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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
マーモリウム ML-3268 あざやかなピンク
PPカーペット 587 くすんだピンク
クリナ CL-322 くすんだ黄みのピンク
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1220E くすんだ黄みのピンク
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9220 くすんだ黄みのピンク
マティルE MBE-248 くすんだ黄みのピンク
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3420S くすんだ黄みのピンク
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3420 くすんだ黄みのピンク
マティルE MBE-259 くすんだ紫みのピンク
ACフロア28 AC-3222 ピンク
ACフロア35 AC-3222 ピンク
ACフロア60 AC-3222 ピンク
PPカーペット 528 ピンク
移動荷重用フロア M-183 ピンク
抗菌移動荷重用フロア KD-183 ピンク
ニューソフトン 613-359 ピンク
マティルE MBE-249 ピンク
メディウェル ME-4222 ピンク
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3421S ピンク
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3421 ピンク
TS-7000typeC TSC-348 黄みのピンク
ジニアスマーブル GE-5241 黄みのピンク
タピスプレシャスストーン 497-6515 黄みのピンク
タフゾーン TF-311M 黄みのピンク
ビュージスタ AQUA VAQ-809 黄みのピンク

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
タピスプレーヌⅡ 481-280 あざやかな赤紫
パーマリュームEM 4300M あざやかな赤紫
ソフト巾木 HB-41 くすんだ赤紫
マーモリウム ML-3272 くすんだ赤紫
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-41 くすんだ赤紫
マティルE MBE-260 暗い赤紫
PPCラバー 631F 赤紫
PPカーペット 631 赤紫
タピスプレーヌⅡ 481-279 赤紫

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
PPCラバー 563F あざやかな黄みの赤
PPカーペット 563 あざやかな黄みの赤
PPカーペット 643 あざやかな黄みの赤
カルラージュ 1610-107 あざやかな黄みの赤
タピスセレクトPlus TSP-125 あざやかな黄みの赤
タピスプレシャスストーン 497-6509 あざやかな黄みの赤
タピスルシール 4010-7013 あざやかな黄みの赤
パーマリュームEM 4240M あざやかな黄みの赤
Pタイル PRD-445 あざやかな赤
ジニアスプレーン GE-1140 あざやかな赤
タピスプレーヌⅡ 481-285 あざやかな赤
ニューソフトン 613-348 あざやかな赤
ビュージスタ AQUA VAQ-812 あざやかな赤
PPCラバー 602F 暗い赤
PPカーペット 602 暗い赤
タピスHG AS-24 暗い赤
タピスアルテーレ 4020-7105 暗い赤
タピスカロッカ 439-4407 暗い赤
タピスグラシア 4040-7304 暗い赤
タピススタイルBB 4630-6103 暗い赤
タピスセレクトPlus TSP-121 暗い赤
タピスプレーヌⅡ 481-856 暗い赤
タピスルシール 4010-7014 暗い赤
Pタイル P-44 黄みの赤
パーマリューム マーブルEM PM-135M 黄みの赤
パーマリューム モンテ PH-8037 黄みの赤
パーマリュームEM 8030M 黄みの赤
マーモリウム ML-3203 黄みの赤
マーモリウム ML-3352 黄みの赤
マッキレーネ MQE-139 黄みの赤
マティルE MBE-250 黄みの赤
タピスHG AS-31 赤
タピストレッサ 483-3611 赤
タピスルシール 4010-7012 赤
ドルチェ 682-951 赤
ニューソフトン 613-324 赤
マーモリウム ML-3127 赤
メディウェル ME-4261 赤
タフゾーン TF-312M 明るい黄みの赤
ドルチェ 682-950 明るい黄みの赤

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
Pタイル A-92 うすいピンクみのベージュ
ジニアスマーブル GE-5149 うすいピンクみのベージュ
消臭クリンセフ FT-1179 うすいピンクみのベージュ
ドルチェ 682-949 うすいピンクみのベージュ
ニューソフトン 613-309 うすいピンクみのベージュ
パーマリュームEM 8180M うすいピンクみのベージュ
KG巾木 GL-303 うすいベージュ
Pタイル P-25 うすいベージュ
SRシート2800 PE-21 うすいベージュ
ジニアスマーブル GE-5144 うすいベージュ
ソフト巾木 HB-36 うすいベージュ
ドルチェ 682-929 うすいベージュ
ナチュライン NA-13 うすいベージュ
ナチュライン NA-14 うすいベージュ
ニューソフトン 613-312 うすいベージュ
パーマリューム マーブルEM PM-115M うすいベージュ
パーマリュームEM 8280M うすいベージュ
マティルE MBE-505 うすいベージュ
モノシュタイン TH-1109 うすいベージュ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2103 うすいベージュ
腰壁ガード GL-303 うすいベージュ
腰壁ガード KG-303 うすいベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-36 うすいベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-36 うすいベージュ
ACフロア28 AC-2222 うすい黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3211 うすい黄みのベージュ
ACフロア28 AC-8002 うすい黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2222 うすい黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3211 うすい黄みのベージュ
ACフロア35 AC-8002 うすい黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2222 うすい黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3211 うすい黄みのベージュ
ACフロア60 AC-8002 うすい黄みのベージュ
KG巾木 GL-302 うすい黄みのベージュ
Pタイル A-78 うすい黄みのベージュ
Pタイル A-83 うすい黄みのベージュ
Pタイル P-74 うすい黄みのベージュ
Pタイル P-78 うすい黄みのベージュ
移動荷重用フロア M-180 うすい黄みのベージュ
ウッドクラフトA 631-124 うすい黄みのベージュ
ウッドクラフトH 648-804 うすい黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-302 うすい黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-306 うすい黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-336 うすい黄みのベージュ
ウッドラインF WBF-627 うすい黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-350 うすい黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-367 うすい黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-615 うすい黄みのベージュ
ガード巾木・AC HBG-211 うすい黄みのベージュ
ガード巾木・AC HBG-215 うすい黄みのベージュ
カルラージュ 1610-101 うすい黄みのベージュ
カルラージュメタル 1611-201 うすい黄みのベージュ
抗菌移動荷重用フロア KD-180 うすい黄みのベージュ
ジニアスプレーン GE-1130 うすい黄みのベージュ
ジニアスプレーン GE-1131 うすい黄みのベージュ
ジニアスプレーン GE-1162 うすい黄みのベージュ
ジニアスマーブル GE-5130 うすい黄みのベージュ
ジニアスマーブル GE-5151 うすい黄みのベージュ

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
消臭クリンセフ FT-1180 うすい黄みのベージュ
スーラズプリンスEM SC-207M うすい黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-80 うすい黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-82 うすい黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-83 うすい黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-84 うすい黄みのベージュ
タフゾーン TF-305M うすい黄みのベージュ
タフゾーン TF-308M うすい黄みのベージュ
テラーノ TN-105 うすい黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-105 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-910 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-921 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-922 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-926 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-927 うすい黄みのベージュ
ドルチェ 682-928 うすい黄みのベージュ
ナチュライン NA-11 うすい黄みのベージュ
ナチュライン NA-8 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-305 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-306 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-327 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-330 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-332 うすい黄みのベージュ
ニューソフトン 613-333 うすい黄みのベージュ
パーマリューム マーブルEM PM-133M うすい黄みのベージュ
パーマリューム モンテ PH-4327 うすい黄みのベージュ
パーマリュームEM 8160M うすい黄みのベージュ
パーマリュームEM 8450M うすい黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-5230 うすい黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1002 うすい黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1078 うすい黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1111 うすい黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1125 うすい黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1140 うすい黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-134 うすい黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-135 うすい黄みのベージュ
マティルE MBE-116 うすい黄みのベージュ
マティルE MBE-117 うすい黄みのベージュ
マティルE MBE-120 うすい黄みのベージュ
マティルE MBE-141 うすい黄みのベージュ
マティルS MBS-209 うすい黄みのベージュ
ミニモール12×2000 MM-702 うすい黄みのベージュ
ミニモール12×50 MM-702 うすい黄みのベージュ
メディウェル ME-4211 うすい黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1108 うすい黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1111 うすい黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1112 うすい黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3413S うすい黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3416S うすい黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3508S うすい黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1007S うすい黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5103S うすい黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5703S うすい黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5705S うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3508 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3413 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3416 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5103 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5703 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5705 うすい黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1007 うすい黄みのベージュ
ワイド巾木H300 WH-80 うすい黄みのベージュ
ワイド巾木H300 WH-82 うすい黄みのベージュ
ワイド巾木H300 WH-83 うすい黄みのベージュ
ワイド巾木H300 WH-84 うすい黄みのベージュ
腰壁ガード GL-302 うすい黄みのベージュ
腰壁ガード KG-302 うすい黄みのベージュ



