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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　②タイル
X4
0085 23 責了

背幅（データサイズ）20mm

製版寸法	 天地 305.0mm

	 左右 450.0mm
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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　②タイル
X4
0085 23 責了

背幅（データサイズ）20mm

製版寸法	 天地 305.0mm

	 左右 450.0mm

表紙：ウォーターライン スクエア /ニューヨーク
商品：べナート Ｐ.229
デザイン：クレイグ・チョワニエク/ ロックウェルグループ

裏表紙：センシ Ｐ.31

■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

OSAKA

NAGOYA FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

インターネットで簡単に注文！
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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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B corporation

カタログにこのマークが記載
されているものは、海外にて
ワールドクラスの環境認証を
取得しています。

エコ
フレンドリー

未来のために本気で良いものを提案します。
パートナー企業や取扱商品の多くがワールドクラスの環境認証を取得済み。
誰もが快適に暮らせる社会になるよう人にやさしく、地球にやさしい
サスティナブルな商品開発をこれからも続けていきます。
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プロジェクト : ボスコ・ヴェルティカーレ     デザイン : ステファノ・ボエリ / ボエリスタジオ      場所：ミラノ-イタリア 

EU圏主体の環境製品宣言。
国際標準化機構（ISO）14025によりタイプⅢ宣
言として定義されている商品に実装されます。

EPD

厳しい化学物質放散の規格に基づいており、
登録製品は第三者認証機関によりその基準に
適合していることが証明されます。

GreenGuard

欧州連合 (EU) の環境管理監査スキーム。
EU の環境管理 ( 環境マネジメント )・監査
の制度。環境マネジメントシステムのなかで、
自主的な環境管理に関する計画の実行状況
の点検作業をしている企業に与えられます。

EMAS

環境に配慮した建築デザイン、利用方法に与えら
れるグリーンビルディング評議会による認証です。

Green Building Council

原材料や使用エネルギー、室内環境品質な
どの観点から、環境に配慮されている製品
に対して与えられます。

SINGAPORE GREEN BUILDING
PRODUCT

［ワールドクラス環境認証］

米国の非営利団体「ＢＬａｂ」が 2006 年に
始めた環境認証。環境や社会に配慮して
いる企業に認証が与えられます。

B Corporation



カスタマー

コミュニティ

ガバナンス環境

従業員

13.8 点

11.3 点

19.2 点3.8 点

42.8 点

Ｂコーポレーションとは、アメリカの非営利団体「ＢＬａｂ」が2006 年に始めた環境認証。

コミュニティ、ガバナンス、従業員、環境、カスタマーから構成される 5 つの分野で環境や

社会に配慮し、社会に対し説明責任を行うなど、ＢＬａｂが揚げる基準を満たしている企業に

認証が与えられます。

パートナー企業のひとつであるイタリア・フロリム社は、社会・環境分野で最も取得が難しいと
されるＢコーポレーションの認証を得ています。

同社のタイルを使用した「ニューヨーク・ウォーターライン スクエア」がタイルを創造的に利用する
模範的なプロジェクトとして評価され、フロリム社はアメリカ最大の建材フェア“Covering”で
最優秀賞を受賞。

フロリム社は200点満点中　90.9 点 を獲得。（2021年）
※  認証を得るためには、200点満点中、80点以上を獲得することが条件です。

アドヴァンのパートナー企業や商品は
ワールドクラスの環境認証を取得済

フロリム社の商品には、“エコフレンドリー”マークが記載されて
います。

エコ
フレンドリー

［Ｂコーポレーションとは…］
環境や社会へのパフォーマンス、透明性、説明責任、持続可能性において優れた会社に与えられる認証制度が「B Corp 認証」。

とても厳しい評価基準を満たしている企業のみがB Corp 認証を受けることができます。認証を取得するのは非常に困難で、

申請企業の５％程度のみ合格できます。つまりB Corp 認証を受けている企業は「優良会社」といえます。
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アメリカを代表するモダニズム建築
家。1984年にプリツカー建築賞
を受賞。バルセロナ現代美術館、
ロサンゼルスのゲッティセンターの
設計で高い知名度を誇ります。

