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お得意様各位
拝啓　時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記の通り、2014年12月22日、新発売及び色改訂、名称変更、廃止を
お知らせさせていただきます。
詳細内容につきましては、弊社営業所までお問い合せ願います。
今後とも、なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
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ビュージスタ VJB新発売

ビュージスタ VJ新発売

ガラス繊維基材採用で寸法安定性と耐候性に優れ
光の角度によって見えるパターンが変化する耐候・防滑性ビニル床シート

ガラス繊維基材採用で寸法安定性と耐候性に優れた耐候・防滑性ビニル床シート

商 品 名：ビュージスタ ＶＪＢ
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ）
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：3,950円/m2（工事費別）
色　　数：6色
新色カラー№：  VJB-22, 24, 43, 44, 49, 50
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：46.0kg/巻（1,350㎜幅）
　　　　　62.0kg/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140116
発 売 日：2014年12月22日

商 品 名：ビュージスタ ＶＪ
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,250㎜（幅）×10ｍ（長さ）
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,620㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
価　　格：3,950円/m2（工事費別）
色　　数：6色
新色カラー№：  ＶＪ-22, 24, 43, 44, 49, 50
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：38.0ｋｇ/巻（1,250㎜幅）
　　　　　46.0ｋｇ/巻（1,350㎜幅）
　　　　　52.0ｋｇ/巻（1,620㎜幅）
　　　　　62.0ｋｇ/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1100203
発 売 日：2014年12月22日

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填
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ビュージスタ VQ名称変更、新幅（1,620㎜幅）追加

ビュージスタ VS名称変更、新幅（1,620㎜幅）追加

落ち着いた色柄が揃った、コストパフォーマンスに優れた耐候・防滑性ビニル床シート

落ち着いた色柄が揃った、コストパフォーマンスに優れた耐候・防滑性ビニル床シート

商 品 名：アクサンスSQ → ビュージスタ ＶＱ
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ）
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,620㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：3,550円/m2（工事費別）
色　　数：6色
新色カラー№：  VＱ-101, 102, 103, 104, 105, 106
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：45.5kg/巻（1,350㎜幅）
　　　　　59.4kg/巻（1,620㎜幅）
　　　　　62.0kg/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1100204
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：アクサンス サンド → ビュージスタ ＶS
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ）
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,620㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
　　　　　2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：3,550円/m2（工事費別）
色　　数：6色
新色カラー№：  ＶＳ-401, 402, 403, 404, 405, 406
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：40.4ｋｇ/巻（1,350㎜幅） 
　　　　　48.5ｋｇ/巻（1,620㎜幅） 
　　　　　54.5ｋｇ/巻（1,820㎜幅） 
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140106
実 施 日：2014年12月22日

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填
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ビュージスタ VU名称変更

ビュージスタ VN名称変更

超軽量（2.5mm品比較で40％軽量化）
バルコニーに最適な耐候・防滑性ビニル床シート

抑揚のある織物意匠を表現した耐候・防滑性ビニル床シート

商 品 名：アクサンス アクア → ビュージスタ ＶU
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：1.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
　　　　　1.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：3,250円/m2（工事費別）
色　　数：4色
新色カラー№：  VU-201, 202, 204, 206
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：29.5kg/巻（1,350㎜幅）
　　　　　36.3kg/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140107
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：アクサンス ビエント → ビュージスタ ＶN
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ） 
価　　格：4,150円/m2（工事費別）
色　　数：4色
新色カラー№：  ＶN-301, 302, 304, 305
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：63.0kg/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140108
実 施 日：2014年12月22日

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填
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ビュージスタ VF名称変更