ベージュ 田島ルーフィング株式会社　2022年4月版
https://tajima.jp/flooring/

6/49

製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
消臭ウェルクリーン SW-4067S うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-80 うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-82 うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-80 うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-82 うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-83 うすい黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-84 うすい黄みのベージュ
Pタイル A-93 ピンクみのベージュ
Pタイル PRD-463 ピンクみのベージュ
SRシート2800 PE-22 ピンクみのベージュ
SRシート2800 PE-24 ピンクみのベージュ
スーラズプリンスEM SC-205M ピンクみのベージュ
パーマリューム モンテ PH-8187 ピンクみのベージュ
消臭ウェルクリーン SW-8187S ピンクみのベージュ
ACフロア28 AC-3212 ベージュ
ACフロア35 AC-3212 ベージュ
ACフロア60 AC-3212 ベージュ
ウッドクラフトH 648-805 ベージュ
ウッドラインF WBF-399 ベージュ
ウッドラインP WBP-413 ベージュ
ウッドラインロッソV WVR-727 ベージュ
ジニアスプレーン GE-1133 ベージュ
ジニアスマーブル GE-5133 ベージュ
ジニアスマーブル GE-5152 ベージュ
ソフト巾木 HB-37 ベージュ
タイヤクフロア・グラン MDG-7005E ベージュ
ドルチェ 682-935 ベージュ
ナチュライン NA-12 ベージュ
パーマリューム ストリート PT-103M ベージュ
パーマリューム マーブルEM PM-105M ベージュ
パーマリューム モンテ PH-8287 ベージュ
マジェスタ MJ-1055 ベージュ
マッキレーネ MQH-529 ベージュ
メディウェル ME-4212 ベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3514S ベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5707S ベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3514 ベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5707 ベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-37 ベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-37 ベージュ
ACフロア28 AC-2004 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-2214 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-2282 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-2283 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-2296 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3019 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3075 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3214 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3216 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3256 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3257 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-3258 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-8001 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-8003 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-8004 黄みのベージュ
ACフロア28 AC-8005 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2004 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2214 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2282 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2283 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-2296 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3019 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3075 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3214 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3216 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3256 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-3257 黄みのベージュ
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ACフロア35 AC-3258 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-8001 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-8003 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-8004 黄みのベージュ
ACフロア35 AC-8005 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2004 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2214 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2282 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2283 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-2296 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3019 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3075 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3214 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3216 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3256 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3257 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-3258 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-8001 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-8003 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-8004 黄みのベージュ
ACフロア60 AC-8005 黄みのベージュ
KG巾木 GL-301 黄みのベージュ
PPカーペット 642 黄みのベージュ
Pタイル A-17 黄みのベージュ
Pタイル A-74 黄みのベージュ
Pタイル A-91 黄みのベージュ
Pタイル P-17 黄みのベージュ
Pタイル P-22 黄みのベージュ
Pタイル P-23 黄みのベージュ
Pタイル P-35 黄みのベージュ
Pタイル P-61 黄みのベージュ
Pタイル P-62 黄みのベージュ
SRシート2800 PE-23 黄みのベージュ
SRシート4300 111 黄みのベージュ
SRシート4300 112 黄みのベージュ
SRシート4300 151 黄みのベージュ
SRシート4300 152 黄みのベージュ
SRシート4300 161 黄みのベージュ
SRシート4300 162 黄みのベージュ
移動荷重用フロア M-161 黄みのベージュ
移動荷重用フロア・OG OG-161 黄みのベージュ
ウッドクラフトA 631-122 黄みのベージュ
ウッドクラフトH 648-801 黄みのベージュ
ウッドクラフトH 648-802 黄みのベージュ
ウッドクラフトH 648-808 黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-301 黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-338 黄みのベージュ
ウッドラインA WBA-414 黄みのベージュ
ウッドラインF WBF-397 黄みのベージュ
ウッドラインF WBF-445 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-368 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-374 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-375 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-415 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-416 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-417 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-418 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-419 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-421 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-604 黄みのベージュ
ウッドラインH WBH-612 黄みのベージュ
ウッドラインP WBP-415 黄みのベージュ
ウッドラインP WBP-416 黄みのベージュ
ウッドラインP WBP-417 黄みのベージュ
ウッドラインR WBR-629 黄みのベージュ
ウッドラインロッソC WCR-756 黄みのベージュ
ウッドラインロッソN WNR-754 黄みのベージュ
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ウッドラインロッソN WNR-755 黄みのベージュ
エッジバー・入隅 EBA-1003 黄みのベージュ
エッジバー・コーナー EBA-1003 黄みのベージュ
エッジバー・出隅 EBA-1003 黄みのベージュ
エッジバー・モール EBA-1003 黄みのベージュ
ガード巾木・AC HBG-216 黄みのベージュ
ガイドタイルUD20 UL-24 黄みのベージュ
ガイドタイルUD20 UL-34 黄みのベージュ
ガイドタイルUD20 US-24 黄みのベージュ
ガイドタイルUD20 US-34 黄みのベージュ
ガイドタイルUD30 UL-24 黄みのベージュ
ガイドタイルUD30 UL-34 黄みのベージュ
ガイドタイルUD30 US-24 黄みのベージュ
ガイドタイルUD30 US-34 黄みのベージュ
ガイドタイルUD55 UL-54 黄みのベージュ
ガイドタイルUD55 US-54 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-1A 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-4A 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-1A 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-4A 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-1M 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-4M 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-1M 黄みのベージュ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-4M 黄みのベージュ
クリナ CL-321 黄みのベージュ
クリナ CL-323 黄みのベージュ
クリナ CL-326 黄みのベージュ
抗菌移動荷重用フロア KD-161 黄みのベージュ
ジニアスプレーン GE-1132 黄みのベージュ
ジニアスプレーン GE-1161 黄みのベージュ
ジニアスマーブル GE-5132 黄みのベージュ
消臭クリンセフ FT-1001 黄みのベージュ
消臭クリンセフ FT-1172 黄みのベージュ
スーラズプリンスEM SC-204M 黄みのベージュ
スーラズプリンスEM SC-208M 黄みのベージュ
スーラズプリンスEM SC-210M 黄みのベージュ
スーラズプリンスEM SC-211M 黄みのベージュ
セイデンタイルC No.17 黄みのベージュ
セイデンタイルC No.34 黄みのベージュ
セイデンタイルC No.35 黄みのベージュ
セイデンタイルC No.61 黄みのベージュ
セイデンフロア No.953 黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-31 黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-32 黄みのベージュ
ソフト巾木 HB-38 黄みのベージュ
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1203E 黄みのベージュ
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1210E 黄みのベージュ
タイヤクフロア・グラン MDG-7001E 黄みのベージュ
タイヤクフロア・グラン MDG-7002E 黄みのベージュ
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9203 黄みのベージュ
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9210 黄みのベージュ
タピスカロッカ 439-4403 黄みのベージュ
タフゾーン TF-306M 黄みのベージュ
テラーノ TN-102 黄みのベージュ
テラーノ TN-103 黄みのベージュ
テラーノ TN-104 黄みのベージュ
テラーノ TN-107 黄みのベージュ
テラーノ TN-109 黄みのベージュ
テラーノ TN-110 黄みのベージュ
テラーノ TN-111 黄みのベージュ
テラーノ TN-112 黄みのベージュ
テラーノ TN-113 黄みのベージュ
テラーノ TN-115 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-102 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-103 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-104 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-107 黄みのベージュ
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テラーノヘキサ TNX-109 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-110 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-111 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-112 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-113 黄みのベージュ
テラーノヘキサ TNX-115 黄みのベージュ
ドルチェ 682-907 黄みのベージュ
ドルチェ 682-911 黄みのベージュ
ドルチェ 682-912 黄みのベージュ
ドルチェ 682-913 黄みのベージュ
ドルチェ 682-916 黄みのベージュ
ドルチェ 682-917 黄みのベージュ
ドルチェ 682-918 黄みのベージュ
ドルチェ 682-919 黄みのベージュ
ドルチェ 682-923 黄みのベージュ
ナチュライン NA-10 黄みのベージュ
ナチュライン NA-4 黄みのベージュ
ナチュライン NA-5 黄みのベージュ
ナチュライン NA-6 黄みのベージュ
ナチュライン NA-7 黄みのベージュ
ナチュライン NA-9 黄みのベージュ
ニューソフトン 613-307 黄みのベージュ
ニューソフトン 613-315 黄みのベージュ
ニューソフトン 613-331 黄みのベージュ
ニューソフトン 613-334 黄みのベージュ
パーマリューム ストリート PT-102M 黄みのベージュ
パーマリューム ピエトラ PX-8659 黄みのベージュ
パーマリューム フィラーレ PF-4068 黄みのベージュ
パーマリューム フィラーレ PF-4228 黄みのベージュ
パーマリューム フィラーレ PF-5068 黄みのベージュ
パーマリューム フィラーレ PF-8168 黄みのベージュ
パーマリューム フィラーレ PF-8328 黄みのベージュ
パーマリューム マーブルEM PM-107M 黄みのベージュ
パーマリューム マーブルEM PM-127M 黄みのベージュ
パーマリューム モンテ PH-4067 黄みのベージュ
パーマリューム モンテ PH-8327 黄みのベージュ
パーマリューム モンテ PH-8657 黄みのベージュ
パーマリュームEM 8320M 黄みのベージュ
パーマリュームEM 8330M 黄みのベージュ
パーマリュームEM 8490M 黄みのベージュ
パーマリュームEM 8650M 黄みのベージュ
パーマリュームEM 8930M 黄みのベージュ
ビュージスタ AQUA VAQ-807 黄みのベージュ
ビュージスタ MULTI VML-600 黄みのベージュ
ビュージスタ MULTI VML-601 黄みのベージュ
ビュージスタ MULTI VML-651 黄みのベージュ
ビュージスタ PLUS VPA-401 黄みのベージュ
ビュージスタ PLUS VPA-405 黄みのベージュ
ビュージスタ PLUS VPC-401 黄みのベージュ
ビュージスタ SAND VSH-401 黄みのベージュ
ビュージスタ ホルダーEX VDH-101 黄みのベージュ
ビュージスタ ホルダーEX VDH-107 黄みのベージュ
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-301 黄みのベージュ
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-307 黄みのベージュ
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-201 黄みのベージュ
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-207 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-401 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-4011 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-4011 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-4011 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-4011 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-600 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-601 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-401 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-600 黄みのベージュ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-601 黄みのベージュ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-401 黄みのベージュ
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ビュージスタステップVST320×1250 VST-600 黄みのベージュ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-601 黄みのベージュ
ビュージスタステップVST320×950 VST-401 黄みのベージュ
ビュージスタステップVST320×950 VST-600 黄みのベージュ
ビュージスタステップVST320×950 VST-601 黄みのベージュ
ビュージスタドレンEX VDN-101 黄みのベージュ
ビュージスタドレンEX VDN-107 黄みのベージュ
ブランシュ 640-600 黄みのベージュ
ブランシュ 640-601 黄みのベージュ
ブランシュ 640-603 黄みのベージュ
ブランシュ 640-620 黄みのベージュ
ブランシュ 640-625 黄みのベージュ
マーモリウム ML-3120 黄みのベージュ
マーモリウム ML-3136 黄みのベージュ
マーモリウム ML-3407 黄みのベージュ
マーモリウム ML-3432 黄みのベージュ
マーモリウム ML-3861 黄みのベージュ
マーモリウム ML-5804 黄みのベージュ
マーモリウムタイル ML5232 黄みのベージュ
マーモリウムタイル ML5255 黄みのベージュ
マーモリウムタイル ML5256 黄みのベージュ
マーモリウムタイル ML5257 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-3120 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-3232 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-3405 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-3407 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-3711 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-5225 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-5232 黄みのベージュ
マーモリウムタイル MLT-5235 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1001 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1011 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1012 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1015 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1019 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1046 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1070 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1126 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1130 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1158 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1159 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1172 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1305 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1310 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1314 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1323 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1356 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1365 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1380 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1390 黄みのベージュ
マジェスタ MJ-1391 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-121 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-122 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-125 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-126 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-127 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-130 黄みのベージュ
マッキレーネ MQE-131 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-504 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-517 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-518 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-519 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-520 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-521 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-522 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-524 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-525 黄みのベージュ
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マッキレーネ MQH-530 黄みのベージュ
マッキレーネ MQH-531 黄みのベージュ
マティルC MBC-267 黄みのベージュ 明確に異なる2色で構成されているため、参考値としてご覧ください。

マティルC MBC-531 黄みのベージュ
マティルE MBE-111 黄みのベージュ
マティルE MBE-119 黄みのベージュ
マティルE MBE-123 黄みのベージュ
マティルE MBE-128 黄みのベージュ
マティルE MBE-129 黄みのベージュ
マティルE MBE-130 黄みのベージュ
マティルE MBE-135 黄みのベージュ
マティルE MBE-137 黄みのベージュ
マティルE MBE-138 黄みのベージュ
マティルE MBE-142 黄みのベージュ
マティルE MBE-144 黄みのベージュ
マティルE MBE-145 黄みのベージュ
マティルE MBE-175 黄みのベージュ
マティルE MBE-176 黄みのベージュ
マティルE MBE-217 黄みのベージュ
マティルE MBE-218 黄みのベージュ
マティルE MBE-229 黄みのベージュ
マティルE MBE-230 黄みのベージュ
マティルE MBE-507 黄みのベージュ
マティルE MBE-509 黄みのベージュ
マティルE MBE-513 黄みのベージュ
マティルE MBE-555 黄みのベージュ
マティルE MBE-556 黄みのベージュ
マティルE MBE-558 黄みのベージュ
マティルE MBE-559 黄みのベージュ
マティルE MBE-576 黄みのベージュ
マティルE MBE-583 黄みのベージュ
マティルE MBE-584 黄みのベージュ
マティルE MBE-585 黄みのベージュ
マティルE MBE-586 黄みのベージュ
マティルH MBH-229 黄みのベージュ
マティルH MBH-230 黄みのベージュ
マティルH MBH-517 黄みのベージュ
マティルM MBM-564 黄みのベージュ
マティルM MBM-565 黄みのベージュ
マティルM MBM-566 黄みのベージュ
マティルM MBM-572 黄みのベージュ
マティルM MBM-573 黄みのベージュ
マティルR MBR-229 黄みのベージュ
マティルR MBR-230 黄みのベージュ
マティルS MBS-203 黄みのベージュ
マティルS MBS-204 黄みのベージュ
マティルS MBS-205 黄みのベージュ
マティルS MBS-207 黄みのベージュ
マティルS MBS-210 黄みのベージュ
マティルS MBS-229RN 黄みのベージュ
マティルS MBS-230RN 黄みのベージュ
マティルS MBS-261 黄みのベージュ
マティルW MBW-543 黄みのベージュ
マティルW MBW-544 黄みのベージュ
マティルロッソC MCR-710 黄みのベージュ
マティルロッソC MCR-743 黄みのベージュ
マティルロッソE MER-750 黄みのベージュ
マティルロッソE MER-751 黄みのベージュ
マティルロッソM MMR-744 黄みのベージュ
マティルロッソT MTR-704 黄みのベージュ
マティルロッソT MTR-740 黄みのベージュ
マティルロッソZ MZR-701 黄みのベージュ
マティルロッソZ MZR-735 黄みのベージュ
メディウェル ME-4018 黄みのベージュ
メディウェル ME-4019 黄みのベージュ
メディウェル ME-4075 黄みのベージュ
メディウェル ME-4214 黄みのベージュ
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メディウェル ME-4216 黄みのベージュ
メディウェル ME-4256 黄みのベージュ
メディウェル ME-4257 黄みのベージュ
メディウェル ME-4258 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1102 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1103 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1105 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1106 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1113 黄みのベージュ
モノシュタイン TH-1114 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3412S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3414S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3417S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3426S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3503S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3509S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3510S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3511S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3515S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3516S 黄みのベージュ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3520S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1001S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1002S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1003S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1015S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1020S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1021S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1022S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1508S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1510S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1511S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1512S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1514S 黄みのベージュ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1531S 黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5104S 黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5112S 黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5704S 黄みのベージュ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5706S 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2105 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2106 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2107 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3509 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3510 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3511 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3515 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3516 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3520 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000200×1000 LF-3426 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3412 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3414 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3417 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3503 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5104 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5112 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5704 黄みのベージュ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5706 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1001 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1002 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1003 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1015 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1020 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1021 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1022 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1508 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1510 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1511 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1512 黄みのベージュ
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
レイフラットタイルノーワックス LN-1514 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1531 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1535 黄みのベージュ
レイフラットタイルノーワックス LN-1537 黄みのベージュ
腰壁ガード GL-301 黄みのベージュ
腰壁ガード KG-301 黄みのベージュ
消臭ウェルクリーン SW-8657S 黄みのベージュ
導電フロア・LE LE-332 黄みのベージュ
飛白 HK-4066M 黄みのベージュ
飛白 HK-8166M 黄みのベージュ
飛白 HK-8326M 黄みのベージュ
飛白 HK-8336M 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-31 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-32 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-38 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-31 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-32 黄みのベージュ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-38 黄みのベージュ
木調巾木 MB-51 黄みのベージュ
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
タピススタイルSS 4620-5906 あざやかなオレンジ
タピスセレクトPlus TSP-130 あざやかなオレンジ
タピスプレシャスストーン 497-6508 あざやかなオレンジ
パーマリュームEM 4250M あざやかなオレンジ
ビュージスタ AQUA VAQ-811 あざやかなオレンジ
マーモリウム ML-3262 あざやかなオレンジ
PPCラバー 505F あざやかな赤みのオレンジ
PPカーペット 505 あざやかな赤みのオレンジ
ジニアスプレーン GE-1150 あざやかな赤みのオレンジ
タピスプレーヌⅡ 481-284 あざやかな赤みのオレンジ
マーモリウム ML-3126 あざやかな赤みのオレンジ
ACフロア28 AC-2002 オレンジ
ACフロア35 AC-2002 オレンジ
ACフロア60 AC-2002 オレンジ
タフゾーン TF-314M オレンジ
ニューソフトン 613-314 オレンジ
ニューソフトン 613-350 オレンジ
マーモリウム ML-3825 オレンジ
ナチュライン NA-15 くすんだオレンジ
ニューソフトン 613-310 くすんだオレンジ
パーマリューム マーブルEM PM-117M くすんだオレンジ
パーマリューム モンテ PH-4347 くすんだオレンジ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1028S くすんだオレンジ
レイフラットタイルノーワックス LN-1028 くすんだオレンジ
ACフロア28 AC-3025 くすんだ黄みのオレンジ
ACフロア28 AC-7001 くすんだ黄みのオレンジ
ACフロア35 AC-3025 くすんだ黄みのオレンジ
ACフロア35 AC-7001 くすんだ黄みのオレンジ
ACフロア60 AC-3025 くすんだ黄みのオレンジ
ACフロア60 AC-7001 くすんだ黄みのオレンジ
KG巾木 GL-101 くすんだ黄みのオレンジ
ウッドクラフトA 631-103 くすんだ黄みのオレンジ
ウッドクラフトA 631-104 くすんだ黄みのオレンジ
ウッドクラフトE 632-103 くすんだ黄みのオレンジ
ウッドクラフトE 632-103 くすんだ黄みのオレンジ
ウッドラインA WBA-312 くすんだ黄みのオレンジ
ニューソフトン 613-313 くすんだ黄みのオレンジ
パーマリューム ストリート PT-105M くすんだ黄みのオレンジ
メディウェル ME-4025 くすんだ黄みのオレンジ
腰壁ガード GL-101 くすんだ黄みのオレンジ
腰壁ガード KG-101 くすんだ黄みのオレンジ
スーラズプリンスEM SC-206M くすんだ赤みのオレンジ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1529S くすんだ赤みのオレンジ
レイフラットタイルノーワックス LN-1529 くすんだ赤みのオレンジ
移動荷重用フロア M-182 黄みのオレンジ
抗菌移動荷重用フロア KD-182 黄みのオレンジ
ドルチェ 682-934 黄みのオレンジ
マーモリウム ML-3174 黄みのオレンジ
マーモリウム ML-3847 黄みのオレンジ
マーモリウムタイル MLT-3354 黄みのオレンジ
マッキレーネ MQE-138 黄みのオレンジ
マティルE MBE-253 黄みのオレンジ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3422S 黄みのオレンジ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3422 黄みのオレンジ
メディウェル ME-4260 赤みのオレンジ

