
01 SHINGLE LINE MASTER 
シングルライン マスター

02 METAL LINE  PRESTIGE COMPACT/PRESTIGE ELITE
］トーリエ・ジーテスレプ［］トクパンコ・ジーテスレプ［ンイラルタメ

03 STONE METAL ROOF SERIES METAL SLATE
【メタルスレート】 ズーリシフールルタメンートス

03 STONE METAL ROOF SERIES METAL SPANISH
【メタルスパニッシュ】 ズーリシフールルタメンートス

05 METRO SHAKE
メトロ シェイク

06 METRO ROMAN
メトロ ローマン

R O O F  A R T I S T   P R O D U C T  S H E E T

ルーフアーティスト プロダクトシート

A S P H A LT  S H I N G L E  &  M E TA L

アスファルトシングル・
金属樹脂屋根材

「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。
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。
「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。

ご利用に
ついて



シングルライン　マスター

平部分１㎡当たりの材工価格

￥5,800/㎡~

エイシャントストーン ウッドシェイク

■吸水率は、0.2％（JIS規格12%以下）
■飛び火試験により、防火性能を証明しています。
■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、3寸～4寸は粘着層付きルーフィングを使
用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合はご相談下さい）。

テラコッタ

セラミック焼付け塗装細砂粒
アスファルトティアジュナ
グラスファイバー 125g
アスファルトティアジュナ

ケイ酸砂

屋根飛び火試験合格 
認定番号 DR-1349, DR-1350, DR-1351, DR-1352

働き長さ 約1000㎜　働き巾 約143㎜　
約13.5kg/㎡　7枚/㎡　
14枚/（2㎡）/ケース

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

1000

337

143

グラスファイバーによる機能性と
意匠性に加えあらゆる性能もクリアした
抜群の耐久性を持つ屋根材。

MASTERSHINGLE LINE 

ストーングレー ダークスレートライトスレート

※サイズ及び重量には多
少ばらつきがあります。 
※価格について詳しくは、
営業担当者におたずね
下さい。
※上記の表示価格には
消費税が含まれており
ません。
※ご注文の際はケース単
位でお願いします。

■品 質

シングルライン マスターは屋根に心地よい浮彫り効果を演出
します。最新製造技術が木造やスレート葺き屋根の伝統を再
現。特殊な形状やグラデーションが、屋根にオリジナリティー
をもたらします。



シングルライン　トラディショナル

伝統に導かれたウロコ形状

TRADITIONALSHINGLE LINE 

トラディショナルは、曲面や様々な勾配の屋根に完璧に適合するこ
とができるという優れた柔軟性を持ち合わせています。
また、特徴的なウロコ形状は、中世ヨーロッパの建築物のイメー
ジを醸し出し、カラーバリエーションと組み合わせることによって
日本国内でも周囲との景観に上手に調和させることができます。

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,800より
働き長さ 約145㎜　働き巾 約1000㎜
6.9枚/㎡　約11kg/㎡　21枚（3.04㎡）/ケース

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。 
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。　
※ご注文はケース単位でお願いします。

■品 質
■飛び火試験により、防火性能を証明しています。［認定番号 DR-0236］
■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、3寸～4寸は粘着層付きルーフィ
ングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合はご
相談下さい）。

屋根飛び火試験合格 認定番号 DR-0236

クラコヴィア

ブリックレッド

（受注生産品）

（受注生産品）

（受注生産品）ツートングリーン
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シングルライン　モザイク

優雅なモザイク効果。

MOSAIKSHINGLE LINE 

六角形と上塗り特殊クロムめっきグラデーションカラーが、屋
根に美しい「モザイク」効果を与えます。屋根の柔軟性におい
ては、シングルラインの優れた技術的・外観的特性から、あら
ゆる設計の要望に応えることができます。さらに寒冷地におい
ても、高い順応性と機能性を備え持ったシングル屋根材です。

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,800より
働き長さ 約143㎜　働き巾 約1000㎜
7枚/㎡　約9kg/㎡　24枚（3.42㎡）/ケース

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。 
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。　
※ご注文はケース単位でお願いします。

■品 質
■飛び火試験により、防火性能を証明しています。［認定番号 DR-0236］
■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、3寸～4寸は粘着層付きルー
フィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場
合はご相談下さい）。

（受注生産品）ブラック

（受注生産品）ツートングレイ

（受注生産品）ツートンブラウン （受注生産品）ツートングリーン

（受注生産品）ツートンレッド
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メタルライン ［プレステージ・コンパクト］ ［プレステージ・エリート］

