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施工イメージ　ファンタジー ブラック（AG-817P6）

 ファンタジー ブラック

Fantasy Black

黒い大理石は空間をぐっと引き締め、確かな存在感で人々を魅了します。

大自然が生み出す柄模様は、決して磁器質タイルでは真似できない重厚感ある雰囲気を醸し出します。

MORE IMAGES
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内壁 内床 外壁 色幅 目地幅

○ ○ ○ あり 8mm以上

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き及びマット調水磨き仕上げ商品は、屋内・屋外を問わず、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがありま
す。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプル
は有償になります。現物のご確認は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

ファンタジー ブラック 

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

スラブ材
↕ 20mm厚

1500～2800mm

ファンタジー ブラック スラブ材（流れのある石材です）

ファンタジー ブラックは、ロットや山の状態により流れが多い場合と少ない場合があります。

1000
〜
1800
mm

AG-817P36
298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 36kg］（受注生産）

AG-817P6　
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚 /ケース・約 28.4kg］

ファンタジー ブラック（本磨き）

AG-817LF36　
300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥18,700/m²
設計価格 ￥13,452/ケース［4 枚・約 36kg］

中 濃

薄

ファンタジー ブラック（レザーフィニッシュ）

600mm

300
mm

● 一枚の商品の中でも色合いの変化があり同一ロットでも色が混ざる場合があ
ります。 ● 天然の空隙が多いため、穴埋めがされています。 ● 凍結の恐れが
ある場所には使用しないでください。

AG-817P4
400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

下地

圧着工法

600mm

600
mm

148

G
R
A
N
IT

E

み
か
げ
石



壁：レザーブラック レザーフィニッシュ（AG-812LF46-3）　ファンタジーグレー 水磨き（AG-814H6）
現場名：THE MAJESTY COURT MEGURO　設計：東京建物株式会社・三菱地所レジデンス株式会社

 ファンタジー グレーⓇ

Fantasy GrayⓇ

強さと耐久性に優れ、流れ模様が印象的なグレー系みかげ石です。

力強くダイナミックな模様が圧倒的な存在感を放ちます。

MORE IMAGES
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● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

ファンタジー グレー®

下地

圧着工法
600 角のみ

600mm

600
mm

600mm

300
mm

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

水磨き

AG-814H6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

本磨き

AG-814P6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-814P36
298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-814P4
400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

ナチュラルバーナー

AG-814NB6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-814NB4
400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 31kg］

AG-814NB36
300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 36kg］

レザーフィニッシュ

AG-814LF36
300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥18,700/m²
設計価格 ￥13,452/ケース［4 枚・約 36kg］

下地

圧着工法
600 角のみ

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き
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シルバーグレー

 シルバーグレー

Silver Gray

基調となる淡い灰色に、さりげなく混じる斑模様の石粒。落ち着いた色調で様々なシーンを引き立てます。

下地

圧着工法

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

600mm

600
mm

600mm

300
mm

本磨き

AG-8480P6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-8480P36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 36kg］（受注生産）

AG-8480NB6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-8480NB36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

ナチュラルバーナー

水磨き

AG-8480H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

レザーフィニッシュ

AG-8480LF36
300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥18,700/m²
設計価格 ￥13,452/ケース［4 枚・約 36kg］

下地

圧着工法
600 角のみ

MORE IMAGES

ナチュラルバーナー

本磨き

水磨き
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ダーク ミスト®

内壁 内床 目地幅

○ ○ 8mm以上

 ダーク ミストⓇ

Dark MistⓇ

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

AG-810P46-3　K様邸（東京都）　 設計：建築設計事務所バケラッタ　 撮影：木田 勝久　FOTOTECA

● 模様の形状・大きさ・流れの方向は均一ではあり
ません。確認しながら施工してください。 ● ピンク
の水晶が含まれる場合があります。 ● 一枚の中に
ほとんど白い模様が入らない場合があります。 ● 
黒色をより引き立たせる為、石材用の着色をしてい
ます。外部への施工は避けてください。 ● 酸に弱い
ので、酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。

