
●各商品の詳細、品質性能基準については、ガーデンエクステリア商品総合カタログまたは、ホームページをご覧下さい。
●各商品の参考施工図、歩掛表については、ホームページに掲載しているCADデータをご参照下さい。

【仕様変更及び掲載写真について】商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。また、生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。
商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

ティーナ［ai］には5つの意匠があります。
意匠はランダムに納品されます。
販売単位は1個からとなりますが、
ご発注の際、意匠の指定はできません
のでご了承下さい。

乱張り作業時の端部処理が
容易にできます。

6個1セット販売
（ティーナ［ai］3個分）
※1m当り1.2セット使用
※数種類の意匠があります。
　意匠はランダムに納品されます。

締め固めの際は、表面テクスチャーを保護するためにゴム付き等の
コンパクターをご使用下さい。

カッシア［ai］・バレリア［ai］・フラミア［ai］・アッピア［ai］・ティーナ［ai］

人と環境へ、愛を込めて。

リサイクル商品の環境保全効果

本商品は、原料にリサイクル材を使用していますので、天然資源の使用量を抑える
ことができます。また、廃棄物の軽減化にも貢献します。

表面テクスチャー
（カッシア［ai］・バレリア［ai］・
 フラミア［ai］・ティーナ［ai］）

表面テクスチャー
（アッピア［ai］）

●全カラーにおいて、多色
の混合を自在に変化させ
て自然な風合いを表現して
います。
●テクスチャーは、天然石
から写し取ったリアルな表
情です。
●幅5～6mm、深さ15mm
の疑似目地を施しています。
（カッシア［ai］230、アッピア
［ai］230、ティーナ［ai］）

カッシア［ai］・バレリア［ai］・フラミア［ai］・アッピア［ai］・ティーナ［ai］

ティーナ［ai］コーナーパーツについて

足音が軽やかに。

舗装材からはじまる、楽しい時間。
と き
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ユニソン西日本 近畿営業部　　 ／〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号　　　　　　　　   TEL 072-829-0606　FAX 072-829-0616
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舗装材
セレクトカタログ

ティーナ［ai］の5つの意匠について
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NEW 

組み合わせて心楽しく、
夜のシーンも味わい深く。
天然石と見間違うほどの意匠を持つ舗装材。

並べるだけで美しい石畳を表現するだけでなく、

さまざまな表情や色を組み合わせれば個性豊かな空間を描きます。

その趣きある景観は毎日の暮らしにやさしく寄り添いながら

行き交う人たちの心を楽しく、足どりを軽やかにしてくれるのです。

夕暮れ時には、あたたかなライトの光に照らされ、

昼間とは違う、しっとりとした味わい深い表情に。

訪れる人たちを穏やかに迎え入れ、

昼も夜も私たちを楽しませてくれます。

▲

P10バレリア［ai］345PAT.・バレリアステップ［ai］345PAT.

▲

P10フラミア［ai］280

▲

P11ティーナ［ai］PAT.

▲

P12リビオ［ai］スリット60

▲

P12リビオ［ai］60･80

▲

P13ラダム［ai］60･80

▲

P13ビバラス［ai］洗い出し透水60･80

▲

P14クーラス［ai］遮熱透水60･80

カッシア［ai］230･115PAT.

▲

P11アッピア［ai］230･115PAT.

▲

P09
カッシア［ai］230/80･115/80PAT.

I N D E X

施 設

集合
住宅

戸建
住宅
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舗装デザイン実例集

バレリア［ai］／バレリアステップ［ai］：アルテシルバー▶P10
カッシア［ai］：アルテグレー▶P09

バレリア［ai］：アルテグレー▶P10

リビオ［ai］スリット／リビオ［ai］：ベーシュ▶P12アッピア［ai］：カミノグレー▶P11

アッピア［ai］：カミノイエロー、カミノグレー▶P11

バレリア［ai］／バレリアステップ［ai］：アルテグレー▶P10

フラミア［ai］：アルテシルバー、アルテグレー▶P10

カッシア［ai］：アルテイエロー▶P09ティーナ［ai］：アルテベージュ▶P11

戸 建 住 宅
住まう人の想いをカタチにする空間。
豊かな表情が、
日常をあざやかに彩ります。
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集 合 住 宅 住人みんなが利用する共有スペース。
やわらかな表情がコミュニティをあたたかく包み、つながりを深めます。