異素材の多重層で構成された
イタリア産銅被膜屋根材

METAL LINE

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥13,000より
働き長さ 約290㎜　
働き巾 約1000㎜
3.45枚/㎡（約11.4枚/坪）　
約8.5kg/㎡（約28.1kg/坪）

平部分１㎡当たりの材工価格

￥16,000より
働き長さ 約145㎜　
働き巾 約1000㎜
6.9枚/㎡（約22.8枚/坪）　
約17kg/㎡（約56.1kg/坪）

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。　
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。 
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

接着剤保護フィルム

99.7％銅箔

アスファルトティアジュナ

酸化硬質アスファルト基材
グラスファイバー

グラスファイバー

低密度充填材

ポリプロピレンフィルム

製品断面図
異素材による7層で構成されています。

PRESTIGE COMPACT 
PRESTIGE ELITE

メタルライン ［プレステージ・コンパクト］

メタルライン ［プレステージ・エリート］

イタリアの高度な製造技術により実現した
金属屋根材の美しさと高品質が気品と風格を建物に与えます。

■品 質
■飛び火試験により、防火性能を証明しています。［認定番号 DR-0235］
■屋根勾配は、通常の施工の場合、2.5寸勾配以上（但し、2.5寸～4寸は粘着層付きルー
フィングを使用して下さい。また、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。

■色の経年変化のある製品はコンパクトレギュラー、エリートレギュラー、コンパクトZTのみにな
ります。また、施工地域や気候により差が出ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

プレステージ・
コンパクト

プレステージ・
エリート

コンパクトレギュラー コンパクトZT（チタン亜鉛合金）コンパクトアンティーク

エリートレギュラー エリートアンティーク

屋根飛び火試験合格 認定番号 DR-0235
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様々なデザインに対応した理想的な
金属屋根材でモダン建築や現代風建
築に相性が良く、さらに従来の銅葺
き屋根と比べてもローコストを実現
しました。

スリットによりクラシックな趣を演
出。近代的な建築物や世界各国の歴
史的建造物などのリフォームにいた
るまで幅広く採用されています。

歳月とともに味わいを増していく銅の色変化まで再現しながら従来
の陶器瓦よりも軽量で地震にも強く安心です。さらに防火性や防水
性はもちろん簡易な施工によりローコストも実現しました。



【メタルスレート】 ズーリシフールルタメンートス

シャープな形状を持つ
「メタルスレート」は、
天然石の表情も忠実に再現しました。

METAL SLATE STONE METAL 
ROOF SERIES

1㎡当たり6kg弱と、驚きの軽さのスレート。 
軽い屋根材を使用することで建物に負担が少なくなり、
耐震性に非常に優れています。

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,900より
働き長さ 約370㎜　働き巾 約1290㎜
2.1枚/㎡　約5.7kg/㎡　
約2.7kg/枚

■品 質
■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、4寸未満は粘着層付ルー
フィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に
長い場合は弊社担当者にご相談下さい。）

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。　
※価格について詳しくは営業担当者にお尋ね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

チャコール色



【メタルスパニッシュ】 ズーリシフールルタメンートス

S型が持つ緩やかな形状や
豊かな色合いを再現した
金属瓦です。

METAL SPANISH STONE METAL 
ROOF SERIES

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等は
この価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,900より
働き長さ 約365㎜　
働き巾 約1215㎜
2.3枚/㎡　約5.8kg/㎡　
約2.6kg/枚

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。　
※価格について詳しくは営業担当者にお尋ね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

タスカニー

シエナ

ブリック

ブリック

マロン

■品 質

フォレストグリーン

■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、4寸未
満は粘着層付ルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配
未満の施工の場合や流れが極端に長い場合は弊社担当者
にご相談下さい。） 



メトロ シェイク

木目模様で陰影を強調させた
シックな屋根材

METRO SHAKE

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,900より
働き長さ 約368㎜　働き巾 約1265㎜
2.15枚/㎡　約6.3kg/㎡　
約2.93kg/枚

