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鈴製陶株式会社

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

ボーダー　フラット 17,500 227x40x10mmフラット面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ10mm　85枚/㎡

20,500 227x40x10mmフラット面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　102枚/㎡

ボーダーテッセラ 19,500 227x40x15mm本割肌面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ10mm　85枚/㎡

22,500 227x40x15mm本割肌面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　102枚/㎡

100二丁　フラット 21,000 192ｘ92ｘ10mmフラット面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ10mm　50枚/㎡

24,600 192ｘ92ｘ10mmフラット面、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　54枚/㎡

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

120枚/ｹｰｽ(24kg)

75枚/ｹｰｽ(23kg)

60枚/ｹｰｽ(23kg)

煌 彩

　　平物（バラ）

ＫＯ－Ｋ－ＳＵ　（スモーキー）
ＫＯ－Ｋ－ＯＲ　（オーロラ）

ＫＯ－Ｋ－ＧＭＴ　（ガンメタ）　＊100㎡以上受注生産品

ＫＯ－２１－ＯＲ　（オーロラ）　＊100㎡以上受注生産品

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＰＡ－７ 18,900
ＰＡ－１，２，５，６ 19,900

役物　曲り（接着） ＰＡ－Ｍ－７ 19,000 20個/ｹｰｽ(15kg)

ＰＡ－Ｍ－１，２，５，６ 20,000 20個/ｹｰｽ(15kg)

パタラ

（64+64）mm曲∠９０°(接着)　　　　※製作基準割位置は13mm厚、1mm控えて12mm厚ベースでコバ面同士接着加工・
カット面外、目地ﾀﾃ・ﾖｺ6mm　5個/m

12枚/ｹｰｽ(20kg) 294ｘ194ｘ13mm本割肌、目地ﾀﾃ・ﾖｺ6mm　17枚/㎡
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＴＲ－４ 17,500
ＴＲ－２，５ 20,000
ＴＲ－６，７ 21,700

平物ユニット ＴＲU－４ 19,900
ＴＲU－２，５ 23,500
ＴＲU－６，７ 25,200

役物　曲り（接着） ＴＲ－４Ｆ－Ｍ３　（★フラット面状）

　　　ユニット用（バラ） ＴＲ－２Ｆ，５Ｆ－Ｍ３　（★フラット面状）

★フラット面状 ＴＲ－６Ｆ，７Ｆ－Ｍ３　（★フラット面状）

57本/ｹｰｽ(19kg)

サンダーロック

10ﾕﾆｯﾄ/ｹ-ｽ(18kg)

117個/ｹｰｽ(19kg)12,000 内寸(138+25),(45+118),(93+70)x40mm曲∠90°(接着)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　24個/m

６本ランダム目地、裏ガラス樹脂ネット張り、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　17ﾕﾆｯﾄ/㎡

227x40x24mm２本凸面、目地ﾀﾃ3・ﾖｺ3mm　102本/㎡
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物ユニット ＮＡＵ－ＨＫ－２，３，５ 15,000

平物ユニット　※割高色 ＮＡＵ－ＨＫ－１，６ 15,500

役物　曲り（接着）
　　　　ユニット用（バラ）

ＮＡ－ＫＨ－色番（２，３，５）ＵＭ６ 10,800
84個/ｹｰｽ(20kg)

役物　曲り（接着）
　　　　ユニット用（バラ）
　　　　※割高色

ＮＡ－ＫＨ－色番（１，６）ＵＭ６ 11,000
84個/ｹｰｽ(20kg)

目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　24個/m、
内寸(156+43），（63+136），（111+88）, (88+111) , (136+63) , (43+156) x40mm曲∠９０°(接着)
※12mm厚で約5mmﾊﾂﾘなので7mm厚ﾍﾞｰｽでコバ面接着加工・カット面外

16ﾕﾆｯﾄ/ｹ-ｽ(20kg)
227x40x12mm長辺片側ハツリ面、６本ランダム目地、裏ガラス樹脂ネット張り、
目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　17ﾕﾆｯﾄ/㎡

ナミアート
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＫＭ－Ｖ－１，２，３，５，６ 12,500 227x30x12mm本割肌＋フラット面、目地ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　107本/㎡

