
商品価格改定についてのお知らせ

平素は格別のお引き立て、ご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて近年世界を取り巻く様々な情勢の影響により、私どもタイル製造業の状況にも大きな変化を起こ

しております。タイル生産に欠かせない原料費（土と釉薬）、製造経費（燃料、電気、カートン）、そ

の他各種資材の高騰、特にタイルの青色・赤色の発色を作るための金属化合物や、ヘリテイジ等のガ

ラス釉薬に使用するリチウムは、業界の予想を超える過去に類を見ない高騰となっております。また

それらに加え、輸入商材については為替変動の影響による仕入れ価格の大幅な上昇も発生しておりま

す。

このような状況下において、弊社でも様々なコストダウンの努力をおこなってまいりましたが、残念

ながら企業努力のみでは現行の価格維持が困難な状況となりました。

そのため誠に心苦しくはございますが、2023 年 1 月より商品価格ならびに配送料金を改定させて頂

きます。度重なる値上げによりお客様にご不便・ご迷惑をお掛け致しますこと心よりお詫び申し上げ

ると共に、この度の価格改定へのご理解を賜りますよう、何卒お願いを申し上げます。

2022 年 11 月 
株式会社 TN コーポレーション 

＜見積りについてのご注意＞

オンラインショップの自動見積り作成機能は、改定実施までは旧価格でしか作成ができません。新価格での見

積りをご希望の方は、メールまたは FAX でご依頼ください。

また旧価格で作成されたお見積りについても、正式注文が 1 月 1 日以降となった場合は、新価格でのご提供とな

りますのでご注意ください。

＜ 改定内容 ＞
対象商品： 本資料参照

改定価格： 本資料参照

改定時期： 2023 年 1 月 1 日(日) 受注分より 

※WEB のショッピングカートからは 24 時間注文を受付しております。

※FAX・メールでご注文の場合、12 月 27 日(火)の営業終了時間(17 時)

以降の注文分は、1 月以降受領分として新価格が適用されます。



タイルパーク　価格改定一覧

以下の商品は1月1日より新価格に改定いたします。（価格はすべて税別です）

改訂：11月24日

シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

アイシクル

DTL3004-20 (¥ 1,600)  (¥ 1,840)       シート (¥ 20,240)         /㎡ 

DTL3004-2042 (¥ 1,530)  (¥ 1,760)       シート (¥ 20,240)         /㎡ 

DTL3004-C25 (¥ 1,676)  (¥ 1,927)       シート (¥ 20,230)         /㎡ 

DTL3004-SEC (¥ 1,213)  (¥ 1,395)       シート (¥ 20,230)         /㎡ 

藍里（あいり）

Air-246-1~2 (¥ 112) (¥ 132) 枚 (¥ 8,580)           /㎡ 

Air-150-1~2 (¥ 300) (¥ 366) 枚 (¥ 16,100)         /㎡ 

Air-472-1~2 (¥ 726) (¥ 777) シート (¥ 8,940)           /㎡ 

青の洞窟
AO-1~3 (¥ 825) (¥ 909) シート (¥ 12,270)         /㎡ 

AOG-100~300 (¥ 873) (¥ 960) シート (¥ 12,960)         /㎡ 

アガット-ブリック
AGT-BK-Asolo / -Cortona / -Bassano
 / -Verona / -Lucca / -Portofino (¥ 2,292)  (¥ 2,521)       シート (¥ 32,270)         /㎡ 

アガット-マルティーニ
AGT-MARTINI-Asolo / -Cortona 
/ -Bassano / -Verona / -Lucca 
/ -Portofino

(¥ 2,838)  (¥ 3,122)       シート (¥ 32,780)         /㎡ 

アガット-ミニブリック
AGT-MB-Asolo / -Cortona / -Bassano
/ -Verona / -Lucca / -Portofino (¥ 2,709)  (¥ 2,980)       シート (¥ 32,780)         /㎡ 

アガット-ミニモザイク
AGT-MINI-Asolo / -Cortona / -Bassano
/ -Verona / -Lucca / -Portofino (¥ 2,980)  (¥ 3,278)       シート (¥ 32,780)         /㎡ 

アガット-リオ AGT-RIO-Asolo / -Cortona / -Lucca (¥ 4,628)  (¥ 5,091)       シート (¥ 43,780)         /㎡ 

アクア AS4318~4321 (¥ 152) (¥ 175) 枚 (¥ 15,050)         /㎡ 

アネール AN-1~8 (¥ 385) (¥ 450) 枚 (¥ 1,890)           /ｍ 

アリウス
SG01M、SG03M (¥ 1,698)  (¥ 1,868)       シート (¥ 20,550)         /㎡ 

SH01P (¥ 1,816)  (¥ 1,998)       シート (¥ 21,980)         /㎡ 

ウッドグレイン
CZM902B～903B (¥ 623) (¥ 748) シート (¥ 8,150)           /㎡ 

CZM902B-B～903B-B (¥ 623) (¥ 748) シート (¥ 8,150)           /㎡ 

ウブド
600角 (JQT-60-1~4) (¥ 2,400)  (¥ 2,764)       枚 (¥ 7,600)           /㎡ 

600x300角 (JQT-36-1~4) (¥ 1,200)  (¥ 1,382)       枚 (¥ 7,600)           /㎡ 

エルサ

ELSA-1F~5F (¥ 105) (¥ 123) 枚 (¥ 10,580)         /㎡ 

ELSA-1A~5A / -1B~5B / -1C~5C (¥ 126) (¥ 240) 枚 (¥ 20,640)         /㎡ 

ELSA150-1~5 (¥ 375) (¥ 413) 枚 (¥ 18,170)         /㎡ 

ELSA240-1～5 (¥ 116) (¥ 150) 枚 (¥ 14,700)         /㎡ 

大波（おおなみ）
ORNAMI-YUZEN / -WASHI / -TANT
/ -FOIL / -KAMI (¥ 660) (¥ 759) シート (¥ 8,960)           /㎡ 