ビュージスタ SG名称変更

発泡層を積層し転倒時の安全性、歩行時の発生音軽減に優れた
耐候・防滑性ビニル床シート

豊富なカラーバリエーションでプールサイドに最適な耐候・防滑性ビニル床シート

商 品 名：アクサンス サンドフォーム → ビュージスタ ＶF
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート HS
寸　　法：3.5㎜（凸部厚さ）×1,350㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：4,400円/m2（工事費別）
色　　数：4色
新色カラー№：  VF-401, 402, 405, 406
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：37.6kg/巻（1,350㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140109
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：アクサンスSG → ビュージスタ SG
材質区分：耐候・防滑性ビニル床シート FS
寸　　法：2.5㎜（凸部厚さ）×1,820㎜（幅）×10ｍ（長さ）
価　　格：5,100円/m2（工事費別）
色　　数：12色
新色カラー№：  SG-701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
梱　　包：１０ｍ/巻
重　　量：55.4kg/巻（1,820㎜幅）
工　　法：

防炎性能試験番号：E1140158
実 施 日：2014年12月22日

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
VGシール

充填

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目 端部

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接
エッジシール

充填
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ビュージスタステップ VLT名称変更、色改訂、梱包入数改訂

ビュージスタステップ VST名称変更、色改訂、梱包入数改訂

耐候、防滑、視認性を併せもった蹴込み一体型階段用ビニル床材

耐候、防滑、視認性を併せもった階段用ビニル床材

商 品 名：アクサンスかいだんLT → ビュージスタステップ ＶLT
寸　　法：3.9㎜（凸部厚さ）×950㎜（幅）×500㎜（奥行）   
　　　　　3.9㎜（凸部厚さ）×1,250㎜（幅）×500㎜（奥行）   
　　　　　段鼻のR：５R（１０R：受注生産品）   
価　　格：5,800円/枚（950㎜幅）
　　　　　7,700円/枚（1,250㎜幅）
色　　数：

新色カラー№：  VLT-22, 24, 43, 44, 49, 50, 401, 402, 403, 404
梱　　包：5枚入り → ７枚入り　※1ケースにセメントTH 333cc段鼻用カートリッジが付属
重　　量：1.6kg/枚（950㎜幅） 
　　　　　2.1kg/枚（1,250㎜幅）

※特注幅1,050㎜〜1,950㎜幅（100㎜単位）および2,000㎜幅で対応。
　受注基準、納期はお問い合わせください。
※段鼻10R品はお問い合わせください。

工　　法：

防炎性能試験番号：E1140159
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：アクサンスかいだんST → ビュージスタステップ ＶST
寸　　法：3.9㎜（凸部厚さ）×950㎜（幅）×320㎜（奥行）   
　　　　　3.9㎜（凸部厚さ）×1,250㎜（幅）×320㎜（奥行）   
　　　　　段鼻のR：５R（１０R：受注生産品）   
価　　格： 4,750円/枚（950㎜幅）
　　　　　6,300円/枚（1,250㎜幅）
色　　数：

新色カラー№：  VST-22, 24, 43, 44, 49, 50, 401, 402, 403, 404
梱　　包：10枚入り → ７枚入り　※1ケースにセメントTH 333cc段鼻用カートリッジが付属
重　　量：1.1kg/枚（950㎜幅） 
　　　　　1.5kg/枚（1,250㎜幅）

※特注幅1,050㎜〜1,950㎜幅（100㎜単位）および2,000㎜幅で対応。
　受注基準、納期はお問い合わせください。
※段鼻10R品はお問い合わせください。

工　　法：

防炎性能試験番号：E1140159
実 施 日：2014年12月22日

現　行 新　色 新構成
8色 2色 10色

現　行 新　色 新構成
8色 2色 10色

工　法 下　地 接着剤 端　部

一般工法 モルタル
平鋼板 セメントTH VGシール

充填

工　法 下　地 接着剤 端　部

一般工法 モルタル
平鋼板 セメントTH VGシール

充填
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ビュージスタ ドレン名称変更、色改訂

ビュージスタ ホルダー名称変更、色改訂

セメントTH 500gパック廃止

エアコンから流れ出る水の拡散防止用副資材

商 品 名：アクサンスドレイン2.5 → ビュージスタ ドレン
寸　　法：3.0㎜（厚さ）×45㎜（幅）×25m（長さ）
価　　格：27,500円/巻
色　　数：

