
RJ5704 RJ5705 RJ5706

RJ5701 RJ5702 RJ5703

巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント

巾92cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント

トルウイルス S トルウイルス S

抗ウイルス  抗菌  防かび 抗ウイルス  抗菌  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび

光触媒  消臭  抗菌  防かび 表面強化  撥水  防かび

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

準不燃

エアセラピ

ハードタイプ 撥水コート

巾92.5cm   フリージョイント
光触媒  消臭  抗菌  防かび

エアセラピエアセラピ

織物調 RJ5701〜5706



RJ5710 RJ5711 RJ5712

RJ5707 RJ5708 RJ5709

巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント

巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント

耐クラック エアセラピ

耐クラック エアセラピ

耐クラック エアセラピ

耐クラック エアセラピ エアセラピ+コート

耐クラック エアセラピ

耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

織物調



RJ5716 RJ5717 RJ5718

RJ5713 RJ5714 RJ5715

巾92cm   フリージョイント 巾92.5cm  21.3 30.8cm  無地張り可 巾92.5cm   フリージョイント

巾92cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント

エアセラピ+コート

ハードタイプ 撥水コート

ハードタイプ 撥水コート

エアセラピ エアセラピ

耐クラック 不燃 ハードタイプ

表面強化  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 耐クラック  抗菌  撥水  表面強化 防かび 表面強化  撥水  防かび

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

準不燃

RJ5707〜5718



RJ5722 RJ5723 RJ5724

RJ5719 RJ5720 RJ5721

巾92.5cm  30.4 46.3cm 巾92.5cm  64.1 92.5cm  エンボス 巾92.5cm   フリージョイント

巾92.5cm  30.9 92.5cm  無地張り可 巾92.5cm  64.2 92.5cm

巾92.5cm  30 46.2cm  エンボス 無地張り可

トルウイルス S 耐クラック エアセラピ

光触媒  消臭  抗菌  防かび 抗ウイルス  抗菌  防かび 耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび

防かび 防かび

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

エアセラピ+コート

エアセラピ

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

石目調



RJ5728 RJ5729 RJ5730

RJ5725 RJ5726 RJ5727

巾92.5cm  62.8 92.3cm  エンボス

巾92.5cm  32.1 46.3cm  エンボス 巾92.5cm  32.1 46.3cm  エンボス

巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント

耐クラック エアセラピ 耐クラック 不燃 耐クラック 不燃

防かび

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 耐クラック  抗菌  撥水  防かび 耐クラック  抗菌  撥水  防かび

エアセラピ+コート エアセラピ+コート

準不燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

RJ5719〜5730



RJ5734 RJ5735 RJ5736

RJ5731 RJ5732 RJ5733

巾92.5cm   フリージョイント巾92.5cm  30 46.2cm エンボス 無地張り可巾92.5cm  30 46.2cm  エンボス 無地張り可
光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

巾92cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント
防かび 防かび 防かび

エアセラピ+コートエアセラピ+コートエアセラピ+コート

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

カラー



RJ5740 RJ5741 RJ5742

RJ5737 RJ5738 RJ5739

巾92.5cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント

巾92cm  24 23cm 巾92.5cm  32.1 23.1cm  無地張り可 巾92.5cm   フリージョイント

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

表面強化  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび

ハードタイプ 撥水コート エアセラピ+コート

エアセラピ+コートエアセラピ+コートエアセラピ+コート

エアセラピ

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

RJ5731〜5742



RJ5746 RJ5747

RJ5743 RJ5744 RJ5745

巾92.5cm  21.3 30.8cm 無地張り可巾92.5cm   フリージョイント

巾92cm   フリージョイント 巾92cm   フリージョイント 巾92.5cm   フリージョイント

光触媒  消臭  抗菌  防かび光触媒  消臭  抗菌  防かび

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび

エアセラピ

エアセラピ エアセラピ

エアセラピ+コートエアセラピ+コート

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

カラー RJ5743〜5747



RJ5751 RJ5752 RJ5753

RJ5748 RJ5749 RJ5750

巾93cm  91.9 93cm プリント 無地張り可
光触媒  消臭  抗菌  防かび

巾93cm  125 93cm 巾93cm  125 93cm

巾92.5cm  64.3 92.5cm

巾93cm  125 93cm

巾92.5cm  123.8 92.5cm

防かび 防かび

防かび

防かび

防かびエアセラピ

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

マテリアル＆パターン RJ5748〜5753



RJ5757 RJ5758 RJ5759

RJ5754 RJ5755 RJ5756

巾92.5cm  64.2 46.2cm 

巾92cm  123.8 92cm巾92cm  92.8 92cm 抗ウイルス  抗菌  防かび

防かび防かび

巾92cm  93 92cm  1/2ステップ 巾92.5cm  64.2 46.2cm 巾92.5cm  64.2 46.2cm

防かび 防かび 防かび

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

トルウイルス S

マテリアル＆パターン



RJ5763 RJ5764 RJ5765

RJ5760 RJ5761 RJ5762

巾92.5cm  46 46.2cm 

巾92.5cm  64.2 46.3cm 巾93cm  23.1 23.2cm

光触媒  消臭  抗菌  防かび

抗ウイルス  抗菌  防かび 光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび巾92.5cm  64.2 92.5cm