アッピア［ai］：カミノシルバー、カミノグレー▶P11

アッピア［ai］：カミノシルバー▶P11

バレリア［ai］：アルテイエロー▶P10ラダム［ai］：ストーンブラウン▶P13

リビオ［ai］：ベージュ▶P12

アッピア［ai］：カミノグレー、カミノシルバー▶P11

ティーナ［ai］：アルテベージュ▶P11

カッシア［ai］：アルテシルバー▶P09
バレリア［ai］：アルテグレー▶P10

施  設
多くの人をあたたかく迎え入れる
アプローチは、軽やかな足どりで
出会いをやさしくむすびます。

0605
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ティーナ［ai］はランダムに並べる
だけで、乱形張りの表情が演出
できます。

2種類の組み合わせで
変化のあるデザインが生まれます。

3つの敷きパターンで
様々な表情に変化します。

ティーナ［ai］

カッシア［ai］230

アッピア［ai］230

例）リビオ［ai］スリット60

形状を活かした基本パターン。
気品ある印象を与えます。

カッシア［ai］115バレリア［ai］345／カッシア［ai］230・115

カッシア［ai］230

カッシア［ai］230

ピンコロ風の石畳が、乾式施工でスピーディにできるため、
工期短縮やコスト削減につながります。

乾式施工で
工期短縮、コスト削減。

疑似目地により、
並べるだけでランダムな石畳や
乱形張りが容易に表現できるため、
コストパフォーマンスに優れています。

並べるだけで
ランダムな石畳を
表現。

アッピア［ai］115　カッシア［ai］115　

バレリア［ai］345 カッシア［ai］230・115

バレリア［ai］ カッシア［ai］

リビオ［ai］スリット60 リビオ［ai］60

リビオ［ai］スリット リビオ［ai］

フラミア［ai］280 カッシア［ai］115

フラミア［ai］ カッシア［ai］

リビオ［ai］300角 リビオ［ai］300角モザイク

リビオ［ai］300角 300角モザイク

例）カッシア［ai］230

縦・横の目地がまっすぐ一本通る
パターン。モダンな印象になります。

例）フラミア［ai］280

組 敷

縦・横の目地が交差したパターン。
動きのあるデザインが楽しめます。

み合わせ 設パターン
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約60

345

345

個人邸／アルテシルバー、アルテイエロー、アルテベージュ

静かな石畳の再現。

静かに美しいラインを描く、石畳の表情。

石畳の時間はさらに広がる。

古代ローマ「カッシア街道」のような天然石の広がりと温かみ。石英岩の薄い層の段差を
再現した表情に、車両乗入れ部の施工が容易な厚さ80mmタイプが加わりました。
石畳の風合いで駐車スペースと歩行スペースをトータルコーディネートできます。

美しいラインを描くボーダー形状の舗装材。敷設パターンによってモダンな印象を与えたり、
植栽と組み合わせて緑化機能を持たせるなど、広がりのあるデザインが可能です。

天然石の表情を極めた345角の舗装材バレリア［ai］。側面にも仕上げを施した
バレリアステップ［ai］と併せることで階段やテラスにもお使いいただけます。
カッシア［ai］との組み合わせで石畳のような奥行きがさらに広がり、デザインの変化も楽しめます。

フラミア［ai］280

バレリア［ai］345PAT.・バレリアステップ［ai］345PAT.

バレリア［ai］345・
バレリアステップ［ai］345

アルテシルバーアルテシルバー

アルテシルバー

アルテグレーアルテグレー

アルテグレー

アルテイエローアルテイエロー

アルテイエロー

アルテベージュアルテベージュ

アルテベージュ

※目地込みの寸法表示です。
※天然石を表現した商品ですので、厚み寸法に幅を持たせてあります。
※230は疑似目地を施していますが、230/80、115/80、115には
疑似目地を施していません。