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ACフロア28 AC-3213 くすんだ黄みのブラウン
ACフロア28 AC-8006 くすんだ黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3213 くすんだ黄みのブラウン
ACフロア35 AC-8006 くすんだ黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3213 くすんだ黄みのブラウン
ACフロア60 AC-8006 くすんだ黄みのブラウン
LA1000 4560-1706 くすんだ黄みのブラウン
LA1000 4560-1709 くすんだ黄みのブラウン
LA500 456-1706 くすんだ黄みのブラウン
LA500 456-1709 くすんだ黄みのブラウン
LA500 456-1710 くすんだ黄みのブラウン
PPCラバー 513F くすんだ黄みのブラウン
PPCラバー 610F くすんだ黄みのブラウン
PPカーペット 513 くすんだ黄みのブラウン
PPカーペット 581 くすんだ黄みのブラウン
PPカーペット 610 くすんだ黄みのブラウン
Pタイル A-79 くすんだ黄みのブラウン
Pタイル A-89 くすんだ黄みのブラウン
Pタイル A-90 くすんだ黄みのブラウン
SW1000 4730-6701 くすんだ黄みのブラウン
SW1000 4730-6702 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeB TSB-325 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeB TSB-326 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeD TSD-365 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeD TSD-366 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeF TSF-405 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeF TSF-406 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeG TSG-423 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeH TSH-443 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeI TSI-465 くすんだ黄みのブラウン
TS-7000typeI TSI-466 くすんだ黄みのブラウン
ウッドクラフトH 648-806 くすんだ黄みのブラウン
ウッドクラフトH 648-812 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-601 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-404 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-625 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-422 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-438 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-607 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-608 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-609 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-613 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインJ WBJ-422 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインロッソE WER-729 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインロッソE WER-730 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインロッソI WIR-733 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインロッソV WVR-724 くすんだ黄みのブラウン
ウッドラインロッソV WVR-725 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・入隅 EBA-1001 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・入隅 EBA-1004 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・コーナー EBA-1001 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・コーナー EBA-1004 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・出隅 EBA-1001 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・出隅 EBA-1004 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・モール EBA-1001 くすんだ黄みのブラウン
エッジバー・モール EBA-1004 くすんだ黄みのブラウン
ガード巾木・AC HBG-213 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JL-25 くすんだ黄みのブラウン