新色カラー№：  VＤＬ-1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
梱　　包：25m/巻
重　　量：3.4kg/巻
工　　法：

実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：ドレイン固定具 → ビュージスタ ホルダー
価　　格：3,900円/セット
セット内容：ホルダー２０個 
　　　　　溶着剤１缶（50g） 
　　　　　アプリケータ１個 
色　　数：

新色カラー№：  VＤＴ-1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
重　　量：1.0kg/セット
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：セメントTH 500gパック
用　　途：アクサンスかいだん専用接着剤（段鼻裏面用）
価　　格：8,000円（500g×5パック）
実 施 日：2014年12月22日

現　行 廃　色 新構成
13色 5色 8色

現　行 廃　色 新構成
13色 5色 8色

工　法 下　地 接着剤 継ぎ目

一般工法 モルタル
コンクリート

セメントEP20/
セメントU

ビュージスタ専用
溶接棒による

熱溶接

アクサンス中空ドレイン廃止
商 品 名：アクサンス中空ドレイン
寸　　法：5.0㎜（凸部厚さ）×55.0㎜（幅）×2ｍ（長さ）
価　　格：3,850円/m2（工事費別）
色　　数：16色
廃色カラー№：  TL-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106 
実 施 日：2014年12月22日

EKシール廃止
商 品 名：EKシール
用　　途：立ち上げ部・シート端部処理シーリング材
内　　容：5本/ケース
価　　格：16,500円/ケース
色　　数：5色
廃止カラー№： 01EK, 41EK, 43EK, 91EK, 93EK
実 施 日：2014年12月22日
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VGシール新発売
商 品 名：VGシール
用　　途：立ち上げ部・シート端部処理シーリング材
内　　容：2本/箱　320cc
価　　格：6,750円/箱
色　　数：5色
新色カラー№： VG-1, 2, 3, 4, 5
発 売 日：2014年12月22日

品名 品番 溶接棒 VGシール ビュージスタ ドレン ビュージスタ ホルダー

ビュージスタ VJB

ＶＪB-22 Ｖ-22Y VG-5 VDL-6 VDT-6
ＶＪB-24 Ｖ-24Y VG-2 VDL-3 VDT-3
ＶＪB-43 Ｖ-43Y VG-1 VDL-1 VDT-1
ＶＪB-44 Ｖ-44Y VG-4 VDL-12 VDT-12
ＶＪB-49 Ｖ-49Y VG-3 VDL-8 VDＴ-8
ＶＪB-50 Ｖ-50Y VG-2 VDL-13 VDT-13

ビュージスタ VJ

ＶＪ-22 Ｖ-22Y VG-5 VDL-6 VDT-6
ＶＪ-24 Ｖ-24Y VG-2 VDL-3 VDT-3
ＶＪ-43 Ｖ-43Y VG-1 VDL-1 VDT-1
ＶＪ-44 Ｖ-44Y VG-4 VDL-12 VDT-12
ＶＪ-49 Ｖ-49Y VG-3 VDL-8 VDＴ-8
ＶＪ-50 Ｖ-50Y VG-2 VDL-13 VDT-13

ビュージスタ VQ

VＱ-101 Ｖ-101Y VG-4 VDL-12 VDT-12
VＱ-102 Ｖ-102Y VG-3 VDL-8 VDT-8
VＱ-103 Ｖ-103Y VG-5 VDL-6 VDT-6
VＱ-104 Ｖ-104Y VG-1 VDL-1 VDT-1
VＱ-105 Ｖ-105Y VG-2 VDL-13 VDＴ-13
VＱ-106 Ｖ-106Y VG-2 VDL-3 VDT-3

ビュージスタ VS

ＶＳ-401 Ｖ-401Y VG-1 VDL-1 VDT-1
ＶＳ-402 Ｖ-402Y VG-3 VDL-13 VDT-13
ＶＳ-403 Ｖ-403Y VG-4 VDL-12 VDT-12
ＶＳ-404 Ｖ-404Y VG-5 VDL-6 VDT-6
ＶＳ-405 Ｖ-405Y VG-1 VDL-7 VDT-7
ＶＳ-406 Ｖ-406Y VG-4 VDL-11 VDT-11