600mm

600
mm

ダーク ミスト® ファーストチョイス

AG-810P6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-810P46-3
400×600×15mm［4.17枚 /m²］
設計価格 ￥24,000/m²
設計価格 ￥17,265/ケース［3 枚・約 33kg］

AG-810P4
400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

MORE IMAGES

下地

圧着工法

152

G
R
A
N
IT

E

み
か
げ
石



ラブラドリーテ アンティーク™

内壁 内床 外壁 色幅 目地幅

○ ○ ○ あり 8mm以上

 ラブラドリーテ アンティーク TM

Labradorite AntiqueTM

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

施工イメージ　ラブラドリーテアンティーク（AG-806P4）

スラブ材
↕ 20・30mm厚

光の角度によって
青の鉱物が輝きます。

深いブラウンに神秘的な青のパールが散りばめられています。

南イタリア青の洞窟を彷彿とさせる神秘的な風合いが魅力です。

600mm

600
mm

ラブラドリーテ アンティークファーストチョイス

AG-806P6 本磨き
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥34,800/m²
設計価格 ￥25,034/ケース［2 枚・約 28.4kg］

MORE IMAGES

下地

圧着工法
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タンブラウン

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。　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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、
当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

 タンブラウン

Tan Brown

赤味を帯びた石が斑らに広がる個性的な模様が特徴です。

ベースの黒、ランダムに広がる赤が、仕上げによって違った表情を見せてくれます。

下地

圧着工法
600 角のみ

600mm

600
mm

本磨き

AG-8483P6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-8483 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

水磨き

AG-8483H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラルバーナー

AG-8483NB6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-8483NB 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 31kg］

MORE IMAGES

下地

圧着工法

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き
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外床：ナチュラルバーナー（AG-803NB6）　現場名：THE GARDEN TERRACE MEGURO　設計：東京建物株式会社　三菱地所レジデンス株式会社

昔から建築物の材料として使われた、歴史ある石種です。

独特の石肌の風合いが高級感ある上質な雰囲気を醸し出します。

 インペリアルブラウン

Imperial Brown
MORE IMAGES
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ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。　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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、
当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

インペリアルブラウン

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

600mm

600
mm

水磨き

ナチュラルバーナー

AG-803H6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-803NB6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

本磨き

AG-803P6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

600mm

300
mm

レザーフィニッシュ

AG-803LF36
300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥19,700/m²
設計価格 ￥14,172/ケース［4 枚・約 36kg］

下地

圧着工法

下地

圧着工法
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 ベンガルブラック

Bengal Black
MORE IMAGES

落ち着いた深みのある色合いは、洗練された天然石ならではの風合いを醸し出します。

微妙な色ムラが映し出す陰影が歳月を経て、味わい深く変わっていきます。

施工イメージ　ナチュラルバーナー（AG-850NB6）
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ベンガルブラック

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。　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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認
は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き

下地

圧着工法

600mm

600
mm

本磨き

水磨き ナチュラルバーナー

AG-850P6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-850P36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,644/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-850H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-850NB6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥28,700/m²
設計価格 ￥20,646/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

下地

圧着工法
600 角のみ
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エメラルド ブラウン™

AG-818P6 本磨き
600×600×12mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥43,000/m²
設計価格 ￥30,934/ケース［2 枚・約 26kg］

内壁 内床 外壁 色幅 目地幅

○ ○ ○ あり 8mm以上

 エメラルド ブラウン TM

Emerald BrownTM

圧倒的な高級感のある色合いと柄で、上質な空間を演出します。

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。　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。● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、
当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

施工イメージ　エメラルド ブラウン（AG-818P6）

600mm

600
mm

エメラルド ブラウン

AG-818H6 水磨き
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥43,000/m²
設計価格 ￥30,934/ケース［2 枚・約 28kg］