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ガイドタイル JL-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JL-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JL-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JS-25 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JS-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JS-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイル JS-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 UL-25 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 UL-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 UL-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 UL-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 US-25 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 US-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 US-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD20 US-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 UL-25 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 UL-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 UL-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 UL-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 US-25 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 US-26 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 US-35 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD30 US-36 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD55 UL-55 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD55 UL-56 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD55 US-55 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD55 US-56 くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-5A くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-6A くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-5A くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-6A くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-5M くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-6M くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-5M くすんだ黄みのブラウン
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-6M くすんだ黄みのブラウン
クリナ CL-329 くすんだ黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-27 くすんだ黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-39 くすんだ黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-88 くすんだ黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-9 くすんだ黄みのブラウン
タピス セレクトOA TOA-112 くすんだ黄みのブラウン
タピスCG JL-4 くすんだ黄みのブラウン 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JL-6 くすんだ黄みのブラウン 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JS-4 くすんだ黄みのブラウン 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JS-6 くすんだ黄みのブラウン 点描部分のみの色情報となっております。
タピスHG AS-26 くすんだ黄みのブラウン
タピスHG AS-35 くすんだ黄みのブラウン
タピスアムニスⅡ TZ02-523 くすんだ黄みのブラウン
タピスオクターバー TZ05-583 くすんだ黄みのブラウン
タピスカロッカ 439-4409 くすんだ黄みのブラウン
タピスグラシア 4040-7301 くすんだ黄みのブラウン
タピスグラシア 4040-7302 くすんだ黄みのブラウン
タピスクラフトチェック TZ09-661 くすんだ黄みのブラウン
タピスクラフトチェック TZ09-662 くすんだ黄みのブラウン
タピスクラフトチェック TZ09-665 くすんだ黄みのブラウン
タピスグランジーニ 4030-7202 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルSH 4640-6201 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルSH 4640-6204 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルSS 4620-5901 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルSS 4620-5902 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルTS 454-717 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルWF 4610-5806 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルWT 4600-5704 くすんだ黄みのブラウン
タピススタイルWT 4600-5706 くすんだ黄みのブラウン
タピスストーンフェイス TZ07-621 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-112 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-113 くすんだ黄みのブラウン
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
タピスセレクトPlus TSP-117 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-118 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-122 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-123 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-140 くすんだ黄みのブラウン
タピスセレクトPlus TSP-141 くすんだ黄みのブラウン
タピスディストーション TZ03-542 くすんだ黄みのブラウン
タピストレッサ 483-3605 くすんだ黄みのブラウン
タピストレッサ 483-3606 くすんだ黄みのブラウン
タピストレッサ 483-3607 くすんだ黄みのブラウン
タピストレッサ 483-3622 くすんだ黄みのブラウン
タピスパセオ 429-2605 くすんだ黄みのブラウン
タピスプルイーナ 408-5204 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレイフルデジ TZ06-601 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-235 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-262 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-264 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-275 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-278 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-815 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-816 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-845 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-851 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレシャスストーン 497-6504 くすんだ黄みのブラウン
タピスプレシャスストーン 497-6505 くすんだ黄みのブラウン
タピスミーナプラス 445-3903 くすんだ黄みのブラウン
タピスミナモ 437-4103 くすんだ黄みのブラウン
タピスムラサメ 436-4006 くすんだ黄みのブラウン
タピスムラサメ 436-4007 くすんだ黄みのブラウン
タピスムラサメphiten 4365-4006 くすんだ黄みのブラウン
タピスムラサメphiten 4365-4007 くすんだ黄みのブラウン
タピスリバーブ TZ04-561 くすんだ黄みのブラウン
タピスルシール 4010-7005 くすんだ黄みのブラウン
タピスルシール 4010-7006 くすんだ黄みのブラウン
タピスルシール 4010-7007 くすんだ黄みのブラウン
タピスレフィーナ 432-2902 くすんだ黄みのブラウン
タピスレフィーナ 432-2903 くすんだ黄みのブラウン
タピスレフィーナ 432-2904 くすんだ黄みのブラウン
タピスレフィーナ 432-2905 くすんだ黄みのブラウン
タピスレフィーナ 432-2909 くすんだ黄みのブラウン
タピスワッフルツイード 494-6404 くすんだ黄みのブラウン
タフゾーン TF-307M くすんだ黄みのブラウン
タフゾーン TF-310M くすんだ黄みのブラウン
テラーノ TN-116 くすんだ黄みのブラウン
テラーノ TN-117 くすんだ黄みのブラウン
テラーノヘキサ TNX-116 くすんだ黄みのブラウン
テラーノヘキサ TNX-117 くすんだ黄みのブラウン
ドルチェ 682-908 くすんだ黄みのブラウン
ドルチェ 682-920 くすんだ黄みのブラウン
ニューソフトン 613-308 くすんだ黄みのブラウン
パーマリューム ピエトラ PX-8499 くすんだ黄みのブラウン
パーマリューム フィラーレ PF-8338 くすんだ黄みのブラウン
パーマリューム フィラーレ PF-8578 くすんだ黄みのブラウン
パーマリューム モンテ PH-8937 くすんだ黄みのブラウン
パーマリュームEM 8170M くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGB-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGB-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGG-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGG-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGG-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ GRAN VGG-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-630 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-631 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-632 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-650 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-660 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-661 くすんだ黄みのブラウン
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ビュージスタ MULTI VML-670 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-672 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ PLUS VPA-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ PLUS VPC-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ PLUS VPD-640 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ PLUS VPD-641 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ PLUS VPD-642 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ SAND VSH-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ SAND VSS-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ ホルダーEX VDH-108 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ ホルダーEX VDH-113 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-308 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-313 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-208 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-213 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-4021 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-4021 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-4021 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-4021 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-402 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×1250 YVLT-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×1250 YVLT-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×1250 YVLT-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×1250 YVLT-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×950 YVLT-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×950 YVLT-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×950 YVLT-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVLT500×950 YVLT-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×1250 YVST-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×1250 YVST-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×1250 YVST-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×1250 YVST-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×950 YVST-701 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×950 YVST-702 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×950 YVST-704 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタステップYVST320×950 YVST-706 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタドレンEX VDN-108 くすんだ黄みのブラウン
ビュージスタドレンEX VDN-113 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3254 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3405 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3580 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3702 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3706 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-3874 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウム ML-5803 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル ML5249 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル ML5250 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル ML5254 くすんだ黄みのブラウン
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マーモリウムタイル MLT-3048 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル MLT-3146 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル MLT-3718 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル MLT-5217 くすんだ黄みのブラウン
マーモリウムタイル MLT-E3746 くすんだ黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1010 くすんだ黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1071 くすんだ黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1160 くすんだ黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1317 くすんだ黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1392 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-118 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-123 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-124 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-128 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-129 くすんだ黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-507 くすんだ黄みのブラウン
マティルC MBC-266 くすんだ黄みのブラウン
マティルC MBC-530 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-147 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-177 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-224 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-231 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-234 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-581 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-582 くすんだ黄みのブラウン
マティルE MBE-587 くすんだ黄みのブラウン
マティルH MBH-231 くすんだ黄みのブラウン
マティルS MBS-231RN くすんだ黄みのブラウン
マティルロッソC MCR-711 くすんだ黄みのブラウン
マティルロッソG MGR-716 くすんだ黄みのブラウン
マティルロッソM MMR-707 くすんだ黄みのブラウン
マティルロッソM MMR-708 くすんだ黄みのブラウン
メディウェル ME-4213 くすんだ黄みのブラウン
モノシュタイン TH-1110 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3415S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3517S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1017S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1018S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1019S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1509S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1513S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1515S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1516S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1524S くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3517 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3415 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1017 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1018 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1019 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1509 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1513 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1515 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1516 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1524 くすんだ黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1538 くすんだ黄みのブラウン
ワイド巾木H300 WH-27 くすんだ黄みのブラウン
消臭ウェルクリーン SW-8937S くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-27 くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-9 くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-27 くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-39 くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-88 くすんだ黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-9 くすんだ黄みのブラウン
KG巾木 GL-103 ブラウン
ウッドクラフトA 631-106 ブラウン
ウッドクラフトA 631-130 ブラウン
ウッドラインA WBA-314 ブラウン
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ウッドラインA WBA-316 ブラウン
ウッドラインA WBA-341 ブラウン
ウッドラインF WBF-400 ブラウン
ウッドラインH WBH-426 ブラウン
ウッドラインH WBH-428 ブラウン
ウッドラインH WBH-617 ブラウン
ウッドラインJ WBJ-428 ブラウン
ウッドラインロッソV WVR-728 ブラウン
スーラズプリンスEM SC-209M ブラウン
ソフト巾木 HB-87 ブラウン
タピスHG AS-2 ブラウン
タピスオクターバー TZ05-584 ブラウン
タピスルシール 4010-7011 ブラウン
ドルチェ 682-925 ブラウン
ニューソフトン 613-340 ブラウン
パーマリューム ストリート PT-108M ブラウン
パーマリューム ストリート PT-111M ブラウン
パーマリューム モンテ PH-4357 ブラウン
パーマリュームEM 8290M ブラウン
マーモリウム ML-2767 ブラウン
マーモリウム ML-3370 ブラウン
マティルE MBE-524 ブラウン
マティルロッソC MCR-748 ブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3506S ブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3519S ブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3519 ブラウン
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3506 ブラウン
ワイド巾木H300（木調） WH-60 ブラウン
腰壁ガード GL-103 ブラウン
腰壁ガード KG-103 ブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-87 ブラウン
木調巾木 MB-60 ブラウン
木調巾木 MB-65 ブラウン
木調巾木 MB-70 ブラウン
木調巾木 MB-71 ブラウン
LA1000 4560-1710 暗いブラウン
LA500 456-1714 暗いブラウン
PPカーペット 626 暗いブラウン
TS-7000typeB TSB-327 暗いブラウン
TS-7000typeD TSD-367 暗いブラウン
TS-7000typeE TSE-383 暗いブラウン
TS-7000typeE TSE-384 暗いブラウン
TS-7000typeF TSF-407 暗いブラウン
TS-7000typeH TSH-444 暗いブラウン
ウッドクラフトA 631-131 暗いブラウン
ウッドクラフトA 631-132 暗いブラウン
ウッドクラフトE 632-131 暗いブラウン
ウッドクラフトE 632-131 暗いブラウン
ウッドクラフトE 632-132 暗いブラウン
ウッドクラフトE 632-132 暗いブラウン
ウッドクラフトH 644-208 暗いブラウン
ウッドクラフトH 648-813 暗いブラウン
ウッドラインA WBA-326 暗いブラウン
ウッドラインA WBA-339 暗いブラウン
ウッドラインA WBA-340 暗いブラウン
ウッドラインF WBF-453 暗いブラウン
ウッドラインH WBH-382 暗いブラウン
ウッドラインH WBH-423 暗いブラウン
ウッドラインH WBH-424 暗いブラウン
ウッドラインH WBH-425 暗いブラウン
ウッドラインH WBH-427 暗いブラウン
ウッドラインP WBP-424 暗いブラウン
コントラックECO 493-1 暗いブラウン
ソフト巾木 HB-11 暗いブラウン
ソフト巾木 HB-3 暗いブラウン
タピスHG AS-36 暗いブラウン
タピスアルテーレ 4020-7103 暗いブラウン
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タピスカロッカ 439-4410 暗いブラウン
タピスグラシア 4040-7303 暗いブラウン
タピススタイルBB 4630-6104 暗いブラウン
タピススタイルWT 4600-5705 暗いブラウン
タピススタイルWT 4600-5709 暗いブラウン
タピスセレクトPlus TSP-114 暗いブラウン
タピスセレクトPlus TSP-119 暗いブラウン
タピスセレクトPlus TSP-120 暗いブラウン
タピスセレクトPlus TSP-124 暗いブラウン
タピスセレクトPlus TSP-142 暗いブラウン
タピスディストーション TZ03-544 暗いブラウン
タピスディストーション TZ03-545 暗いブラウン
タピストレッサ 483-3608 暗いブラウン
タピスネブラⅡ TZ01-504 暗いブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-260 暗いブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-276 暗いブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-806 暗いブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-846 暗いブラウン
タピスプレシャスストーン 497-6506 暗いブラウン
タピスミナモ 437-4104 暗いブラウン
タピスムラサメ 436-4003 暗いブラウン
タピスムラサメ 436-4004 暗いブラウン
タピスムラサメphiten 4365-4003 暗いブラウン
タピスムラサメphiten 4365-4004 暗いブラウン
タピスルシール 4010-7008 暗いブラウン
タピスレフィーナ 432-2907 暗いブラウン
タピスワッフルツイード 494-6405 暗いブラウン
テラーノ TN-114 暗いブラウン
テラーノヘキサ TNX-114 暗いブラウン
ドルチェ 682-931 暗いブラウン
ニューソフトン 613-361 暗いブラウン
パーマリューム フィラーレ PF-8178 暗いブラウン
パーマリューム モンテ PH-8177 暗いブラウン
ビュージスタ MULTI VML-602 暗いブラウン
ビュージスタ MULTI VML-633 暗いブラウン
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-602 暗いブラウン
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-602 暗いブラウン
ビュージスタステップVST320×1250 VST-602 暗いブラウン
ビュージスタステップVST320×950 VST-602 暗いブラウン
マーモリウム ML-3248 暗いブラウン
マジェスタ MJ-1006 暗いブラウン
マジェスタ MJ-1041 暗いブラウン
マジェスタ MJ-1052 暗いブラウン
マジェスタ MJ-1067 暗いブラウン
マッキレーネ MQE-311 暗いブラウン
マッキレーネ MQH-537 暗いブラウン
マッキレーネ MQH-538 暗いブラウン
マッキレーネ MQH-540 暗いブラウン
マッキレーネ MQH-542 暗いブラウン
マッキレーネ MQH-543 暗いブラウン
マティルE MBE-222 暗いブラウン
メディウェル ME-4006 暗いブラウン
メディウェル ME-4041 暗いブラウン
モノシュタイン TH-1107 暗いブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3507S 暗いブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3523S 暗いブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3524S 暗いブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3525S 暗いブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3523 暗いブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3524 暗いブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3525 暗いブラウン
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3507 暗いブラウン
ワイド巾木H300 WH-3 暗いブラウン
ワイド巾木H300（木調） WH-56 暗いブラウン
消臭ウェルクリーン SW-8177S 暗いブラウン
飛白 HK-8176M 暗いブラウン
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-11 暗いブラウン
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防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-3 暗いブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-11 暗いブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-3 暗いブラウン
木調巾木 MB-56 暗いブラウン
木調巾木 MB-64 暗いブラウン
ウッドクラフトH 644-207 暗い黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-536 暗い黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-539 暗い黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-541 暗い黄みのブラウン
マーモリウムタイル MLT-3352 暗い赤みのブラウン
ACフロア28 AC-3007 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3020 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3037 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3040 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3043 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3081 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3087 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3217 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3218 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3229 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3007 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3020 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3037 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3040 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3043 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3081 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3087 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3217 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3218 黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3229 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3007 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3020 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3037 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3040 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3043 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3081 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3087 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3217 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3218 黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3229 黄みのブラウン
PPCラバー 504F 黄みのブラウン
PPカーペット 504 黄みのブラウン
PPカーペット 527 黄みのブラウン
TS-7000typeB TSB-329 黄みのブラウン
TS-7000typeB TSB-331 黄みのブラウン
ウッドクラフトA 631-110 黄みのブラウン
ウッドクラフトH 644-205 黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-309 黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-313 黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-315 黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-322 黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-330 黄みのブラウン
ウッドラインD WBD-632 黄みのブラウン
ウッドラインE WBE-655 黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-401 黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-402 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-372 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-373 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-381 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-385 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-390 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-435 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-436 黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-606 黄みのブラウン
ウッドラインP WBP-463 黄みのブラウン
ウッドラインロッソC WCR-731 黄みのブラウン
ウッドラインロッソO WOR-721 黄みのブラウン
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ガード巾木・AC HBG-103 黄みのブラウン
ガード巾木・AC HBG-104 黄みのブラウン
ガード巾木・AC HBG-105 黄みのブラウン
コルクメント ML-1200 黄みのブラウン
消臭クリンセフ FT-1043 黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-86 黄みのブラウン
タピスクラフトチェック TZ09-666 黄みのブラウン
タピススタイルWF 4610-5805 黄みのブラウン
タピストレッサ 483-3610 黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-258 黄みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-854 黄みのブラウン
ドルチェ 682-914 黄みのブラウン
ニューソフトン 613-341 黄みのブラウン
ニューソフトン 613-353 黄みのブラウン
パーマリューム モンテ PH-4317 黄みのブラウン
パーマリュームEM 8020M 黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-652 黄みのブラウン
ビュージスタ MULTI VML-653 黄みのブラウン
ビュージスタ ホルダーEX VDH-114 黄みのブラウン
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-314 黄みのブラウン
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-214 黄みのブラウン
ビュージスタドレンEX VDN-114 黄みのブラウン
マーモリウム ML-3233 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1007 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1016 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1020 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1022 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1023 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1031 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1040 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1050 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1051 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1056 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1061 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1301 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1311 黄みのブラウン
マジェスタ MJ-1320 黄みのブラウン
マッキレーネ MQE-133 黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-527 黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-533 黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-534 黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-535 黄みのブラウン
マティルE MBE-143 黄みのブラウン
マティルE MBE-522 黄みのブラウン
ミニモール12×2000 MM-704 黄みのブラウン
ミニモール12×50 MM-704 黄みのブラウン
メディウェル ME-4007 黄みのブラウン
メディウェル ME-4020 黄みのブラウン
メディウェル ME-4037 黄みのブラウン
メディウェル ME-4040 黄みのブラウン
メディウェル ME-4043 黄みのブラウン
メディウェル ME-4087 黄みのブラウン
メディウェル ME-4217 黄みのブラウン
メディウェル ME-4218 黄みのブラウン
メディウェル ME-4229 黄みのブラウン
メディウェル ME-4263 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3419S 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3502S 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3513S 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3518S 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3521S 黄みのブラウン
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3522S 黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1004S 黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1005S 黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1010S 黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1011S 黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1012S 黄みのブラウン
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レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1013S 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3513 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3518 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3521 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3522 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3419 黄みのブラウン
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3502 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1004 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1005 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1010 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1011 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1012 黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1013 黄みのブラウン
ワイド巾木H300（木調） WH-54 黄みのブラウン
腰壁ガード GL-102 黄みのブラウン
腰壁ガード KG-102 黄みのブラウン
消臭ウェルクリーン SW-4310S 黄みのブラウン
消臭ウェルクリーン SW-8930S 黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-86 黄みのブラウン
木調巾木 MB-54 黄みのブラウン
木調巾木 MB-55 黄みのブラウン
木調巾木 MB-59 黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3223 赤みのブラウン
ACフロア35 AC-3223 赤みのブラウン
ACフロア60 AC-3223 赤みのブラウン
タピスプレーヌⅡ 481-256 赤みのブラウン
ドルチェ 682-937 赤みのブラウン
メディウェル ME-4223 赤みのブラウン
ニューソフトン 613-311 明るいブラウン
マティルロッソC MCR-747 明るいブラウン
ACフロア28 AC-2299 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3026 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3036 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3076 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3086 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-3227 明るい黄みのブラウン
ACフロア28 AC-7002 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-2299 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3026 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3036 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3076 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3086 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-3227 明るい黄みのブラウン
ACフロア35 AC-7002 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-2299 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3026 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3036 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3076 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3086 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-3227 明るい黄みのブラウン
ACフロア60 AC-7002 明るい黄みのブラウン
KG巾木 GL-102 明るい黄みのブラウン
Pタイル A-6 明るい黄みのブラウン
移動荷重用フロア M-181 明るい黄みのブラウン
ウッドクラフトA 631-105 明るい黄みのブラウン
ウッドクラフトE 632-105 明るい黄みのブラウン
ウッドクラフトE 632-105 明るい黄みのブラウン
ウッドクラフトH 648-811 明るい黄みのブラウン
ウッドラインA WBA-337 明るい黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-396 明るい黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-446 明るい黄みのブラウン
ウッドラインF WBF-624 明るい黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-371 明るい黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-380 明るい黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-420 明るい黄みのブラウン
ウッドラインH WBH-437 明るい黄みのブラウン
ウッドラインロッソO WOR-720 明るい黄みのブラウン
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抗菌移動荷重用フロア KD-181 明るい黄みのブラウン
ソフト巾木 HB-85 明るい黄みのブラウン
タフゾーン TF-309M 明るい黄みのブラウン
ドルチェ 682-930 明るい黄みのブラウン
ドルチェ 682-936 明るい黄みのブラウン
パーマリューム ストリート PT-106M 明るい黄みのブラウン
パーマリューム ストリート PT-107M 明るい黄みのブラウン
パーマリューム ストリート PT-110M 明るい黄みのブラウン
パーマリューム ストリート PT-113M 明るい黄みのブラウン
パーマリューム マーブルEM PM-116M 明るい黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-505 明るい黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-526 明るい黄みのブラウン
マッキレーネ MQH-532 明るい黄みのブラウン
ミニモール12×2000 MM-703 明るい黄みのブラウン
ミニモール12×50 MM-703 明るい黄みのブラウン
メディウェル ME-4026 明るい黄みのブラウン
メディウェル ME-4036 明るい黄みのブラウン
メディウェル ME-4076 明るい黄みのブラウン
メディウェル ME-4086 明るい黄みのブラウン
メディウェル ME-4227 明るい黄みのブラウン
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1014S 明るい黄みのブラウン
レイフラットタイルノーワックス LN-1014 明るい黄みのブラウン
ワイド巾木H300 WH-85 明るい黄みのブラウン
ワイド巾木H300（木調） WH-52 明るい黄みのブラウン
ワイド巾木H300（木調） WH-53 明るい黄みのブラウン
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-85 明るい黄みのブラウン
木調巾木 MB-52 明るい黄みのブラウン
木調巾木 MB-53 明るい黄みのブラウン
パーマリューム フィラーレ PF-4348 明るい赤みのブラウン
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ジニアスプレーン GE-1160 あざやかな黄色
ACフロア28 AC-2001 あざやかな赤みの黄色
ACフロア35 AC-2001 あざやかな赤みの黄色
ACフロア60 AC-2001 あざやかな赤みの黄色
Pタイル PRD-449 あざやかな赤みの黄色
ガイドタイル JL-27 あざやかな赤みの黄色
ガイドタイル JL-37 あざやかな赤みの黄色
ガイドタイル JS-27 あざやかな赤みの黄色
ガイドタイル JS-37 あざやかな赤みの黄色
タピスCG JL-7 あざやかな赤みの黄色 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JS-7 あざやかな赤みの黄色 点描部分のみの色情報となっております。
タピスプレシャスストーン 497-6507 あざやかな赤みの黄色
ニューソフトン 613-362 あざやかな赤みの黄色
パーマリュームEM 4130M あざやかな赤みの黄色
マーモリウム ML-3125 あざやかな赤みの黄色
マーモリウム ML-3251 あざやかな赤みの黄色
マーモリウム ML-3584 うすい黄色
マーモリウムタイル MLT-3575 うすい黄色
ドルチェ 682-932 うすい赤みの黄色
マーモリウム ML-3858 うすい赤みの黄色
SRシート2800 PE-25 うすい緑みの黄色
テラーノ TN-106 うすい緑みの黄色
テラーノヘキサ TNX-106 うすい緑みの黄色
マーモリウム ML-3431 うすい緑みの黄色
マーモリウム ML-3433 うすい緑みの黄色
マーモリウムタイル MLT-3717 うすい緑みの黄色
タピススタイルSH 4640-6203 くすんだ黄色
タピストリオス TZ10-684 くすんだ黄色
パーマリューム フィラーレ PF-4338 くすんだ黄色
マティルE MBE-251 くすんだ黄色
ACフロア28 AC-2201 くすんだ赤みの黄色
ACフロア28 AC-3005 くすんだ赤みの黄色
ACフロア28 AC-3080 くすんだ赤みの黄色
ACフロア28 AC-3215 くすんだ赤みの黄色
ACフロア35 AC-2201 くすんだ赤みの黄色
ACフロア35 AC-3005 くすんだ赤みの黄色
ACフロア35 AC-3080 くすんだ赤みの黄色
ACフロア35 AC-3215 くすんだ赤みの黄色
ACフロア60 AC-2201 くすんだ赤みの黄色
ACフロア60 AC-3005 くすんだ赤みの黄色
ACフロア60 AC-3080 くすんだ赤みの黄色
ACフロア60 AC-3215 くすんだ赤みの黄色
Pタイル A-27 くすんだ赤みの黄色
Pタイル A-29 くすんだ赤みの黄色
Pタイル A-35 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトA 631-107 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトE 632-107 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトE 632-107 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトH 648-807 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトH 648-809 くすんだ赤みの黄色
ウッドクラフトH 648-810 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインA WBA-307 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインA WBA-308 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインA WBA-327 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインA WBA-328 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインE WBE-411 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインH WBH-383 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインH WBH-602 くすんだ赤みの黄色