14,500 227x30x12mm本割肌＋フラット面、目地ﾀﾃ3・ﾖｺ3mm　132本/㎡

平物ユニット ＫＭＵ－Ｖ－１，２，３，５，６ 18,100 22ﾕﾆｯﾄ/ｹ-ｽ(22kg) ６本ランダム目地、裏ガラス樹脂ネット張り、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　22ﾕﾆｯﾄ/㎡

役物　曲り（接着）
　　　　ユニット用（バラ）

ＫＭ－ＶＭ－色番 13,000 120個/ｹｰｽ(20kg)
(153+30)，(50+133)，(108+75)ｘ30曲∠90°(接着)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　31個/m

役物　出隅用ユニット ＫＭＵ－ＶＫ－１，２，３，５，６ 9,200 20ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(10kg) ６本カット品ランダム目地、裏ガラス樹脂ネット張り／150，58，105，83，130，38mmｶｯﾄ、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　10.5ﾕﾆｯﾄ/㎡

144本/ｹｰｽ(26kg)

こもれび
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＣＡ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８ 12,000 227ｘ30ｘ10と10～35mm本割肌面を1：1MIX、目地ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　107本/㎡

13,900 227ｘ30ｘ10と10～35mm本割肌面を1：1MIX、目地ﾀﾃ3・ﾖｺ3mm　132本/㎡

役物（バラ） ＬＥ－ＶＭ－色番 12,500 150個/ｹｰｽ(25kg) （168+50）曲∠90°(接着)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　31本/㎡

平物ユニット ＣＡＵ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８ 18,100 16ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(22kg) ６本ランダム目地、裏樹脂ﾄﾞｯﾄ張り、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　22ﾕﾆｯﾄ/㎡

役物　曲り（接着）
　　　　ユニット用（バラ）

ＬＥ－ＶＭ－色番 12,500 150個/ｹｰｽ(25kg)
(153+30)，(50+133)，(108+75)ｘ30曲∠90°(接着)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　31本/㎡

役物　出隅用ユニット ＬＥＵ－ＶＫ－色番 9,000 22ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(10kg) ６本カット品ランダム目地、裏樹脂ドット張り／150，60，105，85，130，40mmｶｯﾄﾕﾆｯﾄ／目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　10.5ﾕﾆｯﾄ/m

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＦＯ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８ 14,500 227ｘ30ｘ10～30mm本割肌面(ｶﾞﾀｶﾞﾀ割り)、目地ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　107本/㎡

17,400 227ｘ30ｘ10～30mm本割肌面(ｶﾞﾀｶﾞﾀ割り)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　132本/㎡

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＬＥ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８ 9,500 227ｘ30ｘ10mm本割肌面(薄割り)、目地ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　107本/㎡

11,500 227ｘ30ｘ10mm本割肌面(薄割り)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　132本/㎡

平物ユニット ＬＥＵ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８ 16,500 24ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(22kg) ６本ランダム目地、裏ｶﾞﾗｽ樹脂ﾈｯﾄ張り、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　22ﾕﾆｯﾄ/㎡

120本/ｹｰｽ(27kg)

80本/ｹｰｽ(24kg)

176本/ｹｰｽ(27kg)

レガート
（コンサートシリーズ）

カンタービレ
（コンサートシリーズ）

フォルテ
（コンサートシリーズ）
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＥＸ１０－Ａ－１，２，３，４，５，６，７，８ 9,800 92本/ｹｰｽ(21kg) 227x60x10mm本割肌面、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲(接着)　コバ面接着・カット面外側 7,800 80個/ｹｰｽ(21kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 50個/ｹｰｽ/(20kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) 5,700 （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＥＸ１５－Ａ－１，２，３，４，５，６，７，８ 12,100 60本/ｹｰｽ(27kg) 227x60x15mm本割肌面、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲(接着)　コバ面接着・カット面外側 9,300 50個/ｹｰｽ(20kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 30個/ｹｰｽ(21kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) 6,100 20個/ｹｰｽ(20kg) （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) 22個/ｹｰｽ(20kg) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

24個/ｹｰｽ(13kg)

