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「ルーフアーティスト プロダクトシート」の著作権・所有権は、丸鹿セラミックス株式会社が所有しております。

ご利用に 内容の一部あるいは全部についての改ざんは、著作権法上で規定された権利を侵害する行為で禁じられています。
ついて
「ルーフアーティスト プロダクトシート」の内容は、2017年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

CUPACLAD

NATURAL SLATE CLADDING SYSTEMS

クッパクラッド［天然スレートクラッディングシステム］

天然スレートを壁面に施工する
「クッパクラッド」は、熟練された技術から生まれる
割り肌ならではの風合いと天然石の質感と光沢がワンランク上の壁面を演出します。
天然石ならではの質感と熟練された加工技術により実現したナチュルな石の表情を建物の壁面に施工可能なシステムにより、防火・
防水などの耐久性と美観を両立した天然スレートの壁面を実現します。

天然スレートならではの特徴が美しい外観と優れた品質を実現します。
■ 歴史が立証した耐久性
ローマ時代より使用されてきた天然スレートは、
長い年月に渡り優れた耐火性と天然の防水機能
を発揮してきました。
■ 環境に優しいエコロジー壁材
熟練した技術による手作りの100%天然スレート
ですので特別な処理も必要としません。
また、生
産から施工までの製品全体のライフサイクルにお
ける環境への負荷が少なくエコロジーな壁材と
言えます。
■ 天然石ならではの風格
ナチュラルな色合いと質感が、建物の外観をワン
ランク向上させステータスにふさわしい建物へと
価値を高めます。

LOGIC

引っ掛け工法

ビス留め工法

RANDOM ランダム

ロジック

シンプルでバランスのとれたデザインが特徴で天然石ならではの

異なるサイズの組み合わせによりダイナミックな動きを与え、デザ

質感と光沢を壁面に演出します。

イン性の高い壁面を実現します。

サイズ 400×200㎜
標準の厚さ 約7.65㎜

㎡枚数 約16.7枚/㎡

重量 約30kg/㎡

※サイズ及び重量、色調には多少のバラツキがあります。
※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

サイズ 500×250 / 500×200 / 500×150㎜
標準の厚さ 約7.65㎜ ㎡枚数 約15枚/㎡ 重量 約30kg/㎡
※サイズ及び重量、色調には多少のバラツキがあります。
※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

M-SERIES DRY CONSTRUCTION SYSTEM

Mシリーズ
［乾式パネル構成材］

天然石やレンガ壁といった風格高い壁面を技術者を要しない簡易工法により実現します。
施工時の美しさに優れた耐久性、耐震性を合わせ持つ理想的な工法が特徴の
「Mシリーズ」
です。

M-STONE
参考材工価格

Mストーン
［ライムストーン・トラバーチン］ 自然石乾式工法パネル構成材

￥24,800 /㎡〜

タイル

天然大理石（タンブル加工／上・下溝加工仕様）
約300×147×15㎜（溝寸法：幅3mm・深さ12mm）
22枚/㎡ 約36kg/㎡

タイル［ラフタイプ］

天然大理石（タンブル加工／上・下溝加工仕様）
ライトイエローはライムストーン
約100〜300×145〜147×18〜23㎜
（ランダムサイズ）
乱尺 約65〜70kg/㎡
ラフカットの為、
ロットにより重量が多少変わります。

パネルホルダー

ジンカリュゥム剛板
［実寸］約1800×650×0.6mm
［働きサイズ］約1800×620（155×4段）㎜
1枚/1.12㎡ 1枚/7kg（5.4kg/㎡）

ストップエンド
［コーナー用］
（mm）

約147
約145
〜147
［ラフタイプ］
約15
約18〜23
［ラフタイプ］

約300
約100〜300（乱尺）
［ラフタイプ］

付属品
ジョイントプレート
約1800×100×0.6mm
コーナープレート
約1800×（100+100）×0.6mm
スタートプレート
約1800×170×0.6mm
ラストプレート
約1800×100×0.6mm