MORE IMAGES

下地

圧着工法
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ゴールデンブラック™／コロニアル ホワイト

内壁 内床 外壁 色幅 目地幅

○ ○ ○ あり 8mm以上

 ゴールデンブラック TM

Golden BlackTM

 コロニアル ホワイト

Coronial White

シックで高級感のある空間におすすめです。

世界中の建築家から愛される希少価値の高い白御影石。

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。　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。● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、
当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

600mm

600
mm

600mm

600
mm

ゴールデンブラック ファーストチョイス

コロニアル ホワイト

AG-819P6 本磨き
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥31,000/m²
設計価格 ￥22,302/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-842P6 本磨き
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥31,000/m²
設計価格 ￥22,302/ケース［2 枚・約 28kg］

AG-819NB6 ナチュラルバーナー
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥31,000/m²
設計価格 ￥22,302/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-842H6 水磨き
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥31,000/m²
設計価格 ￥22,302/ケース［2 枚・約 28kg］

●  色柄のバリエーションが大きい石です。仮並べしてバランスを見てから施工して
ください。

● 裏面にネット貼りを施している場合があります。

下地

圧着工法

下地

圧着工法

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

MORE IMAGES

MORE IMAGES

ナチュラルバーナー

接着剤
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 バニラホワイト TM

Vanilla WhiteTM

施工イメージ　AG-816P6

大自然が織りなすやわらかな色合いと

美しい流れ模様が調和するバニラホワイト。

MORE IMAGES
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AG-816NB36
298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-816NB46-3
400×600×15mm［4.17枚 /m²］
設計価格 ￥22,800/m²
設計価格 ￥16,401/ケース［3 枚・約 33kg］

AG-816NB6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-816P4
400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

AG-816P6
600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-816P36
298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-816P46-3
400×600×15mm［4.17枚 /m²］
設計価格 ￥22,800/m²
設計価格 ￥16,401/ケース［3 枚・約 33kg］

バニラホワイト™

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

下地

圧着工法
600 角のみ

下地

圧着工法

600mm

600
mm

本磨き

ナチュラルバーナー

水磨き

AG-816H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き

岩

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

接着剤
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ホワイト ミスト®

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

 ホワイト ミスト
Ⓡ

White MistⓇ

白く、美しい、ホワイトミスト。最高級グレードのみかげ石が洗練された空間に人気。

霧のように美しい模様が気品を漂わせます。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き

AG-809NB4 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

下地

圧着工法

下地

圧着工法
600 角のみ

600mm

600
mm

AG-809NB36 300×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 36kg］

AG-809NB6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラルバーナー

本磨き

AG-809P6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

AG-809P36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-809P4 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 28kg］

水磨き

AG-809H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上 接着剤

MORE IMAGES

163



ベガス ホワイト

● 石材製品には多少の寸法誤差がありますので、必ず適正な目地幅をお取りください。 ● 本磨き仕上げ商品は、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。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊
社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当
社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

 ベガス ホワイト

Vegas White

白く上品な石肌が特徴的。

ダイナミックに流れる模様は天然石を充分堪能できます。

スラブ材
↕ 20mm厚

壁面への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法推奨

AG-840NB36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-840NB4 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 31kg］

下地

圧着工法

ナチュラルバーナー

本磨き 水磨き

600mm

600
mm

AG-840NB6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28kg］

ナチュラルバーナー

AG-840H6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28kg］

水磨き

AG-840P36 298×600×15mm［5.56 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［4 枚・約 28kg］（受注生産）

AG-840P4 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,500/m²
設計価格 ￥14,000/ケース［5 枚・約 31kg］