リチャード・マイヤー
Richard Meier

1976 年に結成された米国を代
表する建築設計事務所｡  
ポストモダンの建築を志向してお
り、超高層ビルに佳作が多いこ
とで知られています。

1984 年にデビッド・ロックウェ
ルが設立したニューヨークに本
社を置く建築デザイン事務所。
ホスピタリティデザインを得意と
し、多数の受賞歴を誇ります。

コーン・ペダーセン・フォックス
Kohn Pedersen Fox

ロックウェルグループ
Rockwell group

ウルグアイに生まれ、アメリカ
を拠点として世界で建築を手が
ける。日本では東京国際フォー
ラムの設計者として知られてい
ます。（1996 年竣工）

ラファエル・ヴィニオリ・ベセイロ
Rafael Viñoly Beceiro

プロジェクト : ニューヨーク・ウォーターライン スクエア
ニューヨーク-アメリカ（2016～）
床 : ベナート

米国ニューヨークのアッパーウエストサイドのハドソン川近くに誕生した高級レジデンスを中心とする複合施設。
世界的に著名な建築家集団が複数参加し、環境に配慮された最高グレードの建材や設備を採用したことで知られています。
2016 年に着工し、現在も進行中のビックプロジェクト。
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プロジェクト : ウォーターライン スクエア（ニューヨーク）     デザイン : クレイグ・チョワニエク/ロックウェルグループ



イタリアを代表する世界的ファッションブランド「エルメネ
ジルド・ゼニア」（1910 年～）のイタリア本社ビル。
アントニオ・チッテリオ アンド パートナーズの設計にて
2007 年オープン。ミラノのデザイン地区にあるこの本社
ビルは、広さ8,000㎡で、ゼニアのイノベーション精神を
体現。この最新鋭の建物では、働く人のウェルビーイング
に重点が置かれています。

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。2000 年、パトリシア・ヴィエー
ルとアントニオ・チッテリオ・アンド・パートナーズを設立。
インテリアデザインやプロダクトデザインのみにとどまら
ず、都市計画、住宅用と商業用の複合建築施設など幅
広く活動しています。
世界最高峰と称されるイタリアのキッチンブランドA

アルクリネア

rclinea
のデザインも35年以上にわたり手掛けています。

プロジェクト : エルメネジルド・ゼニア 本社
 ミラノ-イタリア（2007）
壁 : メガスラブ ライト
床 : 14mm タイル

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

GREENGUARDGREEN BUILDING COUNCIL

［環境認証］

世界を変える建築・デザイン界のスターが
世界中のビックプロジェクトで採用
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プロジェクト : エルメネジルド・ゼニア 本社     デザイン : アントニオ・チッテリオ
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ステファノ・ボエリは1956 年にミラノで誕生。
建築家であり、都市計画家として知られ、「気候変動」や「貧困」を解決
する斬新な作品を提案し続けています。
Politecnico di Milanoの都市計画の教授であり、ケンブリッジのハーバー
ド大学大学院デザイン大学院、モスクワのストレルカ研究所、ロッテルダム
のベルラージ研究所、エコールポリテクニックフェデラルデなど、いくつか
の国際大学で客員教授として教

きょうべん

鞭をとっています。

ボスコ・ヴェルティカーレはイタリア語で「垂直の森」という意味し、
世界で最も美しい超高層ビルと称されています。イタリア ミラノ市内
の4万㎡に及ぶポルタ・ヌオーヴォ・イゾラ再開発地区に位置する、
111mと76ｍの住居用ツインタワー。外壁を取り巻くテラスには、
樹木を多数植え込み、サスティナブルな集合住宅のモデルとして世
界の注目を集めています。大都市を拡大することなく、都市の環境
やバイオダイバーシティ（生物多様性）の再生に寄与するプロジェク
トとして建築界の“発明”と考えられています。
2014 年には建築デザインの国際アワードであるインターナショナル・
ハイライズ・アワード受賞。

