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TerracottaROMAN10・12
ローマン10・12 （フランス）本物志向のニーズに応える、優雅でしなやかなフォルム。

トゥルージャンレッド

ロゼ ランジドックフレーメ タバッコビエリー
（ローマン12のみ）

キャセドレー ペイズドック
（ローマン12のみ）

メディタレニアン（特注混合色）
※サンプルは有償となります。

パナッシュ（ローマン10のみ）メディバル（ローマン10のみ） ビューミディキャッスルビル

■焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
■吸水率は、6.2％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその
効果が立証されています。
■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合は
ご相談下さい）。
■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。ま
た、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

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

￥9,000より
働き長さ 419㎜　
働き巾 250㎜　
約４５.６kg/㎡　9.5枚/㎡
4.8kg/枚

バレル型瓦のスタンダード

ハンドメイドを思わせる質感と古き良き伝統を受け継ぐ
アースカラーの色調が、欧風建築のディテールを見事に再
現します。また、ゆるやかにうねりを描くその流麗なフォル
ムは、心弾むような南欧のイメージを描き出し、優雅で個
性的な建築物を創り出します。

※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。

ローマン10

平部分１㎡当たりの材工価格

￥9,000より
働き長さ 365～370㎜　
働き巾 220～225㎜
約４５.６kg/㎡　12枚/㎡
３.８kg/枚

ローマン12

ローマン10は平米10枚の大型瓦で大面積の屋根に適し
ローマン12は住宅・小型建築にも最適です。 カラーも
豊富で伝統的なバレル型瓦の葺き上がりを再現します。

ローマン10 ローマン12

■品 質



TerracottaDCL OLD COUNTRY
DCL オールドカントリー（フランス）

個性的な模様を持つ南フランスを彷彿とさせる瓦です。

バレルタイルズを思わせる形状に南フラン
スを彷彿とさせるユニークな模様が特徴
的でクラシックで明るいイメージを持っ
ています。最新の技術を用いて実現し
た強度が自慢の屋根瓦です。

■焼成温度は1070℃日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ
同じ温度です。

■吸水率は、6.2％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回行った結
果、異常はなくその効果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極
端に長い場合はご相談下さい）。

■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優
れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象
条件にも強さを発揮します。

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

￥10,600より
働き長さ 415㎜　
働き巾 255㎜　
約48kg/㎡　9.5枚/㎡　
5kg/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。

■品 質

シャトーネフ ファイヤード アースパナシェ



TerracottaBARREL TILES
）スンラフ（ ズルイタルレバ

キャッスルビル

パナッシュ

ビエリーテラ

メディタレニアン（特注混合色）

ロゼ

キャセドレー

ビューミディメディバル

ランジドックフレーメ トゥルージャンレッド

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

￥16,000より
上丸・下丸働き長さ 400㎜前後　働き巾 225～230㎜　
61.6kg/㎡　上丸11枚・下丸11枚/㎡　2.8kg/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。

南欧の伝統的な色調やナチュラルな色調など、幅広いカラーラインナッ
プが魅力のバレル型瓦。上丸・下丸の呼応が軒先までしっかりと伸び、
その仕上がりは風格と品位に満ちています。洗練された建築物の個性
美をより一層際立たせながら、日本の街並みに優しく溶け込みます。

何世紀にも亘り地中海地方で使われてきた歴史のある瓦です。
色はアンティーク色もあり、本物の建築物を実現できます。

■品 質
■焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
■吸水率は、6％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくそ
の効果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合
はご相談下さい）。

■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。ま
た、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。



TerracottaEVOLUTION BARREL TILES
エヴォリューションバレルタイルズ （フランス）

キャッスルビル

パナッシュ

ビエリーテラ

メディタレニアン（特注混合色） ロゼ

キャセドレー

ビューミディ

ランジドックフレーメ トゥルージャンレッド

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

￥15,000より
上丸・下丸働き長さ 420㎜前後　働き巾 240～250㎜　
約56kg/㎡　上丸10枚・下丸10枚/㎡　2.8kg/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。

簡単施工で革命的な滑り落ち防止システム。

■品 質
■焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
■吸水率は、6％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効
果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相
談下さい）。

■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風
性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

バレルタイルズの

改良版

下丸の3つの溝を使って、屋根面の露出部分を3段階（36～42cm）に
選べ、同じ瓦を使用しても表情の違う葺き上がりに施工できます。ま
た上丸・下丸のそれぞれの上部に優れた防水機能が加えられてお
り、瓦同士の重なりを8cmにまで減少させることを可能にしました。
この結果、防水性はそのままで同様の瓦に対して、使用枚数を15％
減らせるという優れた成果を生み出しました。