ビュージスタ VU
VU-201 Ｖ-201Y VG-1 VDL-1 VDT-1
VU-202 Ｖ-202Y VG-3 VDL-13 VDT-13
VU-204 Ｖ-204Y VG-5 VDL-6 VDT-6
VU-206 Ｖ-206Y VG-4 VDL-11 VDT-11

ビュージスタ VN
VN-301 Ｖ-301Y VG-1 VDL-1 VDT-1
VN-302 Ｖ-302Y VG-3 VDL-13 VDT-13
VN-304 Ｖ-304Y VG-5 VDL-6 VDT-6
VN-305 Ｖ-305Y VG-1 VDL-7 VDT-7

ビュージスタ VF
VF-401 Ｖ-401Y VG-1 VDL-1 VDT-1
VF-402 Ｖ-402Y VG-3 VDL-13 VDT-13
VF-405 Ｖ-405Y VG-1 VDL-7 VDT-7
VF-406 Ｖ-406Y VG-4 VDL-11 VDT-11

品名 品番 溶接棒 VGシール

ビュージスタ ステップＶＬＴ/VST

VLT‐22/VST‐22 V-22Y VG-5
VLT‐24/VST‐24 V-24Y VG-2
VLT‐43/VST‐43 V-43Y VG-1
VLT‐44/VST‐44 V-44Y VG-4
VLT‐49/VST‐49 V-49Y VG-3
VLT‐50/VST‐50 V-50Y VG-2
VLT‐401/VST‐401 V-401Y VG-1
VLT‐402/VST‐402 V-402Y VG-3
VLT‐403/VST‐403 V-403Y VG-4
VLT‐404/VST‐404 V-404Y VG-5

品名 品番 溶接棒 エッジシール

ビュージスタ SG

SG-701 SG-701Y SG-701E
SG-702 SG-702Y SG-702E
SG-703 SG-703Y SG-703E
SG-704 SG-704Y SG-704E
SG-705 SG-705Y SG-705E
SG-706 SG-706Y SG-706E
SG-707 SG-707Y SG-707E
SG-708 SG-708Y SG-708E
SG-709 SG-709Y SG-709E
SG-710 SG-710Y SG-710E
SG-711 SG-711Y SG-711E
SG-712 SG-712Y SG-712E

■ビュージスタに対する〈溶接棒、VGシール、ビュージスタ ドレン、ビュージスタ ホルダー〉対応表

■ビュージスタ ステップに対する〈溶接棒、VGシール〉対応表
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タピス プルイーナ新発売

タピス ルーペス新発売

商 品 名：タピス プルイーナ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
仕　　様：寸　　法 8.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High5.5㎜／Middle4.5㎜／Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 19.1kg/ケース
価　　格：9,800円/m2

色　　数：6色
カラー№： 408-5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス ルーペス
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
仕　　様：寸　　法 8.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High5.5㎜／Middle4.5㎜／Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 19.1kg/ケース
価　　格：10,200円/m2

色　　数：4色
カラー№： 409-5301, 5302, 5303, 5304
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

自然が織りなす造形美と力強さを感じさせる霜柱
霜柱の白く凍った部分と透明な部分の連続性をグラデーションで表現しました

風と水が創りあげた岩石の壮観なたたずまい
岩が風化してできた不規則な溝を立体的な起伏で表現しました
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タピス アムニス新発売

タピス ソルム新発売

商 品 名：タピス アムニス
材質区分：カーペットタイル（クロスオーバーループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（クオリティバッキング）
仕　　様：寸　　法 10.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High5.5㎜〜Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
　　　　　梱　　包 8枚/ケース（＝2m2）
　　　　　重　　量 16.1kg/ケース
価　　格：13,000円/m2

色　　数：4色
カラー№： 416-5501, 5502, 5503, 5504
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス ソルム
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
仕　　様：寸　　法 8.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High5.5㎜〜Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 19.4kg/ケース
価　　格：10,500円/m2

