コンクリエイトは本物のセメントを
独自の技術でプレス成形した内壁用パネル。
軽くて薄いので、重量や厚みに制限がある壁面でも
コンクリート壁を実現できます。
施工も加工もカンタンです。

In the mid-20th century, famous Swiss Architect
Le Corbusier coined the French phrase “béton
brut” meaning “raw concrete” to describe the
aesthetics of external and internal walls finished in
poured concrete.
Concreate® walls panels create a modern, Béton
brut concrete environment without the restrictions
of traditional engineered concrete installations.
20 世紀半ばに、著名スイス人建築家 Le Corbusier
ル・コルビュジエが、「生コンクリート」を意味する
フランス語“Béton brut”を産み出し、生コンクリート
で成形された内外壁の美しさを表現しました。
コンクリエイトは、伝統的なコンクリートを使用する際
のように重量や厚みの制約を受けることなく、モダン
で Béton brut な空間を創りだすことができます。
Concreate prefinished wall panels now give
designers and the building industry access to the
defining material used by Le Corbusier and other
great contemporary brutalist architects.Ultimately,
this creates a retrofitted, extremely easy-to-use
panel system that is lightweight, inexpensive and
highly attractive.
ル・コルビュジエを含めブリュタリストと称された
当時の偉大な建築家が愛した美しいコンクリート壁
Béton brut が、コンクリエイトを使用すれば簡単に
実 現 出 来 ま す。 コ ン ク リ エ イ ト は、 施 工 が 簡 単 で
軽量でありながら、とても魅力的な壁面を創りだす
ことができるのです。
This new and innovative patented product
consists of a polished concrete panel designed
to be adhered to walls of any new or retrofit
construction project. Made for interior
applications only. This attractive, real concrete
finish, shows the irregularities and characteristics
of natural, polished concrete. Concreate® wall
panels were engineered to an exceptionally high
standard and are available in six natural colors…
この新しく革新的な特許取得済み製品は、磨き仕上げ
のコンクリート調内装専用ウォールパネルで、新築
にもリノベーションにも施工できるように作られてい
ます。この商品には、本物のコンクリート仕上げ同様の
不規則な柄やサビ・ヒビの模様が入ります。全 7 色
13 アイテムをラインナップ。
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Point

特性

軽くて薄い！ 7kg/㎡
（参考：磁器質タイル 約 22kg/㎡

弊社大判軽量タイル メガスラブ 約 15kg/㎡）

リアルな色合い

不燃品認定

原料の 38% がセメント、55% がクオーツサンドなので、コン
クリートそのものの色合いです。フルボディなので、小口もコ
ンクリートそのものです。本物のコンクリートよりも滑らかで、
冷たさも感じません。
厚みもわずか 4mm なので、壁に負担をかけません。

加工も施工もカンタン
リフォームにも最適！！

素材から湧き出す白華（エフロレッセンス）をあえて抑えない
ことでセメント本来の風合いを生かしています。

不燃認定取得済みです。（登録認定番号：NM-4664）

製造工程で生じるサビ柄、
ヒビ柄をそのまま残すことで、
よりリアルな質感が生まれます。

メンテナンスフリー
選べる出隅仕上げ

トリム材使用
現場でカッターナイフやサンダーを使って簡単に切断できます。
異素材、照明との組み合わせも自由自在。施工も接着剤で壁に
貼るだけです。既存壁にそのまま貼れるので、低コスト、短期
間で施工出来ます。

特殊な表面処理を施してあります。アレルギー源となるほこり
やカビも寄せつけません。

カチマケ

ヨド加工

＊キャリーバックや台車などを多用される場所では、
トリム材を使用されることをおすすめします。

トリム材
寸法図

エコ・フレンドリー

側面図
5㎜

2500㎜

1㎜
10㎜

5㎜ 1㎜

10㎜

2 分でわかる
ココがすごい！
130 年以上の歴史をもつ英国発祥の認証機関 Intertek は、現在
100 ヶ国で環境認証を行っています。コンクリエイトは、原料
から製造工程、梱包に到るまで環境に配慮しているとして、最
高位の認証 Green Leaf Mark が与えられています。
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「コンクリエイトの
加工と施工方法」

