
 -1-

平成 30 年 4 月 

お客様各位 

KY タイル株式会社 

 

拝啓  時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 
  平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 29 年 6 月発刊のタイル総合カタログ Vol.14 におきまして下記のような誤りがありました。 

お詫びし、訂正させていただきます。 

誠に恐れ入りますが、お手元のカタログを訂正の上ご使用いただきますようお願い申し上げます。 

 

                                                       敬具 
正 誤 表 

 

平成 30 年 4 月 10 日現在 

ページ 商品名 訂正箇所 誤 正 

65 ソフティ 
商品スペック・形状図 

寸法（SF-542/T-520）） 
44×54×7.4 ㎜ 47×54×7.4 ㎜ 

78 アクア館 生産区分（SB210） 注文生産品 標準品 

97 ホワイトカラー 生産区分 標準品 限定品 

105 マーロン 注意文 LAP-2（グレー） LAP-1（白） 

117 バチェスタ 生産区分 標準品 限定品 

129 ストリームボーダー 標準価格(SEMU/S) 3,600 円/ｍ 3,600 円/㎡ 

138 ナチュラルＳ 品番 
NATC 

NATM 
準 NATC 

準 NATM 

146 チェラミス 形状図（CYM10M/S） 

  

147 チェラミス 商品画像品番 CYM10F/S-001～007 CYM10M/S-001～007 

172 チェンジア 生産区分 標準品 限定品 

181 セーグル・エポカＩ 入数(EPIC/S) 22 シート 40 シート 

190 シャドー 
商品スペック・実寸法 

VE452VSM/S 
（45+45）×45×7 ㎜ （45+45）×95×7 ㎜ 

191 ワコン 
商品スペック・実寸法 

WN452M/S 
（45+45）×95+7 ㎜ （45+45）×95×7 ㎜ 

194 釉蘭 標準価格(YRM/S) 1,900 円/シート 1,900 円/ｍ 

198 ガーラモザイク 品番 

GA452/S 

GA452C/S 

GA452M/S 

準 GA452/S 

準 GA452C/S 

準 GA452M/S 

198 ガーラモザイク 
生産区分（3M・5M・6M・

7M・8M・10M） 
注文生産品 準生産品 

198 ガーラモザイク 
生産区分 

（1M・2M・4M・9M・11M） 
標準品 準生産品 

198 ガーラモザイク 
生産区分 

（GA452/S-0F・0S） 
標準品 注文生産品 

198 ガーラモザイク 注意文追加 
準印は準生産品です。バラ石在庫のためご注文いただいてから 
加工いたしますので、納期をご確認ください。 

214 チャームストーン 用途区分 受マット面(M)・半磨き面(PG) マット面(M)・半磨き面(PG) 
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215 チャームストーン 商品スペック 

 

CVH600R(M・PG) 

 
 
CVH360R(M・PG) 

 

 

CVH300R(M・PG) 

 

CVH600R 

CVH600M 

少 CVH600PG 

 CVH360R 

 CVH360M 

受 CVH360PG 

 CVH300R 

受 CVH300M 

受 CVH300PG 

215 チャームストーン 注意文追加 
少印は少量在庫品です。在庫を確認の上、ご発注ください。 
品切れの場合は納期をご確認ください。 

217 ニューヨーカー 
商品スペック横 

屋外床マーク 
屋外床× 屋外床○ 

225 メトロ 
製品画像及び 

製品番号 

MTO-30-6 

MTO-30-7 
台紙及び現物確認をお願いします 

MTO-30-7 

MTO-30-6 
台紙及び現物確認をお願いします 

226 エレガントクォーツ 
商品スペック・形状図 

厚み・入数（EQZ36） 

9.5 ㎜ 

6 枚入 

9 ㎜ 

7 枚入 

226 エレガントクォーツ 
商品スペック・形状図 

厚み（EQZ30） 

9 ㎜ 

11 枚入 

8.5 ㎜ 

12 枚入 

228 バルバ 
商品スペック・形状図 

厚み（BRB-36） 

10 ㎜ 

6 枚入 
9.5 ㎜ 

7 枚入 

229 アトランティス 
商品スペック 

重量（48 角平） 
－ 16 ㎏/ケース 

229 アトランティス 
標準価格（ALA-30） 

標準価格（ALA-30K） 

5,300 円/㎡ 

5,500 円/㎡ 

5,900 円/㎡ 

5,700 円/㎡ 

229 アトランティス 生産区分 ALA30M/S 限 ALA30M/S 

252 ミラビビッド 
品番価格帯 

（ライトグレー） 

MV300-A604(10) 1  

MV400-A804(11.5) 1 

MV600-6A604(10) 1 

MV300-A604(10) 2  

MV400-A804(11.5) 2 

MV600-6A604(10) 2 

252 ミラビビッド 製品変更 MV600-PW60185（スペシャルレッド） MV600-PSR6806（パーシモンレッド）

252 ミラビビッド 
商品スペック・形状図 

厚み 

(MV300)9～13.5 ㎜ 

(MV400)8.5～11.5 ㎜ 

（MV600）9～13.5 ㎜ 

(MV630)10～13.5 ㎜ 

8.5～11.5 ㎜ 

252 ミラビビッド 注意文追加 
クリスタルタソスにつきましては、入庫ロットにより厚みが異なる場合が

ございます。厚みの変動に伴い入り数も変わる場合もございます。 

256 ミラグロール 生産区分マーク MG400-4206 限 MG400-4206 

256 ミラグロール 品番（サイズ） MGN600-62218（400 角） MGN600-62218（600 角） 

256 ミラグロール 生産区分 

MG300-3085・MGN300-3002 

MG400-4085・MGN400-4001 

MGN300-3B301・MGN300-3B302

MGN400-4B401・MGN400-4B402

限 MG300-3085・限 MGN300-3002 

限 MG400-4085・限 MGN400-4001 

限 MGN300-3B301・限 MGN300-3B302

限 MGN400-4B401・限 MGN400-4B402

276 エージープラス 
商品スペック・形状図 

厚み(AGP-S・N・F) 
9 ㎜ 8.5 ㎜ 

293 スプリット 厚み（SPG-16） 25～35 ㎜ 20～30 ㎜ 

297 セスペール 材質 天然石 石英岩 

297 セスペール 
生産区分 

(SSP-1403・2403) 
標準品 限定品 

298 クォーツ 生産区分 RAN-44・RAN-44S 限 RAN-44・限 RAN-44S 

332 
タイルクリップ 
フィックスプラス 

対応厚み 

品番 

タイル厚み 15 ㎜～25 ㎜まで対応可能 

TT500L-2 

タイル厚み 13 ㎜～23 ㎜まで対応可能

TT500M-2 

347 ドゥーウォーク 商品名索引 600×300・300 角・150 角/DW 600×300/DW 

347 モーリー 商品名索引 150 角/MO 150 角/P15-MO 

348 ドゥーウォーク 品番索引（ＤＷ） 
ドゥーウォーク/ 

600×300・300 角・150 角 
ドゥーウォーク/600×300 

348 モーリー 品番索引（ＭＯ） MO P15-MO 

以上 