■ 標準目地幅／約7㎜
※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属パネルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
※天然大理石とパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
※ラフタイプはタンブル加工の為に表面にキズがある場合があります。
ご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

Mストーン
［ライムストーン・トラバーチン］
Light Yellow Lime Stone ライトイエローライムストーン

Mストーン［ライムストーン・トラバーチン］
Light Yellow Roughtype ライトイエロー ラフタイプ［ライムストーン］

※ランダムなサイズを揃えたタイプです。

※全てのMストーンシリーズに用意しています。

Mストーン
［ライムストーン・トラバーチン］
Travertino トラバーチン

Mストーン［ライムストーン・トラバーチン］
Travertino Roughtype トラバーチン ラフタイプ
※ランダムなサイズを揃えたタイプです。

M-STONE

Mストーン
［スプリットフェイス大理石］自然石乾式工法パネル構成材
参考材工価格
タイル

パネルホルダー

Mストーン
［スプリットフェイス大理石］

￥24,800 /㎡〜
天然大理石（スプリットフェイス加工／上・下溝加工仕様）
約300×147×18〜25㎜（溝寸法：幅3mm・深さ13mm）
22枚/㎡ 約60〜65kg/㎡

ジンカリュゥム剛板
［実寸］約1800×650×0.6mm
［働きサイズ］約1800×620（155×4段）㎜
1枚/1.12㎡ 1枚/7kg（5.4kg/㎡）

■ 標準目地幅／約7㎜
フラット
※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、 （㎜）
全体の色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属パネ
ルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
※天然大理石とパネルホルダーとの間に空気層を設
け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホル
ダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

約147

約300

約18〜25

付属品
ジョイントプレート：約1800×100×0.6mm
コーナープレート：約1800×（100+100）×0.6mm
スタートプレート：約1800×170×0.6mm
ラストプレート：約1800×100×0.6mm

M-STONE

Mストーン
［御影石］自然石乾式工法パネル構成材

Mストーン
［御影石］ Yellow イエロー

￥24,800 /㎡〜

参考材工
価格
タイル

パネルホルダー

付属品

御影石（ビシャン仕上げ／上・下溝加工仕様）
約300×147×15㎜（溝寸法：幅3mm・深さ13mm）
22枚/㎡ 約36kg/㎡

ジンカリュゥム剛板
［実寸］約1800×650×0.6mm
［働きサイズ］約1800×620（155×4段）㎜
1枚/1.12㎡ 1枚/7kg（5.4kg/㎡）

Mストーン
［御影石］ Gray グレー
■ 標準目地幅／約7㎜
※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の
色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物の天然御影石を金属パネルホル
ダーにスライドし施工する乾式工法です。
※天然御影石とパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い
断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造
のみで優れた耐震性を発揮します。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

ジョイントプレート：約1800×100×0.6mm コーナープレート：約1800×（100+100）×0.6mm スタートプレート：約1800×170×0.6mm

フラット
（㎜）
約147

約300

約15

ラストプレート：約1800×100×0.6mm

M-BRICK

Mブリック レンガ乾式工法パネル構成材

特許工法を使用した高級レンガによる永久住宅を低価格で実現します。
オーストラリア産

参考材工価格

￥22,800 /㎡〜

オーストラリア産レンガ
セッ器質スライスレンガ
（上・下溝加工仕様）
約228×73×23㎜（溝寸法：幅3mm・深さ14mm）
52枚/㎡ 約38kg/㎡
パネルホルダー

White Stone Blend
ホワイトストーンブレンド

Rustic Cream Blend
ラスティッククリームブレンド

ジンカリュゥム剛板
［実 寸］約1800×555×0.6㎜
［働きサイズ］約1800×528（88×6段）㎜
1枚/0.95㎡ 1枚/4.9kg（5kg/㎡）
■ 標準目地幅／約7㎜
※色調にバラツキがある為、施工の際は必ず3ケース程
度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物のレンガを金属パネルホル
ダーにスライドし施工する乾式工法です。
※レンガとパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い
断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホル
ダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