シルバー
CWCP90SI

販売価格 ￥4,500/ 本

シャンパン
CWCP90CH

販売価格 ￥4,500/ 本

ブラック
CWCP90BL

販売価格 ￥4,500/ 本
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多彩な表情を醸し出す、コンクリートの風合いが魅力

円形の跡を特殊加工し、コンクリート打ちっぱなしが放つ空間の魅力を再現しました

コンクリエイトは本物のセメントを独自の技術でプレス成形した内壁用パネル。
軽くて薄いので、重量や厚みに制限がある壁面でもコンクリート壁を実現できます。施工も加工も簡単に出来ます。
1200mm
1200mm

600mm

φ30㎜

600
mm

600
mm

600
mm

150㎜
150㎜

サンドホワイト
1 CW-301N612（マット）

フォームワーク・ナチュラルグレー

サンドホワイト
3 CW-301N6（マット）

フォームワーク・グラファイト
4 CW208F612（マット）

NEW

4 CW201F612（マット）

NEW

コンクリエイトにビックサイズが新登場、壁がより広く見えます
1800mm

ライトグレー

ライトグレー

2 CW-101N612（マット）

3 CW-101N6（マット）

900
mm

ダークグレー

ダークグレー

2 CW-108N612（マット）

3 CW-108N6（マット）

ライトグレー

NEW

5 CW-101N918（マット）
●CW-101N6,CW-101N612とは色調が多少異なります。
●出荷時大型パレットが必要な為、別途梱包費（￥1,0000）が掛かります。

厚さ4㎜

コッパーブラウン

コッパーブラウン

1 CW-306N612（マット）

3 CW-306N6（マット）

サイズ（mm）

m² 枚数

ケース入数（枚）

m²/ ケース

重量（kg/ ケース）

販売価格

1

600 × 1200 × 4

1.39

5

約 3.6

25

¥8,900/m²

￥32,010

2

600 × 1200 × 4

1.39

5

約 3.6

25

¥7,800/m²

￥28,055
￥28,055

3

600 × 600 × 4

2.78

10

約 3.6

25

¥7,800/m²

600 × 1200 × 4

1.39

5

約 3.6

25

¥8,100/m²

￥29,135

5

900 × 1800 × 4

0.62

1

約 1.62

11.43

¥8,400/m²

￥13,548

不燃、準不燃規制対象外

3 CW-107N6（マット）

組成

不燃化粧材用接着材による接着剤貼り

断面図

施工方法
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チタニウムブラック

2 CW-107N612（マット）

販売価格（ケース）

4

■石英石粉
■ボルトラントセメント
■木材繊維

ホルムアルデヒド規格対象外
コッパーブラウンとチタニウムブラックには養 生テープ 等
テープの使 用はお避けください。

チタニウムブラック

不燃
認定品

セメント系
複合材

4.0mm

● 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。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● 清掃
時、水で含んだモップ等が触れないよう、ご注意ください。

●本製品は素材から出た自然な色合いの為、一枚一枚の色味にコンクリートの自然な色調差があります。
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RESTAURANT

レストラン：FLOWS GRILL BAR
07

（東京都中野区

施主：株式会社モンテローザ）

左：壁・カウンター腰 チタニウムブラック（CW-107N612） 右：壁 サンドホワイト（CW-301N612）
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SHOP

店舗：Clarks International
09

ライトグレー（CW-101N612）

10

OFFICE

オフィス：Wolfgang Puck Head Quarters
11

ダークグレー（CW-108N612）

12

SHOP

店舗：Oliver Bonas
13

ライトグレー（CW-101N612）

14

HOTEL

CAFE

GYM

ホテル：Columbus Marriott Northwest
15

左上・左下：コッパーブラウン（CW-306N612） 右：ライトグレー（CW-101N612）

16

MUSEUM

フォームワーク・ナチュラルグレー（CW201F612）
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品質データ