テッセラ・エクセル　１０ｍｍ厚

テッセラ・エクセル　１５ｍｍ厚
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＳＫ－Ａ－１，２，３，４，５，６，８，２３１ 12,100 60本/ｹｰｽ(27kg) 227x60x15mm本割肌面、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲(接着)　コバ面接着・カット面外側 9,300 50個/ｹｰｽ(20kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 30個/ｹｰｽ(21kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) 6,100 20個/ｹｰｽ(20kg) （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) 22個/ｹｰｽ(20kg) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

ＳＫテッセラ
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物ユニット ＭＯＤＵ－００１，００２，００４，００５，００６，００７/１５ＦＭ 17,000 16本/ｹｰｽ(25kg)
227x40x15mm本割肌：10mmﾌﾗｯﾄ面＝１：１ＭＩＸ
6本ランダム目地裏ガラス樹脂ネット貼り、　目地巾ﾀﾃ･ﾖｺ3mm　17ﾕﾆｯﾄ(102本)/㎡

役物　曲り（接着）
　　　　ユニット用（バラ）

内寸(148+35)，（55+128），（103+80）x40mm曲∠９０°
(接着)本割肌：フラット面＝１：１ＭＩＸ

12,000
84個/ｹｰｽ(20kg)

内寸(148+35)，（55+128），（103+80）x40mm曲∠９０°
(接着)本割肌：フラット面＝１：１ＭＩＸ、　目地巾ﾀﾃ･ﾖｺ3mm　24個/ｍ

役物　マグサ(接着)
　　　　（バラ）

マグサ：原則フラットのみ　(40+40)ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°（接着）
45個/ｹｰｽ

原則フラットのみ　(40+40)ｘ227ｘ10mmフラット面　ﾏｸﾞｻ∠90°（接着）

モダンＵ
（セルクル・モダンシリーズ）
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ－００１，００２，００３，００４，００５，００６，００７，００８ 13,500 90本/ｹｰｽ(27kg) 227x40x15mm本割肌面　並色　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　86本/㎡

役物（バラ） （168+50）ｘ40曲∠90°(接着)並色 12,000 （168+50）ｘ40曲∠90°(接着)並色　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　20本/m

役物（バラ）　※割高色 （168+50）ｘ40曲∠90°(接着) 006,007 （168+50）ｘ40曲∠90°(接着) ※割高色　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　20本/m

役物（バラ） 227+40曲り∠90°(接着) 45個/ｹｰｽ(20kg) 227+40曲り∠90°(接着)

役物（バラ） 40+40ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着) 30個/ｹｰｽ 40+40ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ10－Ｋ－００１Ｆ,００２Ｆ,００４Ｆ,００５ Ｆ,００６Ｆ,００７Ｆ 11,000

平物（バラ）　※受注生産 ＭＯＤ１０－Ｋ－００３Ｆ ，００８Ｆ  ※400㎡以上受注生産品 11,000
役物（バラ） （168+50）ｘ40曲∠90°(接着) 11,000 105個/ｹｰｽ(19kg) 目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　20本/m

役物（バラ） 227+40曲(接着）　　001F,002F,004F,005F （227+40）ｘ40mmフラット面　曲∠90°(接着)、目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　20本/m

役物（バラ） 40+40ﾏｸﾞｻ（接着）　　001F,002F,004F,005F 45個/ｹｰｽ （40+40）ｘ227mmフラット面　マグサ∠90°(接着)、目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　4.5本/m

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ１０－Ｋ－００１～００５，００８　※400㎡以上受注生産品

平物（バラ） ＭＯＤ１０－Ｋ－００６，００７　

役物（バラ） (168+50)ｘ40曲∠90°(接着) 105個/ｹｰｽ (168+50)ｘ40曲∠90°(接着)

役物（バラ） （227+40）ｘ40曲※ （227+40）ｘ40曲※

役物（バラ） (40+40)ｘ227 ﾏｸﾞｻ∠90° 45個/ｹｰｽ (40+40)ｘ227 ﾏｸﾞｻ∠90°

120本/ｹｰｽ(24kg) 227x40x10mmフラット面　並色　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　86本/㎡

227x40x10mm本割肌、目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　86本/㎡11,000 135本/ｹｰｽ27kg)

75個/ｹｰｽ(21kg)