コーナーブリック（mm）

Ochre Sun
オーカーサン

約73

Andrew Red
アンドリューレッド
約228
約100

エンド型ブリック
（mm）

約73

約23

Louis Brown
ルイブラウン

約228

付属品
ジョイントプレート：約1800×100×0.6mm
コーナープレート：約1800×（100+100）×0.6mm
スタートプレート：約1800×100×0.6mm
ラ ス ト プ レ ー ト：約1800×70×0.6mm

ベルギー産

参考材工価格

Toscane トスカーナ

￥28,800 /㎡〜

ファンデルサンデンブリックの一部商品もMブリックにて対応可能です。※詳しくはお問い合わせ下さい。

Viola Light ヴィオラライト

Treviso トレビゾ

VANDERSANDEN BRICK
ファンデルサンデンブリック ベルギー産スライスブリック

ファンデルサンデンブリックは、
1925年ヤーク・ファンデルサンデンが
創業したベルギーにあるヨーロッパ
最大のブリックメーカーです。
現在ベルギーとオランダの4工場にて、
年間6,000万丁もの敷きレンガと32,000万丁の
積みレンガを生産しており、
手形成の温もりあるレンガは環境に優しく、
耐久性もあり、
メンテナンスフリーとなっております。

Treviso トレビゾ ￥13,900/㎡

Lithium リチウム ￥13,900/㎡

リチウム・トレビゾ
設計価格

￥13,900 /㎡

フラット
（㎜）

設計価格 ￥13,900/㎡
厚さ 約21mm 約58枚/㎡
￥6,710/ケース 28枚/ケース
約12kg/ケース

コーナー

設計価格 ￥10,800/m
厚さ 約21mm 13.5枚/m
￥14,364/ケース 18枚/（1.33m）
ケース
約11.6kg/ケース

約21

約65

￥10,800 /m

フラット

コーナー
（㎜）
※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償となります。

約21

約65

約210

約210
約100

■ 標準目地幅／約10〜15㎜

室外壁 ◎

室内壁 ◎

※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、
ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意願います。
また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。
また、価格は変動することがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

Safora サフォラ ￥13,400/㎡

Primula プリムラ ￥13,400/㎡

Viola Light ヴィオラライト ￥13,400/㎡

Toscane トスカーナ ￥13,400/㎡

ヴィオラライト・サフォラ・プリムラ・
トスカーナ・リンデブルーム
設計価格

Lindebloem リンデブルーム ￥13,400/㎡

フラット
（㎜）
約21

￥13,400 /㎡

約65

￥10,400 /m
フラット

設計価格 ￥13,400/㎡
厚さ 約21mm 約58枚/㎡
￥6,469/ケース 28枚/ケース
約12kg/ケース

コーナー

設計価格 ￥10,400/m
厚さ 約21mm 13.5枚/m
￥13,832/ケース 18枚/（1.33m）
ケース
約11.6kg/ケース

コーナー（㎜）
※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償となります。

約21

約65

約210

約210
約100

■ 標準目地幅／約10〜15㎜ 室外壁 ◎

室内壁 ◎

※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回
り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、
ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意願います。
また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。
また、価格は変動することがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

プラチナ・クリーム・ツワルトマンガン
設計価格
フラット

￥13,900 /㎡

￥10,800 /m

設計価格 ￥13,900/㎡
厚さ 約21mm 約58枚/㎡
￥6,710/ケース 28枚/ケース 約12kg/ケース

コーナー 設計価格 ￥10,800/m
厚さ 約21mm 13.5枚/m
￥14,364/ケース 18枚/（1.33m）
ケース 約11.6kg/ケース
フラット
（㎜）
約21