APPARTMENT

項目

試験方法

単位

要件

結果

Dimensional Tolerances
寸法精度

EN12467
EN12467
EN12467

Length 長さ
Width 幅
Thickness 厚さ

± 0,5%
± 1㎜
± 0,6%

Pass
Pass
Pass

合格
合格
合格

Straightness of edges
辺反り

EN12467

0.1%

Pass

合格

Squareness of edges
直角性

EN12467

2㎜ /m

Pass

合格

kg/㎡

As reported

7
1400

Weight
重量
Apparent density
密度

EN12467

Saturated,kg/㎥

As reported

Water lmpermeability
不透水性

EN12467

Physical Observations

No drop formation Pass

Compressive Strength
圧縮強度

ASTM D2394

Flexural Strength
曲げ強度

EN12467

Category, class
カテゴリークラス

EN12467

項目

試験方法

結果

Warm Water Resistance
温水耐性

EN12467

Pass

合格

Soak/dry Resistance
浸透乾燥耐性

EN12467

Pass

合格

EN12467
EN12467
EN12467
EN12467
ASTM E84-14

B1
s1
d0
B1
Class A

Reaction to Fire
耐火性

Non-Combustibility
不燃性認定
Lightfastness
耐光性
Chemical Resistance
耐汚染性

マンション：Kerry Service Appartment
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合格

80Mpa
Equilibrium conditioned,
MPa

＞ 10MPa

Pass

合格

As reported

NT Category C Class 2,
level 3

NM-4664
ISO 105-B02
EN 423

Grass 3-4
Class 0 - No Affect

影響なし

Class 1- Very Slight

かすかに影響あり

・White vinegar 酢
・Hydrocloric acid (5% HOI) 5% 塩酸
・Isopropyl alcohol 消毒用アルコール
・Sulfuric acid (5% H₂SO₄) 5% 硫酸
・Mineral oil 鉱油
・NaOH (5%） 5% 水酸化ナトリウム
・Bleach (5.25% NaOCI) 5.25% 漂白剤
・Olive Oil オリーブオイル
・Red & white wine ワイン
・Coffee & tea コーヒー・茶

項目

試験方法

要件

Asbestos Content
アスベスト含有率

NIOSH 9002

Not detected

Total Volatile Organic Compound(TVOC)
総揮発性有機化合物（TVOC）

ISO 16000-6 &
ISO 16000-9

1111：g/㎥

Volatile Organic Compound (VOC)
揮発性有機化合物（VOC）

CDPH Method V1.1 Compliant for school and offices.*
(CA Spec, 01350)
学校・事務所

Formaldehyde
ホルムアルデヒド

EN 717-1

Not detected

コメント
不検出
Meets EU requirements.
EU 規格に適合

不検出

ライトグレー（CW-101N918）
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コンクリエイトについて

お願いとご注意
■価格について

設計上の注意点

•• 表示価格は販売価格になります。一部商品のみ実費価格となります。

●不燃認定取得済（NM-4664）です。
●防耐火規制等の法規制について、採用される認定や使用される
部位の規制等を確認して頂き、使用可否判断を行なってください。

•• 販売価格は 2019 年 6 月1日現在のものです。

●屋内壁としてご使用ください。
●曲面への本製品を曲げての施工は、
R1500 ㎜以上としてください。
（右図参照）

• • 販 売 価 格 に は、 施 工 費、 加 工 費、 取 付 費、 搬 入 費 お よ び 運 賃 は
含まれておりません。運賃は別途請求となります。

R1500 ㎜

•• 販売価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算と
なります。

40°

施工の注意点
搬入・養生

◦石膏ボード・合板・ケイカル板・モルタル
注意）下地材は不陸がないように 3mm 以内としてください。
※合板・ケイ酸カルシウム板・モルタルはプライマー処理が必要です。

加工
◦切断は電動鋸（ダイヤモンドチップソー）を使用してください。
◦穴開けはホールソーであけるか、小穴Φ12 をあけた後、ジグソー
で切断します。
◦切断面はヤスリやサンドペーパーで仕上げてください。