GREENGUARDGREEN BUILDING COUNCIL

プロジェクト : ボスコ・ヴェルティカーレ
 ミラノ -イタリア（2013）
壁 : メガスラブ ライト
床 : 14mm タイル

ステファノ・ボエリ
Designer : Stefano Boeri

［環境認証］

世界を変える建築・デザイン界のスターが
世界中のビックプロジェクトで採用

09

受注輸入品



プロジェクト : ボスコ・ヴェルティカーレ     デザイン : ステファノ・ボエリ / ボエリスタジオ
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プロジェクト : シティ ライフ ミラノ レジデンシャル コンプレックス     デザイン : ザハ・ハディッド アーキテクツ

床：プレシャス マルミ

世界を変える建築・デザイン界のスターが
世界中のビックプロジェクトで採用
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1950 年イラク バグダッド出身でイギリスを拠点に活躍した建築家。
現代建築における脱構築主義を代表する建築家の一人で、コンテストに優勝
しても、デザインが奇抜すぎて建築されなかったことも多いことから、「アンビ
ルト（建たず）の女王」の異名を持っていました。世界各地でデザイン案件
を受託し、2004 年にプリツカー賞、2016 年には王立英国建築家協会のゴー
ルド メダルを受賞。
日本では、新国立競技場の当初の案を手掛けたことで大きな話題に。
2016 年、65 歳という若さで逝去。

ミラノ中心部、フィエラ地区にて欧州最大級の公園に沿って誕生した C
シティ

ity
A
エリア

rea に位置する居住エリア。City Area は、未来型都市モデルのひとつ
としてビジネスゾーン、商業ゾーン、居住エリア、スポーツエリア、芸術施
設で構成されており、ザハ・ハディット、磯崎 新、ダニエル・リベスキンド
の３人の建築家が中心となり、今なお進行中のプロジェクト。
CITY LIFE MILANO RESIDENTIAL COMPLEX は、総表面積38,000㎡
の曲がりくねった流体デザインに特徴付けられた7つの居住棟。「曲線の女王」
ザハ・ハディッドによって設計されました。家具やキッチンなどのインテリアデザ
インだけでなく、環境に配慮されたタイルを使用するなどサスティナブルなプロ
ジェクトとしても知られています。

床：パーケット ウッド、プレシャス マルミ

GREENGUARDGREEN BUILDING COUNCIL

プロジェクト : シティ ライフ ミラノ レジデンシャル コンプレックス
 ミラノ-イタリア（2014）
床 : パーケット ウッド、プレシャス マルミ

ザハ・ハディッド
Designer : Zaha Hadid

［環境認証］

12

受注輸入品
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未来へつながる
アドヴァングループの
社会環境への取り組み

Advan Group's Environmental Activities 
Leading to the Future



環境への取り組み
工場排水を敷地内の排水処理設備で濾

ろ か

過してから、排水するこ
とで水資源の保全を図っています。また、CO2 の排出削減に
向けて、太陽光発電システムを導入、再生可能エネルギーを生
み出しています。全国３ヶ所の物流センター内での年間使用電
力量 1,415,064kwh に対し、年間発電量はその約２倍の年間
2,903,884kwh となっています。自社 CO2 排出量を上回る
CO2 排出削減効果を生み出す「カーボンマイナス」を実現して
います。

Environment

Clean
クリーンで快適、安全安心な職場環境
倉庫の床にエポキシ樹脂塗床を使用。また、石材やタイルの加
工で一番汚れやすい加工場の床には、鉱物骨材配合の散布型美
装床仕上材を使用しています。掃除も簡単なので、常に空気が
キレイで快適な環境となっています。

Community
地域社会との共生
高齢化が進む地方にあって、60-70 代のシニア世代を積極的に
雇用しています。また地域の若者を雇用し単純な作業から始ま
り、世界最新鋭の加工ロボットまで操作できる一流技術者へと
育成しています。
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CREATIVE DESIGN

