カジュアル
シリーズ

デザインセラミックタイル表札

DC・プレート

92×192×9 mm（約300g）

下記のプレートよりデザインを選んで色入れ、色無しの選択ができます。

10,500 円

2色入れタイプ

イタリアンシリーズに新カラー登場 ! !
15,000円

＋消費税
サイズ：146×146 ×10 mm（約460g）

■2色入れタイプ

■1色入れタイプ

14,000円

＋消費税

＋消費税

ICP -21

CCP-1

CCP-3

CCP-2

タイルNo.30 ホワイト
書体：漢字 No.18流隷体 英字 No.51アナスタシア
文字：凹オレンジ色 クローバー：凹ライトグリーン色

タイルNo.32 ワイン
書体：英字 No.48ドラコニアン
文字：凹白色 フラワー：凹ライトピンク色

9,500 円

1色入れタイプ

タイルNo.34 インディゴ
書体：英字 No.17隷書体4斜体
文字：凹白色 イラスト：凹ライトグリーン色

タイルNo.21 ブラウン
書体：英字 No.44クライスター
凹チョコレート色

CCP -4
タイルNo.36 アクアグリーン
書体：英字 No.50ダニエラ
文字：凹白色 蝶＆フラワー：凹イエロー色

ICP -24W

＋消費税

CCP-21

タイルNo.41 パステルオレンジ
書体：漢字/英字 No.2 丸ゴシック 中
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

CCP-22

タイルNo.30 ホワイト
書体：漢字/英字 No.17隷書体4
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

タイルNo.46 ラベンダーブルー

書体：漢字 No.15クラフト体2
英字 No.31フーツラM
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

CCP-25

タイルNo.42 チェリーピンク
書体：漢字/英字 No.2 丸ゴシック 中
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

タイルNo.44 ミントグリーン
書体：漢字 No. 19 京円 英字 No.50 ダニエラ
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

色入れ無しタイプ

CCP -30
タイルNo.30 ホワイト
書体：漢字 No.4デザイン明朝体
英字 No.32バルーン

太

8,500 円

CCP-26
タイルNo.47 ライトグリーン
書体：漢字 No. 18 流隸体 英字 No.3 明朝体 太
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

タイルNo.43 ライトブラウン

書体：漢字 No.2 丸ゴシック 中
英字 No.10 隸書体 3
文字/イラスト：凹コーヒーブラウン色

CCP-27
タイルNo.45 ライトブルー
書体：漢字 No. 5 楷書体 太 英字 No.3 明朝体 太
文字/ライン：凹コーヒーブラウン色

CCP -33

CCP -35

タイルNo.32 ワイン
書体：漢字 No.8隷書体1

タイルNo.33 ブラウン
書体：漢字/英字 No.10隷書体3

タイルNo.35 オリーブグリーン
書体：漢字/英字 No.8隷書体1

MTX-10

CCP-39
タイルNo.31 ブラック

書体：漢字 No.22金文体 英字 No.39ユニバーシティB

書体：漢字 No.19 京円 英字 No. 42 タイムズB

CCP-42
タイルNo.34 インディゴ
書体：漢字 No. 1 ゴシック 中
英字 No.48ドラコニアン

CCP-43
タイルNo.35 オリーブグリーン
書体：漢字/英字 No.14クラフト体1

CCP-40
タイルNo.32 ワイン
書体：英字 No.14クラフト体1

CCP-44
タイルNo.36 アクアグリーン
書体：漢字 No.8 隷書体1

CCP-41
タイルNo.33 ブラウン
書体：漢字/英字 No.15クラフト体2

CCP-45
タイルNo.37 シャドーブルー
書体：漢字/英字 No.12 ポップ体

タイルNo.23 グリーン
書体：漢字 No.20鯨海酔候 凹白色
英字 No.38サムライ 凹ゴールドメタリック青金色

メタックスプレート
メタックスプレート

23,000円 ＋消費税

CCP -32

ICP -27

タイルNo.24 サーモンピンク
書体：漢字 No.19京円 凹白色
英字 No.33クーパーR 凹ゴールドメタリック青金色

デコレーションプレート

サイズ：195×195×9 mm（約700g）

タイルNo.10

書体：漢字/英字 No.4 デザイン明朝体 太
飾り：凹ゴールドメタリック赤金色
プレート：レッドステンレスヘアーライン・文字：凹シルバーメタリック色

CCP-38

ICP -28

タイルNo.25 アイボリー
タイルNo.23 グリーン
書体：漢字 No.19京円 凹黒色
書体：漢字 No.8隷書体1 凹ゴールドメタリック赤金色
英字 No. 31 フーツラM 凹ゴールドメタリック赤金色 英字 No. 2 丸ゴシック 中 凹黒色

CCP-23

＋消費税

タイルNo.30 ホワイト

タイルNo.22 グレー
書体：英字 No.45 スタカット
凹ネイビー色

タイルNo.21 ブラウン
書体：漢字 No.22金文体 凹白色
英字 No.48ドラコニアン 凹ゴールドメタリック赤金色

ICP -26S
CCP-24

ICP -22

ICP -25

タイルNo.25 アイボリー
書体：漢字 No.21さむらい 凹コーヒーブラウン色
英字 No.47ブラッシュR 凹ブロンズメタリック色

ICP -23

CCP-20

イタリアン
シリーズ

MTX-12

DCP-10

タイルNo.12

書体：漢字/英字 No.14 クラフト体1
葉っぱ：凹グリーン色
プレート：ゴールドステンレスヘアーライン・文字：凹ブラウン色

セラミックタイル表札の注意事項
イタリアン/パステル/メタックス/デコレーション/
カジュアルの各シリーズ共通事項
1. タイル表札のサイズ変更（別寸）はできません。
2. タイルの種類とデザイン、凹面の色は自由に変更できます。
3. タイル表札は文字の大きさが１ｃｍ以下の場合や、特殊で
細かなロゴなどは製作できない場合があります。
4. セラミックタイルは焼物のため、色や柄などが全てのタイル
で多少異なります。
※ 書体は別紙、書体見本チラシをご覧下さい。
注 写真は印刷のため実際の商品とは色が多少異なる場合があります。

17,000円 ＋消費税 サイズ：195×195×9 mm（約700g）

■表札取り付け例■
接着剤

タイルNo.10

書体：漢字/英字 No.4 デザイン明朝体 太
文字：凹黒色/飾り：凹ゴールドメタリック赤金色

ミラーマット

〈表札 裏面〉

※接着剤は別売になります。

DCP-12

タイルNo.12

書体：漢字/英字 No.14 クラフト体1
文字：凹チョコレート色/葉っぱ：凹グリーン色

壁面（接着面）のホコリ・ゴミ等をきれいに取り除きます。
次に、図の様にミラーマット（厚手両面テープ）と接着剤を取り付
け 5〜10分間放置し接着剤の表面が少し乾いたのを確認してから
壁面に強く圧着します。
最後に、表札のズレや落下がないようにゆっくりと手を離してくだ
さい。
（接着剤が乾く前や付け過ぎた場合に取り付け後接着剤が
垂れてくる場合が有りますのでご注意下さい）
【接着剤は、約24〜48時間で完全に固まります。
（20℃）】
〈注意〉
ミラーマット（厚手両面テープ）は接着力が強いため、一度接着する
と動かないので、表札の水平を確認してから取り付けてください。
壁面のデコボコが大きい場合は表札を取り付けられない場合があります。
施工業者・工務店などに依頼され表札の接地面を造っていただくことを
おすすめします。