巾92.5cm  12.8 13.2cm 巾92.5cm  32 46.2cm 

防かび

防かび 防かび

エアセラピ+コート

準不燃不 燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

エアセラピ

トルウイルス S

RJ5754〜5765



RJ5769

RJ5766 RJ5767 RJ5768

巾92.5cm  21.3 23.1cm

防かび

巾92.5cm  31.6 46.4cm  エンボス 無地張り可

巾92.5cm  2.5 2.6cmプリント 巾92.5cm  32.1 23.1cm

防かび

光触媒  消臭  抗菌  撥水  防かび 光触媒  消臭  抗菌  防かび

エアセラピ+コート エアセラピ

準不燃

準不燃

準不燃 準不燃

右壁5769  左壁5738  床E5007

マテリアル＆パターン RJ5766〜5769



RJ5770 RJ5771 RJ5772

巾93cm  32 46.4cm

耐クラック  抗菌  撥水  防かび 巾92.5cm  92 46.3cm 巾92.5cm  18.5 18.5cm  エンボス
防かび 防かび

準不燃不 燃 準不燃 準不燃

耐クラック 不燃

右壁5770  左壁5711

和調 RJ5770〜5772



RJ5776 RJ5777

RJ5773 RJ5774 RJ5775

巾92cm  46.5 92cmプリント 無地張り可

防かび

巾92.5cm  64.1 92.5cm 巾92cm   フリージョイント
防かび 防かび

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃

巾92.5cm   フリージョイント

巾92.5cm   フリージョイント

耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび

光触媒  消臭  抗菌  防かび

エアセラピ

耐クラック エアセラピ

和調 RJ5773〜5777



壁5773  天井5772  床E5031



準不燃不 燃

準不燃RJ5781 RJ5782 RJ5783

RJ5778 RJ5779 RJ5780

巾92.5cm  32 46.2cm巾92.5cm  16 30.8cm

巾92.5cm   フリージョイント 光触媒  消臭  抗菌  透湿  防かび透湿  防かび

防かび

巾92cm   フリージョイント 巾93cm   フリージョイント 巾92.5cm  32.1 46.2cm

光触媒  抗菌  防かび 耐クラック  光触媒  消臭  抗菌  防かび 透湿  防かび

エアセラピ 透湿

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃

光拡散 透湿

透湿

耐クラック エアセラピ

天井



準不燃不 燃 準不燃不 燃RJ5784 RJ5785

巾92.5cm   フリージョイント
透湿  防かび巾92.5cm  32 30.8cm

防かび 透湿

RJ5778〜5785



準不燃

準不燃不 燃

準不燃

準不燃

準不燃

準不燃RJ5789 RJ5790 RJ5791

RJ5786 RJ5787 RJ5788

巾92.5cm  31.5 61.6cm  1/2ステップ巾92.5cm   フリージョイント巾92cm   フリージョイント

巾92cm   フリージョイント巾92cm   フリージョイント巾92cm   フリージョイント

Ｆ 汚れ防止  抗菌  防かびＦ 汚れ防止  抗菌  防かびＦ 汚れ防止  抗菌  防かび

Ｆ 汚れ防止  抗菌  防かびＦ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび 光拡散 Ｆ 汚れ防止 抗菌  防かび

リフクリーン 汚れ防止

汚れ防止汚れ防止汚れ防止

アカルクリーン

汚れ防止



準不燃

準不燃

準不燃

準不燃不 燃

準不燃不 燃RJ5795 RJ5796 RJ5797

RJ5792 RJ5793 RJ5794

巾93cm  31.9 93cm エンボス 無地張り可 巾93cm  32.1 46.4cm 巾93cm  32.1 46.4cm

巾92.5cm  32 46.3cm巾92.5cm  32 46.3cm 巾92cm   フリージョイント

Ｆ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび Ｆ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび Ｆ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび

汚れ防止  表面強化  抗菌  防かび汚れ防止  表面強化  抗菌  防かび 光拡散 Ｆ 汚れ防止 抗菌  防かび

準不燃

アカルクリーンハードタイプ 汚れ防止ハードタイプ 汚れ防止

リフクリーンリフクリーン リフクリーン

RJ5786〜5797



準不燃不 燃 準不燃準不燃不 燃 準不燃 準不燃RJ5798 RJ5799 RJ5800準不燃不 燃 準不燃 準不燃

ハードタイプ 汚れ防止

巾92cm  32 46.1cm プリント 巾92.5cm  54 30.9cm 巾93cm  30.9 30.9cm

汚れ防止  表面強化  抗菌  防かび Ｆ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび Ｆ 汚れ防止  消臭  抗菌  防かび

リフクリーン リフクリーン

汚れ防止 RJ5798〜5800
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