「目で触り、指で見る」

洗練されたイタリアタイルと素材の組合せ
Sensi はイタリア フロリム社が推するアースカラーを特長に、あたたかみのあるデザイン

で人気のCasa dolce Casa-Casamoodブランドです。エレガンスと創造性が完璧な

バランスを取り合っています。ブランドはCREATIVE DESIGNというコンセプトを強調

し、建築家とインテリアデザイナーにスペースをパーソナライズするための素材・色彩の

幅広い可能性を提案します。自然からインスピレーションを得た素材と色彩に関するクリエ

イティブな研究の間で考察を重ねるなかで、心地よい調和のとれたタイルに仕上げました。

Matteo Thun Antonio Rodriguez

Product Designer

▶  P.31 ～
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コンセプト
Sensi は、自然の大地や、砂、粘土、鉱物など時をかけて溶け合
い混ざり合うような触覚性を表し、目で触りたくなるような提案を
します。自然の力を直接、肌で感じさせてくれるようなテクスチャー
に仕上げています。 自然な色の柔らかさと砂のタッチが、ライフ
スタイルに溶け込みます。
粘土と鉱物をブレンドすることにより大地が生成する人間の感覚を
刺激するタイルです。 

アウトドア装飾－居住スペース 
最近のトレンドで、アウトドアスペースの装飾が住宅環境において
欠かせない要素となっています。自然と居住スペースとの対話が、
伝統と現代性との結び目となります。インドアとアウトドアスペー
スを統一することで、落ち着き、静けさ、平和な感覚が得られ、
一緒にいることや何かを共有することがより感じやすくなります。

環境にやさしい
フロリム社のタイルは環境とエネルギーという視点から研究開発
されています。
自然原料のリサイクル素材を最大42％使用しています。雨水や工
場排水を濾過させ再利用することで、環境に配慮した生産を行って
います。工場内のすべてのエネルギーを、太陽光発電システムを使
用することで、地球温暖化のCO2 削減に貢献しています。

texture

ダストマット フォシル（受注輸入品）リゾースマット サンドグリップ
マット調の乾いた表面の肌触りです。
シンプルで洗練されたスタイルのインテ
リアの床壁スペースに最適です。

エッセンシャルなタッチの表面。
石に含まれる、小さな貝や魚などの化石
の表情が楽しめる仕上げです。

「リゾース」という言葉は、古代ギリシャ語
のリートスからきており、「加工石」を意味
します。小叩きにした表面で石の肌触りや
陰影が楽しめる仕上げです。

滑らかでやわらかい表面の砂模様は、
指から流れ落ちるような感覚を与えて
くれます。

フロリム社は、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する
国際的な環境認証を得ています。

Recommended Tile 18



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を再現。
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、産出量が限られています。日本国内
では、アドヴァンが独占的に扱っています。

HISTORY

湖畔の奇跡“ミラノ  チェポ”採石場
Milacolo di  “Milano Ceppo” del lago

 チェポ　ディ　グレ

Ceppo di Gre
▶  P.59 ～

イタリアのタイルメーカーとともに本物のチェポストーンの
テクスチャーをタイルで再現。
本物の天然石を扱っているアドヴァンだからこそ、こだわり
抜いて本物に近い色調を作り出しました。

STONE & TILE

チェポ ディ グレ (タイル )チェポストーン ( 原石 )
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施工イメージ　グレー

施工イメージ　グレー
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このシリーズだけでインテリアからエクステリア、駐車場まで使用できます。
空間をトータルコーディネートするのに最適です。

MATT , GRIP / 9mm厚

20mm TILE / 20mm厚

WALL TILE / 9mm厚

595.5×595.5 mm

297.2×596.5 mm: MATT , GRIP596.5×596.5 mm : MATT , GRIP

596.5×1195 mm : MATT

VARIATION

ヨルドは、ノルウェー語で「内陸部に深く入り組んだ
湾（フィヨルド）」をモチーフに商品開発されました。
氷河期に降り積もった大量の雪が、長い年月をかけ
て自らの重みで氷河になり、その氷河がゆっくりと山
のふもとに向かって流れていく際に山を削ってフィヨ
ルドを形づくります。表面のテクスチャーは自然界の
大きな変動にインスパイアされて誕生しました。

