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品　名 平（大）

品　番 ML-OY-□

実寸法（mm） 286〜306×143〜153×10〜22

１箱入数 0.71m²/箱

１箱重量 約17.5kg/箱

材料標準価格 ￥11,900/m²

形 状

品　名 平（中）

品　番 ML-OYN-□

実寸法（mm） 286〜306×63〜73×10〜22

１箱入数 0.70m²/箱

１箱重量 約17.5kg/箱

材料標準価格 ￥11,900/m²

形 状

LINE UP ラインナップ

ML-OY-00 ML-OY-10 ML-OY-20 ML-OY-30 ML-OYN-20 ML-OY-40

ML-OYB2-20

SPECIFICATIONS 製品仕様

※予告なく変更する場合がありますので、ご採⽤の際には最新のカタログで仕様をご確認ください。

商品検索 施⼯例集検索

外装壁タイル アートモザイク
コレクション

内装壁タイル 床タイル ⽯ 材 外装建材 壁 材 床 材 有孔ブロック その他

製 品 情 報 施 ⼯ 例 集 お問い合わせ
資料請求

トップページ > 製品案内 > 外装壁タイル > セメント系ストーン･ブリック > OYシリーズ（接着剤張り⼯法）

⼤ 中 ⼩ English カスタム検索 検索

製品情報
MAGICAL LIGHT STONE OY SERIES
マジカルライトストーンOYシリーズ（接着剤張り⼯法）

2020
カタログ
p.134

モルタル製品
標準品

価格 3,000円以下

シリーズ名をご記⼊ください

品番をご記⼊ください

カラーをお選びください ▼

20,000円以上

サイズ︓⻑さ(mm)

xxmm以上 〜 xxmm以下

サイズ︓幅(mm)

xxmm以上 〜 xxmm以下

サイズ︓厚さ(mm)

xxmm以上 〜 xxmm以下

カテゴリーをお選びください ▼

⽤途をお選びください ▼

イメージをお選びください ▼

3,000円以下 20,000円

検索する
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品　名 ボーダー＜限＞

品　番 ML-OYB-□

実寸法（mm）
235〜245×36〜41×10〜17

235〜245×36〜41×10〜25

１箱入数 0.75m²/箱

１箱重量 約14.5kg/箱

材料標準価格 ￥11,900/m²

形 状

品　名 ボーダー300

品　番 ML-OYB2-□

実寸法（mm）
286〜306×36〜41×10〜22

286〜306×36〜41×10〜27

１箱入数 0.68m²/箱

１箱重量 約14.0kg/箱

材料標準価格 ￥11,900/m²

形 状

品　名 曲り（大）

品　番 ML-OYH-□

実寸法（mm） ＊（190〜205＋43〜53）×143〜153

１箱入数 2.10m/箱

１箱重量 約11.5kg/箱

材料標準価格 ￥8,500/m

形 状

品　名 曲り（中）

品　番 ML-OYNH-□

実寸法（mm） ＊（190〜205＋43〜53）×63〜73

１箱入数 2.00m/箱

１箱重量 約11.5kg/箱

材料標準価格 ￥8,500/m

形 状

品　名 曲り（ボーダー）＜限＞

品　番 ML-OYBH-□

実寸法（mm） ＊（160〜175＋43〜53）×36〜41

１箱入数 2.70m/箱

１箱重量 約11.0kg/箱

材料標準価格 ￥8,500/m

形 状

品　名 曲り（ボーダー300）

品　番 ML-OYB2H-□

実寸法（mm） ＊（190〜205＋43〜53）×36〜41

１箱入数 1.80m²/箱

１箱重量 約11.5kg/箱

材料標準価格 ￥8,500/m

形 状

EXAMPLE OF CONSTRUCTION 施⼯例集
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S様邸 ファイブヒルズ欅 郡建設株式会社 本社展⽰場 （株）⼟屋ホーム⼾⽥公園住宅展⽰場

（株）ももみ堂 H邸 K邸 （株）開成コーポレーション 川越ハ
ウジングステージ

個⼈邸 近鉄学研奈良登美ヶ丘注⽂モデルハウ
ス

乃⽊會舘

NOTE 注 記

張り付け施⼯時の裏⾯処理（プライマー塗布）は不要です。
限︓ボーダー、曲り（ボーダー）は限定在庫品です。在庫量に限りがありますので、在庫状況の確認が必要です。在庫がなくなり次第廃番にさせていただ
きます。
＊曲りの実⼨法は内⼨法の表⽰です。

●タイルの品質について（共通注意事項）をご理解の上、ご採⽤ください。
●岩⽯の⾵合いを醸し出すため、個々の製品には⼤きな⾊幅を持たせています。
●セメント製品の特質上、⼨法に⾮常に⼤きなバラツキがあります。
●セメント製品の特質上、⽩華が⽣じることがあります。
●この製品は下段から張り上げてください（ボーダー単独での施⼯を除く）。
●⽬地は必ず1〜2mmお取りください。
●セメント製品の特質上、仕上げによる酸洗いはできません。
★平、コーナーともに1箱単位の出荷になります。端数出荷はできませんのでご了承ください。

会社案内 ｜ 推奨⼯事店 ｜ お問い合わせ ｜ 採⽤情報 ｜ プライバシーポリシー ｜ サイトマップ ｜
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