木目模様で陰影を強調させた
伝統的なデザインに備わる優れた耐久性。

■品 質

■サイズ

■屋根勾配は、通常の施工の場合、2寸3分勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
■耐紫外線特性・いつまでも美しい外観…長年の製品開発によって、非常に優れた耐久性と強度を持つ最高品質の
屋根材が実現。ジンカリウム鋼板の表面には、アクリルベースコート仕上げの上に天然石粒を焼き付け、さらにアクリ
ルを上塗り加工しております。それによって、紫外線や塩害に優れた耐候性を発揮し、美しい外観を保ちます。
■台風レベルの強風に耐える耐風特性…独自のインターロックやオーバーラップ工法で屋根本体をしっかり固定・一体
化し、53m/sまでのハリケーンにも耐えられる強い工法を実現。さらに、ISO9001認証を受けており、数々の国際的な
実証結果で、その強度が確認されています。
■ひょうやあられにも強い耐衝撃性…基材はジンカリウム鋼板で、天然石ストーンチップにアクリルコーティングで仕上げ
ることによって、基材だけでなく表面にも高い耐凍結性を発揮し、表面のコーティングは凍結融解にも優れています。
■超軽量で簡単な施工性…重量が約6.3kg/㎡と非常に軽量のため、優れた施工性を発揮でき、施工費においてもコ
ストダウンが期待できます。
■製品30年保証、美観10年保証…耐候性に対する保証として、製品には30年の材料品質保証と表面石粒コーティ
ングに10年の美観保証を付けております。安心して製品をお使いいただけます。 ※保証内容は施工地域の気候条件
により異なる場合があります。

チャコール

グリーンストーン

コーヒーブラウン

ウェザードティンバー

■断面構造図［メトロシェイク・メトロローマン共通］

1.透明アクリル上塗り

2.天然石ストーンチップ

3.アクリルベースコート

4.プライマー

8.プライマー

5.ジンカリウム鋼板
（アルミ亜鉛55%合金めっき）

7.ジンカリウム鋼板
（アルミ亜鉛55%合金めっき）

6.鋼板（厚み0.39mm）

1265㎜

368㎜

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

不燃認定 NE00028

ウッドシェイク模様の屋根材は、17世紀に北
欧からアメリカに持ち込まれたトラディショ
ナルなデザイン。深い波のような木目模様で
陰影を強調させたコントラストのある外観
が特徴です。



メトロ シェイク

南欧のエレガントさを持つ耐久性の優れた軽量屋根材

METRO ROMAN

南欧の伝統的な洋瓦をイメージしながらも
軽量で優れた耐久性をもつ屋根材です。

■品 質
■屋根勾配は、通常の施工の場合、2寸3分勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
■耐紫外線特性・いつまでも美しい外観…長年の製品開発によって、非常に優れた耐久性と強度を持つ最高品質の屋根材が実現。ジンカリウム鋼板の表面には、アクリルベースコート仕上
げの上に天然石粒を焼き付け、さらにアクリルを上塗り加工しております。それによって、紫外線や塩害に優れた耐候性を発揮し、美しい外観を保ちます。
■台風レベルの強風に耐える耐風特性…独自のインターロックやオーバーラップ工法で屋根本体をしっかり固定・一体化し、53m/sまでのハリケーンにも耐えられる強い工法を実現。さらに、
ISO9001認証を受けており、数々の国際的な実証結果で、その強度が確認されています。

■ひょうやあられにも強い耐衝撃性…基材はジンカリウム鋼板で、天然石ストーンチップにアクリルコーティングで仕上げることによって、基材だけでなく表面にも高い耐凍結性を発揮し、表面の
コーティングは凍結融解にも優れています。
■超軽量で簡単な施工性…重量が約6.3kg/㎡と非常に軽量のため、優れた施工性を発揮でき、施工費においてもコストダウンが期待できます。
■製品30年保証、美観10年保証…耐候性に対する保証として、製品には30年の材料品質保証と表面石粒コーティングに10年の美観保証を付けております。安心して製品をお使いいただけ
ます。※保証内容は施工地域の気候条件により異なる場合があります。

フィレンツェ バルセロナ

フォレスト（特注色） チャコール（特注色）

1220

368　

メディタレイニアン（地中海）で見られる伝統
的な洋瓦をイメージしたフォルムが南欧風
の建物には欠かせないアイテムです。8層に
よる構造から耐紫外線特性を持ち美しい外
観が長期に亘って保たれます。さらに軽量で
地震にも強く施工性にも優れており台風レ
ベルの強風にも耐え、耐衝撃性も万全です。

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

平部分１㎡当たりの材工価格

￥6,900より
働き長さ 約368㎜　
働き巾 約1220㎜　2.22枚/㎡　
約6.3kg/㎡　約2.9kg/枚

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。 
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

不燃認定 NE00028

■サイズ