氷河期から長い年月をかけて作り上げられた地層の
流れを、タイル一枚一枚に表現しています。無釉
タイルでフルボディに仕上げていますので、小口ま
で天然石と変わらぬ質感を感じていただけます。
温かみや品の良さを感じさせてくれる優美なデザイン
となっています。

STORY

 ヨルド

Jord
▶  P.41 ～

駐車場、駅、空港などにも
ご使用いただけます。

20mm

リバー シー
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施工イメージ　クリーク
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スイスのアルプス山脈近くで産出するブルーストーンは、
古くからヨーロッパの教会や公共施設といった建築物で
使われてきました。それは、ブルーストーンがクォーツ（石
英石）の一種で、とても硬く耐久性に優れているからです。

ブルーストーンの原石には、ダイナミックな流れ模様が大きく
入るのが特徴です。その模様をタイルで再現、20種類以上
のパターンを作り出しました。様々なパターンとミックスさせる
ことで、天然石を超える風合いをお楽しみいただけます。

Story

 クラッシュ

Clash ▶  P.71 ～

施工イメージ　グレー
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施工イメージ　ベージュジ　グレー
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 バサルテック

Basal Tech ▶  P.63 ～

マット仕上げ (9mm) グリップ (9mm) グリップ (20mm)

長らく天然石バサルティーナを扱ってきたアドヴァンが、
その魅力をタイルで再現しました。タイルの常識を超え
た風合いが、空間をスタイリッシュに引き締めると人気
の商品。フルボディだから中まで天然石と同色で、小口
まで美しく仕上げることができます。
特に 20mm 厚タイルは、厚みがあるため、10mm 厚タ
イルに比べ表面の凹凸をより天然石に近い表情に仕上げる
ことができました。

時代を超えて愛され続ける、イタリアを代表する天然石の
ひとつバサルティーナをモチーフにしたタイルを作りました。
原石はイタリア中部にあるバーニョレッジョで採掘されます。
古代ローマ時代より現代に至るまで多くの建築家に愛され、
誰もが認める希少価値の高い石材として世界的な認知度を
誇ります。現代でも著名建築家のディヴィッド・チッパーフィー
ルド（英）やケリー・ヒル（豪）などが、有名ファッションブラ
ンドや高級ホテルなど数多くの建築物に採用しています。

バサルテック（タイル）バサルティーナ（原石）

バチカンミュージアム

きめ細かな流れ模様が美しい質感をリアルに再現。

STONE & TILE

SURFACE

HISTORY
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Recommended Tile

Matt Tile 596×596mm

596×1195 mm

Grip Tile / 20mm Tile
596×596mm
598×598mm

▶P.65～

▶ P.67～

▶ P.141～
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 シラータ

Shirata ▶  P.301 ～

“白太”を美しく表現するデザイン力
シラータはひとつひとつ個性を持った原木のおもしろさをそのまま生かし、天然木の
風合いを存分に楽しむことができるシリーズです。樹芯の周りを取り巻く外側の白い
箇所「白

しらた

太」からインスピレーションを受け、イタリアで商品化されました。
天然木の赤身の濃い色と白く淡い色のコントラストが、木目の美しさを際立たせ
ます。美しく、しなやかで使い込めば込むほど、味わいが増してくるような表情
を醸し出しています。

また、20mmタイル厚は駐車場に使えるほどの耐久性に優れたタイル。
20mm厚のタイルは10mmに比べ、木質の凹凸がよりはっきり再現されており、
最近ではマルチフット工法と組み合わせて、バルコニーやテラスなどのエクステ
リアに使用されています。

27



“白太”とは、白肌・辺材・白材などと呼ばれている部分を
指します。樹木の表皮に近い若い層になります。芯に近い
部分を白に対し“赤身”と呼ばれます。

シラータは天然木の白太・赤身の色合いや木目など表面の
質感を忠実に再現しています。

Recommended Tile

原木イメージ

木の幹

白太赤身
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