オクタゴン OT-1 (¥ 990) (¥ 1,089)       シート (¥ 12,520)         /㎡ 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

帯（おび）

OB-120KOGANE
OB-120GUNJYO (¥ 525) (¥ 618) 枚 (¥ 21,010)         /㎡ 

OB-120ENJI (¥ 525) (¥ 1,044)       枚 (¥ 35,500)         /㎡ 
OB-120KESHIZUMI (¥ 525) (¥ 578) 枚 (¥ 19,650)         /㎡ 
OB-90KOGANE
OB-90GUNJYO (¥ 245) (¥ 396) 枚 (¥ 17,820)         /㎡ 

OB-90ENJI (¥ 245) (¥ 441) 枚 (¥ 19,850)         /㎡ 
OB-90KESHIZUMI (¥ 245) (¥ 330) 枚 (¥ 14,850)         /㎡ 
OB-60KOGANE
OB-60GUNJYO (¥ 140) (¥ 198) 枚 (¥ 12,870)         /㎡ 

OB-60ENJI (¥ 140) (¥ 264) 枚 (¥ 17,160)         /㎡ 

OB-60KESHIZUMI (¥ 140) (¥ 159) 枚 (¥ 10,340)         /㎡ 

OB-40KOGANE
OB-40GUNJYO (¥ 112) (¥ 171) 枚 (¥ 16,760)         /㎡ 

OB-40ENJI (¥ 112) (¥ 230) 枚 (¥ 22,540)         /㎡ 

OB-40KESHIZUMI (¥ 112) (¥ 124) 枚 (¥ 12,150)         /㎡ 

OB-3090KOGANE
OB-3090GUNJYO (¥ 525) (¥ 660) 枚 (¥ 44,880)         /㎡ 

OB-3090ENJI (¥ 525) (¥ 1,044)       枚 (¥ 70,990)         /㎡ 

OB-3090KESHIZUMI (¥ 525) (¥ 549) 枚 (¥ 37,330)         /㎡ 

オリジン
ORG-GREY / -BLUE / -GREEN 
/ -BLACK / -SAND (¥ 200) (¥ 240) 枚 (¥ 10,560)         /㎡ 

カーミット QM6001~6003 (¥ 603) (¥ 724) シート (¥ 10,210)         /㎡ 

魁 CAI-G1~G3、CAI-W1~W3 (¥ 300) (¥ 366) 枚 (¥ 16,100)         /㎡ 

ガク(楽)-プレーン GA/P-2~P5 (¥ 1,500)  (¥ 1,989)       シート (¥ 19,890)         /㎡ 

霞（かすみ） KAS-1~2 (¥ 1,177)  (¥ 1,215)       シート (¥ 13,970)         /㎡ 

型紙（かたがみ） KTLH-1~2 (¥ 198) (¥ 234) 枚 (¥ 13,570)         /㎡ 

カノーザ

MS001-15、MS002-15 (¥ 2,580)  (¥ 3,096)       シート (¥ 30,960)         /㎡ 

MS201-15 (¥ 9,200)  (¥ 11,040)     シート (¥ 110,400)       /㎡ 

MS001-20、MS002-20 (¥ 2,243)  (¥ 2,692)       シート (¥ 30,960)         /㎡ 

MS201-20 (¥ 8,000)  (¥ 9,600)       シート (¥ 110,400)       /㎡ 

カプリ CPI-S1~S4 (¥ 900)     (¥ 1,080)       シート (¥ 12,420)         /㎡ 

カラカッタ

600角 (QI6P560M) (¥ 1,771)  (¥ 2,125)       枚 (¥ 5,950)           /㎡ 

600x300角 (QI36P560M) (¥ 886)     (¥ 1,063)       枚 (¥ 5,950)           /㎡ 

300角 (QI3P560M) (¥ 451)     (¥ 541) 枚 (¥ 5,950)           /㎡ 

キール

KL-01S / -03SB / -04RR (¥ 1,313)  (¥ 1,539)       シート (¥ 22,160)         /㎡ 

KL-02NL / -05SS / -06CB / 07HB 
/ -08RS / -10SK (¥ 2,640)  (¥ 3,207)       シート (¥ 46,180)         /㎡ 

KL-09CR (¥ 2,640)  (¥ 4,809)       シート (¥ 69,250)         /㎡ 

ブレンドカラー
(KL-11L / -12ML / -13PS / -14M / -15C 
/ -16T )

(¥ 2,640)  (¥ 3,168)       シート (¥ 45,620)         /㎡ 

祇園（ぎおん） HR-10~50 (¥ 218) (¥ 267) 枚 (¥ 16,820)         /㎡ 

北野（きたの）
RCY-01~05 (¥ 109) (¥ 132) 枚 (¥ 23,760)         /㎡ 

RCY-10 (¥ 145) (¥ 177) 枚 (¥ 31,860)         /㎡ 

キネティック KT-1~5 (¥ 609) (¥ 699) シート (¥ 8,180)           /㎡ 

クタ SXG-60-1~5 (¥ 2,400)  (¥ 2,691)       枚 (¥ 7,400)           /㎡ 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

組絵

風紋
(fu1~2-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G 
/ -BC / -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

水紋
(su1~4-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G 
/ -BC / -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

薄氷
(us1-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G 
/ -BC / -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

葉脈
(yo1-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G 
/ -BC / -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

鱗片
(ri1-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G / -BC 
/ -BW / --MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

層紋
(so1-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G / -BC 
/ -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

平
(hi1-LG / -GB / -LB / -C / -BG / -G / -BC 
/ -BW / -MW / -MB)