※目地込みの寸法表示です。
※天然石を表現した商品ですので、
厚み寸法に幅を持たせてあります。

※目地込みの寸法表示です。
※天然石を表現した商品
ですので、厚み寸法に幅を
持たせてあります。

50

約60

280

基本コーナー兼用

アルテグレー

アルテベージュ

アルテシルバー

アルテイエロー

●特殊目地キープを
突き合わせて施工
して下さい。

個人邸／アルテイエロー

商品名 色 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

カッシア［ai］230／80　　　　　　　　　
アルテシルバー 
アルテグレー 
アルテイエロー 
アルテベージュ

201円 　
7,600円/㎡

37.8/㎡ 230×115×約80 4.6

カッシア［ai］115／80　　　　　　　　　 100円 　 75.6/㎡ 115×115×約80 2.3

カッシア［ai］230 182円 　
6,880円/㎡

37.8/㎡ 230×115×約60 3.4

カッシア［ai］115 91円 　 75.6/㎡ 115×115×約60 1.7

Ⓡ

115／80※・115

230

115

約80
約60

115

115

約60

230

115

約80

230

特 徴

特 徴

寸法図（mm）

寸法図（mm）

寸法図（mm）

受注後生産品

受注後生産品

　　 カッシア［ai］230／80･115／80PAT.

カッシア［ai］230･115PAT.

NEW

※「カッシア［ai］230/80」「カッシア
［ai］115/80」は受注後生産品です。

ご発注後の生産となりますので納期に約20日
かかります。納期をご確認下さい。また、ご発注
数量は1色当り50㎡を最小単位とします。

230／80※

NEW

NEW

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

バレリア［ai］345 アルテシルバー
アルテグレー
アルテイエロー
アルテベージュ

345角
819円 6,880円/㎡ 8.4/㎡

345×345×約60 15.5
バレリアステップ［ai］345 1,057円 ー 　 ー　　

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

フラミア［ai］280
アルテシルバー 
アルテグレー 
アルテイエロー 
アルテベージュ

基本コーナー兼用 96円　 6,880円/㎡ 71.4/㎡ 280×50×約60 1.7

●路盤をコンクリート施工する手間なく
駐車スペースと歩行スペースを
トータルコーディネート。
同意匠の平板「バレリア［ai］」を
組み合わせれば、デザインの幅が
さらに広がります。

●車両乗入れ部

●歩行部

※乗入れ台数等の諸条件によって施工断面図が変わりますので 
　現場にあわせて施工して下さい。

こんな組み合わせも可能！

カッシア［ai］230／80

カッシア［ai］230
バレリア［ai］345

■カッシア［ai］230/80 ■カッシア［ai］230NEW

注意点

 目地砂 幅2～3

サンドクッション

クラッシャーラン
（C-30又はRC-30）

路床

25
0

15
0

20
80

目地砂 幅2～3

サンドクッション
クラッシャーラン
（C-30又はRC-30）
路床

19
0

10
0

30
60

●バレリアステップ［ai］

商品の側面がテーパー形状になっているた
め、突き合わせて並べるだけで幅4～8mm
の目地が確保できます。また、バレリアステッ
プ［ai］は側面にも仕上げが施してありますの
で、階段の段鼻にもご利用いただけます。

●バレリア［ai］・バレリアステップ［ai］

奥行きが345mmあるので、十分な
踏面寸法が確保できます。

階段の使用例

345mm
〈段鼻・踏面〉
バレリアステップ［ai］：
アルテベージュ
〈舗装材〉バレリア［ai］：
アルテベージュ

バレリアステップ［ai］は5面仕上げとなって
います。（バレリア［ai］は1面仕上げです）
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115

約60

230

マンション／ベージュ   リビオ［ai］：ベージュ

個人邸／アルテイエロー

マンション／カミノイエロー、カミノブラウン

乱形石張りの表現を極める。

踏みしめた時間までも描き出す。
モノトーンの静けさとナチュラルなぬくもりを持ったリビオ［ai］に、洗練されたボーダー形状が登場。
静かな表情の中に佇むスリットの装いがリビオ［ai］の世界を広げます。

古代ローマの街道「ティブルティーナ街道」から名付けられた「ティーナ［ai］」。石英岩の乱形張りを今までにない
リアルな色合いで表現。疑似目地が施された商品を並べるだけで、本格的な石張りの世界を容易に演出できます。

流行に左右されない自分サイズの暮らし。モノトーンの静けさとナチュラルなぬくもり。
洋の空間にも和の空間にもシンプルに寄り添うちょっとモダンな平板です。

古代ローマの街道「アッピア街道」の名の通り、天然石を思わせる自然な色の配合と花崗岩の表情が
深い味わいを醸し出しています。疑似目地によって、並べるだけでランダムな美しい石畳が出現します。

リビオ［ai］スリット60

リビオ［ai］60・80ティーナ［ai］PAT.

