

お客様の大切なプロジェクトを実現するために、アドヴァンは

プロジェクト毎に世界中から最適な石材を見つけ出し、現地

での品質検査から出荷前の仮並べ検査、自社工場での加工、

プロジェクト現場での施工まで責任をもって一気通貫にて行い

ます。

アドヴァンがこれまで
携わってきた石工事の
プロジェクトをご紹介

渋谷ソラスタ
設計：清水建設株式会社・東急設計コンサルタント設計共同企業体 
建設：清水建設株式会社

STONE PROJECT 18



Otemachi One
設計：株式会社日建設計・KAJIMA DESIGN　
建設：鹿島建設株式会社

アパホテル&リゾート 横浜ベイタワー
設計：株式会社久米設計・株式会社新居千秋都市建築設計

専修大学神田10号館 140年記念館
設計：株式会社日建設計　撮影：株式会社エスエス　走出 直道

渋谷ソラスタ
設計：清水建設株式会社・東急設計コンサルタント設計共同企業体 
建設：清水建設株式会社
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箱根・強羅 佳ら久
設計：株式会社入江三宅設計事務所
建設：株式会社フジタ

渋谷スクランブルスクエア
設計：渋谷駅周辺整備計画共同企業体（日建設計、東急設計コンサルタント、

株式会社JR東日本建築設計、メトロ開発）　
建設：渋谷駅街区東棟新築工事共同企業体（東急建設、大成建設）

二子玉川再開発Ⅱa街区
設計：株式会社日建設計　建設：鹿島建設株式会社

ニッピ本社ビル
設計：株式会社日本設計　
建設：大成建設株式会社

勝田庁舎
設計：株式会社あい設計
建設：東急建設株式会社

STONE PROJECT 2020
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