接着工法
●高所へ施工する場合はビス止め等の機械的な取付をご検討ください。
釘（ビス）留めは、十分な端打ち寸法を確保し留めつけてください。
●下地は石膏ボード / 合板 / ケイ酸カルシウム板 / コンクリートと
してください。

施工手順
コンクリート下地の場合、プライマー処理を行います。
◦アド・下地プライマー A（KBA105144）を塗布してください。
割り付けを行います。

◦コンクリエイトを手運びする際は破損防止の為ケースを立てて運んで
ください。養生は平らな場所に平置きをしてください。
注意）立てかけると癖が付き施工が困難になります。
◦施行されるまで屋内にて保管ください。
屋外にて保管する場合は濡れないように注意して施行してください。

◦開口部に切欠きが出ない割付けをお勧
めします。
※切欠きを行う場合は、コーナー部に
ドリルでΦ12 ㎜を先に開けてから切
断してください。

材 3mm

下地

3

以上

◯

接着剤塗布を行います。
◦接着剤は約 2mm 厚で下図のように塗布してください。

◯

接着剤

接着剤

150mm以下

150mm以下

20mm

×

◦切断はあて木を用いて、必ず刃物を表面から入れて裏面から出るようにし
てください。
◦穴あけ・切り欠きは必ず 6R(φ12mm) 以上の刃物を用いて、表面からコー
ナー部に穴をあけてから行ってください。

20mm

[切り欠き]
150mm以上

6R

6R

◦塗布量が少なかったり、塗布間隔が離れすぎると、端部の浮きや反りが
発生することがありますのでご注意ください。
◦接着剤は下地によって適正な接着剤を選定してください。

5
クラック

注意

図のようにピン角でカットした場合、クラック発生の恐
れがありますので、切り欠きでなく、複数枚を使用する
割り付けとしてください。
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ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文
とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されること
がございますのでご了承ください。
商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただ
けます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。
受注生産品については納期・最少受注単位にご注意ください。

3mm

カット・加工を行います。

[穴あけ]

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク
等を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全に
お使いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品
をお選びください。また、アドヴァンは適材適所の商品をご提案したい
と考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者
までお問い合わせください。

◦目地施工
（シーリング）

2mm

地

材目

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品は、ロットごと
に色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異
なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであること
は保証しかねますので、予めご了承ください。

目地

◦下地材と仕上げ材が重ならないようにしてください。
◦突き付施工はできません。3mm 以上の目地を取ってください。
下地

カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることが
ございます。
ご注文前に、アドヴァンショールームにて実際の商品をご確認いただく
ことをお勧めいたします。一部商品については、カットサンプルをご用意
しております。 カットサンプルはホームページからご請求いただくか、
弊社担当者までお問い合わせください。（一部有償）

割付け

4

仕上げを行います。
◦カット面は目の細かいサンドペーパーをあて木に添えて、軽く面取りしてく
ださい。
◦後付け付帯物は下地に固定してください。本製品だけに固定するとボー
ドの破損や付帯物の脱落の原因となります。

注意

お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃
を別途実費請求させていただきます。
運送会社・海運会社の都合、天候不順、交通事情その他の事情により、
商品の到着、発送スケジュールは変更となる場合があります。
降雪、地震、暴風、戦争、火災、船会社の倒産等により商品の配送が
遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたる
かについては、その該当事項の発生内容により判断されます。
商品の梱包材や段ボール・パレットなどの廃材はお客様の方での処分を
お願いいたします。パレットは、岩井物流センターへご持参いただいた
場合は、お引き取りいたします。

■商品ご選定の際は

150mm以上

2

• • 商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そ
のため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社
営業所までお問い合わせください。

150mm以下

下地

1

カタログを正しくご利用頂くために
必ずご覧ください。

ビス固定をする際は、必ず下穴を開けてからビスで固定
して下さい。
下穴を開けないとヒビ割れの原因となります。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大
量注文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討
の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願
いいたします。
掲載商品は 2019 年 6 月 1 日現在のものです。各種事情により、予告な
しにサイズなどの仕様変更および製造中止による品切れ等がある場合も
ございますので、予め弊社営業担当者にご確認ください。
建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