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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ウッドラインH WBH-603 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインH WBH-605 くすんだ赤みの黄色
ウッドラインロッソO WOR-752 くすんだ赤みの黄色
ガード巾木・AC HBG-101 くすんだ赤みの黄色
ガード巾木・AC HBG-102 くすんだ赤みの黄色
ジニアスプレーン GE-1163 くすんだ赤みの黄色
ドルチェ 682-924 くすんだ赤みの黄色
パーマリューム フィラーレ PF-5338 くすんだ赤みの黄色
パーマリューム マーブルEM PM-120M くすんだ赤みの黄色
マーモリウム ML-2499 くすんだ赤みの黄色
マーモリウム ML-2713 くすんだ赤みの黄色
マーモリウム ML-3075 くすんだ赤みの黄色
マーモリウム ML-3141 くすんだ赤みの黄色
マーモリウムタイル MLT-2713 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1005 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1030 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1060 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1068 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1300 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1306 くすんだ赤みの黄色
マジェスタ MJ-1326 くすんだ赤みの黄色
マッキレーネ MQE-132 くすんだ赤みの黄色
マッキレーネ MQH-523 くすんだ赤みの黄色
マティルE MBE-523 くすんだ赤みの黄色
メディウェル ME-4005 くすんだ赤みの黄色
メディウェル ME-4215 くすんだ赤みの黄色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3418S くすんだ赤みの黄色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3501S くすんだ赤みの黄色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3504S くすんだ赤みの黄色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3505S くすんだ赤みの黄色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3512S くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1008S くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1009S くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1525S くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルLF-3000150×1000 LF-3512 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3418 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3501 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3504 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3505 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルノーワックス LN-1008 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルノーワックス LN-1009 くすんだ赤みの黄色
レイフラットタイルノーワックス LN-1525 くすんだ赤みの黄色
消臭ウェルクリーン SW-8320S くすんだ赤みの黄色
TS-7000typeC TSC-344 くすんだ緑みの黄色
タピスプレイフルデジ TZ06-610 くすんだ緑みの黄色
マーモリウム ML-3146 くすんだ緑みの黄色
マーモリウム ML-5801 くすんだ緑みの黄色
マティルE MBE-525 くすんだ緑みの黄色
SW1000 4730-6703 暗い黄色
TS-7000typeC TSC-345 暗い黄色
Pタイル A-85 黄色
Pタイル P-32 黄色
パーマリューム モンテ PH-4337 黄色
マーモリウムタイル MLT-3362 黄色
ACフロア28 AC-3226 赤みの黄色
ACフロア28 AC-3228 赤みの黄色
ACフロア35 AC-3226 赤みの黄色
ACフロア35 AC-3228 赤みの黄色
ACフロア60 AC-3226 赤みの黄色
ACフロア60 AC-3228 赤みの黄色
Pタイル A-94 赤みの黄色
Pタイル PRD-461 赤みの黄色
TS-7000typeB TSB-330 赤みの黄色
ウッドクラフトA 631-108 赤みの黄色
ウッドクラフトA 631-109 赤みの黄色
ウッドクラフトE 632-109 赤みの黄色
ウッドクラフトE 632-109 赤みの黄色
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
カルラージュ 1610-104 赤みの黄色
スーラズプリンスEM SC-212M 赤みの黄色
タフゾーン TF-313M 赤みの黄色
ドルチェ 682-933 赤みの黄色
ニューソフトン 613-316 赤みの黄色
ニューソフトン 613-317 赤みの黄色
パーマリューム マーブルEM PM-134M 赤みの黄色
ビュージスタ AQUA VAQ-810 赤みの黄色
マーモリウム ML-3038 赤みの黄色
マーモリウム ML-3173 赤みの黄色
マッキレーネ MQE-137 赤みの黄色
マティルE MBE-252 赤みの黄色
メディウェル ME-4226 赤みの黄色
メディウェル ME-4228 赤みの黄色
メディウェル ME-4262 赤みの黄色
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1027S 赤みの黄色
レイフラットタイルノーワックス LN-1027 赤みの黄色
パーマリュームEM 8300M 明るい赤みの黄色
マーモリウムタイル MLT-3251 明るい赤みの黄色
ドルチェ 682-938 緑みの黄色
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
Pタイル PRD-474 あざやかな黄緑
TS-7000typeJ TSJ-482 あざやかな黄緑
けこみ用シート VKG-803 あざやかな黄緑
タピスセレクトPlus TSP-126 あざやかな黄緑
ドルチェ 682-939 あざやかな黄緑
パーマリュームEM 4260M あざやかな黄緑
ビュージスタ AQUA VAQ-803 あざやかな黄緑
ビュージスタステップVST VST-803 あざやかな黄緑
ビュージスタステップけこみ用シート VGK-803 あざやかな黄緑
消臭クリンセフ FT-1181 うすい黄緑
スーラズプリンスEM SC-213M うすい黄緑
セイデンタイルC No.29 うすい黄緑
タイヤクフロア・グラン MDG-7006E うすい黄緑
ドルチェ 682-942 うすい黄緑
ドルチェ 682-947 うすい黄緑
ナチュライン NA-1 うすい黄緑
ニューソフトン 613-301 うすい黄緑
パーマリューム マーブルEM PM-121M うすい黄緑
パーマリュームEM 8190M うすい黄緑
マーモリウム ML-3428 うすい黄緑
マーモリウム ML-3429 うすい黄緑
マーモリウム ML-3430 うすい黄緑
マーモリウム ML-3860 うすい黄緑
ウッドラインH WBH-620 くすんだ黄緑
ウッドラインH WBH-621 くすんだ黄緑
タピスデリエ 4050-7404 くすんだ黄緑
タピストレッサ 483-3609 くすんだ黄緑
タピスネブラⅡ TZ01-501 くすんだ黄緑
タピスモノクロームツイード TZ08-641 くすんだ黄緑
タピスモノクロームツイード TZ08-642 くすんだ黄緑
マーモリウム ML-3355 くすんだ黄緑
マーモリウム ML-3724 くすんだ黄緑
マーモリウム ML-5802 くすんだ黄緑
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1025S くすんだ黄緑
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1026S くすんだ黄緑
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1530S くすんだ黄緑
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1532S くすんだ黄緑
レイフラットタイルノーワックス LN-1025 くすんだ黄緑
レイフラットタイルノーワックス LN-1026 くすんだ黄緑
レイフラットタイルノーワックス LN-1530 くすんだ黄緑
レイフラットタイルノーワックス LN-1532 くすんだ黄緑
TS-7000typeJ TSJ-483 暗い黄緑
タピスセレクトPlus TSP-128 暗い黄緑
タピスセレクトPlus TSP-129 暗い黄緑
タピスプレーヌⅡ 481-855 暗い黄緑
ACフロア28 AC-2291 黄緑
ACフロア35 AC-2291 黄緑
ACフロア60 AC-2291 黄緑
Pタイル A-95 黄緑
Pタイル A-96 黄緑
SRシート4300 114 黄緑
SRシート4300 154 黄緑
SRシート4300 164 黄緑
TS-7000typeC TSC-346 黄緑
TS-7000typeC TSC-347 黄緑
TS-7000typeJ TSJ-481 黄緑
移動荷重用フロア M-164 黄緑
移動荷重用フロア M-170 黄緑

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
移動荷重用フロア M-179 黄緑
移動荷重用フロア・OG OG-164 黄緑
移動荷重用フロア・OG OG-170 黄緑
カルラージュ 1610-106 黄緑
抗菌移動荷重用フロア KD-164 黄緑
抗菌移動荷重用フロア KD-170 黄緑
抗菌移動荷重用フロア KD-179 黄緑
ジニアスマーブル GE-5174 黄緑
セイデンフロア No.903 黄緑
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1206E 黄緑
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9206 黄緑
タピスアルテーレ 4020-7102 黄緑
タピススタイルSS 4620-5905 黄緑
タピススタイルWF 4610-5808 黄緑
タピスセレクトPlus TSP-127 黄緑
タピスプレーヌⅡ 481-281 黄緑
タピスプレシャスストーン 497-6512 黄緑
タピスルシール 4010-7009 黄緑
ドルチェ 682-940 黄緑
パーマリューム フィラーレ PF-4368 黄緑
パーマリューム マーブルEM PM-122M 黄緑
パーマリューム モンテ PH-4367 黄緑
パーマリューム モンテ PH-8197 黄緑
パーマリュームEM 8200M 黄緑
マーモリウム ML-3224 黄緑
マーモリウム ML-3247 黄緑
マッキレーネ MQE-140 黄緑
マティルE MBE-254 黄緑
マティルE MBE-255 黄緑
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3423S 黄緑
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3423 黄緑
消臭ウェルクリーン SW-8197S 黄緑
導電フロア・DS DS-531 黄緑
導電フロア・DS DS-532 黄緑
導電フロア・LE LE-371 黄緑
タフゾーン TF-315M 明るい黄緑
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
PPCラバー 552F あざやかな黄みの緑
PPカーペット 533 あざやかな黄みの緑
PPカーペット 552 あざやかな黄みの緑
PPカーペット 597 あざやかな黄みの緑
ジニアスプレーン GE-1170 あざやかな青みの緑
パーマリュームEM 4160M あざやかな緑
ビュージスタ AQUA VAQ-804 あざやかな緑
Pタイル P-11 うすい黄みの緑
ジニアスプレーン GE-1171 うすい黄みの緑
ドルチェ 682-944 うすい黄みの緑
マーモリウム ML-3732 うすい黄みの緑
メディウェル ME-4265 うすい黄みの緑
Pタイル PRD-475 うすい緑
TS-7000typeA TSA-302 くすんだ黄みの緑
TS-7000typeB TSB-322 くすんだ黄みの緑
クリナ CL-324 くすんだ黄みの緑
ソフト巾木 HB-28 くすんだ黄みの緑
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1209E くすんだ黄みの緑
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9209 くすんだ黄みの緑
マーモリウム ML-3891 くすんだ黄みの緑
マーモリウムタイル MLT-3053 くすんだ黄みの緑
マーモリウムタイル MLT-E3745 くすんだ黄みの緑
メディウェル ME-4266 くすんだ黄みの緑
導電フロア・LE LE-372 くすんだ黄みの緑
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-28 くすんだ黄みの緑
ビュージスタ AQUA VAQ-808 くすんだ青みの緑
Pタイル P-13 くすんだ緑
TS-7000typeC TSC-342 くすんだ緑
移動荷重用フロア M-172 くすんだ緑
抗菌移動荷重用フロア KD-172 くすんだ緑
ジニアスプレーン GE-1173 くすんだ緑
タピスプレーヌⅡ 481-282 くすんだ緑
ドルチェ 682-948 くすんだ緑
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5711S くすんだ緑
レイフラットタイルLF-5000 LF-5711 くすんだ緑
TS-7000typeB TSB-328 暗い黄みの緑
タピスルシール 4010-7010 暗い黄みの緑
マーモリウム ML-3359 暗い黄みの緑
タピスプレシャスストーン 497-6513 暗い青みの緑
マッキレーネ MQE-312 暗い緑
マティルE MBE-221 暗い緑
ACフロア28 AC-3231 黄みの緑
ACフロア35 AC-3231 黄みの緑
ACフロア60 AC-3231 黄みの緑
Pタイル P-10 黄みの緑
セイデンタイルC No.38 黄みの緑
セイデンフロア No.904 黄みの緑
ドルチェ 682-941 黄みの緑
ニューソフトン 613-319 黄みの緑
ニューソフトン 613-355 黄みの緑
マッキレーネ MQE-141 黄みの緑
マティルE MBE-256 黄みの緑
メディウェル ME-4231 黄みの緑
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3424S 黄みの緑
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3424 黄みの緑
ACフロア28 AC-3232 緑
ACフロア35 AC-3232 緑
ACフロア60 AC-3232 緑

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
メディウェル ME-4232 緑
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ACフロア28 AC-2005 あざやかな青緑
ACフロア35 AC-2005 あざやかな青緑
ACフロア60 AC-2005 あざやかな青緑
TS-7000typeC TSC-349 くすんだ青緑
スーラズプリンスEM SC-214M くすんだ青緑
ドルチェ 682-945 くすんだ青緑
パーマリューム フィラーレ PF-4398 くすんだ青緑
パーマリューム マーブルEM PM-136M くすんだ青緑
マーモリウム ML-3219 くすんだ青緑
マーモリウム ML-3731 くすんだ青緑
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1029S くすんだ青緑
レイフラットタイルノーワックス LN-1029 くすんだ青緑
TS-7000typeC TSC-343 暗い青緑
タピスアルテーレ 4020-7101 暗い青緑
ドルチェ 682-943 暗い青緑
ニューソフトン 613-323 暗い青緑
ACフロア28 AC-3233 青緑
ACフロア28 AC-3234 青緑
ACフロア35 AC-3233 青緑
ACフロア35 AC-3234 青緑
ACフロア60 AC-3233 青緑
ACフロア60 AC-3234 青緑
移動荷重用フロア M-178 青緑
抗菌移動荷重用フロア KD-178 青緑
タピスプレシャスストーン 497-6510 青緑
タフゾーン TF-316M 青緑
パーマリューム マーブルEM PM-137M 青緑
メディウェル ME-4233 青緑
メディウェル ME-4234 青緑