バレルタイルズを思わせる形状に南フランスを彷彿とさせる
ユニークな模様が特徴的。最新の技術を用いて実現した強度
が自慢の屋根瓦です。

上丸 下丸

滑り落ち防止
システム
（3段階に調節可能）

特徴2

雨の進入を
防ぐ水返し特徴1



TerracottaPRESTIGE BARREL
プレステージバレル （フランス）

確固たる地位をアピールする、最上級手造り風瓦。

■焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三
州瓦とほぼ同じ温度です。

■吸水率は、6％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回
行った結果、異常はなくその効果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但
し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐
震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自
然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

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

￥17,500より
上丸・下丸働き長さ 400㎜前後　
働き巾 235～２４５㎜
約63kg/㎡　
上丸10.5枚・下丸10.5枚/㎡
3.0kg/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。

■品 質

パナッシュ（カラーイメージ）キャッスルビル

スペイン・南フランスなど本場プロヴァンス地方の建築物に見られるアンティー
クデザインで、意匠を追求した優雅さを醸し出します。
“Prestige（威信）”の名にふさわしくテレアルグループ製品の中でも最高峰に
位置するバレル型瓦で、建築物にこの上ないステイタスをもたらします。
落ち着きある質感が、伝統的なスペイン風建築を忠実に再現。確固たる存在感
と品のある佇まいが、街の財産となっていくことでしょう。



TerracottaGALLO ROMANE
ガロ ローマン （フランス）

シャープな形状を持ちながらも、
地中海地方のエレガントな雰囲気を醸し出します。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上
（但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がな
く、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性
も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発
揮します。

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

￥7,500より
働き長さ 363㎜　働き巾 217㎜　
約44kg/㎡　12.7枚/㎡　
3.4kg/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。

■品 質

シルヴァカンヌ リトラル

シルヴァカンヌ キュイーブル ルージュ

シルヴァカンヌ サハラ



TerracottaTEJA MIXTRA
テハ ミクストラ （スペイン）

アンティークで味わい深い雰囲気を
醸し出すスペイン産瓦。

地中海の海岸にマッチするような緩
やかな曲線を描く流麗なフォル
ムに味わい深い表情をもった
アンティークな雰囲気の高
品質瓦です。

レッド

■焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
■吸水率は、6.2％～7％（JIS規格12％以下）
■耐寒性にも優れ、－30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくそ
の効果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合は
ご相談下さい）。
■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、
耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

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

￥7,500より
働き長さ 400㎜　働き巾 230㎜　
約42.9kg/㎡　10.9枚/㎡
3.9kg/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。

■品 質

ヒスパニア

マロン

ルセンタム フラメアーダ カルタゴ 

レッド

ガリアアイタナ

限定在庫品限定在庫品



TerracottaROMAN XL
ローマンXL  （マレーシア）

手頃な価格が魅力なダイナミックさ溢れる
平米9.5枚の大型瓦です。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
■引っ掛け桟工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も
高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

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

￥7,200より
働き長さ 420㎜　働き巾 250㎜　
約43kg/㎡　9,5枚/㎡　4.5kg/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。

■品 質

メディバル

ビエリーテラ
グラファイトブラック

ナチュラルレッド

メディバル

ダッカブラウン



■ ローマン12 納まり図

■ ローマン10 納まり図
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■ DCL オールドカントリー 納まり図



■ エヴォリューションバレルタイルズ納まり図

■ バレルタイルズ 納まり図 BARREL TILES

EVOLUTION BARREL TILES

PRESTIGE BARREL■ プレステージバレル 納まり図
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強力棟金具
南蛮漆喰

ルーフィング

上丸
下丸

245㎜ 235～245㎜ 230㎜235～245㎜

左袖瓦
ルーフィング

ステンレススクリュー釘

右袖瓦

調整桟瓦
パッキン付
スクリュービス

野地板横桟木16×40
縦桟木30×40ルーフィング

鼻桟

桟木16×40

野地板

ステンレススクリュー釘ステンレススクリュー釘

バレル下丸
バレル上丸

垂木
パッキン付スクリュービス

強力棟金具
南蛮漆喰

130
㎜

130
㎜

55㎜

130
㎜

400
㎜

300
㎜

400
㎜

65㎜
395

㎜

400
㎜

パッキン付スクリュービス



■ テハミクストラ 納まり図

■ ガロ ローマン 納まり図 GALLO ROMANE

TEJA MIXTRA

野地板

363
㎜

363
㎜

363
㎜

65㎜

桟木16×40

鼻桟
板金面戸

ルーフィング

ステンレススクリュー釘

パッキン付スクリュービス

強力棟金具
垂木

南蛮漆喰

野地板桟木16×40

ルーフィング

ステンレススクリュー釘

217㎜217㎜217㎜368㎜

調整瓦

右袖瓦左袖瓦

パッキン付き
ステンレスビス

ステンレス
スクリュー釘

400
㎜

400
㎜

400
㎜

右袖瓦ルーフィング野地板

パッキン付きステンレスビス

半瓦

桟木16×40

垂木40×40
左袖瓦

パッキン付きステンレスビス
230㎜ 230㎜ 175㎜230㎜

85㎜