(¥ 120)     (¥ 132)           枚 (¥ 13,200)         /㎡ 

組絵セレクト

鱗片セレクト
(ri1-U-BG / -G / -GB / -BW) (¥ 960)     (¥ 1,056)        シート (¥ 13,200)         /㎡ 

層紋セレクト
(so1-U-MW / -MB) (¥ 1,440)  (¥ 1,584)        シート (¥ 13,310)         /㎡ 

平セレクト
(hi1-U-MW / -MB / -BG / -G / -GB / -BW) (¥ 1,440)  (¥ 1,584)        シート (¥ 13,310)         /㎡ 

クラフティ
C- (¥ 308)     (¥ 450)           枚 (¥ -  )              

RED-110 (¥ 91)       (¥ 100)           枚 (¥ 10,000)         /㎡ 

クリスタ CTA-1~3、CTB-1~3、CTC-1~3 (¥ 99)       (¥ 150)           枚 (¥ -  )              

クリマ 2012KLM501~505 (¥ 1,820)  (¥ 2,184)        枚 (¥ 9,170)           /㎡ 

絢爛（けんらん） KN-1~3 (¥ 899)     (¥ 1,023)        シート (¥ 11,760)         /㎡ 

コーン COR-1F~3F、COR-1C~3C (¥ 727)     (¥ 900)           シート (¥ 10,260)         /㎡ 

コテージ COTTAGE-Cotto / -Grey (¥ 210)     (¥ 252)           枚 (¥ 14,620)         /㎡ 

サヌール
600角 (CLF-60-1~3) (¥ 2,400)  (¥ 2,764)        枚 (¥ 7,600)           /㎡ 

600x300角 (CLF-36-1~3) (¥ 1,200)  (¥ 1,382)        枚 (¥ 7,600)           /㎡ 

錆（さび） SB-1 (¥ 1,320)  (¥ 1,620)        シート (¥ 16,200)         /㎡ 

サブウェイ

SUW-150、LAD-150 (¥ 62)       (¥ 71)             枚 (¥ 6,110)            /㎡ 

SUW-300 (¥ 163)     (¥ 187)           枚 (¥ 6,170)           /㎡ 

07-DM1 / -DH1 / -EK1 / -EP1 / -CN3 
/ -CL3 (¥ 88)       (¥ 101)           枚 (¥ 8,690)           /㎡ 

3010-1 (¥ 660)     (¥ 759)           枚 (¥ 2,500)           /ｍ 

100-IN、100-OUT (¥ 990)     (¥ 1,139)        枚 

152-IN (¥ 297)     (¥ 342)           枚 (¥ 2,260)           /ｍ 

片面取
(150-B-RE、150-LR-RE、74-LR-RE) (¥ 396)     (¥ 456)           枚 

両面取
(150-2R-RE、150-2L-RE) (¥ 990)     (¥ 1,139)        枚 

SUB-A、SUB-B (¥ 396)     (¥ 456)           枚 (¥ 3,010)           /ｍ 

SUB-C (¥ 297)     (¥ 342)           枚 (¥ 2,260)           /ｍ 

SUB-DB (¥ 418)     (¥ 481)           枚 (¥ 3,170)           /ｍ 

SUS-1 (¥ 330)     (¥ 396)           枚 

サブウェイ-マット

DMW-1501M、YW-1501M、OW-1501M (¥ 62)       (¥ 71)             枚 (¥ 6,110)            /㎡ 

DMW-C (¥ 297)     (¥ 342)           枚 (¥ 2,260)           /ｍ 

DMWS-1 (¥ 330)     (¥ 396)           枚 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

サブウェイ-モザイク SWM-1B~2B (¥ 852) (¥ 980) シート (¥ 11,270)         /㎡ 

山水（さんすい） SAN-1~3 (¥ 693) (¥ 1,200)       シート (¥ 16,200)         /㎡ 

式部（しきぶ） SKWH-1~4 (¥ 198) (¥ 216) 枚 (¥ 12,740)         /㎡ 

シャトー
CHATEAU-Cotto / -White (¥ 368) (¥ 442) 枚 (¥ 12,820)         /㎡ 

CRAYON-Cotto / -White (¥ 105) (¥ 126) 枚 (¥ 14,360)         /㎡ 

上海レンガ SRR、SRB (¥ 174) (¥ 191) 枚 (¥ 11,840)         /㎡ 

ジュラ CO-603T~607T (¥ 4,070)  (¥ 4,436)       枚 (¥ 12,200)         /㎡ 

ジョー
JAW-Border-Matera / -Torino / -Amalfi
/ -Abruzzo (¥ 1,660)  (¥ 1,826)       シート (¥ 7,300)           /ｍ 

甚（じん）
Ji-150-1 (¥ 300) (¥ 366) 枚 (¥ 16,100)         /㎡ 

Ji-246-1 (¥ 112) (¥ 144) 枚 (¥ 9,360)           /㎡ 

ジンバラン
PC-36-417 / -437 (¥ 1,225)  (¥ 1,455)       枚 (¥ 8,000)           /㎡ 

C-36-417 / -437 (¥ 1,151)  (¥ 1,364)       枚 (¥ 7,500)           /㎡ 

睡蓮（すいれん）-LH SULH-10~50 (¥ 198) (¥ 234) 枚 (¥ 13,570)         /㎡ 

睡蓮（すいれん）-SQ
SU1010-10~50 (¥ 83) (¥ 129) 枚 (¥ 12,900)         /㎡ 

SU2010-10~50 (¥ 182) (¥ 200) 枚 (¥ 10,000)         /㎡ 

スーベニア
SOUVENIR-SINTRA / -EVORA 
/ -LAGOS / -FARO / -BELEM (¥ 672) (¥ 833) シート (¥ 9,670)           /㎡ 

杉綾（すぎあや） SMDR-2~5 (¥ 594) (¥ 810) シート (¥ 20,250)         /㎡ 

スミニャック

600角 
(NYK-60-1~5、NY-60-1M~5M) (¥ 2,145)  (¥ 2,618)       枚 (¥ 7,200)           /㎡ 