アッピア［ai］230･115PAT.

シルバー

シルバー グレー

ベージュ ブラウン

アルテシルバー

カミノシルバー
グレー

アルテグレー

カミノグレー

ベージュ

アルテイエロー

カミノイエロー
ブラウン

アルテベージュ

カミノブラウン

※目地込みの
寸法表示
です。

※目地込みの寸法表示です。

※目地込みの寸法表示です。
※天然石を表現した商品ですので、
厚み寸法に幅を持たせてあります。

※目地込みの寸法表示です。
※サイズ表記の長さ、幅は最大値です。
また天然石を表現した商品ですので、
厚み寸法に幅を持たせてあります。

230

390約45

290

静かな時間と、ナチュラルなぬくもり。
と　き

60

150

600

●リビオ［ai］と組み合わせることで
様々なデザインが楽しめます。

●幅6mm、深さ5mmの
疑似目地を施しています。
●階段の蹴上げ部材とし
てもご利用いただけます。

●目地の振動を軽減
継目部分意匠と表面意匠を同じ形状にすることで、継目部分と表面意匠の段差
による振動が一定間隔で継続。車イスやベビーカーでの走行時の不快な継目段
差による振動が感じにくくなりました。〈当社比〉
●スリップ防止
グリッドライン意匠が滑り止めとなり、歩行中のスリップ転倒事故を防ぎます。

階段の使用例

〈蹴上げ〉カラー：グレー

静かでありながら、存在感のあるボーダーライン。

60
※80 60

300

300 300

600

60
※80 60

300

300 300

600

60

300

300

※「厚さ80mmのグレーとブラウン」は受注後生産品です。ご発注後の生産となりま
すので納期に約20日かかります。納期をご確認下さい。
また、ご発注数量は1色当り50㎡を最小単位とします。

リビオ［ai］ 300角モザイク PAT.

115

約60

115

115

寸法図（mm） 寸法図（mm）

寸法図（mm）

特 徴

特 徴

300角 600×300300角
モザイク

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

リビオ［ai］60
シルバー 
グレー 
ベージュ
ブラウン

300角
590円 6,549円/㎡ 11.1/㎡ 300×300×60 12.3

300角モザイク
600×300 1,180円 6,608円/㎡ 5.6/㎡ 600×300×60 24.6

リビオ［ai］80
シルバー 

グレー　　　　　　
ベージュ

ブラウン　　　　　　
300角 700円 7,770円/㎡ 11.1/㎡ 300×300×80 16.4

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

リビオ［ai］スリット60
シルバー 
グレー 
ベージュ
ブラウン

600×150 590円 6,549円/㎡ 11.1/㎡ 600×150×60 11.3

商品名 色 本体価格（税別）
（1個・セット当り） 1㎡・m価格（税別） 販売単位 使用個・セット数

（1㎡・m当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個・セット）

ティーナ［ai］ アルテシルバー 
アルテグレー 
アルテイエロー 
アルテベージュ

480円/個 6,864円/㎡ 1個 14.3個/㎡ 390×290×約45 7.1/個

ティーナ［ai］コーナーパーツ 2,600円/セット 3,120円/m 1セット（6個） 1.2セット/m 870×250×約45 21.3/セット

※ティーナ［ai］コーナーパーツについては裏表紙をご覧下さい。

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

アッピア［ai］230 カミノシルバー 
カミノグレー 
カミノイエロー 
カミノブラウン

1面ショット
182円

6,880円/㎡
37.8/㎡ 230×115×約60 3.4

アッピア［ai］115 91円 75.6/㎡ 115×115×約60 1.7

寸法図（mm）

受注後生産品

受注後生産品
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いつまでも変わらない石の温もり。

天然石を敷き詰めたような自然の色の重なりと、豊かな色幅の競演。個性が共鳴し合いながら
生み出される表情。それぞれが滲むような色合いとなって穏やかな空間を演出します。

天然石の表情が美しい洗い出し舗装材。天然骨材を使用しているため色褪せなく、いつまでも
変わらない美しさを保つことができます。また透水機能を持ち、降雨時に水たまりができにくいのも特徴です。