モダンテッセラ　１５ｍｍ厚
（セルクル・モダンシリーズ）

モダンフラット
（セルクル・モダンシリーズ）

モダンテッセラ　１０ｍｍ厚
（セルクル・モダンシリーズ）
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ１５-Ａ-００１，００２，００４，００５，００８　並色 13,000

平物（バラ） ＭＯＤ１５－Ａ－００６，００７　　※割高色 13,500

平物（バラ） ＭＯＤ１５－Ａ－００３　　※300㎡以上受注生産品 13,500

役物（バラ） 標準曲(接着)　コバ面接着・カット面外側　並色 9,900
役物（バラ） 標準曲(接着)　コバ面接着・カット面外側　※割高色 10,200
役物（バラ） （227+50）曲∠90°(接着)　001,002,004,005,008

役物（バラ） （227+50）曲∠90°(接着)　006,007　　※割高色

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着)　001,002,004,005,008

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着)　006,007　　※割高色

役物（バラ） 50+60ｘ227ﾏｸﾞｻ(接着)　001,002,004,005,008

役物（バラ） 50+60ｘ227ﾏｸﾞｻ(接着)　006,007　　※割高色

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ１0－Ａ－００６，００７，００８ モダンテッセラ二丁掛　並色
227x60x10mm本割肌　　　常時生産品　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　61本/㎡

平物（バラ） ＭＯＤ１0－Ａ－００１～００５　　※400㎡以上受注生産品 モダンテッセラ二丁掛
227x60x10mm本割肌　　　　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　61本/㎡

役物（バラ） 標準曲(接着) 7,800 80個/ｹｰｽ(21kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） （227+50）曲∠90°(接着) 50個/ｹｰｽ/(20kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着)　並色 （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

50個/ｹｰｽ(21kg) （168+50）曲∠90°(接着)　　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　15本/m

モダンテッセラ　二丁掛１５ｍｍ厚
（セルクル・モダンシリーズ）

モダンテッセラ　二丁掛１０ｍｍ厚
（セルクル・モダンシリーズ）

モダンテッセラ二丁掛
227x60x15mm本割肌　　　常時生産品　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　61本/㎡

60本/ｹｰｽ(27kg)

（227+50）曲∠90°(接着)　　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　15本/m、001,002,004,005,008

（60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

（50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

30個/ｹｰｽ(17kg)

20個/ｹｰｽ(20kg)

20個/ｹｰｽ(20kg)

11,000
92本/ｹｰｽ(27kg)

24個/ｹｰｽ(13kg)
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＭＯＤ－ＡＲＣ－００６，００７　　常時生産品
＝ＣＣ－００６，００７

15,000 69本/ｹｰｽ(24kg)
227x40x(7+13)mmアーチ面、　目地巾ﾀﾃ8･ﾖｺ10mm　86本/㎡

セルクル
（セルクル・モダンシリーズ）
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） ＢＭＸ-５０１，５０２，５０４，５０５，５０８，ＬＥ１，ＬＥ２，ＬＥ５，ＬＥ７ 13,200 52本/ｹｰｽ(27kg) 227ｘ90ｘ12.5ｍｍ本割肌、　目地巾ﾀﾃ8mmﾖｺ10mm　43枚/㎡

役物（バラ） 標準曲(接着) 8,500 35個/ｹｰｽ(18kg) (168+50)ｘ90曲∠90°（接着）　　目地巾ﾖｺ10mm　10枚/m

役物（バラ） (227+50)ｘ90曲り(接着) 10,100 25個/ｹｰｽ(26kg) (227+50)ｘ90曲り∠90°（接着）  　目地巾ﾖｺ10mm　10枚/m

役物（バラ） (90+90)ｘ227　ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　  8,000 (90+90)ｘ227　ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　　目地巾ﾀﾃ8mm　4.5枚/m

ＢＭＸテッセラ
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物ユニット ＰＣＵ－Ｖ－１，２，３，４，５，６，７，８R 47,900 14ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(24kg) 47ｘ30ｘ10～30mmｶｯﾄ品／30個ﾚﾝｶﾞ目地、裏樹脂ﾄﾞｯﾄ張り、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　21ﾕﾆｯﾄ/㎡