600x300角 
(NYK-36-1~5、NY-36-1M~5M) (¥ 1,073)  (¥ 1,309)       枚 (¥ 7,200)           /㎡ 

ゼリージュ
ZELLIGE-White / -Aqua / -Graphite (¥ 163) (¥ 196) 枚 (¥ 12,150)         /㎡ 

ZELLIGE-DecorG (¥ 179) (¥ 215) 枚 (¥ 13,330)         /㎡ 

タンブルブリック BR-100~300 (¥ 4,895)  (¥ 7,200)       ケース (¥ 14,400)         /㎡ 

タンブルボーダー TB-100~300 (¥ 6,000)  (¥ 8,000)       ケース (¥ 11,440)         /㎡ 

ダンボ PKZ624-01W / -02G (¥ 172) (¥ 206) 枚 (¥ 12,360)         /㎡ 

チャット Ch-472-1~3 (¥ 594) (¥ 690) シート (¥ 9,320)           /㎡ 

チャングー FAT-36-0~4 (¥ 1,200)  (¥ 1,382)       枚 (¥ 7,600)           /㎡ 

紬（つむぎ）
TMG-1～6 (¥ 242) (¥ 290) 枚 (¥ 13,050)         /㎡ 

TMG150-1～6 (¥ 275) (¥ 366) 枚 (¥ 16,100)         /㎡ 

デルフロア
D-ELLE-Wood / -Teal / -Plum / -Green
/ Graphite / -Coral / -White / -Concrete (¥ 265) (¥ 318) 枚 (¥ 12,400)         /㎡ 

テンポ TEMPO-1~3 (¥ 1,056)  (¥ 1,200)       シート (¥ 15,240)         /㎡ 

陶香（とうか）

TK-1～3 (¥ 275) (¥ 366) 枚 (¥ 16,100)         /㎡ 

TK-GBK (¥ 1,650)  (¥ 2,400)       枚

TK-GD (¥ 1,980)  (¥ 2,400)       枚

TK-BK (¥ 825) (¥ 930) 枚

桃李（とうり） CB-PI / -YE / -WA / -GR (¥ 99) (¥ 150) 枚 (¥ 15,000)         /㎡ 

トルテローニ SKNM-1~4 (¥ 132) (¥ 150) 枚 (¥ 13,800)         /㎡ 

トレジャー TRE-251AS / -253CO (¥ 1,386)  (¥ 1,524)       シート (¥ 15,240)         /㎡ 

長良（ながら） NGR-1~4 (¥ 462) (¥ 708) シート (¥ 8,850)           /㎡ 

ニューヨーク-25

NY-F201~202 (¥ 690) (¥ 759) シート (¥ 8,730)           /㎡ 

NY-25L-1 (¥ 900) (¥ 990) シート (¥ 3,370)           /ｍ 

NY-25C-1 (¥ 600) (¥ 660) シート

ニューヨーク-ヘキサゴン
NY-ROF501~502 (¥ 726) (¥ 800) シート (¥ 10,800)         /㎡ 

NY-ROF602~604 (¥ 803) (¥ 885) シート (¥ 11,510)         /㎡ 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

ニューヨーク-ミックス
NY-MBS-1 (¥ 660) (¥ 792) シート (¥ 9,110)            /㎡ 

NY-MKZ-1 (¥ 562) (¥ 725) シート (¥ 11,600)         /㎡ 

ニューヨーク-ミニヘキサゴン

NY-ROF201~202 (¥ 531) (¥ 611) シート (¥ 7,330)           /㎡ 

NY-ROF-FW1 (¥ 798) (¥ 918) シート (¥ 11,020)         /㎡ 

NY-ROF-DT1 (¥ 737) (¥ 848) シート (¥ 11,020)         /㎡ 

ヌサドゥア CCN-60-21~24 (¥ 2,400)  (¥ 2,691)       枚 (¥ 7,400)           /㎡ 

ネスト
AS4333 (¥ 2,541)  (¥ 3,049)       シート (¥ 33,540)         /㎡ 

AS4334 (¥ 2,700)  (¥ 3,240)       シート (¥ 33,050)         /㎡ 

ハーベイ MIL-30-1~5 (¥ 625) (¥ 682) 枚 (¥ 7,500)           /㎡ 

ハロン湾
CET-1~6 (¥ 650) (¥ 780) 枚 (¥ 19,500)         /㎡ 

JKC-1~6 (¥ 650) (¥ 780) 枚 (¥ 19,500)         /㎡ 

ピカソ
DF202~206、DF211、DF214、MVG549、
MVG558 (¥ 343) (¥ 394) 枚 (¥ 9,850)           /㎡ 

ピカソ2 DF208、DF213 (¥ 343) (¥ 394) 枚 (¥ 9,850)           /㎡ 

ピケ LH-4~6 (¥ 198) (¥ 234) 枚 (¥ 13,570)         /㎡ 

ファビオラ
FAB-FLORENCE / -BANDW / -CIELO 
/ -FOG (¥ 200) (¥ 240) 枚 (¥ 10,560)         /㎡ 

ファンタジー FZS05 / 09 / 17 / 19 (¥ 2,310)  (¥ 2,657)       シート (¥ 29,230)         /㎡ 

ブイ

BY-01S / -03SB / -04RR (¥ 908) (¥ 1,071)       シート (¥ 14,460)         /㎡ 

BY-02NL / -05SS / -06CB / -07HB 
/ -08RS / -10SK (¥ 1,287)  (¥ 1,515)       シート (¥ 20,450)         /㎡ 

BY-09CR (¥ 1,287)  (¥ 2,274)       シート (¥ 30,700)         /㎡ 

ブレンドカラー
(BY-11L / -12ML / -13PS / -14M / -15C 
/ -16T)

