
RH-7299 RH-7301

準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝ ↕72.7㎝ ↕ 92.5㎝巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93.2㎝

RH-7299 NEW RH-7300 RH-7301

サイクル消臭 防カビ防カビ

アースディスプレイ
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RH-7302 RH-7303

RH-7304 RH-7305 不燃掲載

RH-7302 RH-7303

RH-7304 RH-7305

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
板巾 ↕7.5 〜 10㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ パイン 巾93㎝ ↕125.2㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　パイン
板巾↕38.8 〜 86.2㎝ ↕9 〜 9.5㎝ 目地巾0.1 〜 0.2㎝

サイクル消臭 防カビ

防カビ
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108 不燃　防火種別 1-4　H108

アースディスプレイ
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RH-7309RH-7308RH-7307

不燃掲載

RH-7306 NEW RH-7307 NEW RH-7308 RH-7309
巾93㎝ ↕125.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　 
板巾 ↕ 6.7 〜 8㎝　目地巾0.1㎝

巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　
板巾 ↕ 約4㎝　目地巾約0.1㎝

防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

アッシュオーク パイン巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93.3㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7310 RH-7311

RH-7312 RH-7313 不燃掲載

オーク板目

RH-7310 NEW RH-7311

RH-7312 RH-7313

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 　　　米杉　　　　　　　 
板巾 ↕ランダム 3.9 〜 12㎝　

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝　板巾 ↕11.5 〜 12㎝

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　

防カビ

防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

パイン板目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 　　　　ウォールナット板目
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

※引っかきキズが目立ちやすい商品です。化粧層の扱いに
ご注意願います。

防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7316RH-7315RH-7314

不燃掲載

パイン

RH-7314 RH-7315 RH-7316
巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　 
板巾 ↕ランダム 5 〜 24.5㎝　

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝　　　 
板巾 ↕ランダム 2.5 〜 9.5㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝

防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 不燃　防火種別 1-4　H108

パイン 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝　板巾 ↕ 約10.2㎝
サイクル消臭 防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7317 RH-7319

不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　H109不燃　防火種別 1-4　H108

RH-7317 RH-7318 RH-7319

防カビ

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝　巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝　
サイクル消臭 防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7320 RH-7322RH-7320ジョイント例

※柄の特性により、ジョイントが目立つ場合があります。

RH-7320 NEW RH-7321 NEW RH-7322
巾93㎝ ↕39.4㎝ ↕ 93㎝（ステップ柄合わせ）　　　　　　 
レンガ寸法 ↕5.5 〜 6㎝ ↕ 約20㎝　目地巾約1㎝　

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.3㎝　　　　　　 
タイル寸法 ↕約7㎝ ↕ 約14.7㎝　目地巾0.6 〜 1㎝　

防カビ防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

アースディスプレイ
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RH-7323 RH-7324

RH-7325 RH-7326
リフォーム

不燃掲載

巾93.5㎝ ↕47㎝ ↕ 93.5㎝ 
レンガ寸法 ↕約4㎝ ↕13 〜 15㎝　目地巾約1.5㎝　

巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
タイル寸法↕約7.5㎝ ↕ランダム6 〜 40.4㎝　目地巾0.1 〜 0.3㎝

RH-7323 RH-7324

RH-7325 RH-7326

巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝ 
レンガ寸法 ↕約3.5㎝ ↕ランダム 3.5 〜 8.4㎝　
目地巾0.5 〜 1㎝　

巾93㎝ ↕79㎝ ↕ 93㎝ 
レンガ寸法 ↕5.5 〜 6㎝ ↕17.5 〜 18㎝　目地巾0.5 〜 1㎝

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ 表面強化

防カビ

防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

不燃　防火種別 1-4　H108

準不燃　防火種別 2-3　H107

不燃　防火種別 1-4　H108

リフォームおすすめ

アースディスプレイ
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RH-7327 RH-7328

RH-7328RH-7327

62.5㎝
47㎝

リフォーム

RH-7327 NEW RH-7328
巾93㎝ ↕62.5㎝ ↕ 93㎝
レンガ寸法 ↕約4.5㎝ ↕18㎝　目地巾約0.4 〜 0.8㎝　
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ
巾93㎝ ↕47㎝ ↕ 93.2㎝
防カビ

アースディスプレイ
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RH-7329 RH-7331 RH-7332

不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　H108 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝
レンガ寸法 ↕約5.5㎝ ↕ 約17.5㎝　目地巾約1㎝　

巾93.5㎝ ↕60㎝ ↕ 93.5㎝
レンガ寸法 ↕4 〜 5.5㎝ ↕17 〜 19㎝　目地巾ランダム

RH-7329 RH-7330 RH-7331 RH-7332

防カビ 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H107

防カビ

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝　

アースディスプレイ
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RH-7336RH-7335RH-7334

不燃掲載

※見る角度によって光の反射を受け、直径 1 センチ程度の複
数の粒上の柄が見えますが、これはエンボスの形状（デザ
インの一部）です。

RH-7333 NEW RH-7334 NEW RH-7335 NEW RH-7336 NEW
巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 防カビ 防カビ

アースディスプレイ
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RH-7339RH-7338　※横貼りRH-7337

125㎝

RH-7339RH-7338

93㎝

125㎝

93㎝

93㎝

60.6㎝

RH-7337

不燃掲載※有効巾以外の位置で施工を行うと、巾ごとにジョイント部の見え方が異なり、
違和感が生じます。

※ジョイント部に、部分的にリピート柄を配置しています。柄合わせの目印にして
施工をお願いします。

不燃　防火種別 1-4　H108巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
板巾 ↕124.8㎝ ↕ 9 〜 9.5㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝　 

準不燃　防火種別 2-3　H108巾93㎝ ↕60.6㎝ ↕ 93㎝ 

RH-7337 RH-7338 RH-7339
準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ （ステップ柄合わせ）
板巾 ↕ 約46.5㎝　目地巾0.3㎝　 

防カビ 防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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