ラダム［ai］60･80

ビバラス［ai］洗い出し透水60･80

ナチュラルベージュ ナチュラルホワイト

ナチュラルグレー

※目地込みの寸法表示です。

※目地込みの寸法表示です。

滲むような色合いを敷き詰める。
にじ

60
※80 60

※80

200
60
80

200

200

60
80

200

400

100

100

500100

100
100

60
※80 60

※80

200
60
80

200

200

60
80

200

400

100

100

500100

100
100

200×100 100角

乾いた状態 湿潤状態

ストーングレー ストーンブラウン

ストーンベージュ

ヒートアイランド現象を緩和する、自然環境に配慮した遮熱性舗装材。反射率が高く、
熱を蓄積しにくい骨材を使用しているため、日中の路面への熱の蓄積を抑え、夜間の熱の放射を軽減します。
路面温度の低減効果が高い舗装材として、「クールブロックペイブ®」に全色認定されました。

●色混ぜ技術により、色ムラを特徴としています。製
法上、色ムラのかたよりが色幅として大きくなる場合
があります。

●天然石を使用しているため退
色がなく、年月を重ねるごとに美
しい輝きを見せます。また濡れた
状態では色の風合いがさらに深
まります。

●ラダム［ai］は乾いた状態と湿潤状態では違った
味わいの色となります。

●寒冷地でのご利用について
寒冷地でのご利用は、凍害によ
り割れ及びヒビが入る場合があ
りますのでご注意下さい。
●透水機能について
透水機能は経年変化（目詰まり）
で低下します。定期的な高圧洗
浄による清掃をお勧めします。

●水たまり等を抑え、滑り
にくい仕様です。
●側溝に流れる雨水を軽
減し、氾濫防止にも効果
的です。
●雨水を地中に戻し、樹
木等の生育を促します。

夜間の放射熱を軽減する遮熱性舗装材。

※「厚さ80mm」は
受注後生産品です。

ご発注後の生産となりますの
で納期に約20日かかります。
納期をご確認下さい。また、
ご発注数量は1色当り50㎡
を最小単位とします。

60
※80

300

300

店舗／シルキーベージュ、シルキーグレー、シルキーブラウン
〈舗装材〉ビバラス［ai］洗い出し透水：ナチュラルベージュ

シルキーホワイト
（認定番号：CBP-JIPEA 遮熱1511号）クールブロックペイブ ® 認定色

シルキーブラウン
（認定番号：CBP-JIPEA 遮熱1514号）クールブロックペイブ ® 認定色

シルキーベージュ
（認定番号：CBP-JIPEA 遮熱1510号）クールブロックペイブ ® 認定色

シルキーグレー
（認定番号：CBP-JIPEA 遮熱1513号）クールブロックペイブ ® 認定色

※目地込みの寸法表示です。

●寒冷地でのご利用について
寒冷地でのご利用は、凍害により割れ及びヒビが
入る場合がありますのでご注意下さい。
●透水機能について
透水機能は経年変化（目詰まり）で低下するため、
定期的な高圧洗浄による清掃をお勧めします。