(¥ 1,287)  (¥ 1,544)       シート (¥ 20,840)         /㎡ 

フィンセント VI-1~6 (¥ 106) (¥ 126) 枚 (¥ 8,190)           /㎡ 

ブールバード BLVD312HA、TE、MG、LB、WG (¥ 132) (¥ 158) 枚 (¥ 6,790)           /㎡ 

フェアリー
FAI-111 / -112 / -215 / -313 / -413 / -617 
/ -811 (¥ 1,716)  (¥ 1,888)       シート (¥ 17,940)         /㎡ 

フェーミナ FM-1~8 (¥ 330) (¥ 396) 枚 (¥ 2,220)           /ｍ 

ブキット
600角　(UMQ-60-1~4) (¥ 2,400)  (¥ 2,873)       枚 (¥ 7,900)           /㎡ 
600x300角　(UMQ-36-1~4) (¥ 1,200)  (¥ 1,436)       枚 (¥ 7,900)           /㎡ 

プラチナ

PT50-1 / -4 / -7 (¥ 220) (¥ 264) 枚

PT50-2 / -3 / -5 / -6 / -8 / -9 (¥ 550) (¥ 660) 枚

PT50-10 (¥ 110) (¥ 132) 枚

PT100-1 / -4 (¥ 880) (¥ 1,056)       枚

PT100-2 / -3 / -5 / -6 (¥ 1,650)  (¥ 1,980)       枚

PTW-100 (¥ 165) (¥ 198) 枚

PTW-15075 (¥ 220) (¥ 264) 枚

ブラッククロボカン
BKB-F、BKB-S (¥ 528) (¥ 633) 枚 (¥ 31,650)         /㎡ 

BKB-G (¥ 600) (¥ 720) 枚 (¥ 36,000)         /㎡ 

ブラックベースモザイク
BBF-201~202、206~208 (¥ 1,291)  (¥ 1,560)       シート (¥ 17,940)         /㎡ 

BBH-501~502、506~508 (¥ 903) (¥ 1,035)       シート (¥ 11,900)         /㎡ 

プランク

PLK-01S / -03SB / -04RR (¥ 158) (¥ 189) 枚 (¥ 18,520)         /㎡ 

PLK-02NL / -05SS / -06CB / -07HB 
/ -08RS / -10SK (¥ 336) (¥ 396) 枚 (¥ 38,810)         /㎡ 

PLK-09CR (¥ 336) (¥ 594) 枚 (¥ 58,210)         /㎡ 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

ブルー＆ホワイト

600角
(CE66030RG~66035RG、
CE66030NG~66035NG)

(¥ 1,760)  (¥ 2,110)         枚 (¥ 5,910)           /㎡ 

600x300角 (CE36030RG~36035RG) (¥ 880)     (¥ 1,070)        枚 (¥ 5,990)           /㎡ 
300角 (CE33030RG~33035RG) (¥ 440)     (¥ 537)           枚 (¥ 5,910)           /㎡ 
600x150角 (CE615030RG~615035RG) (¥ 440)     (¥ 537)           枚 (¥ 5,910)           /㎡ 

プルーム
PLM-Whistler / -Durer / -Turner 
/ -O'keefe / -Sargent / -VanGogh 
/ -Whitney

(¥ 360)     (¥ 396)           枚 (¥ 20,990)         /㎡ 

ヘキサデコール
LJPT2301~2302 (¥ 985)     (¥ 1,182)        シート (¥ 15,370)         /㎡ 

LJPT2303~2304 (¥ 749)     (¥ 899)           シート (¥ 15,370)         /㎡ 

ベベル DW-241、DG-225、DG-226、DN-228 (¥ 95)       (¥ 114)           枚 (¥ 6,840)           /㎡ 

ペルラ-エロン EH-1~5、ESM-1~5 (¥ 264)     (¥ 317)           枚 (¥ 18,700)         /㎡ 

ペルラ-キャンブリック CAM-1~5 (¥ 825)     (¥ 1,107)        シート (¥ 14,940)         /㎡ 

ペルラ-クレスト CRE-1~5 (¥ 1,070)  (¥ 1,137)        シート (¥ 14,780)         /㎡ 

ペルラ-スウェル SW-1~5 (¥ 792)     (¥ 950)           シート (¥ 11,400)         /㎡ 

ペルラ-テント TE-1~5 (¥ 289)     (¥ 347)           枚 (¥ 15,620)         /㎡ 

ペルラ-ペーパー PE-1~5 (¥ 257)     (¥ 308)           枚 (¥ 13,860)         /㎡ 

ペルラ-ライナー LIN-1~5 (¥ 385)     (¥ 462)           枚 (¥ 1,940)           /ｍ 

ペルラ-リーフ RE-1~5、RSM-1~5 (¥ 132)     (¥ 159)           枚 (¥ 10,340)         /㎡ 

ペルラ-禅 ZE-1~5、ZSM-1~5 (¥ 257)     (¥ 308)           枚 (¥ 13,860)         /㎡ 

ボーダーC

MT-1~4-C、YSC-1~5-C / -6A-C / -6B-C、
HLCO-C / AL-C / PU-C / NA-C、VI-1~6-
C、BLVD312WG-C / MG-C / HA-C / BL-
C / TE-C、SUIREN-10~50-C、PERLA-
1~5-C、KUMIE-BW-C / -MB-C / -LG-C / -
BG-C / -C-C / -MW-C / -BC-C / -LB-C / -
G-C / -GB-C