Platina プラチナ ￥13,900/㎡

コーナー（㎜）
※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償と
なります。

約65

約21

約65

約210

約210
約100

■ 標準目地幅／約10〜15㎜

室外壁 ◎ 室内壁 ◎

※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきち
んと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納
の際はご注意願います。
また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を
整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。
また、価格は変動するこ
とがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

Creme クリーム ￥13,900/㎡

Zwart Mangaan ツワルトマンガン ￥13,900/㎡

フラット
（㎜）

ミディアムベージュ
設計価格
フラット

￥9,800 /㎡

約20〜23

約65~70

設計価格 ￥9,800/㎡
厚さ 約20〜23mm 約54枚/㎡
￥5,444/ケース 30枚/ケース
約17kg/ケース

約205~215

■ 標準目地幅／約12mm
※フラットのみとなります。
■ 標準目地幅／約10〜15㎜ 室外壁 ◎

Medium Beige ミディアムベージュ
￥9,800/㎡

SPECIAL PRICE

室内壁 ◎

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきち
んと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納
の際はご注意願います。
また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を
整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。
また、価格は変動するこ
とがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

オードクスティーン・オードハーブ・オードマースランド
設計価格

￥14,900 /㎡〜

フラット

￥11,200 /m

設計価格 ￥14,900/㎡
厚さ 約21mm 約58枚/㎡
￥7,193/ケース 28枚/ケース 約12kg/ケース

コーナー

設計価格 ￥11,200/m
厚さ 約21mm 13.5枚/m
￥14,896/ケース 18枚/（1.33m）
ケース
約11.6kg/ケース

Oud Kuststeen オードクスティーン ￥14,900/㎡

フラット
（㎜）

約21

約65

コーナー（㎜）
※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償と
なります。

約21

約65

約210

約210
約100

■ 標準目地幅／約10〜15㎜

室外壁 ◎ 室内壁 ◎

※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきち
んと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納
の際はご注意願います。
また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を
整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。
また、価格は変動するこ
とがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

Oud Maasland オードマースランド ￥14,900/㎡

Oud Herve オードハーブ ￥14,900/㎡

NEW CENTURY “OLD BRICK”
ニューセンチュリー［古レンガ］アンティークスライスレンガ

100年の時が刻み込まれた
本物のアンティーク古レンガです。
設計価格

￥7,200〜7,800 /㎡

フラット
（外面）

設計価格 ￥7,800/㎡

厚さ 22〜25mm 約61枚/㎡
￥4,347/ケース
グレー色
34枚/（約0.55㎡）/ケース
約17kg/ケース

レッド色

厚さ 22〜25mm 約66枚/㎡
￥4,018/ケース
34枚/（約0.51㎡）/ケース
約15kg/ケース

フラット
（内・外面ミックス） 設計価格 ￥7,200/㎡
グレー色

厚さ 22〜25mm 約61枚/㎡
￥4,013/ケース
（グレー色）
34枚/（約0.55㎡）/ケース
約17kg/ケース

レッド色

厚さ 22〜25mm 約66枚/㎡
￥3,709/ケース
（レッド色）
34枚/（約0.51㎡）/ケース
約15kg/ケース

フラット
室外床 ◎ 室外壁 ◎
（㎜）
※ロットにより色や風合いが変わることがありますので、
約52~55
サンプルにてお確かめ下さい。
（グレー色）
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧
約50
めします。
（レッド色）
※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地
を入れて下さい。
目地をきちんと入れないとタイルの裏
約245（グレー色）
に水が回り剥離の原因になります。
約240（レッド色）
※製品の特性上、
ロットにより色幅が異なることがありま
すので、追加注文及び分納の際はご注意願います。
ま 約22〜25
た、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調
を整えてから施工して下さい。
※サイズ及び厚みにはバラツキがあります。
※寒冷地では撥水剤などの塗布をお勧めします。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。