※「厚さ80mm」は受注後生産品です。
ご発注後の生産となりますので、納期に

約20日かかります。納期をご確認下さい。また、
ご発注数量は1色当り50㎡を最小単位とします。

洗い出し舗装材

ク ー ル
ブロック
ペイブⓇ

クーラス［ai］遮熱透水60･80

遮熱性舗装材［クールブロックペイブ®］

注意点

注意点

注意点

特 徴

特  性

特  性

特 徴

※「厚さ80mm」は受注後生産品です。
ご発注後の生産となりますので納期に約

20日かかります。納期をご確認下さい。また、ご発注
数量は1色当り50㎡を最小単位とします。

60
80

300

300

※

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

クーラス［ai］遮熱透水60 シルキーホワイト
シルキーベージュ
シルキーグレー
シルキーブラウン

300角
684円 7,600円/㎡

11.1/㎡
300×300×60 10.3

クーラス［ai］遮熱透水80　　　　　　 765円 8,500円/㎡ 300×300×80 13.9

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

ビバラス［ai］洗い出し透水60 ナチュラルベージュ
ナチュラルホワイト
ナチュラルグレー

300角
675円 7,500円/㎡

11.1/㎡
300×300×60 10.3

ビバラス［ai］洗い出し透水80　　　　　　 747円 8,300円/㎡ 300×300×80 13.9

商品名 色 規格・名称 本体価格（税別） 1㎡価格（税別） 使用個数（1㎡当り） サイズ L×W×H（mm） 重量（kg/個）

ラダム［ai］60
ストーングレー 
ストーンブラウン 
ストーンベージュ

200×100（1面ショット） 120円
6,000円/㎡

50/㎡ 200×100×60 2.7

100角（1面ショット） 60円 100/㎡ 100×100×60 1.3

ラダム［ai］80　　　　　　
200×100（1面ショット） 130円

6,500円/㎡
50/㎡ 200×100×80 3.6

100角（1面ショット） 65円 100/㎡ 100×100×80 1.8

寸法図（mm）

寸法図（mm）

寸法図（mm）

受注後生産品

受注後生産品 受注後生産品

★
★

★

蓄熱を抑えて路面温度を低減する

太陽光を
反射する
太陽光を
反射する

夜間の放射熱を
軽減する

（当社オリジナルのワイズウォッシュ加工）

■蓄熱の低減、都市型洪水の
発生を緩和、雨天時に快適
な歩行を実現する透水機能

■骨材の性能を最大限に
活かした遮熱効果

■クールブロックペイブ ® 認定品

※測定方法：アスファルトの表面温度が
3時間で60℃に達する高さから照射した
際のクーラス［ai］遮熱透水の表面温度を
測定。（一般社団法人　インターロッキング
ブロック舗装技術協会の試験方法参照）

路面温度の低減効果が高い舗装
材として、一般社団法人インター
ロッキングブロック舗装技術協会
で定める「クールブロックペイブ®」
に全色認定されました。

ク ー ル
ブロック
ペイブⓇ

温度低減

約-9℃

アスファルトに比べ
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●各商品の詳細、品質性能基準については、ガーデンエクステリア商品総合カタログまたは、ホームページをご覧下さい。
●各商品の参考施工図、歩掛表については、ホームページに掲載しているCADデータをご参照下さい。

【仕様変更及び掲載写真について】商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。また、生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。
商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

ティーナ［ai］には5つの意匠があります。
意匠はランダムに納品されます。
販売単位は1個からとなりますが、
ご発注の際、意匠の指定はできません
のでご了承下さい。

乱張り作業時の端部処理が
容易にできます。

6個1セット販売
（ティーナ［ai］3個分）
※1m当り1.2セット使用
※数種類の意匠があります。
　意匠はランダムに納品されます。

締め固めの際は、表面テクスチャーを保護するためにゴム付き等の
コンパクターをご使用下さい。

カッシア［ai］・バレリア［ai］・フラミア［ai］・アッピア［ai］・ティーナ［ai］

人と環境へ、愛を込めて。

リサイクル商品の環境保全効果

本商品は、原料にリサイクル材を使用していますので、天然資源の使用量を抑える
ことができます。また、廃棄物の軽減化にも貢献します。

表面テクスチャー
（カッシア［ai］・バレリア［ai］・
 フラミア［ai］・ティーナ［ai］）

表面テクスチャー
（アッピア［ai］）

●全カラーにおいて、多色
の混合を自在に変化させ
て自然な風合いを表現して
います。
●テクスチャーは、天然石
から写し取ったリアルな表
情です。
●幅5～6mm、深さ15mm
の疑似目地を施しています。
（カッシア［ai］230、アッピア
［ai］230、ティーナ［ai］）

カッシア［ai］・バレリア［ai］・フラミア［ai］・アッピア［ai］・ティーナ［ai］

ティーナ［ai］コーナーパーツについて

足音が軽やかに。

舗装材からはじまる、楽しい時間。
と き

ユニソン　　　 中部営業部   　  ／〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル3階　TEL 052-533-5262　FAX 052-533-5263
ユニソン西日本 近畿営業部　　 ／〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号　　　　　　　　   TEL 072-829-0606　FAX 072-829-0616
ユニソン西日本 中国・九州営業部／〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町15番5号　　　　　　　　　  TEL 092-626-7051　FAX 092-626-7053

［グループ拠点］東海東・東海西・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡
HPアドレス　http://www.unison-net.com
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舗装材
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ティーナ［ai］の5つの意匠について
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