(¥ 450)     (¥ 495)           枚 (¥ 3,270)           /ｍ 

ポプリ CX-1~6 (¥ 1,304)  (¥ 1,565)        シート (¥ 18,000)         /㎡ 

ポルケット CZO952Y、CZO954Y (¥ 665)     (¥ 798)           シート (¥ 10,050)         /㎡ 

ホワイトシリーズ

WT-23F (¥ 660)     (¥ 840)           シート (¥ 9,660)           /㎡ 

23角片面取（WT-23FKM） (¥ 76)       (¥ 90)             枚 (¥ 3,600)           /m 

23角両面取り（WT-23FRM） (¥ 216)     (¥ 255)           枚 

WT-47F (¥ 432)     (¥ 519)           シート (¥ 5,970)           /㎡ 

47角片面取り（WT-47FKM） (¥ 151)     (¥ 180)           枚 (¥ 3,600)           /m 

47角両面取り（WT-47FRM） (¥ 432)     (¥ 510)           枚 

47角曲り（WT-47FMG） (¥ 1,482)  (¥ 1,800)        シート (¥ 6,120)           /m 

47角ボックス（WT-47FBOX） (¥ 6,000)  (¥ 7,200)        個 

WT-472F / -472S (¥ 432)     (¥ 519)           シート (¥ 5,970)           /㎡ 

WT-97F (¥ 91)       (¥ 100)           枚 (¥ 10,000)         /㎡ 

マスト
600角 (ZZ-6870M~6878M) (¥ 2,512)  (¥ 2,691)        枚 (¥ 7,400)           /㎡ 

600x300角 (ZZ-36870M~36878M) (¥ 1,337)  (¥ 1,418)        枚 (¥ 7,800)           /㎡ 

馬瀬（まぜ） MAZE-1~3 (¥ 462)     (¥ 750)           シート (¥ 9,380)           /㎡ 

ミッドセンチュリー LM-1~4 (¥ 858)     (¥ 945)           シート (¥ 10,870)         /㎡ 

メトロ

HLCO36、HLAL36、HLPU36、HLNA36 (¥ 87)       (¥ 104)           枚 (¥ 8,940)           /㎡ 

HLCO416、HLAL416、HLPU416、
HLNA416 (¥ 299)     (¥ 359)           枚 (¥ 8,980)           /㎡ 

HLCO11、HLAL11、HLPU11、HLNA11 (¥ 1,100)  (¥ 1,320)        シート (¥ 15,180)         /㎡ 

モザリア M7532P0~6 (¥ 120)     (¥ 144)           枚 (¥ 6,190)           /㎡ 

モット MT-1~4 (¥ 96)       (¥ 114)           枚 (¥ 7,410)           /㎡ 

モロッカン MRC-1~6 (¥ 98)       (¥ 113)           枚 (¥ 13,560)         /㎡ 



シリーズ名 品番 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

遊彩
YSC-1~5 / -6A / -6B (¥ 105)     (¥ 126)           枚 (¥ 10,840)         /㎡ 

YSW-1~5 (¥ 126)     (¥ 151)           枚 (¥ 12,990)         /㎡ 

余白（よはく）
YH-2 / -9 / -10 (¥ 990)     (¥ 1,170)        シート (¥ 12,750)         /㎡ 

YH-4 / -7 (¥ 1,233)  (¥ 1,410)        シート (¥ 15,370)         /㎡ 

ラヴェンナモザイク

VMP-11 / -15 / -40、VMT-11 / -15 / -40 (¥ 2,047)  (¥ 2,233)        シート (¥ 24,000)         /㎡ 

VMP-20、VMT-20 (¥ 1,860)  (¥ 2,047)        シート (¥ 22,010)         /㎡ 

VMP-35 / -42、VMT-35 / -42 (¥ 2,465)  (¥ 2,698)        シート (¥ 29,000)         /㎡ 

ラフィニタ

AS4311～4313 (¥ 2,112)  (¥ 2,535)        シート (¥ 27,890)         /㎡ 

AS4311HEX48～4313HEX48 (¥ 2,433)  (¥ 2,920)        シート (¥ 31,830)         /㎡ 

AS5977 (¥ 2,200)  (¥ 2,640)        シート (¥ 28,510)         /㎡ 

AS5978 (¥ 2,100)  (¥ 2,520)        シート (¥ 30,740)         /㎡ 

嵐山（らんざん）
BRF-01~05 (¥ 116)     (¥ 144)           枚 (¥ 17,710)         /㎡ 

BRM-01～05 (¥ 132)     (¥ 162)           枚 (¥ 19,930)         /㎡ 

ランス
ALA-30-4~11 (¥ 400)     (¥ 500)           枚 (¥ 5,500)           /㎡ 

階段用 (ALA-30K-4~11) (¥ 1,351)  (¥ 1,697)        枚 (¥ 5,600)           /m 

リネン
LN120-1～6 (¥ 410)     (¥ 492)           枚 (¥ 16,730)         /㎡ 

LN60-1～6 (¥ 132)     (¥ 159)           枚 (¥ 10,340)         /㎡ 

レギャン

600角
(ST66220R~66225R-600、
ST66220NG~66225NG)

(¥ 1,760)  (¥ 2,110)         枚 (¥ 5,910)           /㎡ 

600x300角 (ST66220R~66225R-630) (¥ 880)     (¥ 1,070)        枚 (¥ 5,990)           /㎡ 

300角 (ST66220R~66225R-300) (¥ 440)     (¥ 537)           枚 (¥ 5,910)           /㎡ 

600x150角 (ST66220R~66225R-615) (¥ 440)     (¥ 537)           枚 (¥ 5,910)           /㎡ 

300x200角 (ST66220R~66225R-230) (¥ 420)     (¥ 504)           枚 (¥ 8,420)           /㎡ 