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ジニアスプレーン GE-1191 うすい紫みの水色
パーマリューム マーブルEM PM-123M うすい紫みの水色
パーマリュームEM 8210M うすい水色
タフゾーン TF-317M うすい緑みの水色
ニューソフトン 613-343 うすい緑みの水色
PPカーペット 621 くすんだ紫みの水色
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5110S くすんだ紫みの水色
レイフラットタイルLF-5000 LF-5110 くすんだ紫みの水色
パーマリューム モンテ PH-8217 くすんだ水色
マティルE MBE-257 くすんだ水色
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1526S くすんだ水色
レイフラットタイルノーワックス LN-1526 くすんだ水色
消臭ウェルクリーン SW-8217S くすんだ水色
スーラズプリンスEM SC-215M くすんだ緑みの水色
マーモリウム ML-3828 くすんだ緑みの水色
メディウェル ME-4269 くすんだ緑みの水色
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3425S くすんだ緑みの水色
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3425 くすんだ緑みの水色
ACフロア28 AC-2295 紫みの水色
ACフロア28 AC-3238 紫みの水色
ACフロア35 AC-2295 紫みの水色
ACフロア35 AC-3238 紫みの水色
ACフロア60 AC-2295 紫みの水色
ACフロア60 AC-3238 紫みの水色
移動荷重用フロア M-175 紫みの水色
抗菌移動荷重用フロア KD-175 紫みの水色
ニューソフトン 613-344 紫みの水色
パーマリューム マーブルEM PM-124M 紫みの水色
メディウェル ME-4238 紫みの水色
Pタイル A-97 水色
Pタイル A-98 水色
消臭クリンセフ FT-1182 水色
マーモリウム ML-3360 水色
Pタイル PRD-476 緑みの水色
けこみ用シート VKG-801 緑みの水色
ビュージスタ AQUA VAQ-801 緑みの水色
ビュージスタステップVST VST-801 緑みの水色
ビュージスタステップけこみ用シート VGK-801 緑みの水色

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。



青 田島ルーフィング株式会社　2022年4月版
https://tajima.jp/flooring/

35/49

製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
カルラージュ 1610-108 あざやかな紫みの青
ジニアスプレーン GE-1180 あざやかな紫みの青
ニューソフトン 613-356 あざやかな紫みの青
ACフロア28 AC-2003 あざやかな青
ACフロア35 AC-2003 あざやかな青
ACフロア60 AC-2003 あざやかな青
PPCラバー 608F あざやかな青
PPカーペット 608 あざやかな青
Pタイル PRD-478 あざやかな青
タピスセレクトPlus TSP-139 あざやかな青
パーマリュームEM 4280M あざやかな青
ビュージスタ AQUA VAQ-802 あざやかな青
パーマリュームEM 4270M あざやかな緑みの青
ジニアスプレーン GE-1193 くすんだ紫みの青
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1224E くすんだ紫みの青
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9224 くすんだ紫みの青
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3429S くすんだ紫みの青
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1528S くすんだ紫みの青
レイフラットタイルLF-3000200×1000 LF-3429 くすんだ紫みの青
レイフラットタイルノーワックス LN-1528 くすんだ紫みの青
クリナ CL-325 くすんだ青
ジニアスマーブル GE-5123 くすんだ青
タピス セレクトOA TOA-131 くすんだ青
タピスセレクトPlus TSP-131 くすんだ青
タピストレッサ 483-3612 くすんだ青
タピスプレーヌⅡ 481-227 くすんだ青
タピスプレーヌⅡ 481-246 くすんだ青
タピスプレーヌⅡ 481-813 くすんだ青
タピスプレーヌⅡ 481-844 くすんだ青
デニムフロアCT DMC-501 くすんだ青
デニムフロアFS DMS-603 くすんだ青
メディウェル ME-4270 くすんだ青
セイデンタイルC No.14 くすんだ緑みの青
ソフト巾木 HB-40 くすんだ緑みの青
タピスオクターバー TZ05-582 くすんだ緑みの青
タピスセレクトPlus TSP-136 くすんだ緑みの青
タピスセレクトPlus TSP-137 くすんだ緑みの青
マティルE MBE-521 くすんだ緑みの青
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-40 くすんだ緑みの青
TS-7000typeA TSA-306 暗い紫みの青
タピスカロッカ 439-4401 暗い紫みの青
タピスディストーション TZ03-543 暗い紫みの青
タピスルシール 4010-7016 暗い紫みの青
タピスルシール 4010-7017 暗い紫みの青
デニムフロアKT DMT-403 暗い紫みの青
ドルチェ 682-953 暗い紫みの青
PPカーペット 514 暗い青(紺)
PPカーペット 592 暗い青(紺)
TS-7000typeA TSA-305 暗い青(紺)
TS-7000typeI TSI-464 暗い青(紺)
ソフト巾木 HB-1 暗い青(紺)
タピスHG AS-9 暗い青(紺)
タピスアムニスⅡ TZ02-524 暗い青(紺)
タピスセレクトPlus TSP-132 暗い青(紺)
タピスセレクトPlus TSP-133 暗い青(紺)
タピスセレクトPlus TSP-134 暗い青(紺)
タピスセレクトPlus TSP-135 暗い青(紺)
タピストリオス TZ10-685 暗い青(紺)

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
タピスプレシャスストーン 497-6502 暗い青(紺)
タピスプレシャスストーン 497-6517 暗い青(紺)
タピスリバーブ TZ04-564 暗い青(紺)
デニムフロアCT DMC-502 暗い青(紺)
パーマリューム フィラーレ PF-4388 暗い青(紺)
マーモリウム ML-3358 暗い青(紺)
マーモリウム ML-3583 暗い青(紺)
マティルE MBE-258 暗い青(紺)
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-1 暗い青(紺)
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-1 暗い青(紺)
タピスグランジーニ 4030-7204 暗い緑みの青
タピスセレクトPlus TSP-138 暗い緑みの青
マーモリウムタイル MLT-3358 暗い緑みの青
移動荷重用フロア M-177 紫みの青
抗菌移動荷重用フロア KD-177 紫みの青
タピススタイルBB 4630-6106 紫みの青
ACフロア28 AC-2006 青
ACフロア28 AC-3239 青
ACフロア35 AC-2006 青
ACフロア35 AC-3239 青
ACフロア60 AC-2006 青
ACフロア60 AC-3239 青
PPカーペット 644 青
TS-7000typeA TSA-304 青
スーラズプリンスEM SC-216M 青
タピススタイルSS 4620-5904 青
タピススタイルWF 4610-5804 青
タピスプレーヌⅡ 481-273 青
タピスプレーヌⅡ 481-274 青
タピスプレーヌⅡ 481-283 青
タピスプレシャスストーン 497-6511 青
タピスプレシャスストーン 497-6516 青
タフゾーン TF-318M 青
デニムフロアKT DMT-401 青
デニムフロアKT DMT-402 青
ドルチェ 682-946 青
パーマリューム モンテ PH-4377 青
パーマリュームEM 8240M 青
マーモリウム ML-3030 青
マーモリウム ML-3055 青
マーモリウム ML-3261 青
マッキレーネ MQE-142 青
メディウェル ME-4239 青
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1030S 青
レイフラットタイルノーワックス LN-1030 青
移動荷重用フロア M-176 明るい紫みの青
抗菌移動荷重用フロア KD-176 明るい紫みの青
Pタイル P-12 緑みの青
マーモリウムタイル MLT-3238 緑みの青
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
マーモリウム ML-3270 青紫

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
パーマリュームEM 4290M あざやかな青みの紫
ジニアスマーブル GE-5194 うすい紫
Pタイル PRD-466 うすい青みの紫
タピスプレシャスストーン 497-6514 くすんだ紫
タピスワッフルツイード 494-6403 暗い紫
ドルチェ 682-952 暗い紫
タピスセレクトPlus TSP-116 暗い青みの紫
タピスプレーヌⅡ 481-254 暗い青みの紫
タピスルシール 4010-7015 暗い赤みの紫
ニューソフトン 613-347 紫
移動荷重用フロア M-184 青みの紫
抗菌移動荷重用フロア KD-184 青みの紫
ニューソフトン 613-357 赤みの紫

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1523S ブラウンみの白
レイフラットタイルノーワックス LN-1523 ブラウンみの白
ACフロア28 AC-3200 黄みの白
ACフロア28 AC-3251 黄みの白
ACフロア28 AC-8007 黄みの白
ACフロア35 AC-3200 黄みの白
ACフロア35 AC-3251 黄みの白
ACフロア35 AC-8007 黄みの白
ACフロア60 AC-3200 黄みの白
ACフロア60 AC-3251 黄みの白
ACフロア60 AC-8007 黄みの白
PPカーペット 640 黄みの白
Pタイル PRD-401 黄みの白
ウッドラインF WBF-398 黄みの白
ウッドラインH WBH-622 黄みの白
ウッドラインJ WBJ-622 黄みの白
ジニアスプレーン GE-1110 黄みの白
ジニアスマーブル GE-5100 黄みの白
ジニアスマーブル GE-5110 黄みの白
消臭クリンセフ FT-1171 黄みの白
ソフト巾木 HB-42 黄みの白
ソフト巾木 HB-81 黄みの白
ソフト巾木 HB-90 黄みの白
タフゾーン TF-301M 黄みの白
ドルチェ 682-901 黄みの白
ニューソフトン 613-302 黄みの白
パーマリューム マーブルEM PM-130M 黄みの白
パーマリュームEM 4060M 黄みの白
パーマリュームEM 4220M 黄みの白
マジェスタ MJ-1139 黄みの白
マジェスタ MJ-1157 黄みの白
マッキレーネ MQE-101 黄みの白
マッキレーネ MQH-528 黄みの白
マティルE MBE-105 黄みの白
ミニモール12×2000 MM-701 黄みの白
ミニモール12×50 MM-701 黄みの白
メディウェル ME-4200 黄みの白
メディウェル ME-4251 黄みの白
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1006S 黄みの白
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1023S 黄みの白
レイフラットタイルノーワックス LN-1006 黄みの白
レイフラットタイルノーワックス LN-1023 黄みの白
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-42 黄みの白
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-81 黄みの白
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-42 黄みの白
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-81 黄みの白
エッジバー・入隅 EBA-1002 白
エッジバー・コーナー EBA-1002 白
エッジバー・出隅 EBA-1002 白
エッジバー・モール EBA-1002 白
ジニアスプレーン GE-1100 白
マティルロッソT MTR-742 白
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3401S 白
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3402S 白
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3403S 白
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1517S 白
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1521S 白
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3401 白