本磨き

AG-840P6 600×600×15mm［2.78 枚 /m²］
設計価格 ￥27,500/m²
設計価格 ￥19,784/ケース［2 枚・約 28.4kg］

ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上 接着剤

下地

圧着工法
600 角のみ

MORE IMAGES

164

G
R
A
N
IT

E

み
か
げ
石



バーナー
ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上
壁面への施工は

アド・オオバンレール工法
床への施工は

アド・クリップ工法推奨

AG-811NB4 ナチュラルバーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,000/m²
設計価格 ￥13,600/ケース［5 枚・約 31kg］

FSG-172-NB ナチュラルバーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥20,000/m²
設計価格 ￥12,800/ケース［4 枚・約 23kg］

ゼブラ タイガー ガルダ ブラック

ナチュラルバーナーナチュラルバーナー

AG-811P4 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥17,000/m²
設計価格 ￥13,600/ケース［5 枚・約 28kg］

FSG-172 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥20,000/m²
設計価格 ￥16,000/ケース［5 枚・約 28kg］

スラブ材
↕ 20mm厚

400mm

400
mm

ベンガル ホワイト™  ファーストチョイス サファイア ブラウン™  ファーストチョイス
AG-820P4 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥23,000/m²
設計価格 ￥18,400/ケース［5 枚・約 28kg］

AG-821P4 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥22,500/m²
設計価格 ￥18,000/ケース［5 枚・約 28kg］

接着剤

受注輸入品 受注輸入品
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FSG-8420NBナチュラルバーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥24,500/m²
設計価格 ￥19,600/ケース［5 枚・約 31kg］

AG-98419ナチュラルバーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥22,800/m²
設計価格 ￥14,592/ケース［4 枚・約 25kg］

FSG-8420 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥24,500/m²
設計価格 ￥19,600/ケース［5 枚・約 28kg］

AG-8419 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥22,800/m²
設計価格 ￥18,240/ケース［5 枚・約 28kg］

AG-8439 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥22,000/m²
設計価格 ￥17,600/ケース［5 枚・約 28kg］

● 本磨き仕上げ商品は、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。 
● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。

● 金点の大きさ、入り方にバラつきがあります。

400mm

400
mm

キング ブラック

カレドニア

スター ギャラクシー

ー ナチュラルバーナー

ナチュラルバーナー
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みかげ石

ジャロ ラスティック（本磨き）

AG-98455 バーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /㎡］
設計価格 ￥27,800/m²
設計価格 ￥22,240/ケース［5 枚・約 31kg］

ダコタ マホガニー

パラダイス

AG-8455 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /㎡］
設計価格 ￥27,800/m²
設計価格 ￥22,240/ケース［5 枚・約 28kg］

AG-8432 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥23,500/m²
設計価格 ￥18,800/ケース［5 枚・約 28kg］

● 赤や黒色の筋模様や結晶の縒りが入ることがあります。
● 1枚の商品の中でも色合いに差がある場合があります。

受注輸入品

受注輸入品

受注輸入品

AG-8479NBナチュラルバーナー 400×400×13mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥23,500/m²
設計価格 ￥18,800/ケース［5 枚・約 31kg］

AG-8479 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥23,500/m²
設計価格 ￥18,800/ケース［5 枚・約 28kg］

FSG-171 本磨き 400×400×12mm［6.25 枚 /m²］
設計価格 ￥16,000/m²
設計価格 ￥12,800/ケース［5 枚・約 28kg］
● 金点の大きさ、入り方にバラつきがあります。

400mm

400
mm

シカクラン ブルー

ナチュラルバーナー

受注輸入品

400mm

400
mm

バーナー
ナチュラル
バーナーのみ

内壁 内床 外壁 外床 色幅 目地幅

○ ○ ○ ◎ あり 8mm以上
壁面への施工は

アド・オオバンレール工法
床への施工は

アド・クリップ工法推奨

● 本磨き仕上げ商品は、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。 
● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 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。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。 ● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 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。
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みかげ石　框（かまち）・巾木（はばき）