レッドフック HZ7175-01 (¥ 132)     (¥ 158)           枚 (¥ 11,850)         /㎡ 

レトロ
RETRO-SILVER / -BRONZE 
/ -CHROME / -PEARL (¥ 500)     (¥ 575)           シート (¥ 9,830)           /㎡ 

ロッカ-BB ROBB-1~7 (¥ 770)     (¥ 900)           シート (¥ 11,700)         /㎡ 

ロマーナ
CRA-30-1~6、CR-30-1~6 (¥ 450)     (¥ 527)           枚 (¥ 5,800)           /㎡ 

階段用 (CRA-30K-1~6) (¥ 1,351)  (¥ 1,788)        枚 (¥ 5,900)           /m 



半マスタイル
以下の商品は1月1日より新価格に改定いたします。（価格はすべて税別です）。なお半マスタイルはオンラインショップのみ掲載しております。

改訂：10月28日

シリーズ名 品番 旧価格 新価格

藍里（あいり）
Air-246-1H~2H (¥ 114)              (¥ 135)              
Air-472-1H~2H (¥ 47)                (¥ 51)                

青の洞窟
AO-1A~3A (¥ 69)                (¥ 76)                
AO-1B~3B (¥ 76)                (¥ 84)                

アクア AS4318-H～4321-H (¥ 238)              (¥ 274)              
ウッドグレイン CZM902B-BH～903B-BH (¥ 105)              (¥ 126)              

エルサ

ELSA-1FH~5FH (¥ 113)              (¥ 133)              
ELSA-1AH~5AH/-1BH~5BH/-1CH~5CH (¥ 129)              (¥ 246)              
ELSA240-1H~5H (¥ 107)              (¥ 138)              

型紙（かたがみ）
KTLH-1A~2A (¥ 356)              (¥ 421)              
KTLH-1B~2B (¥ 238)              (¥ 281)              

キール

KL-01S-H/-03SB-H~04RR-H (¥ 202)              (¥ 237)              
KL-02NL-H/-05SS-H~-08RS-H/-10SK-H (¥ 368)              (¥ 446)              
KL-09CR-H (¥ 368)              (¥ 670)              

キネティック KT-1H~5H (¥ 73)                (¥ 84)                
コーン COR1~-3FH、COR-1~3CH (¥ 127)              (¥ 158)              

コテージ
COTTAGE-Cotto-A/-Grey-A (¥ 284)              (¥ 341)              
COTTAGE-Cotto-B/-Grey-B (¥ 268)              (¥ 322)              

サブウェイ

SUW-150H、LAD-150H (¥ 85)                (¥ 98)                
SUW-300H (¥ 172)              (¥ 198)              
07-DM1-H/-DH1-H/-EK1-H/-EP1-H/-CN3-H/-CL3-H (¥ 85)                (¥ 137)              

サブウェイ-マット DMW-1501M-H、YW-1501M-H、OW-1501M-H (¥ 85)                (¥ 98)                
サブウェイ-モザイク SWM-1BH~2BH (¥ 26)                (¥ 30)                

山水（さんすい）
SAN-1A~3A (¥ 66)                (¥ 115)              
SAN-1B~3B (¥ 73)                (¥ 127)              

式部（しきぶ）
SKWH-1A~4A (¥ 257)              (¥ 281)              
SKWH-1B~4B (¥ 436)              (¥ 476)              

上海レンガ SRR-H、SRB-H (¥ 87)                (¥ 96)                
甚（じん） Ji-246-1H (¥ 114)              (¥ 148)              

睡蓮-LH
SULH-10A~50A (¥ 356)              (¥ 421)              
SULH-10B~50B (¥ 238)              (¥ 281)              

ダンボ PKZ624-01W-H/-02G-H (¥ 156)              (¥ 188)              

チャット
Ch-472-1A～3A (¥ 99)                (¥ 115)              
Ch-472-1B～3B (¥ 149)              (¥ 173)              

紬（つむぎ） TMG-1H~6H (¥ 227)              (¥ 273)              

トルテローニ
SKNM-1A～4A (¥ 314)              (¥ 358)              
SKNM-1B～4B (¥ 502)              (¥ 573)              

ニューヨーク-ヘキサゴン

NY-ROF602A～604A (¥ 209)              (¥ 230)              
NY-ROF602B～604B (¥ 286)              (¥ 315)              
NY-ROF501A～502A (¥ 66)                (¥ 73)                
NY-ROF501B～502B (¥ 73)                (¥ 81)                

ニューヨーク-ミニヘキサゴン
NY-ROF201H-A/-202H-A (¥ 594)              (¥ 684)              
NY-ROF201H-B/-202H-B (¥ 858)              (¥ 987)              

ネスト
AS4333-A (¥ 200)              (¥ 240)              
AS4333-B (¥ 167)              (¥ 201)              

ピケ
LH-4A~6A (¥ 356)              (¥ 421)              
LH-4B~6B (¥ 238)              (¥ 281)              



シリーズ名 品番  旧価格  新価格 

ブイ

BY-01S-H/-03SB-H/-04RR-H (¥ 65)                (¥ 77)                
BY-02NL-H/-05SS-H~-08RS-H/-10SK-H (¥ 76)                (¥ 90)                
BY-09CR-H (¥ 65)                (¥ 327)              

フィンセント VI-1H~6H (¥ 107)              (¥ 128)              
ブールバード BLVD312HA-H/TE-H/MG-H/BL-H/WG-H (¥ 139)              (¥ 167)              

ブラッククロボカン
BKB-F-H/-S-H (¥ 546)              (¥ 656)              
BKB-G (¥ 600)              (¥ 744)              

プランク

PLK-01S-H/-03SB-H/-04RR-H (¥ 139)              (¥ 167)              
PLK-02NL-H/-05SS-H~-08RS-H/-10SK-H (¥ 272)              (¥ 321)              
PLK-09CR-H (¥ 272)              (¥ 482)              

ベベル DW-241H、DG-225H、DG-226H、DN-228H (¥ 87)                (¥ 124)              
ペルラ-エロン ESM-1A~5A (¥ 323)              (¥ 388)              
ペルラ-エロン ESM-1B~5B (¥ 502)              (¥ 603)              

ペルラ-キャンブリック
CAM-1A~5A (¥ 69)                (¥ 93)                
CAM-1B~5B (¥ 76)                (¥ 102)              