［TAJIMA］床材UDカラーネーム一覧

━　ご利用にあたって　━
「Color」に表示されている色はイメージです。実際の色とは異なりますのでご了承ください。
製品の最新情報は当社ホームページや最新のカタログ、見本帳でご確認ください。
採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3402 白
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3403 白
レイフラットタイルノーワックス LN-1517 白
レイフラットタイルノーワックス LN-1521 白
マティルE MBE-216 ブラウンみのライトグレイ
マティルE MBE-526 ブラウンみのライトグレイ
ACフロア28 AC-3252 ライトグレイ
ACフロア35 AC-3252 ライトグレイ
ACフロア60 AC-3252 ライトグレイ
Pタイル PRD-402 ライトグレイ
移動荷重用フロア M-169 ライトグレイ
移動荷重用フロア・OG OG-169 ライトグレイ
ウッドラインR WBR-630 ライトグレイ
抗菌移動荷重用フロア KD-169 ライトグレイ
ジニアスプレーン GE-1101 ライトグレイ
ジニアスプレーン GE-1102 ライトグレイ
ジニアスマーブル GE-5101 ライトグレイ
ジニアスマーブル GE-5102 ライトグレイ
セイデンフロア No.905 ライトグレイ
ソフト巾木 HB-89 ライトグレイ
パーマリューム マーブルEM PM-101M ライトグレイ
パーマリュームEM 8570M ライトグレイ
マティルE MBE-101 ライトグレイ
マティルE MBE-102 ライトグレイ
マティルE MBE-106 ライトグレイ
マティルE MBE-160 ライトグレイ
マティルE MBE-238 ライトグレイ
マティルE MBE-528 ライトグレイ
マティルE MBE-536 ライトグレイ
マティルH MBH-102 ライトグレイ
マティルH MBH-532 ライトグレイ
メディウェル ME-4252 ライトグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1518S ライトグレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5107S ライトグレイ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2101 ライトグレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5107 ライトグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1518 ライトグレイ
ワイド巾木H300 WH-89 ライトグレイ
導電フロア・DS DS-511 ライトグレイ
導電フロア・DS DS-512 ライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-89 ライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-89 ライトグレイ
ACフロア28 AC-3201 黄みのライトグレイ
ACフロア28 AC-3202 黄みのライトグレイ
ACフロア28 AC-8008 黄みのライトグレイ
ACフロア35 AC-3201 黄みのライトグレイ
ACフロア35 AC-3202 黄みのライトグレイ
ACフロア35 AC-8008 黄みのライトグレイ
ACフロア60 AC-3201 黄みのライトグレイ
ACフロア60 AC-3202 黄みのライトグレイ
ACフロア60 AC-8008 黄みのライトグレイ
Pタイル A-88 黄みのライトグレイ
Pタイル P-1 黄みのライトグレイ
Pタイル PRD-467 黄みのライトグレイ
移動荷重用フロア M-174 黄みのライトグレイ
ウッドラインH WBH-443 黄みのライトグレイ
ウッドラインH WBH-619 黄みのライトグレイ
ウッドラインロッソV WVR-726 黄みのライトグレイ
ガード巾木・AC HBG-201 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD20 UL-21 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD20 UL-31 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD20 US-21 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD20 US-31 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD30 UL-21 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD30 UL-31 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD30 US-21 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD30 US-31 黄みのライトグレイ
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
ガイドタイルUD55 UL-51 黄みのライトグレイ
ガイドタイルUD55 US-51 黄みのライトグレイ
カルラージュメタル 1611-206 黄みのライトグレイ
抗菌移動荷重用フロア KD-174 黄みのライトグレイ
ジニアスプレーン GE-1111 黄みのライトグレイ
ジニアスプレーン GE-1112 黄みのライトグレイ
ジニアスマーブル GE-5112 黄みのライトグレイ
ジニアスマーブル GE-5121 黄みのライトグレイ
スーラズプリンスEM SC-201M 黄みのライトグレイ
スーラズプリンスEM SC-202M 黄みのライトグレイ
セイデンタイルC No.1 黄みのライトグレイ
セイデンタイルC No.18 黄みのライトグレイ
ソフト巾木 HB-22 黄みのライトグレイ
ソフト巾木 HB-30 黄みのライトグレイ
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1211E 黄みのライトグレイ
タイヤクフロア・MDⅡ MD-1216E 黄みのライトグレイ
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9211 黄みのライトグレイ
耐薬レイフラットタイルLF-9000 LF-9216 黄みのライトグレイ
ドルチェ 682-902 黄みのライトグレイ
ドルチェ 682-903 黄みのライトグレイ
ナチュライン NA-2 黄みのライトグレイ
ナチュライン NA-3 黄みのライトグレイ
パーマリューム ピエトラ PX-4229 黄みのライトグレイ
パーマリューム モンテ PH-5067 黄みのライトグレイ
ビュージスタ AQUA VAQ-805 黄みのライトグレイ
マーモリウム ML-3369 黄みのライトグレイ
マーモリウムタイル MLT-3716 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1047 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1101 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1109 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1171 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1350 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1355 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1360 黄みのライトグレイ
マジェスタ MJ-1368 黄みのライトグレイ
マッキレーネ MQE-102 黄みのライトグレイ
マッキレーネ MQE-115 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-122 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-136 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-164 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-174 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-225 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-503 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-510 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-511 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-512 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-541 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-557 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-560 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-574 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-575 黄みのライトグレイ
マティルH MBH-225 黄みのライトグレイ
マティルH MBH-503 黄みのライトグレイ
マティルM MBM-567 黄みのライトグレイ
マティルS MBS-208 黄みのライトグレイ
マティルS MBS-225RN 黄みのライトグレイ
マティルW MBW-542 黄みのライトグレイ
マティルW MBW-545 黄みのライトグレイ
マティルロッソT MTR-705 黄みのライトグレイ
マティルロッソZ MZR-702 黄みのライトグレイ
マティルロッソZ MZR-734 黄みのライトグレイ
マティルロッソZ MZR-738 黄みのライトグレイ
メディウェル ME-4201 黄みのライトグレイ
メディウェル ME-4202 黄みのライトグレイ
モノシュタイン TH-1101 黄みのライトグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3407S 黄みのライトグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3411S 黄みのライトグレイ
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製品名 品番 Color UDカラーネーム 備考
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1503S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1504S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1505S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1534S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5101S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5701S 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3407 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3411 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5101 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5701 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1503 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1504 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1505 黄みのライトグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1534 黄みのライトグレイ
ワイド巾木H300 WH-30 黄みのライトグレイ
消臭ウェルクリーン SW-4229S 黄みのライトグレイ
導電フロア・LE LE-311 黄みのライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-22 黄みのライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-30 黄みのライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-22 黄みのライトグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-30 黄みのライトグレイ
マティルE MBE-103 青みのライトグレイ
ニューソフトン 613-303 緑みのライトグレイ
ACフロア28 AC-3253 グレイ
ACフロア35 AC-3253 グレイ
ACフロア60 AC-3253 グレイ
PPCラバー 574F グレイ
PPカーペット 574 グレイ
PPカーペット 590 グレイ
PPカーペット 591 グレイ
Pタイル A-72 グレイ
SRシート4300 116 グレイ
SRシート4300 156 グレイ
SRシート4300 166 グレイ
TS-7000typeD TSD-362 グレイ
TS-7000typeF TSF-402 グレイ
TS-7000typeH TSH-441 グレイ
TS-7000typeI TSI-462 グレイ
エッジバー・入隅 EBA-1005 グレイ
エッジバー・コーナー EBA-1005 グレイ
エッジバー・出隅 EBA-1005 グレイ
エッジバー・モール EBA-1005 グレイ
ガイドタイル JL-22 グレイ
ガイドタイル JL-32 グレイ
ガイドタイル JS-22 グレイ
ガイドタイル JS-32 グレイ
ガイドタイルUD20 UL-22 グレイ
ガイドタイルUD20 UL-32 グレイ
ガイドタイルUD20 US-22 グレイ
ガイドタイルUD20 US-32 グレイ
ガイドタイルUD30 UL-22 グレイ
ガイドタイルUD30 UL-32 グレイ
ガイドタイルUD30 US-22 グレイ
ガイドタイルUD30 US-32 グレイ
ガイドタイルUD55 UL-52 グレイ
ガイドタイルUD55 US-52 グレイ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-2A グレイ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-2A グレイ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-2M グレイ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-2M グレイ
クリナ CL-328 グレイ
消臭クリンセフ FT-1121 グレイ
ソフト巾木 HB-44 グレイ
ソフト巾木 HB-92 グレイ
タイヤクフロア・グラン MDG-7003E グレイ
タピス セレクトOA TOA-102 グレイ
タピス セレクトOA TOA-103 グレイ
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タピスCG JL-1 グレイ 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JS-1 グレイ 点描部分のみの色情報となっております。
タピススタイルWT 4600-5701 グレイ
タピスセレクトPlus TSP-102 グレイ
タピスセレクトPlus TSP-103 グレイ
タピスセレクトPlus TSP-107 グレイ
タピスセレクトPlus TSP-111 グレイ
タピストリオス TZ10-682 グレイ
タピストレッサ 483-3601 グレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-604 グレイ
タフゾーン TF-302M グレイ
パーマリューム ピエトラ PX-8529 グレイ
パーマリューム マーブルEM PM-102M グレイ
ビュージスタ GRAN VGB-703 グレイ
ビュージスタ GRAN VGG-703 グレイ
ビュージスタ ホルダーEX VDH-112 グレイ
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-312 グレイ
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-212 グレイ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-703 グレイ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-703 グレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-703 グレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-703 グレイ
ビュージスタステップYVLT500×1250 YVLT-703 グレイ
ビュージスタステップYVLT500×950 YVLT-703 グレイ
ビュージスタステップYVST320×1250 YVST-703 グレイ
ビュージスタステップYVST320×950 YVST-703 グレイ
ビュージスタドレンEX VDN-112 グレイ
マーモリウム ML-3137 グレイ
マーモリウム ML-3368 グレイ
マティルC MBC-518 グレイ
マティルE MBE-139 グレイ
マティルE MBE-239 グレイ
マティルE MBE-240 グレイ
マティルE MBE-501 グレイ
マティルE MBE-504 グレイ
マティルE MBE-519 グレイ
マティルH MBH-501 グレイ
マティルH MBH-516 グレイ
マティルW MBW-546 グレイ
マティルロッソT MTR-749 グレイ
メディウェル ME-4253 グレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3404S グレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1506S グレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1527S グレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1533S グレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5702S グレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3404 グレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5702 グレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1506 グレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1527 グレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1533 グレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1536 グレイ
ワイド巾木H300 WH-24 グレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-44 グレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-44 グレイ
ACフロア28 AC-3203 ブラウンみのグレイ
ACフロア35 AC-3203 ブラウンみのグレイ
ACフロア60 AC-3203 ブラウンみのグレイ
LA1000 4560-1711 ブラウンみのグレイ
LA500 456-1711 ブラウンみのグレイ
TS-7000typeD TSD-361 ブラウンみのグレイ
TS-7000typeF TSF-401 ブラウンみのグレイ
TS-7000typeI TSI-461 ブラウンみのグレイ
ウッドラインH WBH-444 ブラウンみのグレイ
ウッドラインH WBH-614 ブラウンみのグレイ
ウッドラインH WBH-616 ブラウンみのグレイ
ガイドタイルUD-SUS UA-SUS ブラウンみのグレイ
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ガイドタイルUD-SUS UL-SUS ブラウンみのグレイ
ガイドタイルUD-SUS US-SUS ブラウンみのグレイ
クリナ CL-327 ブラウンみのグレイ
ジニアスプレーン GE-1113 ブラウンみのグレイ
消臭クリンセフ FT-1173 ブラウンみのグレイ
スーラズプリンスEM SC-203M ブラウンみのグレイ
ソフト巾木 HB-35 ブラウンみのグレイ
ソフト巾木 HB-91 ブラウンみのグレイ
タピスアムニスⅡ TZ02-521 ブラウンみのグレイ
タピスグランジーニ 4030-7201 ブラウンみのグレイ
タピススタイルBB 4630-6101 ブラウンみのグレイ
タピススタイルSH 4640-6202 ブラウンみのグレイ
タピススタイルWF 4610-5801 ブラウンみのグレイ
タピススタイルWF 4610-5807 ブラウンみのグレイ
タピスセレクトPlus TSP-101 ブラウンみのグレイ
タピスデリエ 4050-7401 ブラウンみのグレイ
タピストリオス TZ10-681 ブラウンみのグレイ
タピスネブラⅡ TZ01-502 ブラウンみのグレイ
タピスプルイーナ 408-5201 ブラウンみのグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-602 ブラウンみのグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-606 ブラウンみのグレイ
タピスムラサメ 436-4002 ブラウンみのグレイ
タピスムラサメphiten 4365-4002 ブラウンみのグレイ
タピスルシール 4010-7001 ブラウンみのグレイ
デニムフロアFTF DMF-301 ブラウンみのグレイ
テラーノ TN-118 ブラウンみのグレイ
テラーノヘキサ TNX-118 ブラウンみのグレイ
ドルチェ 682-909 ブラウンみのグレイ
パーマリューム ピエトラ PX-8579 ブラウンみのグレイ
パーマリューム フィラーレ PF-8528 ブラウンみのグレイ
パーマリューム モンテ PH-4227 ブラウンみのグレイ
パーマリューム モンテ PH-8527 ブラウンみのグレイ
パーマリューム モンテ PH-8577 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ AQUA VAQ-806 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ MULTI VML-662 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ MULTI VML-671 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ MULTI VML-673 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ PLUS VPA-406 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ PLUS VPC-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ PLUS VPD-643 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ SAND VSH-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ SAND VSS-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ ホルダーEX VDH-111 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-311 ブラウンみのグレイ
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-211 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-4031 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-4031 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-4031 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-4031 ブラウンみのグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-403 ブラウンみのグレイ
ビュージスタドレンEX VDN-111 ブラウンみのグレイ
マーモリウム ML-3048 ブラウンみのグレイ
マーモリウム ML-3421 ブラウンみのグレイ