色　　数：3色
カラー№： 410-5401, 5402, 5403
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

生命の維持に欠かせない、自然の均衡である水脈と大地
大地に浸透し、拡散する水の道を繊細な陰影で表現しました

大きくゆったりと進む水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現
重厚感のあるパイル構成により上質な歩行感が得られます
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タピス ネブラ新発売

タピス ミーナ・エコ新発売

商 品 名：タピス ネブラ
材質区分：カーペットタイル（クロスオーバーループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（クオリティバッキング）
仕　　様：寸　　法 11.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High6.5㎜〜Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
　　　　　梱　　包 8枚/ケース（＝2m2）
　　　　　重　　量 16.1kg/ケース
価　　格：13,800円/m2

色　　数：5色
カラー№： 418-5601, 5602, 5603, 5604, 5605
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス ミーナ・エコ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（リサイクルバッキング）
仕　　様：寸　　法 7.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High4.5㎜／Middle3.5㎜／Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×13ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 18.3kg/ケース
価　　格：9,000円/m2

色　　数：受注生産色  9色
受注基準：300m2＝75ケース以上／納期1.5ヵ月
カラー№： 4441-3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809
工　　法：

発 売 日：2014年12月22日

静かに沸き立つ雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現
重厚感のあるパイル構成により上質な歩行感が得られます

タピスミーナのエコマーク認定商品およびグリーン購入法適合品です

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

下　地 接着剤

モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤
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タピス パセオ色改訂

タピス レフィーナ色改訂、価格改定

商 品 名：タピス パセオ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
仕　　様：寸　　法 8.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High4.5㎜／Middle3.0㎜／Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×12ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 18.1kg/ケース
価　　格：9,300円/m2

色　　数：

廃色カラー№： 429-2601, 2603, 2604

新色カラー№： 429-2605, 2606, 2607
工　　法：

実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス レフィーナ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　　材：パ イ ル 原着ナイロンF100%　アントロンRルーミナ™原着ナイロン
　　　　　バッキング 特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
仕　　様：寸　　法 8.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
　　　　　パイル長 High4.5㎜／Middle3.5㎜／Low2.5㎜
　　　　　パイル密度 1/10ゲージ×14ステッチ
　　　　　梱　　包 16枚/ケース（＝4m2）
　　　　　重　　量 18.6kg/ケース
価　　格：10,000円/m2 → 9,500円/m2

色　　数：

廃色カラー№： 432-2901, 2906

新色カラー№： 432-2909, 2910
工　　法：

実 施 日：2014年12月22日

街道に敷き詰められた石畳の風合いをグラデーションで表現しました

木々のあたたかみと風合いをモチーフにした高繊維目付タイプ
さらにお求めやすくなりました

下　地 接着剤
モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

下　地 接着剤
モルタル／コンクリート／二重床 スベリ止め剤

現　行 廃　色 新　色 新構成
4色 3色 3色 4色

現　行 廃　色 新　色 新構成
8色 2色 2色 8色
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タピス ルークLA・エコ廃止

タピス レプトン廃止

タピス カナリス廃止

タピス コルティ廃止

商 品 名：タピス ルークLA・エコ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
寸　　法：7.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
価　　格：9,000円/m2

色　　数：6色
廃色カラー№： 4561-1701, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス レプトン
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
寸　　法：7.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
価　　格：9,300円/m2

色　　数：7色
廃色カラー№： 427-2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス カナリス
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
寸　　法：8.0㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
価　　格：9,300円/m2

色　　数：4色
廃色カラー№： 430-2701, 2702, 2703, 2704
実 施 日：2014年12月22日

商 品 名：タピス コルティ
材質区分：カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
寸　　法：8.5㎜（厚さ）×500.0㎜×500.0㎜
価　　格：9,300円/m2

色　　数：4色
廃色カラー№： 431-2801, 2802, 2803, 2804
実 施 日：2014年12月22日
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