■ 標準目地幅／約13〜15㎜

ニューセンチュリーはリサイクル品です。
製品によってはペンキやモルタル等が付いている場合があ
ります。
また、
スライスすることによって割れや欠けが生じる
ことがございますが、
アンティークレンガの雰囲気を損ねる
ものではありませんので、是非ご理解のうえご使用下さい。

Gray グレー フラット外面 ￥7,800 /㎡

Gray グレー フラット 内・外面ミックス ￥7,200 /㎡

Red レッド フラット外面 ￥7,800 /㎡

Red レッド フラット 内・外面ミックス ￥7,200 /㎡

スタンダードにミックスすることでアクセントを持たせる大判サイズもご用意しております。

Gray グレー
設計価格

Red レッド

※内・外面ミックスと併用した施工例です。

7,600 /㎡

フラット
（㎜）

室外床 ◎ 室外壁 ◎

大判フラット
（外面）

約110

厚さ 25mm 約33枚/㎡
￥3,915/ケース
17枚/ケース 約18kg/ケース

約240
約25

※内・外面ミックスと併用した施工例です。

■ 標準目地幅／約13〜15㎜
※写真は大判サイズと、
スタンダードと、
スタンダードをカットしたものとを組み合わせた写真です。
※ロットにより色や風合いが変わることがあります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※外壁に施工する際は、
ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

ULTRA MARMO

for

PROJECT

※本品はプロジェクト対応の受注生産品です。

ウルトラマルモ 磁器質大理石調タイル
（イタリア） Ⅰ類

高度な技術を用いて厚さ6mmによる大判タイルの軽量化が実現した
「ウルトラマルモ」。
床面だけでなく壁面にもダイナミックな大理石のテクスチャーの施工が可能になります。
従来のタイルサイズを覆す大理石調大判タイル 天然石を思わせる優雅さと美しさを演出しダイナミックに
そしてよりエレガントな雰囲気を醸し出します。

Bianco EX ビアンコEX

Grigio グリジオ

Bianco ビアンコ

受

Thassos タソス

受

受

受

1500×3000

1500×1500
1000×1000

1500×750

Nero ネロ

受

20,400 /㎡~

設計価格 ￥
1500×750

1500×1500

1500×3000

1000×1000

設計価格 ￥25,800/㎡

設計価格 ￥27,400/㎡

設計価格 ￥32,400/㎡

設計価格 ￥20,400/㎡

約1500×750×6mm
￥29,025/(1.125㎡)/枚
2枚/ケース
約32kg/ケース

約1500×1500×6mm
￥61,650/(2.25㎡)/枚
1枚/ケース
約32kg/ケース

約1500×3000×6mm
￥145,800/(4.5㎡)/枚
1枚/ケース
約64kg/ケース

約1000×1000×6mm
￥20,400/(1㎡)/枚
2枚/ケース
約29kg/ケース

掲載されているほかにも多彩な色があり、
プロジェクト用に
オーダーメイドも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

屋内床 ◎

屋内壁 ◎

［吸水率］
≦0.5%
×
［曲げ強度］35N/m㎡
［耐薬品性］UBmin

※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※こちらの商品はプロジェクト対応ですので、少量のご注文は致しかねます。
※ロットによりサイズ及び色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

Marble White マーブルホワイト

Stone Grey ストーングレー

Marble Gray マーブルグレー

受

Stone Black

受

受

ストーンブラック

受

20,400 /㎡~

設計価格 ￥
1500×750

1500×1500

1500×3000

1000×1000

設計価格 ￥25,800/㎡

設計価格 ￥27,400/㎡

設計価格 ￥32,400/㎡

設計価格 ￥20,400/㎡

約1500×750×6mm
￥29,025/(1.125㎡)/枚
2枚/ケース
約32kg/ケース

約1500×1500×6mm
￥61,650/(2.25㎡)/枚
1枚/ケース
約32kg/ケース

約1500×3000×6mm
￥145,800/(4.5㎡)/枚
1枚/ケース
約64kg/ケース

約1000×1000×6mm
￥20,400/(1㎡)/枚
2枚/ケース
約29kg/ケース

掲載されているほかにも多彩な色があり、
プロジェクト用に
オーダーメイドも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