■配送について

■施工・使用上のご注意
床材につきましては、仕上がりにご満足頂くために必ず仮並べをして
から施工してください。
各商品毎に記載の施工方法等の注意書きをよくお読みの上、事故の未然
防止のためにも正しい施工方法をお守りください。
弊社は、お客様又は第三者 ( 当社がお客様から施工を請負い、第三者へ
施工を再委託した場合を除く ) が行った施工により商品に暇疵が生じた
場合は、その責任を負いません。
弊社は、商品の施工方法 ( 以下「施工方法」) をウェブサイト・カタログ
等で公開し、又はお客様若しくは施工業者へ開示する場合がありますが、
これは施工方法に従えば商品の施工において何ら問題が生じないことを
保証するものではありません。

■返品
「届いた商品がイメージと違う」「注文する商品または数量を間違えた」
「使用する商品が変更になった」など、お客様都合での返品や交換および
返送はお受けいたしかねます。また、各商品特有の色幅や基準範囲内で
のサイズ寸法の誤差、ロット違いの色・サイズの差による返品・交換も
お受けいたしかねます。ご注文前にショールームまたはカットサンプル
での現物確認をお願いいたします。
お買い上げ頂いた商品に引渡しの時点で傷・破損・汚損・故障等の
不良（以下「不良」）がある場合を除き、弊社は返品・交換を受け付け
いたしません。
商品の不良を理由とする返品・交換をご希望のお客様は、予め弊社まで
ご連絡頂きますようお願いいたします。ご連絡のあった後、弊社は前項
及び次の条件を全て満たす場合に限り、返品・交換を承ります。
1. 商品の受取当日含め 3 日以内に、お客様からの返品・交換のご連絡が
あったこと
2. 弊社が写真、現物確認等により商品の状況を確認可能なこと
3. 弊社が商品の状況を確認後、不良があると判断したこと
本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断り
いたします。

お届けは原則として車上渡しとなります。物件内への搬入は行いません
のでご了承ください。必ず荷受人様の手配をお願いいたします。
商品が施工・設置場所まで搬入できるか、ご注文前に搬入経路をご確認
ください。
商品到着時に、間違いがないか必ず商品のご確認をお願いします。万一破
損していた場合は商品受取当日中に配送係の者に申し出ていただくか、
商品受取当日含め 3 日以内に弊社へのご連絡をお願いいたします。瑕疵・
商品違いについては商品受取当日含め 3 日以内に弊社までご連絡くださ
い。状況に応じて適切な対応をさせていただきます。上記期日以降の
破損、瑕疵、品違いのご連絡については、対応できかねますので予めご
了承願います。

2 分でわかる
ココがすごい！
「コンクリエイトの加工と施工方法」
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ショールーム案内

■東京ショールーム
業界最大級

できるだけ
ご予約をお願い致します

圧倒的広さと 20,000 点の商品・施工例
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14
TEL 03(3475)0194 FAX 03(3475)0245
営業時間

月−土
10：00 〜 19：00
日・祝日 10：00 〜 18：00

休館日

年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場

有

車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

■大阪ショールーム
西日本業界最大級

できるだけ
ご予約をお願い致します

5,000㎡の圧倒的広さ
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12
TEL 06(6245)0573 FAX 06(6245)0976
営業時間

月−土
10：00 〜 19：00
日・祝日 10：00 〜 18：00

休館日

年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場

有

車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

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

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18
TEL 052(485)9200 FAX 052(485)9205

車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

■福岡ショールーム

■沖縄ショールーム

〒 812-0025
福岡県博多区店屋町 6-18 ランダムスクエア 1 階

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

TEL 092(291)1011 FAX 092(291)0240

TEL 098(866)1639

土曜のみ
ご予約をお願い致します

FAX 098(866)1728

SR 営業詳細は
HP よりご覧ください
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