マーモリウムタイル MLT-3216 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1120 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1121 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1142 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1143 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1173 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1174 ブラウンみのグレイ
マジェスタ MJ-1361 ブラウンみのグレイ
マッキレーネ MQE-117 ブラウンみのグレイ
マッキレーネ MQE-119 ブラウンみのグレイ
マッキレーネ MQE-136 ブラウンみのグレイ
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マティルE MBE-165 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-226 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-227 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-228 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-233 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-235 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-514 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-515 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-527 ブラウンみのグレイ
マティルE MBE-529 ブラウンみのグレイ
マティルH MBH-226 ブラウンみのグレイ
マティルH MBH-227 ブラウンみのグレイ
マティルH MBH-228 ブラウンみのグレイ
マティルM MBM-568 ブラウンみのグレイ
マティルM MBM-569 ブラウンみのグレイ
マティルR MBR-226 ブラウンみのグレイ
マティルR MBR-227 ブラウンみのグレイ
マティルS MBS-226RN ブラウンみのグレイ
マティルS MBS-227RN ブラウンみのグレイ
マティルS MBS-228RN ブラウンみのグレイ
マティルロッソC MCR-745 ブラウンみのグレイ
マティルロッソG MGR-715 ブラウンみのグレイ
マティルロッソG MGR-717 ブラウンみのグレイ
マティルロッソM MMR-746 ブラウンみのグレイ
マティルロッソT MTR-741 ブラウンみのグレイ
メディウェル ME-4203 ブラウンみのグレイ
モルタライク 647-702 ブラウンみのグレイ
モルタライク 647-703 ブラウンみのグレイ
モルタライク 647-705 ブラウンみのグレイ
モルタライク 647-706 ブラウンみのグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3408S ブラウンみのグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3409S ブラウンみのグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3427S ブラウンみのグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3428S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1016S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1501S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1502S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1507S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1520S ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルLF-3000200×1000 LF-3427 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルLF-3000200×1000 LF-3428 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3408 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3409 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1016 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1501 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1502 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1507 ブラウンみのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1520 ブラウンみのグレイ
消臭ウェルクリーン SW-8529S ブラウンみのグレイ
消臭ウェルクリーン SW-8579S ブラウンみのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-35 ブラウンみのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-35 ブラウンみのグレイ
MF500 4710-6601 黄みのグレイ
TS-7000typeA TSA-301 黄みのグレイ
TS-7000typeB TSB-321 黄みのグレイ
TS-7000typeC TSC-341 黄みのグレイ
TS-7000typeG TSG-421 黄みのグレイ
タピスクラフトチェック TZ09-663 黄みのグレイ
タピスクラフトチェック TZ09-667 黄みのグレイ
タピススタイルTS 454-714 黄みのグレイ
タピスストーンフェイス TZ07-622 黄みのグレイ
タピスディストーション TZ03-541 黄みのグレイ
タピスデリエ 4050-7403 黄みのグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-603 黄みのグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-607 黄みのグレイ
タピスプレシャスストーン 497-6501 黄みのグレイ
ドルチェ 682-904 黄みのグレイ
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ニューソフトン 613-328 黄みのグレイ
マーモリウム ML-3367 黄みのグレイ
マーモリウム ML-3703 黄みのグレイ
マーモリウム ML-3704 黄みのグレイ
マーモリウム ML-3723 黄みのグレイ
マティルE MBE-502 黄みのグレイ
マティルH MBH-502 黄みのグレイ
モルタライク 647-701 黄みのグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1519S 黄みのグレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5102S 黄みのグレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5102 黄みのグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1519 黄みのグレイ
レイフラットタイルLF-2000 LF-2102 紫みのグレイ
PPカーペット 639 青みのグレイ
PPカーペット 641 青みのグレイ
Pタイル PRD-468 青みのグレイ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） UL-3A 青みのグレイ
ガイドタイルUD-ST（アルミテープタイプ） US-3A 青みのグレイ
カルラージュメタル 1611-207 青みのグレイ
ジニアスプレーン GE-1103 青みのグレイ
ソフト巾木 HB-24 青みのグレイ
ソフト巾木 HB-34 青みのグレイ
タイヤクフロア・グラン MDG-7004E 青みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-223 青みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-224 青みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-801 青みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-841 青みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-852 青みのグレイ
タピスリバーブ TZ04-562 青みのグレイ
タフゾーン TF-303M 青みのグレイ
デニムフロアFTH DMH-201 青みのグレイ
パーマリューム マーブルEM PM-131M 青みのグレイ
パーマリュームEM 4070M 青みのグレイ
パーマリュームEM 8520M 青みのグレイ
モルタライク 647-704 青みのグレイ
レイフラットタイル_LF-5000 セルフタック LF-5116S 青みのグレイ
レイフラットタイルLF-5000 LF-5116 青みのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-24 青みのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-34 青みのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-24 青みのグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-34 青みのグレイ
Pタイル P-41 緑みのグレイ
タピスオクターバー TZ05-581 緑みのグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-608 緑みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-222 緑みのグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-242 緑みのグレイ
LA500 456-1704 ダークグレイ
MF500 4710-6602 ダークグレイ
PPCラバー 585F ダークグレイ
PPカーペット 585 ダークグレイ
Pタイル P-60 ダークグレイ
SRシート4300 165 ダークグレイ
TS-7000typeB TSB-324 ダークグレイ
TS-7000typeD TSD-363 ダークグレイ
TS-7000typeD TSD-364 ダークグレイ
TS-7000typeE TSE-382 ダークグレイ
TS-7000typeF TSF-403 ダークグレイ
TS-7000typeF TSF-404 ダークグレイ
TS-7000typeH TSH-442 ダークグレイ
TS-7000typeI TSI-463 ダークグレイ
ウッドラインH WBH-386 ダークグレイ
タピスアムニスⅡ TZ02-522 ダークグレイ
タピスクラフトチェック TZ09-664 ダークグレイ
タピスグランジーニ 4030-7203 ダークグレイ
タピススタイルBB 4630-6102 ダークグレイ
タピススタイルSS 4620-5903 ダークグレイ
タピススタイルWF 4610-5802 ダークグレイ
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タピススタイルWF 4610-5803 ダークグレイ
タピススタイルWT 4600-5702 ダークグレイ
タピススタイルWT 4600-5708 ダークグレイ
タピスストーンフェイス TZ07-623 ダークグレイ
タピスセレクトPlus TSP-104 ダークグレイ
タピスセレクトPlus TSP-105 ダークグレイ
タピスセレクトPlus TSP-106 ダークグレイ
タピスセレクトPlus TSP-108 ダークグレイ
タピスセレクトPlus TSP-109 ダークグレイ
タピスデリエ 4050-7402 ダークグレイ
タピストリオス TZ10-683 ダークグレイ
タピストレッサ 483-3603 ダークグレイ
タピスプルイーナ 408-5202 ダークグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-605 ダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-269 ダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-843 ダークグレイ
タピスミーナプラス 445-3901 ダークグレイ
タピスミナモ 437-4101 ダークグレイ
タピスムラサメ 436-4001 ダークグレイ
タピスムラサメ 436-4008 ダークグレイ
タピスムラサメphiten 4365-4001 ダークグレイ
タピスレフィーナ 432-2908 ダークグレイ
タピスワッフルツイード 494-6402 ダークグレイ
デニムフロアFS DMS-602 ダークグレイ
ドルチェ 682-905 ダークグレイ
ドルチェ 682-906 ダークグレイ
ニューソフトン 613-360 ダークグレイ
パーマリューム フィラーレ PF-4078 ダークグレイ
パーマリューム モンテ PH-4077 ダークグレイ
ビュージスタ MULTI VML-603 ダークグレイ
ビュージスタ PLUS VPC-404 ダークグレイ
ビュージスタ SAND VSH-404 ダークグレイ
ビュージスタ SAND VSS-404 ダークグレイ
ビュージスタステップVLT500×1250 VLT-404 ダークグレイ
ビュージスタステップVLT500×950 VLT-404 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×1250 VST-404 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-404 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-4041 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-4041 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-4041 ダークグレイ
ビュージスタステップVST320×950 VST-4041 ダークグレイ
マーモリウム ML-2939 ダークグレイ
マーモリウム ML-3139 ダークグレイ
マーモリウム ML-3725 ダークグレイ
マーモリウムタイル MLT-E3725 ダークグレイ
マジェスタ MJ-1352 ダークグレイ
マティルC MBC-215 ダークグレイ
マティルE MBE-140 ダークグレイ
マティルE MBE-163 ダークグレイ
マティルE MBE-215 ダークグレイ
マティルE MBE-236 ダークグレイ
マティルE MBE-241 ダークグレイ
マティルE MBE-242 ダークグレイ
マティルR MBR-215 ダークグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3405S ダークグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3406S ダークグレイ
レイフラットLF-3000　セルフタック LF-3410S ダークグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1522S ダークグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3405 ダークグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3406 ダークグレイ
レイフラットタイルLF-3000500×500 LF-3410 ダークグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1522 ダークグレイ
飛白 HK-4236M ダークグレイ
ACフロア28 AC-8009 ブラウンみのダークグレイ
ACフロア35 AC-8009 ブラウンみのダークグレイ
ACフロア60 AC-8009 ブラウンみのダークグレイ
TS-7000typeF TSF-408 ブラウンみのダークグレイ
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TS-7000typeG TSG-424 ブラウンみのダークグレイ
TS-7000typeI TSI-467 ブラウンみのダークグレイ
TS-7000typeI TSI-468 ブラウンみのダークグレイ
ウッドクラフトH 648-803 ブラウンみのダークグレイ
ウッドラインF WBF-454 ブラウンみのダークグレイ
ウッドラインH WBH-623 ブラウンみのダークグレイ
ウッドラインJ WBJ-623 ブラウンみのダークグレイ
タピススタイルBB 4630-6105 ブラウンみのダークグレイ
タピススタイルTS 454-719 ブラウンみのダークグレイ
タピスネブラⅡ TZ01-503 ブラウンみのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-277 ブラウンみのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-817 ブラウンみのダークグレイ
タピスミーナプラス 445-3904 ブラウンみのダークグレイ
ドルチェ 682-915 ブラウンみのダークグレイ
パーマリューム ピエトラ PX-4079 ブラウンみのダークグレイ
マーモリウム ML-3581 ブラウンみのダークグレイ
マーモリウムタイル MLT-3707 ブラウンみのダークグレイ
マーモリウムタイル MLT-5218 ブラウンみのダークグレイ
マジェスタ MJ-1351 ブラウンみのダークグレイ
マッキレーネ MQE-116 ブラウンみのダークグレイ
マッキレーネ MQH-544 ブラウンみのダークグレイ
マティルロッソZ MZR-703 ブラウンみのダークグレイ
メディウェル ME-4254 ブラウンみのダークグレイ
レイフラットタイル ノーワックス　セルフタック LN-1024S ブラウンみのダークグレイ
レイフラットタイルノーワックス LN-1024 ブラウンみのダークグレイ
消臭ウェルクリーン SW-4079S ブラウンみのダークグレイ
ACフロア28 AC-3204 黄みのダークグレイ
ACフロア35 AC-3204 黄みのダークグレイ
ACフロア60 AC-3204 黄みのダークグレイ
CB5000 4740-6802 黄みのダークグレイ
LA1000 4560-1704 黄みのダークグレイ
LA1000 4560-1712 黄みのダークグレイ
LA500 456-1712 黄みのダークグレイ
MF500 4710-6603 黄みのダークグレイ
TS-7000typeE TSE-381 黄みのダークグレイ
TS-7000typeG TSG-422 黄みのダークグレイ
カルラージュ 1610-102 黄みのダークグレイ
タピスアルテーレ 4020-7104 黄みのダークグレイ
タピススタイルTS 454-716 黄みのダークグレイ
タピスパセオ 429-2602 黄みのダークグレイ
タピスリバーブ TZ04-563 黄みのダークグレイ
タピスレフィーナ 432-2910 黄みのダークグレイ
タピスワッフルツイード 494-6401 黄みのダークグレイ
マティルE MBE-149 黄みのダークグレイ
マティルM MBM-577 黄みのダークグレイ
メディウェル ME-4204 黄みのダークグレイ
CB5000 4740-6801 青みのダークグレイ
Pタイル A-73 青みのダークグレイ
Pタイル PRD-469 青みのダークグレイ
ガイドタイル JL-23 青みのダークグレイ
ガイドタイル JL-33 青みのダークグレイ
ガイドタイル JS-23 青みのダークグレイ
ガイドタイル JS-33 青みのダークグレイ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） UL-3M 青みのダークグレイ
ガイドタイルUD-ST（簡易施工タイプ） US-3M 青みのダークグレイ
ソフト巾木 HB-45 青みのダークグレイ
タピスCG JL-3 青みのダークグレイ 点描部分のみの色情報となっております。
タピスCG JS-3 青みのダークグレイ 点描部分のみの色情報となっております。
タピスクラフトチェック TZ09-668 青みのダークグレイ
タピストレッサ 483-3602 青みのダークグレイ
タピストレッサ 483-3604 青みのダークグレイ
タピストレッサ 483-3621 青みのダークグレイ
タピスプレイフルデジ TZ06-609 青みのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-225 青みのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-802 青みのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-842 青みのダークグレイ
タピスプレーヌⅡ 481-891 青みのダークグレイ 明確に異なる2色で構成されているため、参考値としてご覧ください。
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タフゾーン TF-304M 青みのダークグレイ
デニムフロアFS DMS-601 青みのダークグレイ
デニムフロアKT DMT-404 青みのダークグレイ
パーマリューム マーブルEM PM-132M 青みのダークグレイ
パーマリュームEM 4230M 青みのダークグレイ
ビュージスタ ホルダーEX VDH-106 青みのダークグレイ
ビュージスタ 中空ドレン EX II VCD-306 青みのダークグレイ
ビュージスタ　中空ドレンホルダー EX VCH-206 青みのダークグレイ
ビュージスタドレンEX VDN-106 青みのダークグレイ
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-45 青みのダークグレイ
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-45 青みのダークグレイ
タピスルシール 4010-7002 赤みのダークグレイ
タピスルシール 4010-7003 赤みのダークグレイ
マッキレーネ MQE-120 赤みのダークグレイ
TS-7000typeB TSB-323 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD20 UL-23 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD20 UL-33 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD20 US-23 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD20 US-33 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD30 UL-23 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD30 UL-33 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD30 US-23 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD30 US-33 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD55 UL-53 緑みのダークグレイ
ガイドタイルUD55 US-53 緑みのダークグレイ
マティルE MBE-520 緑みのダークグレイ
TS-7000typeD TSD-368 ブラウンみの黒
タピススタイルWT 4600-5707 ブラウンみの黒
タピスセレクトPlus TSP-115 ブラウンみの黒
PPカーペット 588 黒
Pタイル PRD-404 黒
SRシート4300 115 黒
SRシート4300 155 黒
TS-7000typeA TSA-303 黒
ジニアスプレーン GE-1109 黒
ジニアスマーブル GE-5109 黒
タピスHG AS-37 黒
タピスカロッカ 439-4412 黒
タピススタイルWT 4600-5703 黒
タピスセレクトPlus TSP-110 黒
タピスプルイーナ 408-5203 黒
タピスプレーヌⅡ 481-271 黒
タピスプレーヌⅡ 481-272 黒
タピスプレーヌⅡ 481-814 黒
タピスプレーヌⅡ 481-853 黒
タピスプレシャスストーン 497-6503 黒
タピスミーナプラス 445-3902 黒
タピスミナモ 437-4102 黒
タピスモノクロームツイード TZ08-643 黒
タピスルシール 4010-7004 黒
パーマリュームEM 4080M 黒
マジェスタ MJ-1042 黒
マティルE MBE-506 黒
モノシュタイン TH-1104 黒
ソフト巾木 HB-8 紫みの黒
デニムフロア DML-101 紫みの黒
防汚・抗菌・防カビ　ササラ巾木 LH-8 紫みの黒
防汚・抗菌・防カビ　長尺巾木 LB-8 紫みの黒
ニューソフトン 613-329 青みの黒
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