船底框 巾木

框・巾木
（天然みかげ石） 　EK1タイプ J1タイプ J2タイプ J3タイプ

色 品番 設計価格 品番 設計価格 品番 設計価格 品番 設計価格

タンブラウン EK1-AG8483 ￥32,000/本 J1-AG8483 ￥1,400/本 J2-AG8483 ￥1,800/本 J3-AG8483 ￥2,400/本

バニラホワイト EK1-AG816 ￥35,500/本 J1-AG816 ￥1,500/本 J2-AG816 ￥2,000/本 J3-AG816 ￥2,500/本

ホワイトミスト EK1-AG809 ￥35,500/本 J1-AG809 ￥1,500/本 J2-AG809 ￥2,000/本 J3-AG809 ￥2,500/本

ファンタジーグレー EK1-AG814 ￥35,500/本 J1-AG814 ￥1,500/本 J2-AG814 ￥2,000/本 J3-AG814 ￥2,500/本

シルバーグレー EK1-AG8480 ￥35,500/本 J1-AG8480 ￥1,500/本 J2-AG8480 ￥2,000/本 J3-AG8480 ￥2,500/本

カレドニア EK1-AG8419 ￥35,500/本 J1-AG8419 ￥1,500/本 J2-AG8419 ￥2,000/本 J3-AG8419 ￥2,500/本

サファイアブラウン EK1-AG8421 ￥35,500/本 J1-AG8421 ￥1,500/本 J2-AG8421 ￥2,000/本 J3-AG8421 ￥2,500/本

インペリアルブラウン EK1-AG803 ￥44,700/本 J1-AG803 ￥1,600/本 J2-AG803 ￥2,100/本 J3-AG803 ￥2,700/本

ガルダブラック EK1-FSG172 ￥44,700/本 J1-FSG172 ￥1,600/本 J2-FSG172 ￥2,100/本 J3-FSG172 ￥2,700/本

スターギャラクシー EK1-AG8439 ￥44,700/本 J1-AG8439 ￥1,600/本 J2-AG8439 ￥2,100/本 J3-AG8439 ￥2,700/本

ラブラドリーテアンティーク EK1-AG806 ￥49,700/本 J1-AG806 ￥2,000/本 J2-AG806 ￥2,500/本 J3-AG806 ￥3,100/本

●価格表は見積り用の目安としてお使いください。 ●発注時には、製作図面を必ずつけてください。 ●寸法に変更がある場合は単価がかわる事があります。 ● 梱包費及び運賃は別途
お見積りとなります。規格品以外の寸法及び加工は、別途お見積りとなります。 ● 今後、技術の向上と環境対策により、厚さが変更になる場合があります。 ● 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。

　框・巾木の加工について　※加工は全て有料となります。規定以外の加工については別途お問い合わせください。

框
かまち

・巾
はばき

木（天然みかげ石）

タンブラウン バニラホワイト ホワイトミスト ファンタジーグレー

シルバーグレー カレドニア サファイアブラウン インペリアルブラウン

ガルダブラック スターギャラクシー ラブラドリーテアンティーク

断面図

H+D<300mm

断面図

70
mm

糸面取り

400mm

130
mm

糸面取り

400mm

糸面取り

160
mm

400mm1350mm
D

H

約5mm 約2.5mm

D

H

糸面取り
小口磨き

石厚約20mm

お見積りご依頼窓口
 FAX ：0297-30-2712
 E-mail ：order@advan.co.jp

加工
お見積り
ページ

框短手一方カット
￥900／ヶ所
KAMACHI-SCUT

カット

框切り欠き
￥2,400／ヶ所
KAMACHI-KIRI

カット

巾木短手小口磨き
HABAKI-SMIGA
￥400／ヶ所

磨き

巾木長手厚みギメ
HABAKI-LKIME
￥450／ヶ所

巾木短手一方カット
HABAKI-SCUT
￥400／ヶ所

カット
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