役物　出隅用ユニット ＰＣＵＫ－１，２，３，４，５，６，７，８R

役物　入隅用ユニット ＰＣＵＮ－１，２，３，４，５，６，７，８R

平物（バラ） ＰＣ－Ｋ－１，２，３，４，５，６，７，８R 47,900 320個/ｹｰｽ(19kg) 47ｘ30ｘ10～30mmｶｯﾄ品、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　630個/㎡

13,400 18ﾕﾆｯﾄ/ｹｰｽ(11kg)

ピッコラ
（コンサートシリーズ）

12個カット品レンガ目地、裏樹脂ﾄﾞｯﾄ張り)、目地ﾀﾃ・ﾖｺ3mm　10.5ﾕﾆｯﾄ/m
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ） 入数
備考

平物（バラ） Ｓ-１，２，６，７　凸面　　並色
Ｓ-１０１，１０２，１０６，１０７　平面　　並色

12,100

平物（バラ） Ｓ-３(赤)，５(黒)　凸面　※割高色
Ｓ-１０３，１０５　平面　※割高色

13,200

役物（バラ） 6号階段　S-1，2，6，7ＫＡ　　並色 1,400
役物（バラ） 6号階段　S-3，5ＫＡ　※割高色 1,500

フロアーエース　Ｓシリーズ

50枚/ｹｰｽ(25kg)

120個/ｹｰｽ(24kg)

凸面　150ｘ150ｘ（10+1）mm　並色、　目地巾縦、横10mm　40枚/㎡
フラット面　150ｘ150ｘ10mm　並色、　目地巾縦、横10mm　40枚/㎡

150x60x10mm　4本溝、前辺肩落とし、　目地巾縦、横10mm　6.5枚/m
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（　役物：円/ｍ） 入数 備考

役物（バラ） ＮＳ－２０１，２０２，２０３，２０４，２０５，２０７　並色 1,400
役物（バラ） ＮＳ－２０６(黒)，８０１(赤)　※割高色 1,500

鈴　６号階段

120個/ｹｰｽ(24kg) 150x60x11mm　4本溝、前辺肩落とし、　目地巾縦、横10mm　6.5枚/m
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ）
入数 備考

平物（バラ） TS－Ａ－１，２，３，４，５，６，ＳＫ-１ 9,800 92本/ｹｰｽ(21kg) 227x60x10mm本割肌面、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲り(接着)　コバ面接着・カット面外側 7,600 80個/ｹｰｽ(21kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 50個/ｹｰｽ/(20kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) 5,700 （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

テッセラ・スレンダー　　2019年から限定在庫品

24個/ｹｰｽ(13kg)
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ）
入数 備考

平物（バラ） ＭＣ－Ａ－６８５Ｓ，６８８Ｓ，６８９Ｓ，６９０Ｓ，７４１Ｓ 10,000 80本/ｹｰｽ(26kg) 227x60x10mm本割肌＋コバハツリ面、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲り(接着)　カット面接着 66個/ｹｰｽ/(20kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 40個/ｹｰｽ/(20kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

テッセラ・モコ　　2019年から限定在庫品

20個/ｹｰｽ/(20kg)
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鈴製陶株式会社

＊常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。

ＷＥＢカタログ版　　単価・設計価格及び規格表　　2023年度

＊原則的に、ケース単位のお取り引きとなりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。 但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。

＊タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。　　また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。

＊下表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。

＊役物はご注文後接着加工となります。加工手配後の数量変更、キャンセルはできませんのでご注意ください。

設計価格
（平物：円/㎡

　役物：円/ｍ）
入数 備考

平物（バラ） ＢＬ－Ａ－１，２，３，４，５，６，７ 10,600 92本/ｹｰｽ(26kg) 227x60x10mm本割肌、目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　61枚/㎡

役物（バラ） 標準曲り(接着)　カット面接着 8,900 80個/ｹｰｽ(21kg) （168+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁曲∠90°(接着) 50個/ｹｰｽ/(20kg) （227+50）曲∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　15個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(60+60)(接着) 6,200 （60+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

役物（バラ） 二丁ﾏｸﾞｻ(50+60)(接着) （50+60）ｘ227ﾏｸﾞｻ∠90°(接着)　目地巾ﾀﾃ8・ﾖｺ10mm　4.5個/ｍ

24個/ｹｰｽ(13kg)

ベルライト　　2017年から限定在庫品