ペルラ-クレスト
CRE-1A~5A (¥ 189)              (¥ 201)              
CRE-1B~5B (¥ 239)              (¥ 254)              

ペルラ-テント TE-1H~5H (¥ 260)              (¥ 312)              
ペルラ-ペーパー PE-1H~5H (¥ 236)              (¥ 284)              
ペルラ-リーフ RSM-1H~5H、RE-1H~5H (¥ 129)              (¥ 155)              
ペルラ-禅 ZSM-1H~5H、ZE-1H~5H (¥ 236)              (¥ 284)              

ポルケット
CZO952Y-A、CZO954Y-A (¥ 184)              (¥ 221)              
CZO952Y-B、CZO954Y-B (¥ 229)              (¥ 275)              

ホワイトシリーズ WT-472F-H/-472S-H (¥ 36)                (¥ 44)                
ミッドセンチュリー LM-1H~4H (¥ 53)                (¥ 59)                

メトロ
HLCO416H、HLAL416H、HLPU416H、HLNA416H (¥ 274)              (¥ 329)              
HLCO36H、HLAL36H、HLPU36H、HLNA36H (¥ 103)              (¥ 124)              

モット MT-1H~4H (¥ 101)              (¥ 121)              

モロッカン
MRC-1A~6A (¥ 171)              (¥ 197)              
MRC-1B~6B (¥ 158)              (¥ 182)              

遊彩（ゆうさい）
YSC-1H~5H/-6AH/-6BH (¥ 113)              (¥ 136)              
YSW-1H~5H (¥ 129)              (¥ 155)              

ラフィニタ

AS4311-H、AS4313-H (¥ 200)              (¥ 240)              
AS4311HEX48-A、AS4313HEX48-A (¥ 166)              (¥ 200)              
AS4311HEX48-B、AS4313HEX48-B (¥ 150)              (¥ 180)              

リネン
LN60-1H~6H (¥ 129)              (¥ 155)              
LN120-1H~6H (¥ 364)              (¥ 437)              

レッドフック HZ7175-01H (¥ 204)              (¥ 245)              

ロッカ-BB
ROBB-1A~7A (¥ 209)              (¥ 245)              
ROBB-1B~7B (¥ 286)              (¥ 335)              



ヘリテイジ

以下の各形状は 1月1日より新価格に改定いたします。（価格はすべて税別です）

「ヘリテイジ」はタイル代金の価格改正のみおこないます。 基本料金ならびに色調整手数料は従来通りです。

改訂：10月28日

形状名 旧価格 新価格 単位 参考㎡(m)価格

24090 (¥ 288)                 (¥ 404)                  枚 (¥ 18,180)          /㎡ 

24060 (¥ 216)                 (¥ 303)                  枚 (¥ 19,700)          /㎡ 

24040 (¥ 212)                 (¥ 297)                  枚 (¥ 29,110)          /㎡ 

19797 (¥ 331)                 (¥ 464)                  枚 (¥ 23,200)          /㎡ 

longhex (¥ 288)                 (¥ 404)                  枚 (¥ 23,430)          /㎡ 

9797 (¥ 166)                 (¥ 233)                  枚 (¥ 23,300)          /㎡ 

97hex (¥ 140)                 (¥ 196)                  枚 (¥ 22,540)          /㎡ 

widehex (¥ 353)                 (¥ 495)                  枚 (¥ 29,210)          /㎡ 

15075 (¥ 180)                 (¥ 252)                  枚 (¥ 21,670)          /㎡ 

wave (¥ 216)                 (¥ 303)                  枚 (¥ 27,880)          /㎡ 

plume (¥ 522)                 (¥ 731)                  枚 (¥ 38,740)          /㎡ 

47hex (¥ 1,066)              (¥ 1,493)               シート (¥ 20,160)          /㎡ 

circle (¥ 1,253)              (¥ 1,755)               シート (¥ 23,690)          /㎡ 

4747 (¥ 1,253)              (¥ 1,755)               シート (¥ 20,180)          /㎡ 

9747 (¥ 1,080)              (¥ 1,512)               シート (¥ 17,390)          /㎡ 

7323 (¥ 1,541)              (¥ 2,158)               シート (¥ 24,820)          /㎡ 

9747hex (¥ 1,440)              (¥ 2,016)               シート (¥ 27,220)          /㎡ 

※以下の形状は廃番となります。

　・delle

　・2323

　・lambda

※基本料金：1形状につき30,000円（税別）

※色調整手数料：1色追加につき5,000円（税別)

※ヘリテイジの金額計算方法については、オンラインショップやカタログをご確認ください。



送料価格変更について

燃料代の高騰をうけ、 2023年1月受注分より下記のように変更させていただきます。

（価格はすべて税別です）

会社、倉庫、ご自宅などへの納入の場合

お届け先 旧価格（1箱） 新価格（1箱）

関東・中部・北陸・関西 (¥ 630)                 (¥ 690)                 

東北・中国・四国 (¥ 778)                 (¥ 850)                 

九州 (¥ 1,000)              (¥ 1,080)              

北海道・沖縄 (¥ 1,444)              (¥ 1,560)              

工事中現場への納入の場合

お届け先 旧価格（1箱） 新価格（1箱）

関東・中部・北陸・関西 (¥ 930)                 (¥ 990)                 

東北・中国・四国 (¥ 1,078)              (¥ 1,150)              

九州 (¥ 1,300)              (¥ 1,380)              

北海道・沖縄 (¥ 1,744)              (¥ 1,860)              

 ※配送先、ご注文数量により送料が異なります。 

 ※品番の異なる製品は同一の梱包内に入れられない場合があります。 

 ※出荷量が多い荷物の一括納入や、時間指定が必要な場合は、チャーター便を手配するため
　 別途お見積りとなります。 
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