屋内床 ◎

屋内壁 ◎

［吸水率］
≦0.5%
×
［曲げ強度］35N/m㎡
［耐薬品性］UBmin

※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※こちらの商品はプロジェクト対応ですので、少量のご注文は致しかねます。
※ロットによりサイズ及び色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

TERREAL FAÇADE COLLECTION
テレアル ファサードコレクション

建物の外観は建物内部の環境にも大きく影響を受ける重要な部

テレアル社（TERREAL）
について

分です。
テレアル社のテラコッタ材を用いたファサードは、集合住宅

創業100年を超えるフランスの瓦・タイル・
レンガのメーカーです。建設有名ブランド
も傘下に持ち、全世界25カ所の製造施設
に従業員約3,000人、総売上高は4億ユー
ロにおよびます。ヨーロッパだけでなく、米
国、
アジアなど世界各地に現地法人を有し
堅調な成長を遂げています。

や商業ビルなどに高いデザイン性を持たせながらも環境にやさし
い100%天然素材のエコ製品で高い遮音・断熱性能を誇り、建物
内部の温度を調節する役割も果たします。様々なデザインを取り揃
え近代的な建築にもマッチするデザインと技術に裏打ちされた製
品と工法で新しい創造的な建築の可能性を広げます。

CLADDING RANGE

クラッディングレンジ

建物を特殊な工法によりテラコッタ材で覆う
「クラッディングレンジ」
は衝撃や強風、霜にも耐性がありメンテナンスフリーで環境
にやさしく経済的。様々な建築科学技術機関からの評価も認定されています。

ZEPHIR EVOLUTION
ゼファー エボリューション
モダンで直線的な外観が特徴のゼファーは、水平レール上にテラ
コッタを配置するシンプルな構造が、工期の短縮を実現させ、軽量で
耐衝撃性に優れた工法により建物のリニューアルにも適したファ
サード材です。

PITERAK SLIM

ピテラックスリム

PITERAK XS

ピテラックXS

横に大きくのびた細身のテラコッタ材が特徴で、
ダイナミックな外観
を実現させるピテラックスリムとコンパクトなピテラックXSは、色彩
の組み合わせにより建物に新たな表情を与えます。強風や耐衝撃性
にも優れ、高いパフォーマンスを誇ります。

MAESTRAL

マエストラル

丸みを帯びたエッジをもったユニークなファサード材のマエストラ
ル。壁面に独特の深みをもたせ、
シンプルながらも個性的な演出が
可能です。他のファサード材との組み合わせてのデザインも相性がよ
く、耐衝撃性や強風等の耐久性も同様に持ち合わせています。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

SUNSCREEN RANGE

サンスクリーンレンジ

様々な角度をつけた施工により、建物外部との視覚的な見え方だけでなく、熱快適性や自然光を最適に取り入れ、様々なデザ
インや色合いのファザード材が多彩なデザインの可能性を広げます。

AUTAN XL

オータンXL

正方形が特徴のオータンとロングタイプのオータンXL。モダンな外
観に演出するたけでなく、
日焼け防止効果に加えコスト面にも優れ
た汎用性の高いファサード材です。

ZONDA XL10
ゾンダXL10
現在建築に見事に融合するファサード材としてスタイリッシュなフォ
ルムで貢献するゾンダXL10は、様々なパターンを用いて建物内部へ
の太陽光をコントロールするだけでなく、陰影による遊び心ある演
出が可能です。

SHAMAL

シャマル

飛行機の羽を思わせる個性的な丸みのあるシャマル。建物を太陽光
から保護するだけでなく、外気温を緩和し快適な室内環境を提供し
ます。
また、施工する際の角度と間隔の調節により、建築設計のコン
セプトに合わせたカスタマイズが可能です。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

